


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。
2003年度は新しい建物「武田先端知ビル」が竣工し、東京大学のいくつかのキャンパスに分散し

ていたVDEC関係施設を一カ所に集結し、文字通り“センター”となった記念すべき年となりまし
た。武田先端知ビルは現在のアドバンテストの創立者である武田郁夫氏から東京大学に寄贈された
寄附建物で浅野キャンパスに位置しています。１階にはVDECの事務部門やセミナー室、テスター
室等が、また４階にはセンター長室やVDECスタッフの研究室等が配置されています。地階には
600m2のクリーンルームが設置され、マスク作成設備や微細加工設備が設置されています。センタ
ー機能が一カ所に集結したことで作業効率が一層向上しサービス向上につながるものと期待してい
ます。各種セミナーも今後はこのビルで開催され、受講生の方々にとってよりよい環境での学習が
可能となると喜んでいます。
2003年度のチップ試作数は本年報にもありますように依然として高いレベルを維持し、主要国際

学会等でのVDECを利用した研究成果発表数は大きな伸びを示しています。これらの成果は各大
学・高専での研究者各位はもとより、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支援によるところが大きいと感謝いたしております。
東京大学は2004年4月から国立大学法人に組織変更となりました。東京大学に限らず法人化した

各大学にとって第一の関心事は各自の大学活動の高度化であり差別化でもあると言えます。ある意
味で各大学は“ライバル関係”に置かれたということができるでしょう。その中にあって全国共同
利用施設であるVDECは全国のすべての大学・高専のVLSI設計力強化に貢献する使命をもっていま
す。しかしVDECは法人としての東京大学の組織でもあり大学内の理解を得なければ存続できない
立場にもあります。このような中、VDECはこれまで果たしてきた役割と今後果たすべき役割を大
学の内外に対し再度明確にし、理解を得る努力をしてまいる所存ですが、これには是非皆様からの
強いご支援ご支持をお願い致したいと考えています。
産業界ではすでに90nmへと先端製造技術がシフトしています。この中で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おり、先端製造技術にも対応できる高い設計研究や人材の
育成が要求されています。そこでVDECでは2003年度に新しい試作サービスを開始する準備を進め
てまいりました。準備作業もようやく整い2004年度には沖電気の協力による0.15μmSOI-CMOS技
術とASPLA/STARCの協力による90nmCMOS技術のテストランを行う予定です。これら微細技術
は大変高価であることから従来の“マルチプロジェクトウェーハ”ではなく“マルチプロジェクト
チップ”型の試作モデルの導入となります。これら新しい試作技術を大学・高専に提供することで、
学界におけるVLSI設計研究の一段の高度化と人材育成に寄与できるものと考えています。VDEC活
動の発展のため、みなさまからの引き続きのご支援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15年度事業報告

1．1．VDEC事業の紹介と平成 15年度事業報告

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．

図 1．1　VDECの活動内容

����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
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図 1．2　VDECメーリングリスト検索システム

“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�

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�．�）．
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図 1．3　LSI IP 賞

����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．

平成��年��月，東京大学武田先端知ビル竣工記念

式典が東京大学本郷キャンパスで盛大に行われまし

た．
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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 

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．
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平成�年度から整備を行っている���ソフトウエ

アは，平成��年度は表�．�に示すツール群を全国の大

学に提供している．���ソフトウエアの利用は，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，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，全国の国・公・私立大

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．

1．2．CADソフトウェアの整備

表 1．1　導入されたCADシステム

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，デバイスシミ
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

���������������－��でシステム設計，合成，検証�言語ベース設計システム
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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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1．3．1　VLSI チップ試作

図�．�．�は，����および，それに先行して行われ

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���������（当該プロセスはその後日立北

海セミコンダクタ社に継続）�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．

1．3．平成 15 年度 VDEC事業報告
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図 1．3．1　チップ試作数・面積推移



11

また，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．また，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．

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

　○�����������（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

　○���������	��（ローム）

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

表 1．3．1　平成 15年度チップ試作日程

1．3．2　平成 15 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．
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　○���������	��（日立）（固定枠）

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日

平成��年�月��日平成��年�月��日第�回

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．

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
・��������	用シミュレーションライブラリ
・���������	��用配置配線ライブラリ

京都大学小野寺研究
室

�����

���（���）
�����

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

試作チップの
動作検証完了

・��������用論理合成ライブラリ
・��������	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

九州大学安浦研究室

������

・���������	��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
・��������	用シミュレーションライブラリ
・���������	��用配置配線ライブラリ

京都大学　小野寺研
究室

�����

���

（�������）
�����

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

・��������用論理合成ライブラリ
・��������	用シミュレーションライブラリ
・������用配置配線ライブラリ

東京大学����

������

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

東京大学����
������

日立������
����������

������������	
���

����������	
���
�����

��������	
����������

��

日立ゲ
ートア
レイ

�����にて配布
京都大学
小野寺研究室

京大���

表 1．3．2　VDECで利用可能なライブラリ
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������������	
������������������������������	�
����	���������

・��������用論理合成ライブラリ
・��������	用シミュレーションライブラリ
・������用配置配線ライブラリ

東京大学����
������

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

日立から提供
のセルを
��������に
移植

・��������用論理合成ライブラリ
・��������	用シミュレーションライブラリ
・������用配置配線ライブラリ

パスポ
ートラ
イブラ
リ

�����にて配布

・��������用論理合成ライブラリ
・��������	用シミュレーションライブラリ
・��������用配置配線ライブラリ

�����にて配布
京都大学
小野寺研究室京大���

日立������

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

・��������用論理合成ライブラリ
・��������	用シミュレーションライブラリ
・������用配置配線ライブラリ

東京大学����
������������	
���

����������	
���
�����

��������	
����������

��

������

日立ゲ
ートア
レイ

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

ロームから提
供�

・��������用論理合成ライブラリ
・��������	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

�����にて配布パスポ
ートラ
イブラ
リ
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表 1．3．2　VDECで利用可能なライブラリ

���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，�����のツールを�日間，����のツ

ールを�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（東北，東京，神戸，金沢，九州）

で実施し，�������，��������，�����，���������	
��

���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

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

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．

【CAD利用のための技術セミナー】

図 1．4．1　CAD講習会会場風景
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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 1．4．1　平成 15年度 CAD技術セミナー開催状況

講習内容参加人数開催時期開催地講習項目

�������の概要
�������の基本文法
����������	
�の概要

��
平成��年�月
��日～��日

東京大学

���������

���������		

����������	
�

講習会

高速デジタル回路向けの測定方法��
平成��年�月
��～��日

東京大学
�������テスタ
講習会

������の概要（������シミュレーションの位置
づけとネットリスト概要）
独立電源モデルの記述（記述例の説明）
素子モデルの記述（受動／能動素子，伝送線路
の記述例およびその説明）など

��
平成��年�月
��～��日

東京大学
���������

������講習会

��������	
������及び設計環境についての講習��
平成��年�月
��～��日

東京大学
��������	
��

講習会

基本アルゴリズムの説明
各機能の概要説明
基本的な起動操作
パワー解析機能の実行
タイミング解析機能の実行
���回路などでの設定例
�������と���の��������	
���

��
平成��年�月
��日

東京大学
����������	��


���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

東京大学
����������	
�

���������講習会

��レイアウト検証ツール�������を使用して，ル
ールファイルの作成方法，�������の実行方法
についての講習

��
平成��年�月
��～��日

東京大学
���������	
���

社
�������講習会

データ準備について（��������）
ツールを起動させるためのシステム環境
�����タイミング最適化レイアウトフロー
各入力データ（ネットリスト，タイミング制約）
など

��
平成��年�月
�～�日

東京大学
�����������	
�

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

東京大学�����講習会

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

�������についての講習
��

平成��年�月
�～��日

東京大学
����������	

講習会

���（���������	
）の概念，データのセットア
ップ，使用方法

��
平成��年�月
�日

九州大学
��������

���������	


講習会

���，���＋���の実行方法と，各々のデバッ
グ方法

��
平成��年�月
�～�日

九州大学
���������		
��

講習会

������環境から���������	を起動する為の環境設
定，解析及び，解析結果の確認方法

��
平成��年�月
�～�日

神戸大学
��������

���������

講習会
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ネットリスト入力による�����フローによる
配置配線，ノイズ解析

��
平成��年�月
��～��日

東北大学�����講習会

��������での配置配線用ライブラリやデザイン
のセットアップ，自動配置配線コアツール
������のアップグレード�����のデザインフロ
ーと各フェーズでの機能を講義と実習

��
平成��年�月
��～��日

東京工業
大学

���������

���������	
��

応用講習会

��レイアウト検証ツール�������を使用して，ル
ールファイルの作成方法，�������の実行方法

��
平成��年�月
��～��日

金沢大学
���������	
���

講習会

【社会人のためのリフレッシュセミナー】

図 1．4．2　2003 年度リフレッシュ教育ポスター
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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�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（����，����）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．

図 1．4．3　平成 15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

に北海道しんしのつ温泉で開催され，��名の参加者が

あった．今回は，��������������	��
����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，北海道大学の浅井先生の研究室

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】

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（東京大学
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

��

杉本泰博（中央大学教授），
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

�������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，���
で����������	�

��を実現する��������
エントリ・マルチプロセッサ・プラット
フォームを構築する����，ダイナミ
ック・リコンフィギャブル���による
アプリケーション開発，動的再構成プ
ロセッサ（���）技術とそのシステム応
用，動的再構成技術に基づくシステム
ソリューションー���技術を中心に

��

益子耕一郎（東京大学客員
教授），村上和彰（九州大学
教授），束原恒夫（���），
松澤　昭（東工大），小久保
優（日立製作所），高橋眞澄
（テンシリカ），内海弦（テ
ン シ リ カ），杉 浦 義 英
（���），佐 藤 友 美（���
����），本村真人（���），
中野恵一（���テクノロジ
ー）

平成��年
�月��，��日

コース�：
最先端����
設計実例

表 1．4．2　リフレッシュセミナー開催状況
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図 1．4．4　VDECデザイナーズフォーラム会場風景
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表 1．4．3　平成 15年度デザイナーズフォーラムプログラム

開会の挨拶�����－���������

宮永喜一先生（北海道大学）特別招待講演「「メディア認識処理用ソフト��
の設計とロバスト音声認識システム」

�����－�����

池田誠先生（東大����）「����の現状と今後の活動」�����－�����
大池祐輔さん（東京大学）���設計�（イメージセンサ編）「実時間・ロバ

スト�次元����イメージセンサの設計と測
定」

�����－�����

弘中哲夫先生（広島市立大学）「アプリケーションプログラミング��回路設計」�����－�����
宮崎崇仁さん（京都大学）���設計���（��回路編）「標準デジタル����

プロセスを使用した高周波���，���回路の設
計」

�����－�����

久池井博さん（������）「大学研究室向け試作���評価・解析サービス
について」

�����－�����

夕食（豪華活魚プラン��品）�����－�����
ポスターセッション�����－�����

宮越純一さん（金沢大学）���設計��（ディジタル回路編）「携帯端末応用
サブ��������動きベクトル検出プロセッサ
���の設計」

�����－���������

古田雅則さん，伊藤真也さん（静
岡大）

���設計��（アナログ回路編）永田真先生（神
戸大学）

�����－�����

山岡寛明さん（東大）「���の評価法」三田吉郎先生（東大����）�����－�����
深江誠二さん（広島大学）���設計�（メモリ編）「階層構造バンク型多ポ

ート����メモリとその応用」
�����－�����

パネル討論「���の評価法」�����－�����

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 1．4．4　平成15年度VDEC LSIデザイナーズフォーラム発表内容一覧

著者タイトル
太田淳，香川景一郎，徳田崇����でのイメージセンサ試作について
淺津博昭，川上智朗，西村智博，香川景一郎，太田淳，布下
正宏，渡辺國寛

自由空間光通信機能をもつ�����������
ビジョンチップの開発

上原昭宏アナログ・デジタル混在設計・現場の声
海野直之，高木茂孝，藤井信生バイアスオフセット技術を用いた低電圧電源

����電流乗算器
金澤雄亮，浅井哲也，雨宮好仁�����を利用したアナログ����の試作
西村好雄，宮澤武廣���評価検証ボードの提案
荒本雅夫，湯山洋一，小林和淑，小野寺秀俊動的な情報を利用したリコンフィギュラブル

プロセッサ
北川章夫，柿本芳雄，高田雅史，源貴利，有賀健太，尾形秀
範，橋秀明，伊藤久浩

北川研設計事例

飯塚哲也，池田誠，浅田邦博充足可能性判定を用いた����論理セルレ
イアウトの高速生成手法

伊藤潔人，山崎俊彦，小川誠，小林大輔，三田吉郎，柴田直柴田・三田研究室の研究と連想プロセッサ
伊藤浩之，篠木日曜子，岡田健一，益一哉��������内の差動伝送線路の設計及び評価
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����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．

1．5．装置の整備・運用・利用公開
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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 1．5．1　装置一覧および利用公開状況
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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．

平成��年度までの�年間，（株）半導体理工学研究

センター（�����）との共同研究として��プロジェク

トを行ってきたが，その最終成果として��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．

1．6．IP データベースの整備

現在までに登録済みの��を表�．�．�に示す． �

また，（株）ルネサステクノロジより「����ソフト

マクロ」，「�������ソフトマクロ」，「�������コア」

の提供を受けており，各大学のユーザーが無償でこれ

らの商用プロセッサ・��コアを利用することができ，

��コアベース設計研究を進める上で重要な部分を担っ

ている．

図 1．6．1　VDEC LSI IP Web データベースの例

カテゴリー��名登録番号

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

��������������	
�������（���）�����

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

��������������	�

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

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

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

表 1．6．1　VDEC LSI IP データベースに登録済みの IP（平成 16年 5月現在）
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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」およびそれ以降に各

大学で開発された��の公開に向けた取り組みを継続

する．

1．7．平成 16 年度の活動計画

【設計情報発信・セミナー開催】

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．なおデ

ザイナーフォーラムに関しては，����年�月に福岡で

開催される国際会議����������	（����������	��
��

����������	�
�	������	����������）に併設してアジア

地域におけるデザイナーフォーラムという形での開催

し，日本国内だけでなく，日本，韓国，台湾というア

ジアの����と動揺の活動拠点およびその利用者の相

互の交流により各国における���設計研究・教育を一

掃盛り上げることを目指す予定である．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．

【CADツール提供】

上流設計（�������，��������），中流設計（��������

（旧������），�������），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．また，������社が������

���社と合併したことにより正式に��������社の有す

るデバイスシミュレータ（���）のサポートも行う．

���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．
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【チップ試作支援】

平成��年度は，平成��年度から引き続きオン・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）．また，沖電気の��������プロセ

スの定常試作に向けてのテストランを実施する予定で

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．

【CMOS 1.2�m 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 0.35�m 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��日第�回

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 0.18�m 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 0.6�m】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 �月平成��年 �月��日第�回

【CMOS 0.18�m 2P5M】MOSIS-TSMC
設計締め切り試作

�����������	
���������

����年 �月��日�回

����年 �月 �日�回

����年��月��日�回

����年��月 �日�回

����年 �月�回

�����������	
�������������	
������

����年 �月 �日�回

����年 �月 �日�回

����年 �月��日�回

����年��月��日�回

����年 �月�回

������������	
�����������

����年 �月 �日�回

表 1．7．1　VDECチップ試作スケジュール（平成 15年度）
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【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��年度においても，平成��年度から継続して

いる，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．

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�������

�����
＊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�

表 1．7．2　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



平成１５年度 第２回 オンセミコンダクタ CMOS1.2μm チップ試作 （MOT022）

題 名 大 学 名 研 究 者 掲載頁

マイクロプロセッサとニューロンMOSFET乗算器の試作 大阪工業大学工学部
久津輪 敏郎，荒木 英夫，星野 聖

彰，乾 道孝
45

SCICを利用したイミタンス形スイッチトキャパシタ FPAA
熊本大学工学部

熊本大学大学院 自然科学研究科

井上 高宏

日野 臣教
45

ダイオードチャージポンプ型AC-DC変換回路および種々の浮遊

抵抗回路の設計

熊本大学工学部

熊本大学工学部

熊本大学大学院自然科学研究科

井上 高宏

萩原 祐一

飯尾 義徳，高宗 義成

45

FG-MOSFETのみかけのしきい電圧のオートチューニング回路
熊本大学工学部

熊本大学大学院自然科学研究科

井上 高宏

市原 栄蔵
46

昆虫の視覚系に学んだ背景速度が生じる画像中でのターゲット

の動き検出チップの試作
豊橋技術科学大学工学部 西尾 公裕，米津 宏雄 46

昆虫の視覚系に学んだ一次元動き検出チップの試作 豊橋技術科学大学工学部 西尾 公裕，米津 宏雄 46

64×64 画素三相時間相関イメージセンサ(第 3 報)
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

安藤 繁

来海 暁
47

MOS構成に適したアナログ形 PLLの試作 秋田大学工学資源学部 川元 雅紀，佐藤 紀章，井上 浩 47

リング発振器を用いた PLL 用の発振器の試作 秋田大学工学資源学部 宮前 亨，井上 浩 47

SystemCを用いた３次元スイッチボックスハードウェアルータ

の試作
広島工業大学工学部 大村 道郎，市塚 裕之 48

冗長パスを有するマルチコンテキスト FPGA 千葉大学工学部 難波 一輝，伊藤 秀男 48

高精度 CMOS 基準電圧発生回路
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

南 隆一，松田 敏弘，岩田 栄之

大曽根 隆志
48

小型半導体加速度センサ用 LSIの設計
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

麻生 啓太，松田 敏弘，岩田 栄之

大曽根 隆志
49

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，大場 博之，松田 敏弘，

岩田 栄之
49

スイッチング電源制御用 LSI 出力回路の設計 富山県立大学大学院工学研究科
中山 剛，大場 博之，松田 敏弘，

岩田 栄之
49

受信システム用要素回路の試作 1 東京工業大学理工学研究科 藤井 信生，高木 茂孝，佐藤 隆英 50

受信システム用要素回路の試作 3 東京工業大学理工学研究科 藤井 信生，高木 茂孝，佐藤 隆英 50

平成１５年度 第１回 オンセミコンダクタ CMOS1.2μm チップ試作 （MOT031）

題 名 大 学 名 研 究 者 掲載頁

スイッチトキャパシタフィルタ 静岡大学電子工学研究所 高橋 誠，小川 覚美，渡邊 健蔵 51

全差動型演算増幅器の試作 静岡大学電子工学研究所
石原 ゆかり，小川 覚美，渡辺 健

藏
51

ＮＡＮＤ論理ゲート速度性能評価回路とマイクロプロセッサの

設計

静岡理工科大学電気電子情報工学科

静岡理工科大学電子工学科

波多野 裕

渋谷 耕児，縣 伸史，北村 義徳，

永野 肇，村松 透，望月 秀幸

51

下等動物の視覚系に学んだ二次元動き検出チップの試作 豊橋技術科学大学工学部 西尾 公裕，米津 宏雄 52

広ダイナミックレンジを有するエッジ検出網膜チップの試作 豊橋技術科学大学工学部 澤 伸也，米津 宏雄 52

有機 EL素子駆動用アクティブマトリクス回路
富山大学理工学研究科

富山大学工学部

坂井 健治

柴田 幹，中 茂樹，岡田 裕之，女

川 博義

52

ストレート方式 AMラジオの受信機の試作
東京理科大学理工学部電気工学科

東京理科大学理工学部電気電子情報工学科

秋山 大，新井 義明，近野 暢，後

藤 健志，清水 大数

兵庫 明，関根 慶太郎

53

スーパーヘテロダイン受信機の試作
東京理科大学理工学部電気工学科

東京理科大学理工学部電気電子情報工学科

永田 基希，高橋 悠，中村 剛一

郎，竹原 史恵

兵庫 明，関根 慶太郎

53

スーパーヘテロダイン方式 CMOSワンチップＡＭラジオの設計
東京理科大学理工学部電気工学科

東京理科大学理工学部電気電子情報工学科

藤田 林太郎，蛭川 奈津，米川 智

宣，和智 勇介

兵庫 明，関根 慶太郎

53

NMOS・PMOS・キャパシタの TEG
東京理科大学理工学部電気工学科

東京理科大学理工学部電気電子情報工学科

永田 基希，米川 智宣

兵庫 明，関根 慶太郎
54

MOS型定電流回路の設計・試作(1) 岡山県立大学情報工学部
日笠 猛，大曽根 隆志，森下 賢

幸，小椋 清孝
54

MOS型定電流回路の設計・試作(2) 岡山県立大学情報工学部
日笠 猛，大曽根 隆志，森下 賢

幸，小椋 清孝
54
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64×64 画素三相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

大阪電気通信大学総合情報学部

安藤 繁

来海 暁
55

非同期ニューラルネットワーク用シナプス回路の試作 日本大学理工学部電子情報工学科
太田 寛，齊藤 健，佐伯 勝敏，関

根 好文
55

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

今口 公司，畑堀 祐紀，藤岡 篤

志，三浦 真一，越智 裕之，窪田

昌史，児島 彰，寺内 衛

55

10秒周期で時報音を生成するチップ 広島市立大学情報科学部

島津 尊是，新居田 潔，花崎 翔

太，兵部 拓人，越智 裕之，窪田

昌史，児島 彰，寺内 衛

56

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

酒井 智也，島田 貴史，庄崎 和

哉，駿河 小太郎，越智 裕之，窪

田 昌史，児島 彰，寺内 衛

56

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

礒部 博隆，小西 克明，額賀 大

揮，平田 義輝，越智 裕之，窪田

昌史，児島 彰，寺内 衛

56

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

高尾 泰弘，久保 育則，白根 賢

一，羽田 隆二，越智 裕之，窪田

昌史，児島 彰，寺内 衛

57

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

荒川 香織，古川 梨香，森 有佳

理，山下 淑子，越智 裕之，窪田

昌史，児島 彰，寺内 衛

57

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

岡 大輔，川野 敦史，中尾 彰宏，

山本 純一，越智 裕之，窪田 昌

史，児島 彰，寺内 衛

57

3分間クッキングタイマー 広島市立大学情報科学部

石野 正英，梅比良 紀章，山下 晋

司，山本 正樹，越智 裕之，窪田

昌史，児島 彰，寺内 衛

58

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

向 建宇，重藤 典之，酒匂 宏樹，

夏木 龍彦，越智 裕之，窪田 昌

史，児島 彰，寺内 衛

58

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

有路 忠臣，新迫 洋一，中西 勝

利，大本 哲広，越智 裕之，窪田

昌史，児島 彰，寺内 衛

58

救急車のサイレン 広島市立大学情報科学部

橋本 伸嗣，田中 秀幸，丹生谷 勇

太，竹内 健，越智 裕之，窪田 昌

史，児島 彰，寺内 衛

59

リング発振器を用いた PLL 用の発振器の試作 秋田大学工学資源学部 宮前 亨，井上 浩 59

MOS構成に適したアナログ形 PLLの試作 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
59

演算増幅器の試作・検証
佐賀大学大学院工学系研究科

佐賀大学理工学部

内田 正隆，塚本 尚平

小林 幸司，田崎 篤，舛岡 貴志，

村上 真人，深井 澄夫

60

ニューロン MOS を利用した可変論理回路・コンパレータの試

作

佐賀大学大学院工学系研究科

佐賀大学理工学部

石川 洋平，山口 竜司

深井 澄夫
60

CMOS２段オペアンプの設計 上智大学理工学部 小林 章二，和保 孝夫 60

スイッチトキャパシタ電源回路の設計 熊本電波工業高等専門学校電子工学科 江口 啓 61

アレイ構造を利用したカオス発生回路 熊本電波工業高等専門学校電子工学科 江口 啓 61

ログドメイン積分回路の試作ならびに演算増幅回路の設計演習
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

秋田 一平

上田 昇，鈴木 寛人，八木 大介，

吉田 武史，和田 和千

61

高精度 CMOS 基準電圧発生回路
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

南 隆一，松田 敏弘，岩田 栄之

大曽根 隆志
62

小型センサ用 CMOS D/Aコンバータの設計 富山県立大学大学院工学研究科
麻生 啓太，堀井 信嘉，松田 敏

弘，岩田 栄之
62

スイッチング電源制御 LSI 用補正回路の設計 富山県立大学大学院工学研究科
中山 剛，大場 博之，松田 敏弘，

岩田 栄之
62

スイッチング電源制御用 LSIの設計 富山県立大学大学院工学研究科
中山 剛，大場 博之，松田 敏弘，

岩田 栄之
63

演算増幅器の試作 東京工業大学理工学研究科 藤井 信生，高木 茂孝，佐藤 隆英 63

FM放送受信システム用回路ブロックの試作 1 東京工業大学理工学研究科 藤井 信生，高木 茂孝，佐藤 隆英 63

FM放送受信システム用回路ブロックの試作 2 東京工業大学理工学研究科 藤井 信生，高木 茂孝，佐藤 隆英 64

FM放送受信システム用回路ブロックの試作 3 東京工業大学理工学研究科 藤井 信生，高木 茂孝，佐藤 隆英 64
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信号処理用回路
小山工業高等専門学校電子工学科

小山工業高等専門学校電気工学科

西野 聰

増渕 康尊
64

平成１５年度 第４回 ローム CMOS0.35μm チップ試作 （RO35024）

題 名 大 学 名 研 究 者 掲載頁

SoC設計教育用教材チップの設計試作
九州大学大学院システム情報科学府

九州大学システム LSI 研究センター

真島 優輔，山口 大介，牧山 幸

史，張 中，森 達矢

安浦 寛人

65

DAコンバータの試作 九州大学システム LSI 研究センター 築添 明，曹 ユン，安浦 寛人 65

電流モード多値論理に基づく Field-Programmable Digital Fil-

ter LSIの試作

東北大学大学院情報科学研究科

東北工業大学工学部電子工学科

出川 勝彦，青木 孝文

樋口 龍雄
65

デジタルピクセルセンサーを用いたメディアン値探索プロセッ

サ

東京大学大学院新領域創成科学研究科

東京大学工学部

伊藤 潔人

中山 友之
66

Resonantによる動き位置検出および速度検出回路の第 2 版 東京大学大学院新領域創成科学研究科 梅島 誠之 66

隣接セル間配線を用いたフォトダイオード・演算器分離型エッ

ジ抽出回路
東京大学工学部 中下 友介 66

フルデジタルメディアン値探索回路 東京大学大学院工学系研究科 山崎 英男 67

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，向井 徹，岩田 穆 67

CAMチップ
広島大学大学院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

是角 圭祐，岩田 穆

森江 隆
67

多入力神経信号センシング LSIの設計(1) 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
68

多入力神経信号センシング LSIの設計(2) 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
68

スパイキングニューロン回路の試作
広島大学大学院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

佐々木 寛弥，岩田 穆

森江 隆
68

振幅変調を利用した 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 69

可変ゲインアンプを用いた DS-CDMA 有線バスの設計 大阪大学大学院 工学研究科
井田 司，清水 新策，嶋村 延幸，

松岡 俊匡，谷口 研二
69

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 東北大学大学院工学研究科
杉村 武昭，沈 正七，栗野 浩之，

小柳 光正
69

スイッチト・キャパシタ回路を用いたオフセット電圧補償型増

幅回路の試作
東北大学大学院工学研究科

小野 宏，沈 正七，栗野 浩之，小

柳 光正
70

LSI設計コンテスト（１） 金沢大学工学部 集積回路工学研究室 田中 寛，三浦 有人，北川 章夫 70

LSI設計コンテスト（２） 金沢大学工学部 集積回路工学研究室 泉 貴富，伊藤 久浩，北川 章夫 70

LSI設計コンテスト（３） 金沢大学工学部 集積回路工学研究室 矢野 勇生，松田 浩義，北川 章夫 71

LSI設計コンテスト（４） 金沢大学 集積回路工学研究室 野崎 宏哉，中野 伸吾，北川 章夫 71

POF フロントエンド試作の為の TEG 金沢大学工学部 集積回路工学研究室 山田 裕史，北川 章夫 71

E級ＤＣ－ＤＣコンバータ 福岡大学工学部 末次 正 72

低 VDD アナログ回路および SRAM におけるリーク電流対策回

路
東京大学生産技術研究所

石田 光一，Quang Canh Tran，

神田 浩一，宮崎 隆之
72

64ニューロン搭載改良型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
桃井 昭好，秋元 俊祐，佐藤 茂

雄，中島 康冶
72

Inverse function Delayed モデルを用いたニューロチップの設

計
東北大学電気通信研究所

伝田 達明，末永 晋也，早川 吉

弘，中島 康治
73

ニューロン素子による連想記憶システム 東北大学電気通信研究所
李 洪革，秋元 俊祐，早川 吉弘，

佐藤 茂雄，中島 康治
73

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

横浜国立大学大学院工学府

吉川 信行

城殿 征志
73

二次元高速フーリエ変換プロセッサ
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

宮本 直人，カルナン レオ，小谷

光司

大見 忠弘

74

次世代 PET 用フロントエンドチップ
東京大学大学院工学系研究科

東京大学人工物工学研究センター

石津 崇章

高橋 浩之
74

マルチアノード光電子増倍管用計数チップ
東京大学大学院工学系研究科

東京大学人工物工学研究センター

Yeom Jung Yeol，石津 崇章

高橋 浩之
74

位置演算用アナログエンコーダ
東京大学大学院工学系研究科

東京大学人工物工学研究センター

Yeom Jung Yeol，石津 崇章

高橋 浩之
75
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低消費電力・全並列最小マンハッタン距離検索連想メモリ

広島大学先端物質研究科

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，マタウシュ ハンスユ

ルゲン

75

群知能型情報処理ＬＳＩの設計 大阪府立大学先端科学研究所 中尾 基，泉 勝俊 75

平滑化機能を持ったシリコン網膜チップの開発 大阪大学大学院工学研究科 亀田 成司，八木 哲也 76

方位選択性を実現するアナログ集積回路の設計 大阪大学大学院工学研究科 下ノ村 和弘，八木 哲也 76

マルチチップ視覚システムのためのレシーバチップ TEG 大阪大学大学院工学研究科 下ノ村 和弘，八木 哲也 76

デジタル・デルタシグマ変調回路(2) 神戸大学工学部 杉本 智彦，永田 真 77

JTAG付きパルスジェネレータ
高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核

研究所
田中 真伸 77

化合物半導体共鳴トンネル素子の Si-LSIへの集積化テスト 名古屋大学工学研究科 前澤 宏一，水谷 孝 77

平成１５年度 第１回 ローム CMOS0.35μm チップ試作 （RO35031）

題 名 大 学 名 研 究 者 掲載頁

Low-Power Switched-Current CDMA Matched Filter 東京大学大学院工学系研究科 山崎 俊彦 78

フローティング・ゲート MOS 回路技術を用いた低消費電力

CDMA用マッチトフィルタ

東京大学大学院工学系研究科

東京大学大学院新領域創成科学研究科

山崎 俊彦

中山 友之
78

Resonantによる動き位置検出および速度検出回路の第 3 版 東京大学大学院新領域創成科学研究科 梅島 誠之 78

Mixed-signalメディアン値探索回路 東京大学大学院工学系研究科 山崎 英男 79

フォトダイオードアレイ 東京大学大学院新領域創成科学研究科 中下 友介 79

三次元集積人工網膜チップのための電流型人工網膜回路 東北大学大学院工学研究科
中川 源洋，沈 正七，栗野 浩之，

小柳 光正
79

A/D変換器を内蔵した周波数変調パルス型イメージセンサ 東北大学大学院工学研究科
杉村 武昭，出口 淳，沈 正七，栗

野 浩之，小柳 光正
80

積層型人工眼のための基本回路の試作 東北大学大学院工学研究科
出口 淳，沈 正七，栗野 浩之，小

柳 光正
80

相変化不揮発性メモリと長ビット数対応暗号処理 LSI-IP 及び

LNA
金沢大学工学部 集積回路工学研究室

高田 雅史，源 貴利，橋 秀明，伊

藤 久浩，北川 章夫
80

OGPICマイクロコントローラ，VCO 金沢大学工学部 集積回路工学研究室 有賀 健太，尾形 秀範，北川 章夫 81

生体の網膜に学んだ二次元エッジ検出網膜チップの試作 豊橋技術科学大学工学部 澤 伸也，米津 宏雄 81

生体の網膜に学んだ一次元エッジ検出網膜チップの試作 豊橋技術科学大学工学部 澤 伸也，米津 宏雄 81

下等動物の視覚系に学んだ動き検出ネットワークを構成するア

ナログ基本回路の試作
豊橋技術科学大学工学部 西尾 公裕，米津 宏雄 82

E級ＤＣ－ＤＣコンバータ 福岡大学工学部 末次 正 82

低VTH世代のためのアナログ回路および FPGAにおけるリーク

電流対策回路
東京大学生産技術研究所 石田 光一，Quang Canh Tran 82

チップ間ワイヤレス伝送方式評価 TEG 東京大学生産技術研究所
稲垣 賢一，Danardono Dwi An-

tono
83

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

横浜国立大学大学院工学府

吉川 信行

城殿 征志
83

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

横浜国立大学大学院工学府

吉川 信行

城殿 征志
83

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

東北大学未来科学技術共同研究センター

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

84

200×200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

大阪電気通信大学総合情報学部

安藤 繁

来海 暁
84

128×128画素時間相関イメージセンサ(第 5 報)
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

安藤 繁

来海 暁
84

液晶表示コントローラの試作 東京大学大学院情報理工学系研究科
高松 誠一，齋藤 宏，酒造 正樹，

下山 勲
85

メディカルイメージング用チップ
東京大学大学院工学系研究科

東京大学人工物工学研究センター

Yeom Jung Yeol，石津 崇章

高橋 浩之
85

PET 用フロントエンドチップ
東京大学大学院工学系研究科

東京大学人工物工学研究センター

石津 崇章，Yeom Jung Yeol

高橋 浩之
85

多チャンネルプリアンプ
東京大学大学院工学系研究科

東京大学人工物工学研究センター

Yeom Jung Yeol，石津 崇章

高橋 浩之
86

高速サンプリングを目指したアナログメモリの開発 東京農工大学大学院工学研究科 木下 拓也，楜沢 謙和 86
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PWM方式画素並列 2 次元ガボールフィルタ回路
九州工業大学大学院生命体工学研究科

広島大学大学院先端物質科学研究科

森江 隆

梅澤 淳，岩田 穆
86

インピーダンス変換回路用 TEGの設計 大阪府立大学先端科学研究所 田中 智之，中尾 基，泉 勝俊 87

差分光再構成型ゲートアレイ 九州工業大学 渡邊 実 87

電流モード多値可変空間フィルタ検出器チップ 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
87

2次元時間フィルタアレイの設計 大阪大学大学院工学研究科 下ノ村 和弘，八木 哲也 88

擬似 2 次元シリコン網膜の設計
大阪大学大学院工学研究科

広島大学先端物質科学研究科

下ノ村 和弘，八木 哲也

亀田 成司
88

画素内背景光抑圧回路を有する高速 3 次元イメージセンサ

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(VDEC)

大池 祐輔

池田 誠，浅田 邦博
88

オンチップ di/dt 測定回路

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(VDEC)

名倉 徹

池田 誠，浅田 邦博
89

平成１５年度 第２回 ローム CMOS0.35μm チップ試作 （RO35032）

題 名 大 学 名 研 究 者 掲載頁

システム LSIの試作 大阪工業大学工学部
久津輪 敏郎，荒木 英夫，星野 聖

彰，尾川 広和
90

Counter Tree Diagramに基づく冗長 2 進加算器の設計および

試作

東北大学大学院情報科学研究科

東北工業大学工学部電子工学科

若松 泰平，本間 尚文，青木 孝文

樋口 龍雄
90

パルス幅変調方式の列並列データ送受信回路を有する画像処理

チップの開発
広島大学大学院先端物質科学研究科 亀田 成司，岩田 穆 90

シリコン網膜に使用する抵抗回路網のＴＥＧ 広島大学大学院先端物質科学研究科 亀田 成司，岩田 穆 91

ビジョンチップに使用する光センサ回路のＴＥＧ 広島大学大学院先端物質科学研究科 亀田 成司，岩田 穆 91

D 級アンプ、バンドギャップリファレンス回路、スイッチト

キャパシタ DC-DCコンバータ ver.2
早稲田大学電気・情報生命工学科

釣井 雄介，阿部 博明，高須 甲

斐，佐々木 昌弘，松本 隆
91

神経センシング LSI 評価 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
92

1チップ無線・神経センシング LSIの設計 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
92

電気的中心窩構造実現のための要素回路 東北大学大学院工学研究科
中川 源洋，沈 正七，栗野 浩之，

小柳 光正
92

ロボットビジョン用イメージセンサのための TEG 東北大学大学院工学研究科
出口 淳，沈 正七，栗野 浩之，小

柳 光正
93

ロボットビジョン用イメージセンサの試作 東北大学大学院工学研究科
出口 淳，沈 正七，栗野 浩之，小

柳 光正
93

3 次元集積化技術を用いた超並列・パイプライン画像処理チッ

プの設計(1)センサアレイレイヤ
東北大学大学院工学研究科

河江 大輔，沈 正七，栗野 浩之，

小柳 光正
93

3 次元集積化技術を用いた超並列・パイプライン画像処理チッ

プの設計(2)レジスタアレイレイヤ
東北大学大学院工学研究科

河江 大輔，沈 正七，栗野 浩之，

小柳 光正
94

3 次元集積化技術を用いた超並列・パイプライン画像処理チッ

プの設計(3)ADC&ALUアレイレイヤ
東北大学大学院工学研究科

河江 大輔，沈 正七，栗野 浩之，

小柳 光正
94

相変化不揮発性メモリと RFテスト回路 金沢大学工学部 集積回路工学研究室
高田 雅史，有賀 健太，伊藤 久

浩，北川 章夫
94

高精細マイクロディスプレイ LSI 金沢大学工学部 集積回路工学研究室 源 貴利，北川 章夫 95

アナログ回路・メモリにおけるリーク電流の効果、WSC、高速

電源電圧変更評価 TEG
東京大学生産技術研究所

石田 光一，宮崎 隆之，許 蛍雪，

Fayez Saliba，Danardono Dwi

Antono

95

チップ間ワイヤレス伝送方式評価 TEG・低電力 FPGA 東京大学生産技術研究所
稲垣 賢一，鬼塚 浩平，Quang

Canh Tran，川口 博
95

無線周波数帯局部発振器の試作
東京理科大学理工学部電気工学科

東京理科大学理工学部電気電子情報工学科

永田 基希

兵庫 明，関根 慶太郎
96

Inverse function Delayed モデルを用いたニューロチップの設

計(改良版)
東北大学電気通信研究所

伝田 達明，末永 晋也，早川 吉

弘，中島 康治
96

マルチメディアモバイルプロセッサ 弘前大学理工学部
深瀬 政秋，三國 勝志，中村 吉

樹，佐藤 陽一，赤岡 亮
96

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

横浜国立大学大学院工学府

吉川 信行

城殿 征志
97
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自動学習連想メモリのための 32参照パターン用 ranking 回路

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

溝上 政弘

マタウシュハンスユルゲン，小出

哲士

97

画素並列 AD変換型撮像素子 東北大学大学院工学研究科 舘 知恭 97

二次元画像認識プロセッサ
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

宮本 直人，小谷 光司

大見 忠弘
98

14-bit，200MS/s，2.7V D/A 変換器の開発 中央大学理工学部 櫻井 宏樹，杉本 泰博 98

フィードフォワード位相補償を用いた光通信用 TIAの試作 中央大学理工学部 山田 浩輔，川田 真也，杉本 泰博 98

マルチチャンネル波形整形チップ
東京大学大学院工学系研究科

東京大学人工物工学研究センター

Yeom Jung Yeol，石津 崇章

高橋 浩之
99

マルチチャンネルプリアンプ
東京大学大学院工学系研究科

東京大学人工物工学研究センター

Yeom Jung Yeol

高橋 浩之
99

高速サンプリングを目指したアナログメモリの開発 東京農工大学大学院工学研究科 木下 拓也，楜沢 謙和 99

光無線 LANビジョンチップ：差動化によるモード間クロストー

クノイズの低減

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学

研究科

池内 隆志，藤内 亜紀子，川上 智

朗，香川 景一郎，太田 淳，布下

正宏

100

光無線 LANビジョンチップ：アナログバッファの検討
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，香川 景一郎，太田

淳，布下 正宏
100

周波数領域での信号処理回路の試作２ 茨城大学工学部 木村 孝之 100

バンク型デジタル・アナログ融合全並列最小マンハッタン距離

検索連想メモリ

広島大学先端物質研究科

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，マタウシュ ハンスユ

ルゲン

101

低消費電力アナログ神経回路 TEGの試作 山梨大学工学部 加藤研究室 上野 響一 101

Tree-Structure 方式による DEM回路の設計 上智大学理工学部 加藤 了三，和保 孝夫 101

低周波・低消費電力増幅回路の設計 大阪府立大学先端科学研究所 田中 智之，中尾 基，泉 勝俊 102

リセット方式全ディジタル PLLの試作 九州東海大学工学部 佐々木 博文，藤本 邦昭 102

平面中の複数対象点の高速検索回路 公立はこだて未来大学システム情報科学部 秋田 純一 102

３種類の乗算器および特性評価用リングオシレータ 高知工科大学工学部
草ヶ谷 利雄，石川 純平，矢野 政

顕，橘 昌良，河津 哲
103

方位選択性を実現するアナログ集積回路の設計 大阪大学大学院工学研究科 下ノ村 和弘，八木 哲也 103

2次元シリコン網膜チップの設計
大阪大学大学院工学研究科

広島大学先端物質科学研究科

下ノ村 和弘，八木 哲也

亀田 成司
103

シリコン網膜の制御信号回路 大阪大学大学院工学研究科
井上 恵介，下ノ村 和弘，八木 哲

也
104

適応的側抑制機能を持つ２次元シリコン網膜 佐賀大学理工学部 原 重臣 104

耐ばらつき４値 I/O 回路 九州工業大学マイクロ化総合技術センター 白木 良典，中村 和之 104

H8互換 16ビット CISC CPU
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究

科

中井 伸郎，岡崎 篤也，中西 正

樹，山下 茂，渡邉 勝正
105

１６ビットパイプラインプロセッサの設計実習 早稲田大学大学院情報生産システム研究科 池永 剛 105

異なる配線パターンを持つセルの故障率の差を測定するための

チップ

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(VDEC)

飯塚 哲也

池田 誠，浅田 邦博
105

MIPS互換プロセッサの試作

京都大学大学院情報学研究科通信情報シス

テム専攻

東京大学大規模集積システム設計教育研究

センター

樋口 昭彦，荒本 雅夫，湯山 洋

一，小野寺 秀俊

小林 和淑

106

平成１５年度 第３回 ローム CMOS0.35μm チップ試作 （RO35033）

題 名 大 学 名 研 究 者 掲載頁

ケミカルセンサ用演算ＬＳＩの味覚識別モジュール回路の設計 武蔵工業大学大学院工学研究科 藤田 雅彦，秋谷 昌宏 107

ケミカルセンサ用演算ＬＳＩの試作 武蔵工業大学大学院工学研究科 武藤 玄，秋谷 昌宏 107

ケミカルセンサ用識別回路 LSIの試作 武蔵工業大学大学院工学研究科 紫村 優介，山田 健太，秋谷 昌宏 107

電流モード多値論理に基づく Field-Programmable Digital Fil-

ter LSIの試作

東北大学大学院情報科学研究科

東北工業大学工学部電子工学科

出川 勝彦，青木 孝文

樋口 龍雄
108

マルチパス一括処理を実現する超並列 CDMAマッチトフィルタ

東京大学大学院工学系研究科

東京大学大学院新領域創成科学研究科

東京大学工学部

山崎 俊彦

中山 友之

亀谷 暁

108

隣接セル間配線のみを用いたエッジフィルタ用演算器回路 TEG 東京大学大学院新領域創成科学研究科 中下 友介 108

電流型パルス幅復調回路の試作 広島大学大学院先端物質科学研究科 亀田 成司，岩田 穆 109
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アナログ回路用デバイス TEG 東北大学大学院工学研究科
出口 淳，沈 正七，栗野 浩之，小

柳 光正
109

相変化不揮発性メモリと長ビット数対応暗号処理 LSI-IP 金沢大学工学部 集積回路工学研究室

高田 雅史，橋 秀明，泉 貴富，中

江 智，中野 伸吾，中野 智祟，朴

虎崗，北川 章夫

109

高速配線・オンチップインダクタ評価 TEG 東京大学生産技術研究所
Danardono Dwi Antono，鬼塚

浩平
110

低消費電力アナログ・IO・FPGA 評価 TEG 東京大学生産技術研究所
石田 光一，Quang Canh Tran，

稲垣 賢一
110

Inverse Function Delayedモデルで構築した学習機能を有する

ニューラルネットワーク
東北大学情報科学研究科

福原 淳，伝田 達明，早川 吉弘，

中島 康治
110

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

横浜国立大学大学院工学府

吉川 信行

城殿 征志
111

64参照パターン用自動学習連想メモリテストチップ

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

溝上 政弘

マタウシュハンスユルゲン，小出

哲士

111

イメージセンサの検証用回路 東京理科大学工学研究科 今井 功，笹倉 康明，川原 隆輔 111

マイクロストリップガスカウンタ用信号処理回路
東京大学大学院工学系研究科

東京大学人工物工学研究センター

Yeom Jung Yeol

高橋 浩之
112

低雑音 16チャンネルプリアンプ
東京大学大学院工学系研究科

東京大学人工物工学研究センター

Yeom Jung Yeol

高橋 浩之
112

多層構造 Convolutional Neural Network 演算回路チップ 九州工業大学大学院生命体工学研究科 是角 圭祐，中野 鉄平，森江 隆 112

境界セル限定動作機能を持つ 41x33セル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

広島大学ナノデバイス・システム研究セン

ター

森本 高志，足立 英和

桐山 治，小出 哲士，マタウシュ

ハンスユルゲン

113

大規模参照パターン全並列最小マンハッタン距離検索連想メモ

リ

広島大学先端物質研究科

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，マタウシュ ハンスユ

ルゲン

113

低周波・低消費電力増幅回路及び AD変換回路の設計 大阪府立大学先端科学研究所 田中 智之，中尾 基，泉 勝俊 113

低ジッタ全ディジタル PLLおよびアナログ PLLの試作 九州東海大学工学部 佐々木 博文，藤本 邦昭 114

二次元平面上の細線化による対象物体検出回路 公立はこだて未来大学システム情報科学部 秋田 純一 114

インダクタンス結合チップ間無線通信チャネルアレイにおける

クロストーク測定用送信チップ
慶應義塾大学理工学部 三浦 典之，黒田 忠広 114

インダクタンス結合チップ間無線通信チャネルアレイにおける

クロストーク測定用受信チップ
慶應義塾大学理工学部 三浦 典之，黒田 忠広 115

光再構成型ゲートアレイ 九州工業大学 渡邊 実 115

フルカラーＬＥＤディスプレイ駆動回路の設計 高知工科大学工学部 谷脇 史高，矢野 政顕，橘 昌良 115

ゼロ交差検出回路 大阪大学大学院工学研究科
井上 恵介，下ノ村 和弘，八木 哲

也
116

スペース赤外線天文観測用極低温動作読みだし集積回路評価用

素子の試作
総合研究大学院大学物理科学研究科 和田 武彦 116

ニューロンMOSトランジスタを用いた D/Aコンバータの TEG
東海大学大学院工学研究科

東海大学電子情報学部

福原 雅朗

吉田 正廣
116

ピクセル検出器用コントロール回路及びデータ圧縮回路
高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核

研究所
田中 真伸 117

ディジタル雑音低減のためのアクティブ・シールド回路の作成 東京工業大学理工学研究科 藤井 信生，高木 茂孝，佐藤 隆英 117

平成１５年度 第３回 日立製作所 CMOS0.18μm チップ試作 （HIT18023）

題 名 大 学 名 研 究 者 掲載頁

ミリ波帯 PLLに向けた複数係数周波数分周回路の作成
東京大学新領域創成科学研究科

東京大学工学系研究科

山本 憲，乗松 崇泰，藤島 実

木野 順
118

タイムドメイン DP マッチングプロセッサ、MIMD 連想プロ

セッサの演算器コア

東京大学大学院新領域創成科学研究科

東京大学工学部

小川 誠

早川 仁
118

オンチップサンプリングオシロスコープ回路を用いたシグナル

インテグリティの評価
京都大学情報学研究科

新名 亮規，宮崎 崇仁，橋本 昌

宜，小野寺 秀俊
118

電源網解析向け容量特性評価 TEG 京都大学情報学研究科
山口 隼司，橋本 昌宜，小野寺 秀

俊
119

レベルシフタ回路 東京大学生産技術研究所 石田 光一，宮崎 隆之 119

コンフィギュラブルプロセッサを用いた JPEG2000符号器の設

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
119
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フォトダイオード基礎特性測定 TEG
奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学

研究科

岡本 英樹，山本 幸司，香川 景一

郎，太田 淳，布下 正宏
120

LSI設計評価用基本デバイスＴＥＧ 高知工科大学工学部
石川 純平，大橋 健二，橘 昌良，

河津 哲
120

超多重 RFID 向けトランスポンダ実験チップ 神戸大学工学部
福水 洋平，大野 修治，瀧 和男，

野口 宏一郎，奥本 健，永田 真
120

オンチップ配線特性および PLL 特性評価 TEG 京都大学情報学研究科
土谷 亮，宮崎 崇仁，橋本 昌宜，

小野寺 秀俊
121

平成１５年度 第１回 日立製作所 CMOS0.18μm チップ試作 （HIT18031）

題 名 大 学 名 研 究 者 掲載頁

ミリ波帯で動作する周波数分周器と電圧制御発振回路の作製 東京大学新領域創成科学研究科 山本 憲，藤島 実 122

CDMA Matched Filter
東京大学大学院工学系研究科

東京大学大学院新領域創成科学研究科

山崎 俊彦

中山 友之
122

Digital Pixel Sensor TEG
東京大学大学院新領域創成科学研究科

東京大学工学部

伊藤 潔人

Tongprasit Benjamas
122

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 東京大学大学院新領域創成科学研究科 伊藤 潔人 123

カーネル係数可変型画像フィルタリングプロセッサ 東京大学大学院新領域創成科学研究科 伊藤 潔人 123

実時間認識のための画像特徴抽出プロセッサ
東京大学大学院工学系研究科

東京大学工学部

山崎 英男

川原 邦男
123

短命令長 SIMDプロセッサ 東京大学大学院工学系研究科 早川 仁 124

電源ノイズ測定 TEG 京都大学情報学研究科
山口 隼司，橋本 昌宜，小野寺 秀

俊
124

オンチップ高速信号伝送用 SerDes ならびに遅延ばらつき測定

用リングオシレータアレイ TEG
京都大学情報学研究科

新名 亮規，山岡 健人，橋本 昌

宜，小野寺 秀俊
124

オンチップ高速信号伝送用要素回路の特性評価 TEG 京都大学情報学研究科
土谷 亮，宮崎 崇仁，新名 亮規，

橋本 昌宜，小野寺 秀俊
125

接続情報と演算情報をルックアップテーブルに統合したフィー

ルドプログラマブル VLSI
東北大学大学院情報科学研究科

張山 昌論，大澤 尚学，坂本 修，

亀山 充隆
125

電流測定回路 東京大学生産技術研究所 石田 光一，川口 博，宮崎 隆之 125

SRAMの設計と電力モデルの検証 東京大学情報理工学系研究科

坂井 修一，初田 直也，ルォン

ディン フォン，バルリ ニコ デ

ムス，葛 毅，岩間 智女

126

Utlra-Wideband 無線通信用送受信回路 慶應義塾大学理工学部 寺田 崇秀，善積 真吾 126

ultra-wideband 無線通信用送受信回路 慶應義塾大学理工学部 寺田 崇秀，善積 真吾 126

GHｚ帯高速ドライバ回路
明星大学情報学部

東京大学

秋山 豊，上田 千寿，伊東 恭二，

大塚 寛治

斎藤 圭介，宇佐美 保

127

Gb伝送用高速デジタル I/Oの設計
金沢大学自然科学研究科

金沢大学工学部

三上 真司

松野 哲郎，深山 正幸，吉本 雅彦
127

電源／グラウンド雑音測定回路及び遅延回路 神戸大学工学部 奥本 健，野口 宏一郎，永田 真 127

デジタル・デルタシグマ変調回路(1) 神戸大学工学部 杉本 智彦，永田 真 128

ダイナミック SCL 多値集積回路と電流モード制御信号多重化に

基づく非同期データ転送回路の試作
東北大学電気通信研究所 高橋 知宏，望月 明，羽生 貴弘 128

同期式階層構造型 4ポートメモリ

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

上口 光

朱 兆旻，小出 哲士，マタウシュ

ハンスユルゲン

128

平成１５年度 第２回 日立製作所 CMOS0.18μm チップ試作 （HIT18032）

題 名 大 学 名 研 究 者 掲載頁

DSRC用 PLLの試作 東京大学新領域創成科学研究科 山本 憲，金子 秀彦，藤島 実 129

MATLAB による VLSI 設計演習および故障診断手法評価用チッ

プ
大阪大学大学院情報科学研究科

藤田 将史，三浦 克介，中前 幸

治，藤岡 弘
129

クロスバーバスを持つ 16ビット CPU 東北大学大学院工学研究科
小野 泰三，沈 正七，栗野 浩之，

小柳 光正
129

オンチップサンプリングオシロスコープ回路および高周波モデ

リング用 TEG
京都大学情報学研究科

新名 亮規，宮崎 崇仁，山口 隼

司，橋本 昌宜，小野寺 秀俊
130

サッカ－ド検出用イメージセンサの設計 東北大学大学院工学研究科 河江 大輔 130

ＲＩＮＧ ＯＳＣＩＬＬＡＴＯＲ方式のＶＣＯ、ＤＩＶＩＤＥ

Ｒ、ＦＬＡＳＨ ＡＤコンバータ
早稲田大学電気・情報生命工学科

横山 晋，野沢 舞，中山 久留美，

佐々木 昌弘，松本 隆
130
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適応ベクトル量子化を用いた画像圧縮プロセッサ 東北大学大学院工学研究科
杉村 武昭，沈 正七，栗野 浩之，

小柳 光正
131

高速 Fourier 変換を用いた多倍長乗算器 電気通信大学情報工学科 矢崎 俊志，阿部 公輝 131

可変ダウンサンプラの設計

大阪大学大学院情報科学研究科

大阪大学先端科学イノベーションセンター

奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究

科

畠中 理英

正城 敏博

岡田 実

131

低電源電圧アナログ回路および FPGA におけるリーク電流対策

回路
東京大学生産技術研究所

石田 光一，Quang Canh Tran，

宮崎 隆之
132

命令/データ統合型 4ポートキャッシュメモリ

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

上口 光

朱 兆旻，マタウシュ ハンスユル

ゲン，小出 哲士

132

２段 PLLを用いた超高精度時間測定回路用 TEG
高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核

研究所
新井 康夫 132

GHｚ帯高速ドライバ回路Ⅱ
明星大学情報学部

東京大学

秋山 豊，上田 千寿，伊東 恭二，

大塚 寛治

斎藤 圭介，宇佐美 保

133

光再構成型ゲートアレイ 九州工業大学 渡邊 実 133

電源／グラウンド雑音測定システム 神戸大学工学部 野口 宏一郎，奥本 健，永田 真 133

デジタル・デルタシグマ変調回路(2) 神戸大学工学部 杉本 智彦，永田 真 134

低消費電力キャッシュ用 SRAMセル 福岡大学工学部 田中 秀和，井上 弘士 134

電流モード制御信号多重化に基づく非同期 Duplex 通信インタ

フェース回路の試作
東北大学電気通信研究所 高橋 知宏，羽生 貴弘 134

インターネットルータのマルチメディア QoS 制御チップ 大阪大学大学院情報科学研究科
島原 広季，正城 敏博，戸出 英

樹，村上 孝三
135

マンハッタン距離検索エンジン

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(VDEC)

大池 祐輔

池田 誠，浅田 邦博
135

オンチップ di/dt 測定回路

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(VDEC)

名倉 徹

池田 誠，浅田 邦博
135

遅延ばらつき測定用リングオシレータアレイ TEG 京都大学情報学研究科
山岡 健人，橋本 昌宜，小野寺 秀

俊
136

資源共有型 VLIWプロセッサ

京都大学大学院情報学研究科通信情報シス

テム専攻

東京大学大規模集積システム設計教育研究

センター

荒本 雅夫，樋口 昭彦，湯山 洋

一，小野寺 秀俊

小林 和淑

136

平成１５年度 第１回 NECBipolar0.8μm チップ試作 （NEC03）

題 名 大 学 名 研 究 者 掲載頁

4 GS/s 6-bit フラッシュ型 ADCの試作 中央大学理工学部 川田 真也，杉本 泰博 137

一次連続時間ローパスΔΣ変調器とその回路ブロックの設計 上智大学理工学部 湯本 拓，田島 康博，和保 孝夫 137

電荷積分器およびフロントエンドエレクトロニクス
高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核

研究所
田中 真伸 137

平成１５年度 第１回 MOSIS-TSMC 0.18μm チップ試作 （MT18031）

題 名 大 学 名 研 究 者 掲載頁

低電圧動作アナログ回路 TEG
広島大学先端物質科学研究科

広島大学工学部

吉田 毅，真下 隆行，赤木 美穂，

升井 義博，岩田 穆

円林 晃一郎

138

平成１５年度 第１回 MOSIS-TSMC 0.25μm チップ試作 （MT25031）

題 名 大 学 名 研 究 者 掲載頁

高速シリアル CDMA通信チップ（受信回路） 広島大学先端物質科学研究科
汐崎 充，向井 徹，小野 将寛，

佐々木 守，岩田 穆
139

ASK/CDMA 方式を用いた近距離無線 RF受信回路 大阪大学大学院工学研究科 古屋 英行，松岡 俊匡，谷口 研二 139

極低消費電力 CMOS 品質モニタ回路 大阪大学大学院工学研究科 廣瀬 哲也，松岡 俊匡，谷口 研二 139
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平成１５年度 第２回 MOSIS-TSMC 0.25μm チップ試作 （MT25032）

題 名 大 学 名 研 究 者 掲載頁

高速シリアル CDMA通信チップ（送信回路）＆広帯域 LNA 広島大学先端物質科学研究科 汐崎 充，佐々木 守，岩田 穆 140

近距離無線通信用送受信回路と GPS用低雑音増幅器 大阪大学大学院工学研究科

洞木 洞木，春岡 正起，古屋 英

行，車 承佑，松岡 俊匡，谷口 研

二

140

無線通信用低雑音増幅器、パワーアンプ及び PLLの設計

九州大学大学院システム情報科学研究院

九州大学大学院システム情報科学府

九州大学大学院システム LSI 研究センター

金谷 晴一

浦川 剛，大庭 亮介，中村 徹哉，

川上 晃治，岡本 賢治，森田 亮

安浦 寛人

140

平成１５年度 第３回 MOSIS-TSMC 0.25μm チップ試作 （MT25033）

題 名 大 学 名 研 究 者 掲載頁

高速シリアル CDMA通信チップ（受信回路／修正版） 広島大学先端物質科学研究科
汐崎 充，向井 徹，小野 将寛，

佐々木 守，岩田 穆
141

平成１５年度 第４回 MOSIS-TSMC 0.25μm チップ試作 （MT25034）

題 名 大 学 名 研 究 者 掲載頁

セルフテスト機能を備えた高速シリアルリンク・トランシーバ

(2)
広島大学大学院先端物質科学研究科 佐々木 守 142

ディジタルセル設計のためのチップ試作

九州大学システム LSI 研究センター

ロジック・リサーチ

福岡知的クラスター研究所

松永 裕介

中野 俊和，赤星 博輝

松永 多苗子

142
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2.1.チップ種別索引
TEG(特性評価回路など)

ラン名 タ イ ト ル 研 究 者 掲載頁

HIT18023 電源網解析向け容量特性評価TEG 山口 隼司, 橋本 昌宜, 小野寺 秀俊 119

HIT18023 レベルシフタ回路 石田 光一, 宮崎 隆之 119

HIT18023 LSI設計評価用基本デバイスＴＥＧ 石川 純平, 大橋 健二, 橘 昌良, 河津 哲 120

HIT18023 オンチップ配線特性およびPLL特性評価TEG 土谷 亮, 宮崎 崇仁, 橋本 昌宜, 小野寺 秀俊 121

HIT18031 電源ノイズ測定TEG 山口 隼司, 橋本 昌宜, 小野寺 秀俊 124

HIT18031 電流測定回路 石田 光一, 川口 博, 宮崎 隆之 125

HIT18031 GHｚ帯高速ドライバ回路
秋山豊,上田千寿,伊東恭二,大塚寛治,斎藤圭介,宇佐

美 保
127

HIT18032 低電源電圧アナログ回路およびFPGAにおけるリーク電流対策回路 石田 光一, Quang Canh Tran, 宮崎 隆之 132

HIT18032 GHｚ帯高速ドライバ回路Ⅱ
秋山豊,上田千寿,伊東恭二,大塚寛治,斎藤圭介,宇佐

美 保
133

HIT18032 オンチップ di/dt 測定回路 名倉 徹, 池田 誠，浅田 邦博 135

HIT18032 遅延ばらつき測定用リングオシレータアレイTEG 山岡 健人, 橋本 昌宜, 小野寺 秀俊 136

MOT022 高精度CMOS基準電圧発生回路 南 隆一, 松田 敏弘, 岩田 栄之, 大曽根 隆志 48

MOT031 MOS型定電流回路の設計・試作(1) 日笠 猛, 大曽根 隆志, 森下 賢幸, 小椋 清孝 54

MOT031 MOS型定電流回路の設計・試作(2) 日笠 猛, 大曽根 隆志, 森下 賢幸, 小椋 清孝 54

MOT031 高精度CMOS基準電圧発生回路 南 隆一, 松田 敏弘, 岩田 栄之, 大曽根 隆志 62

MT25034 ディジタルセル設計のためのチップ試作 松永 裕介, 中野 俊和, 赤星 博輝, 松永 多苗子 142

NEC03 電荷積分器およびフロントエンドエレクトロニクス 田中 真伸 137

RO35024 フルデジタルメディアン値探索回路 山崎 英男 67

RO35024
スイッチト・キャパシタ回路を用いたオフセット電圧補償型増幅回路の試

作
小野 宏, 沈 正七, 栗野 浩之, 小柳 光正 70

RO35024 POF フロントエンド試作の為のTEG 山田 裕史, 北川 章夫 71

RO35024 低VDDアナログ回路およびSRAMにおけるリーク電流対策回路 石田 光一, Quang Canh Tran, 神田 浩一, 宮崎 隆之 72

RO35024 マルチチップ視覚システムのためのレシーバチップTEG 下ノ村 和弘, 八木 哲也 76

RO35024 JTAG付きパルスジェネレータ 田中 真伸 77

RO35031 Mixed-signalメディアン値探索回路 山崎 英男 79

RO35031
低VTH世代のためのアナログ回路およびFPGAにおけるリーク電流対策回

路
石田 光一, Quang Canh Tran 82

RO35031 チップ間ワイヤレス伝送方式評価TEG 稲垣 賢一, Danardono Dwi Antono 83

RO35031 オンチップ di/dt 測定回路 名倉 徹, 池田 誠，浅田 邦博 89

RO35032 ビジョンチップに使用する光センサ回路のＴＥＧ 亀田 成司, 岩田 穆 91

RO35032 ロボットビジョン用イメージセンサのためのTEG 出口 淳, 沈 正七, 栗野 浩之, 小柳 光正 93

RO35032
アナログ回路・メモリにおけるリーク電流の効果、WSC、高速電源電圧変

更評価TEG

石田 光一, 宮崎 隆之, 許 蛍雪, Fayez Saliba, Danar-

dono Dwi Antono
95

RO35032 チップ間ワイヤレス伝送方式評価TEG・低電力FPGA 稲垣 賢一, 鬼塚 浩平, Quang Canh Tran, 川口 博 95

RO35032 異なる配線パターンを持つセルの故障率の差を測定するためのチップ 飯塚 哲也, 池田 誠，浅田 邦博 105

RO35033 隣接セル間配線のみを用いたエッジフィルタ用演算器回路TEG 中下 友介 108

RO35033 アナログ回路用デバイスTEG 出口 淳, 沈 正七, 栗野 浩之, 小柳 光正 109

RO35033 高速配線・オンチップインダクタ評価TEG Danardono Dwi Antono, 鬼塚 浩平 110

RO35033 低消費電力アナログ・IO・FPGA評価TEG 石田 光一, Quang Canh Tran, 稲垣 賢一 110

RO35033 スペース赤外線天文観測用極低温動作読みだし集積回路評価用素子の試作 和田 武彦 116

RO35033 ニューロンMOSトランジスタを用いたD/AコンバータのTEG 福原 雅朗, 吉田 正廣 116

RO35033 ピクセル検出器用コントロール回路及びデータ圧縮回路 田中 真伸 117

アナデジ混載

ラン名 タ イ ト ル 研 究 者 掲載頁

HIT18031 Utlra-Wideband無線通信用送受信回路 寺田 崇秀, 善積 真吾 126

HIT18031 ultra-wideband無線通信用送受信回路 寺田 崇秀, 善積 真吾 126

38



HIT18031 デジタル・デルタシグマ変調回路(1) 杉本 智彦, 永田 真 128

HIT18032 電源／グラウンド雑音測定システム 野口 宏一郎, 奥本 健, 永田 真 133

HIT18032 デジタル・デルタシグマ変調回路(2) 杉本 智彦, 永田 真 134

MOT022 スイッチング電源制御用LSIの開発 中山 剛, 大場 博之, 松田 敏弘, 岩田 栄之 49

MOT022 スイッチング電源制御用LSI出力回路の設計 中山 剛, 大場 博之, 松田 敏弘, 岩田 栄之 49

MOT031 スイッチング電源制御LSI用補正回路の設計 中山 剛, 大場 博之, 松田 敏弘, 岩田 栄之 62

MOT031 スイッチング電源制御用LSIの設計 中山 剛, 大場 博之, 松田 敏弘, 岩田 栄之 63

MOT031 信号処理用回路 西野 聰, 増渕 康尊 64

RO35024 次世代PET用フロントエンドチップ 石津 崇章, 高橋 浩之 74

RO35024 マルチアノード光電子増倍管用計数チップ Yeom Jung Yeol, 石津 崇章, 高橋 浩之 74

RO35024 位置演算用アナログエンコーダ Yeom Jung Yeol, 石津 崇章, 高橋 浩之 75

RO35024 デジタル・デルタシグマ変調回路(2) 杉本 智彦, 永田 真 77

RO35031 相変化不揮発性メモリと長ビット数対応暗号処理LSI-IP及びLNA 高田 雅史, 源 貴利, 橋 秀明, 伊藤 久浩, 北川 章夫 80

RO35031 OGPICマイクロコントローラ，VCO 有賀 健太, 尾形 秀範, 北川 章夫 81

RO35031 PET用フロントエンドチップ 石津 崇章, Yeom Jung Yeol, 高橋 浩之 85

RO35032 相変化不揮発性メモリとRFテスト回路 高田 雅史, 有賀 健太, 伊藤 久浩, 北川 章夫 94

RO35033 相変化不揮発性メモリと長ビット数対応暗号処理LSI-IP
高田 雅史, 橋 秀明, 泉 貴富, 中江 智, 中野 伸吾, 中野 智

祟, 朴 虎崗, 北川 章夫
109

RO35033 マイクロストリップガスカウンタ用信号処理回路 Yeom Jung Yeol, 高橋 浩之 112

アナログ/デジタル信号処理プロセッサ

ラン名 タ イ ト ル 研 究 者 掲載頁

HIT18023 コンフィギュラブルプロセッサを用いたJPEG2000符号器の設計
筒井 弘, 増崎 隆彦, 林 宙輝, 泉 知論, 尾上 孝雄, 中村 行

宏
119

HIT18031 CDMA Matched Filter 山崎 俊彦, 中山 友之 122

HIT18031 実時間認識のための画像特徴抽出プロセッサ 山崎 英男, 川原 邦男 123

HIT18032 MATLABによるVLSI設計演習および故障診断手法評価用チップ 藤田 将史, 三浦 克介, 中前 幸治, 藤岡 弘 129

HIT18032 適応ベクトル量子化を用いた画像圧縮プロセッサ 杉村 武昭, 沈 正七, 栗野 浩之, 小柳 光正 131

MOT022 SystemCを用いた３次元スイッチボックスハードウェアルータの試作 大村 道郎, 市塚 裕之 48

MOT031 スイッチトキャパシタ電源回路の設計 江口 啓 61

MOT031 アレイ構造を利用したカオス発生回路 江口 啓 61

MOT031 ログドメイン積分回路の試作ならびに演算増幅回路の設計演習
秋田一平,上田昇,鈴木寛人,八木大介,吉田武史,和田

和千
61

RO35024 電流モード多値論理に基づくField-Programmable Digital Filter LSIの試作 出川 勝彦, 青木 孝文, 樋口 龍雄 65

RO35024 Resonantによる動き位置検出および速度検出回路の第2版 梅島 誠之 66

RO35024 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 杉村 武昭, 沈 正七, 栗野 浩之, 小柳 光正 69

RO35024 64ニューロン搭載改良型ストカスティックニューロチップ 桃井 昭好, 秋元 俊祐, 佐藤 茂雄, 中島 康冶 72

RO35024 ニューロン素子による連想記憶システム 李 洪革, 秋元 俊祐, 早川 吉弘, 佐藤 茂雄, 中島 康治 73

RO35024 二次元高速フーリエ変換プロセッサ 宮本 直人, カルナン レオ, 小谷 光司, 大見 忠弘 74

RO35024 方位選択性を実現するアナログ集積回路の設計 下ノ村 和弘, 八木 哲也 76

RO35031 Low-Power Switched-Current CDMA Matched Filter 山崎 俊彦 78

RO35031
フローティング・ゲートMOS回路技術を用いた低消費電力CDMA用マッチ

トフィルタ
山崎 俊彦, 中山 友之 78

RO35031 Resonantによる動き位置検出および速度検出回路の第3版 梅島 誠之 78

RO35031 PWM方式画素並列2次元ガボールフィルタ回路 森江 隆, 梅澤 淳, 岩田 穆 86

RO35031 2次元時間フィルタアレイの設計 下ノ村 和弘, 八木 哲也 88

RO35032
パルス幅変調方式の列並列データ送受信回路を有する画像処理チップの開

発
亀田 成司, 岩田 穆 90

RO35032
D級アンプ、バンドギャップリファレンス回路、スイッチトキャパシタDC-

DCコンバータver.2
釣井 雄介, 阿部 博明, 高須 甲斐, 佐々木 昌弘, 松本 隆 91

RO35032 神経センシングLSI評価TEG 吉田 毅, 真下 隆行, 赤木 美穂, 岩田 穆 92

RO35032 二次元画像認識プロセッサ 宮本 直人, 小谷 光司, 大見 忠弘 98

RO35032 周波数領域での信号処理回路の試作２ 木村 孝之 100

RO35032 低消費電力アナログ神経回路TEGの試作 上野 響一 101
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RO35032 Tree-Structure方式によるDEM回路の設計 加藤 了三, 和保 孝夫 101

RO35032 方位選択性を実現するアナログ集積回路の設計 下ノ村 和弘, 八木 哲也 103

RO35032 シリコン網膜の制御信号回路 井上 恵介, 下ノ村 和弘, 八木 哲也 104

RO35033 電流モード多値論理に基づくField-Programmable Digital Filter LSIの試作 出川 勝彦, 青木 孝文, 樋口 龍雄 108

RO35033 マルチパス一括処理を実現する超並列CDMAマッチトフィルタ 山崎 俊彦, 中山 友之, 亀谷 暁 108

アナログ(PLL, A-D/DC-DCコンバータなど)

ラン名 タ イ ト ル 研 究 者 掲載頁

HIT18023
オンチップサンプリングオシロスコープ回路を用いたシグナルインテグリ

ティの評価
新名 亮規, 宮崎 崇仁, 橋本 昌宜, 小野寺 秀俊 118

HIT18031 オンチップ高速信号伝送用要素回路の特性評価TEG 土谷 亮, 宮崎 崇仁, 新名 亮規, 橋本 昌宜, 小野寺 秀俊 125

HIT18032
オンチップサンプリングオシロスコープ回路および高周波モデリング用

TEG
新名 亮規, 宮崎 崇仁, 山口 隼司, 橋本 昌宜, 小野寺 秀俊 130

HIT18032 ２段PLLを用いた超高精度時間測定回路用TEG 新井 康夫 132

MOT022 SCICを利用したイミタンス形スイッチトキャパシタFPAA 井上 高宏, 日野 臣教 45

MOT022
ダイオードチャージポンプ型AC-DC変換回路および種々の浮遊抵抗回路の

設計
井上 高宏, 萩原 祐一, 飯尾 義徳, 高宗 義成 45

MOT022 FG-MOSFETのみかけのしきい電圧のオートチューニング回路 井上 高宏, 市原 栄蔵 46

MOT022 MOS構成に適したアナログ形PLLの試作 川元 雅紀, 佐藤 紀章, 井上 浩 47

MOT022 リング発振器を用いたPLL用の発振器の試作 宮前 亨, 井上 浩 47

MOT022 小型半導体加速度センサ用LSIの設計 麻生 啓太, 松田 敏弘, 岩田 栄之, 大曽根 隆志 49

MOT022 受信システム用要素回路の試作1 藤井 信生, 高木 茂孝, 佐藤 隆英 50

MOT022 受信システム用要素回路の試作3 藤井 信生, 高木 茂孝, 佐藤 隆英 50

MOT031 スイッチトキャパシタフィルタ 高橋 誠, 小川 覚美, 渡邊 健蔵 51

MOT031 全差動型演算増幅器の試作 石原 ゆかり, 小川 覚美, 渡辺 健藏 51

MOT031 ストレート方式AMラジオの受信機の試作
秋山 大, 新井 義明, 近野 暢, 後藤 健志, 清水 大数, 兵庫

明, 関根 慶太郎
53

MOT031 スーパーヘテロダイン受信機の試作
永田基希,高橋悠,中村剛一郎,竹原史恵,兵庫明,関根

慶太郎
53

MOT031 スーパーヘテロダイン方式CMOSワンチップＡＭラジオの設計
藤田林太郎,蛭川奈津,米川智宣,和智勇介,兵庫明,関

根 慶太郎
53

MOT031 NMOS・PMOS・キャパシタのTEG 永田 基希, 米川 智宣, 兵庫 明, 関根 慶太郎 54

MOT031 リング発振器を用いたPLL用の発振器の試作 宮前 亨, 井上 浩 59

MOT031 MOS構成に適したアナログ形PLLの試作 川元 雅紀, 佐藤 紀章, 宮前 亨, 伊藤 文人, 井上 浩 59

MOT031 演算増幅器の試作・検証
内田正隆,塚本尚平,小林幸司,田崎篤,舛岡貴志,村上

真人, 深井 澄夫
60

MOT031 CMOS２段オペアンプの設計 小林 章二, 和保 孝夫 60

MOT031 小型センサ用CMOS D/Aコンバータの設計 麻生 啓太, 堀井 信嘉, 松田 敏弘, 岩田 栄之 62

MOT031 演算増幅器の試作 藤井 信生, 高木 茂孝, 佐藤 隆英 63

MOT031 FM放送受信システム用回路ブロックの試作1 藤井 信生, 高木 茂孝, 佐藤 隆英 63

MOT031 FM放送受信システム用回路ブロックの試作2 藤井 信生, 高木 茂孝, 佐藤 隆英 64

MOT031 FM放送受信システム用回路ブロックの試作3 藤井 信生, 高木 茂孝, 佐藤 隆英 64

MT18031 低電圧動作アナログ回路TEG
吉田 毅, 真下 隆行, 赤木 美穂, 升井 義博, 岩田 穆, 円林

晃一郎
138

MT25031 極低消費電力CMOS品質モニタ回路 廣瀬 哲也, 松岡 俊匡, 谷口 研二 139

NEC03 4 GS/s 6-bit フラッシュ型ADCの試作 川田 真也, 杉本 泰博 137

NEC03 一次連続時間ローパスΔΣ変調器とその回路ブロックの設計 湯本 拓, 田島 康博, 和保 孝夫 137

RO35024 DAコンバータの試作 築添 明, 曹 ユン, 安浦 寛人 65

RO35024 多入力神経信号センシングLSIの設計(1) 吉田 毅, 真下 隆行, 赤木 美穂, 岩田 穆 68

RO35024 多入力神経信号センシングLSIの設計(2) 吉田 毅, 真下 隆行, 赤木 美穂, 岩田 穆 68

RO35024 E級ＤＣ－ＤＣコンバータ 末次 正 72

RO35024
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
吉川 信行, 城殿 征志 73

RO35031 E級ＤＣ－ＤＣコンバータ 末次 正 82
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RO35031
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
吉川 信行, 城殿 征志 83

RO35031
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
吉川 信行, 城殿 征志 83

RO35031 メディカルイメージング用チップ Yeom Jung Yeol, 石津 崇章, 高橋 浩之 85
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RO35032 マルチチャンネルプリアンプ Yeom Jung Yeol, 高橋 浩之 99
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HIT18032 光再構成型ゲートアレイ 渡邊 実 133

42



HIT18032
電流モード制御信号多重化に基づく非同期Duplex通信インタフェース回路
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RO35024 振幅変調を利用した Parallel-CDMA インタフェースの設計 清水 新策, 松岡 俊匡, 谷口 研二 69

RO35024 可変ゲインアンプを用いたDS-CDMA有線バスの設計 井田 司, 清水 新策, 嶋村 延幸, 松岡 俊匡, 谷口 研二 69
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RO35032 H8互換16ビットCISC CPU 中井 伸郎, 岡崎 篤也, 中西 正樹, 山下 茂, 渡邉 勝正 105
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矢野 祐二, 小出 哲士, マタウシュ ハンスユルゲン 101
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Inverse Function Delayedモデルで構築した学習機能を有するニューラル

ネットワーク
福原 淳, 伝田 達明, 早川 吉弘, 中島 康治 110
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RO35024 LSI設計コンテスト（３） 矢野 勇生, 松田 浩義, 北川 章夫 71

RO35024 LSI設計コンテスト（４） 野崎 宏哉, 中野 伸吾, 北川 章夫 71

RO35032 Counter Tree Diagramに基づく冗長2進加算器の設計および試作 若松 泰平, 本間 尚文, 青木 孝文, 樋口 龍雄 90

RO35032 シリコン網膜に使用する抵抗回路網のＴＥＧ 亀田 成司, 岩田 穆 91

RO35032 ３種類の乗算器および特性評価用リングオシレータ 草ヶ谷 利雄, 石川 純平, 矢野 政顕, 橘 昌良, 河津 哲 103

RO35033 ケミカルセンサ用演算ＬＳＩの味覚識別モジュール回路の設計 藤田 雅彦, 秋谷 昌宏 107

RO35033 ケミカルセンサ用演算ＬＳＩの試作 武藤 玄, 秋谷 昌宏 107

RO35033 ケミカルセンサ用識別回路LSIの試作 紫村 優介, 山田 健太, 秋谷 昌宏 107

RO35033 電流型パルス幅復調回路の試作 亀田 成司, 岩田 穆 109

RO35033 ゼロ交差検出回路 井上 恵介, 下ノ村 和弘, 八木 哲也 116

通信(RF回路，ATMなど)

ラン名 タ イ ト ル 研 究 者 掲載頁

HIT18023 ミリ波帯PLLに向けた複数係数周波数分周回路の作成 山本 憲, 乗松 崇泰, 藤島 実, 木野 順 118

HIT18023 超多重RFID向けトランスポンダ実験チップ
福水洋平,大野修治,瀧和男,野口宏一郎,奥本健,永田

真
120

HIT18031 ミリ波帯で動作する周波数分周器と電圧制御発振回路の作製 山本 憲, 藤島 実 122

HIT18031
オンチップ高速信号伝送用SerDesならびに遅延ばらつき測定用リングオシ

レータアレイTEG
新名 亮規, 山岡 健人, 橋本 昌宜, 小野寺 秀俊 124

HIT18031 Gb伝送用高速デジタルI/Oの設計 三上 真司, 松野 哲郎, 深山 正幸, 吉本 雅彦 127

HIT18032 DSRC用PLLの試作 山本 憲, 金子 秀彦, 藤島 実 129

HIT18032
ＲＩＮＧ ＯＳＣＩＬＬＡＴＯＲ方式のＶＣＯ、ＤＩＶＩＤＥＲ、ＦＬＡＳ

Ｈ ＡＤコンバータ
横山 晋, 野沢 舞, 中山 久留美, 佐々木 昌弘, 松本 隆 130

MT25031 高速シリアルCDMA通信チップ（受信回路） 汐崎 充, 向井 徹, 小野 将寛, 佐々木 守, 岩田 穆 139

MT25031 ASK/CDMA方式を用いた近距離無線RF受信回路 古屋 英行, 松岡 俊匡, 谷口 研二 139

MT25032 高速シリアルCDMA通信チップ（送信回路）＆広帯域LNA 汐崎 充, 佐々木 守, 岩田 穆 140

MT25032 近距離無線通信用送受信回路とGPS用低雑音増幅器
洞木洞木,春岡正起,古屋英行,車承佑,松岡俊匡,谷口

研二
140

MT25032 無線通信用低雑音増幅器、パワーアンプ及びPLLの設計
金谷晴一,浦川剛,大庭亮介,中村徹哉,川上晃治,岡本

賢治, 森田 亮, 安浦 寛人
140

MT25033 高速シリアルCDMA通信チップ（受信回路／修正版） 汐崎 充, 向井 徹, 小野 将寛, 佐々木 守, 岩田 穆 141

MT25034 セルフテスト機能を備えた高速シリアルリンク・トランシーバ(2) 佐々木 守 142

RO35024 ロボット用途向けCDMAシリアル通信チップ 汐崎 充, 向井 徹, 岩田 穆 67

RO35032 フィードフォワード位相補償を用いた光通信用TIAの試作 山田 浩輔, 川田 真也, 杉本 泰博 98

RO35032 耐ばらつき４値I/O回路 白木 良典, 中村 和之 104

RO35033
インダクタンス結合チップ間無線通信チャネルアレイにおけるクロストー

ク測定用送信チップ
三浦 典之, 黒田 忠広 114

RO35033
インダクタンス結合チップ間無線通信チャネルアレイにおけるクロストー

ク測定用受信チップ
三浦 典之, 黒田 忠広 115

日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角

ラン名 タ イ ト ル 研 究 者 掲載頁

HIT18031
接続情報と演算情報をルックアップテーブルに統合したフィールドプログ

ラマブルVLSI
張山 昌論, 大澤 尚学, 坂本 修, 亀山 充隆 125
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2.2. 試作結果

平成15年度 第2回 オンセミコンダクタCMOS1.2μm チップ試作

（MOT022）

マイクロプロセッサとニューロンMOSFET乗算器の試作

大阪工業大学工学部 久津輪敏郎, 荒木英夫,星野 聖彰, 乾道孝

概要：研究室で設計されたマイクロプロセッサシステム（NR8D）とニューロンMOS-

FET を用いた乗算器の試作を行った. マイクロプロセッサはノイマン型 RISC タイプの

8bitのアーキテクチャで, 可変長命令を持ちパイプライン動作するように設計している.

NR8Dはこのマイクロプロセッサに割り込みコントローラやシリアル通信コントローラ等

の周辺回路を結合したシステムであり, 従来 FPGAで試作を重ねたものをVDEC試作サー

ビスのLSI用に改良したものである.レイアウト図における上部の回路は多値論理を扱うこ

との出来るニューロンMOSFETを用いた 2bit乗算回路である. 本研究室ではニューロン

MOSFETを用いた回路の構成法や設計手法等の研究を行っている.今回の試作により,今

後ニューロンMOS回路の試作において面積や遅延時間等の評価が可能となった.

設計期間：0.5 人月以上，1 人月未満 設計ツール：Cadence 社 Verilog -XL，Sy-

nopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，

Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS

1.2μm 4.8mm角 チップ種別：マイクロプロセッサ

SCICを利用したイミタンス形スイッチトキャパシタFPAA

熊本大学工学部 井上高宏

熊本大学大学院 自然科学研究科 日野臣教

概要：試作したチップは，SCICを利用して構成したスイッチトキャパシタ形 FPAAであ

る．今回は，スイッチトキャパシタ形 FPAAを用いた回路構成の一例として 3次ローパス

フィルタを試作設計し，その構成素子に 4bitPCAを用いることで，カット周波数をプログ

ラム可能にし，より柔構造なスイッチトキャパシタ形 FPAAを目指した．また，4bitP-

CAの容量値を決定するために，インバータ，キャパシタ，MOSスイッチにより構成され

た 4bitシフトレジスタを用いている．4bitシフトレジスタの値により，4bitPCA全体の容

量値を 16段階で変化可能である．現在までにシミュレーション上で，6次バンドパスフィ

ルタの振幅応答特性を確認している．その結果，クロック周波数 24kHz，通過帯域

0.8kHz-1.25kHzのバンドパス特性を示した．また，今回試作したチップは動作確認用に

各要素回路のTEGも試作した．テスタによる測定はまだ行っていない．

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：10以上，100未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角

チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

ダイオードチャージポンプ型AC-DC変換回路および種々の浮遊抵抗回路の

設計

熊本大学工学部 井上高宏

熊本大学工学部 萩原祐一

熊本大学大学院自然科学研究科 飯尾義徳,高宗 義成

概要：本チップにおいて，2段，3段のダイオードチャージポンプ型AC-DC変換回路をそ

れぞれ 1つずつ，ダイオードチャージポンプ型AC-DC変換回路に比べ直流出力のリプル成

分を低減することができる低リプルダイオードチャージポンプ型AC-DC変換回路を 1つ試

作した．また，動作確認用に各要素回路（ダイオードを 2 つ，キャパシタを 1 つ）の

TEGも試作した．多入力ゲート素子である浮遊ゲートMOSFET（FG-MOSFET）を用い

て，浮遊抵抗回路を 3つ構成した．回路の動作原理は等価デプレッション型MOSFETに基

づくものと，線形領域で動作するものがある．本回路は電源電圧 3.3Vで動作する．テスタ

による測定はまだ行っていない．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence 社 Diva トランジスタ数：10以上，100未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm 角 チップ種別：アナログ

（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）
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FG-MOSFETのみかけのしきい電圧のオートチューニング回路

熊本大学工学部 井上高宏

熊本大学大学院自然科学研究科 市原栄蔵

概要：浮遊ゲートMOSFET（FG-MOSFET）は「みかけのしきい電圧Vtha」を電子的に

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量の電荷が入り

込んでしまい,その影響を受けてVthaが期待した値からずれるという問題をもつ．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Vthaを所望の

値に電子設定できる回路を「連続時間形 Vtha 電子設定法」および「リフレッシュ形

Vtha電子設定法」の 2種類載せた．前者は, 使用する 2つのFG-MOSFET間に浮遊ゲート

上の初期電荷まで含めた整合条件が必要となるものの,連続時間動作が可能であるという利

点をもつ.また, 後者は, 前者に必要な浮遊ゲート上の初期電荷の整合条件を必要とせずに,

Vthaを所望の値に電子設定できる点に利点をもつ. 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, 各機能回路において FG-MOSFET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

とする．テスタによる測定はまだ行っていない．

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence 社 Diva トランジスタ数：10以上，100未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm 角 チップ種別：アナログ

（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

昆虫の視覚系に学んだ背景速度が生じる画像中でのターゲットの動き検出

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：背景を含む画像がチップ上に投影されても,ターゲットの動きのみを検出できるよう

に, 昆虫の視覚系に学んでターゲットの動き情報のみを出力する二次元ネットワークを考察

してきた［ 1］. 昆虫の視覚系では,それぞれの動き検出神経細胞から, 速度ベクトルに対

応した信号を生成する. これらの信号は, 平均化される.この平均化された信号によって,

背景速度によって生成された信号を抑制して,ターゲットの動き信号のみを顕著に現してい

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,単位回路を二次元に配列した

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アナログ基本回路の

TEG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

トワークの特性を評価する.

参考文献：［ 1］ K. Nishio, H. Yonezu, A. B. Kariyawasam, Y. Yoshikawa, S. Sawa and Y. Furukawa, "Analog Inte-

grated Circuit for Motion Detection against Moving Background Based on Insect Visual Systems" , Optical Review, vol. 11,

pp. 24-33, 2004.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence社 Diva トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 4.8mm角 チップ種別：イメー

ジセンサ/スマートセンサ

昆虫の視覚系に学んだ一次元動き検出チップの試作

豊橋技術科学大学工学部 西尾公裕, 米津宏雄

概要：昆虫の脳は, 非常にシンプルな構造にも関わらず, 実時間での動き検出を可能にして

いる. 昆虫の視覚系に学ぶことにより, 比較的シンプルな構成で, 実時間で動き検出を行な

う集積回路ネットワークを構築することができる. これまでに, 昆虫の視覚系に学んで,

20個以下のMOSトランジスタで構成した動き検出回路を提案してきた［ 1］.また,この

回路を応用して, 背景を含む画像がチップ上に投影されても,ターゲットの動き情報のみを

出力する二次元ネットワークも提案してきた［ 1］.今回の試作では, 動き検出回路を一次

元に配列したネットワークを設計した. また, チップには基本回路の TEGも含めた. 試作

チップの測定では, 基本回路の動作を検証するとともに,一次元動き検出ネットワークの特

性を評価する.

参考文献：［ 1］ K. Nishio, H. Yonezu, A. B. Kariyawasam, Y. Yoshikawa, S.

Sawa and Y. Furukawa, "Analog Integrated Circuit for Motion Detection against Moving Background Based on Insect Vi-

sual Systems" ,Optical Review, vol. 11, pp. 24-33, 2004.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence社 Diva トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：イメ

ージセンサ/スマートセンサ
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64×64画素三相時間相関イメージセンサ（第 3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：我々の研究室で提案し，開発を続けている時間相関イメージセンサは，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出力する撮像素子であり，画像の時間軸情報

を活用した新しい画像計測への応用を可能とするものである．本試作は主に，このデバイ

スの周波数特性の向上を目的として行なった. 具体的には，MOT 01-2 ランにおける

NMOS乗算・PMOS積分型 64×64画素三相相関チップ［ 1］を元に，乗算用NMOSのド

レインにさらにNMOSをカスコード接続するとともに，開口をフォトダイオードのフリン

ジ部まで拡大した．これまでに検証実験を行ない，実際に周波数特性の向上を確認してい

る．

参考文献：［ 1］安藤，来海：64×64画素三相時間相関イメージセンサ（第 2報）

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジ

スタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 7.3mm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

秋田大学工学資源学部 川元雅紀, 佐藤紀章,井上 浩

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

PLL回路を利用した機能集積回路が増えてきた．我々は，アナログ形PLL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してきた．本試作研究で

は，CMOSプッシュプル回路を応用し，分周器やチャージポンプ等を用いないアナログ形

PLL を提案し，その動作を検証することを目的に IC 設計・試作した［ 1］．試作した

ICは，アナログ形PLL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．本回路は 1チップ化がし易く，更に回路規模縮小が可能と考えら

れる．

参考文献：［ 1］川元，伊藤，井上，"アナログPLL LSIに用いるCMOSプッシュプル回路

の最適化，"2003年電子情報通信学会総合全国大会，エレクトロニクス，C-12-39.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Diva トランジス

タ数：100以上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 4.8mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータ

など）

リング発振器を用いたPLL用の発振器の試作

秋田大学工学資源学部 宮前亨, 井上浩

概要：近年の通信機器において，半導体集積回路技術の進歩により小型化・高性能化され

てきている．携帯電話，PHSのような小型通信端末には，LC発振回路が多く用いられてお

り，共振器全体のQ値を高く確保するためにディスクリート素子を利用して構成されてい

る．通信機器のさらなる小型化を行うためには，発振器を IC 内に組み込むことが望まれ

る．IC内に実現される発振器としては，回路の単純性と適合性からリング発振器がよく利

用されている．本試作研究では，基本的なリング発振器を応用して，PLL用の電圧制御発

振器（VCO）を提案し，その動作を検証することを目的に IC設計・試作した．VCOは，

インバータの出力抵抗を可変する回路構成を新規に提案することにより，制御電圧に対し

て線形で広範囲に発振周波数が可変することを確認した．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Diva トランジスタ数：10以上，100未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：ア

ナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）
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SystemCを用いた 3次元スイッチボックスハードウェアルータの試作

広島工業大学工学部 大村道郎, 市塚裕之

概要：近年，ハードウェア記述言語として SystemCを用いたVLSI設計が注目を集めてい

る．著者らは 3次元ＶＬＳＩのスイッチボックス配線に関して，従来の 2次元の迷路法を

3次元に拡張したチップを SystemCを用いて設計した．ここで 3次元スイッチボックス

は，その内部に配線のための立方格子を持ち，6つの側面にネットの端子が与えられる．各

セルを通過するときの配線コストがｘおよびｙ方向と，ｚ方向で異なるものとする．各立

方格子に対し，回路セルを 1つ割り当てるが，回路セルは各端子から伝播してくる信号に

対し，コストを考慮したタイミングに合わせて他の方向に信号を伝播させる．

参考文献：［ 1］市塚，河野，菅原，大村，"SystemCを用いた 3次元スイッチボックスル

ータ", p.625,平成 15年度電気・情報関連学会中国支部連合大会（2003）.

設計期間：2 人月以上，3 人月未満 設計ツール：Synopsys 社 design_compiler，

Avanti社 Appolo，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm
7.3mm角 チップ種別：アナログ/デジタル信号処理プロセッサ

冗長パスを有するマルチコンテキストFPGA

千葉大学工学部 難波一輝, 伊藤秀男

概要：本研究室では, FPGAのテスト手法について開発研究を続けている. 現在は, 昨年か

ら引き続き, 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FPGAに注目し,そのテストについて研究を行っている.また, FPGAの高歩留まり化

を目的とし, 冗長パスを用いた欠陥救済設計についても検討をしている. 本試作では,下記

文献で提案したテストに対し, 検証, 評価を行うため,マルチコンテキストFPGAを試作し

た.また, 本FPGAには遅延時間等の測定を目的とし, 現在考案中の冗長パスを付加してい

る.レポート執筆時には, 基本的な動作確認は終了している.今後, 遅延等のデータを測定

する予定である.

参考文献：伊藤, "テスト容易化マルチコンテキストFPGA"

設計期間：0.5 人月以上，1 人月未満 設計ツール：Cadence 社 Verilog -XL，Sy-

nopsys 社 design_compiler，Avanti 社 Appolo，Cadence 社 Dracula LVS，Cadence 社 Dracula DRC トランジスタ数：

1,000以上，10,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 7.3mm角 チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

高精度CMOS基準電圧発生回路

富山県立大学大学院工学研究科 南隆一, 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, 電子機器の小型化が進みデジタル回路とアナログ回路を混載したLSI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

は基準電圧発生回路をCMOS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 0.10%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, 同時に低消費電力化も実現している. 定電流源のゲートの接続方法

およびトランジスタのサイズを変更することで, 本回路の動作電源電圧の下限を改善するこ

とができた. また基準電圧発生部のトランジスタのW/L 比をさらに細かく調整可能な

MOSFETを配置し, 本基準電圧発生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：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence社 Diva トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：TEG（特性

評価回路など）
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小型半導体加速度センサ用LSI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いる.しか

し, 小型センサの出力は微小であり,この出力を増幅, 補正する必要がある. 本チップでは

小型半導体加速度センサの出力信号増幅とオフセット電圧補償のための回路を構成する

LSIのマスクパターンレイアウトの設計を行った. 複数のオペアンプと抵抗によって増幅器

回路を構成するために同様に回路構成のオペアンプ 5つと, 加速度センサのオフセット電圧

を調整するためのオフセット電圧補償回路を 2つ配置している. 現在, 小型半導体加速度セ

ンサの自動オフセット調整の方法を検討中であるが,今回設計したオフセット電圧補償回路

では,コンパレータなどの手動での調整ではなく,ある電圧を印加することでオフセット電

圧をキャンセルする構成となっている.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence社 Diva トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：アナログ

（PLL, A-D/DC-DC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, 大場 博之, 松田敏弘, 岩田栄之

概要：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は, 安定制御が行え, 汎

用性のある制御用 LSIが必要となってくる.今回の試作では制御用 LSI内のブロックのう

ち, 発振回路,ラッチ回路, 出力回路, OCP時の周波数低減回路, 誤差増幅器を設計した.

発振回路はクロックとして用いるため, 周波数の安定性が必要となる.ラッチ回路は電源の

スイッチングの割合を出力するため, 高周波でもクロックに対して安定して動作する必要が

ある. OCP時の周波数低減回路は出力電圧が低下してきた場合, 電流値を低下させる役割

を行う回路となっている. 誤差増幅器のゲインは出力電圧や電流に影響を与えるため, 高く

保つ必要がある.また, 高周波のスイッチング周波数に対応するため, 高速応答が必要とさ

れる. 誤差増幅器は前回試作したものと特性の変化の評価を行うため, 前回試作したものも

配置してある.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence社 Diva トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：アナデジ混

載

スイッチング電源制御用LSI出力回路の設計

富山県立大学大学院工学研究科 中山剛, 大場 博之, 松田敏弘, 岩田栄之

概要：スイッチング電源では,スイッチングにより貫通電流が生じてしまう可能性がある.

そのため, 制御用 LSI内の素子破壊や効率低下が起こってしまう.そこで制御信号に遅延を

持たせてやることで防ぐ回路を設計した. 前回試作ではラッチアップの問題が生じたため,

今回はラッチアップが起こらないよう対策し, 前回と同じ構成の回路を載せた. 回路は 3種

類用意し, 1つは遅延時間制御の無い回路,ほかの 2つは外部から遅延時間を制御できる回

路となっている.遅延時間制御の無い回路は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MOSのゲートに印加される電圧を変化させるこ

とによって電荷の放電時間を制御し,遅延時間を制御できる回路方式となっている.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence 社 Dracula DRC，Cadence 社 Diva トランジスタ数：100以上，

1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：アナデジ混載
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受信システム用要素回路の試作 1
東京工業大学理工学研究科 藤井信生, 高木茂孝,佐藤隆英

概要：通信システムの構成に関する知識を高めることを目的として受信システムに必要と

なる低雑音増幅回路とミキサ，電圧制御発振回路，電圧利得可変回路の試作を行った．そ

れぞれの回路について，比較のため 2種類の回路を設計した．低雑音増幅回路としては，

ソース接地増幅回路ではバイアス回路の雑音が避けられないので，ゲート接地増幅回路を

用いた．また，ミキサとしてはGilbert乗算回路を使用し，電圧制御発振回路にはマルチバ

イブレータを用いた．さらに，電圧利得可変回路は，バイアス電流により電圧-電流変換部

および負荷をともに変化させ，さらにこの回路を 2個縦続接続することにより可変利得変

化範囲を拡大した．2種類の電圧利得可変回路の一つには，交流-直流変換回路による利得

の自動調整機能を付加し，AGCを構成した．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS

1.2μm 2.3mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

受信システム用要素回路の試作 3
東京工業大学理工学研究科 藤井信生, 高木茂孝,佐藤隆英

概要：「受信システム用要素回路の試作 1」と「受信システム用要素回路の試作 2」の要素

回路である低雑音増幅回路，キサ，電圧制御発振回路，電圧利得可変回路，PLLを相互接

続し，受信システムを集積回路上に作成した．ただし，全回路ブロックの集積化は面積の

制約から困難であったため，フィルタは「受信システム用要素回路の試作 2」で作成した

フィルタを外付けとして使用することを前提として受信システムを構成した．FM波の復調

はPLLで行っている．今回設計したPLLの周波数-電圧変換特性は 1kHzから 3kHz程度の

周波数の信号を直線的に出力電圧に変換できるが，これ以外の周波数では変換して得られ

た出力電圧に歪みが生じることがわかった．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：100以

上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）
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平成15年度 第1回 オンセミコンダクタCMOS1.2μm チップ試作

（MOT031）

スイッチトキャパシタフィルタ

静岡大学電子工学研究所 高橋誠, 小川覚美,渡邊 健蔵

概要：地震が発生する前兆の現象として地殻変動に伴う電波放射がみられる. 本研究ではそ

の電波放射を捕らえるためのフィルタをスイッチトキャパシタフィルタで構成することを

目的としている. 高精度のスイッチトキャパシタフィルタを構成するためには, 高ゲイン,

高精度のオペアンプが必要となり,そのためにはフォールデッドカスコード構成にすること

や全差動構成にすることが考えられる.そこで今回はフィルタ回路を構成するための素子と

して,シングルエンドオペアンプ, 全差動型オペアンプ,コンパレータ,アナログスイッチ

を個別に試作し測定を行った.またHSPICEによるシミュレーション結果と比較し,動作確

認を行った.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva ト

ランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコ

ンバータなど）

全差動型演算増幅器の試作

静岡大学電子工学研究所 石原ゆかり, 小川覚美,渡辺健藏

概要：近年, 新しい地震予知の方法として地震の前に地殻活動によって発生する電磁波の伝

搬を検知しようとする研究がなされている.この電磁波が極超長帯波（ELF帯）で高い感

度で検出できるという研究成果に基づき,この検知に用いられる受信機が開発されている.

この受信機には狭帯域のバンドパスフィルタ,及び,ノッチフィルタが必要とされる.それ

らのフィルタを実現する 1つの方法としてスイッチドキャパシタ技術を用いる方法がある.

まず,今回は高精度のスイッチドキャパシタ・フィルタを設計するために, 高利得の全差動

型演算増幅器の設計及び試作を行った. 試作チップには全差動型演算増幅器, 及び, ゲイ

ン・エンハンスメント全差動型演算増幅器が含まれている. 試作回路を測定し, 回路の特性

を評価しHspiceシミュレーションの結果と比較した.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作

ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

ＮＡＮＤ論理ゲート速度性能評価回路とマイクロプロセッサの設計

静岡理工科大学電気電子情報工学科 波多野 裕

静岡理工科大学電子工学科 渋谷耕児, 縣伸史,北村義徳, 永野肇, 村松透,

望月秀幸

概要： 基本NAND論理ゲートの速度性能を詳細に実測評価するため,フルカスタム設計

により, 2種類の 50段NANDゲート・チェーンを設計した. 伝搬遅延時間の立上りと立下

りを分離して評価できる回路構成とした.また,ベーシック・セルから設計したゲートアレ

イ方式により 2ビット全加算器と JKフリップフロップを設計した. 更に,フルカスタム方

式で 4ビットマイクロプロセッサを設計した.以前試作して機能動作を確認しているゲート

アレイ方式 4ビットμP（ゲート使用率 61％）の入出力回路を除く占有面積と比較して, 約

42％に縮小できた. 1月 8日入荷の試作チップを直ちに測定して, 2種類のNANDチェーン

の遅延時間の違いを分離する事に成功した（シミュレーションとの誤差は 10％以内）.ま

た, 2ビットFA, JK-FFの機能動作を確認した.

参考文献：［ 1］増田, 笹ヶ瀬, 田中, 山田, 落合, 波多野, ”4ビットマイクロプロセッサとニューロンＭＯＳ回路”, p．78, 2001年

VDEC年報（2001）．

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：1,000以

上，10,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：マイクロプロセッサ

51



下等動物の視覚系に学んだ二次元動き検出チップの試作

豊橋技術科学大学工学部 西尾公裕, 米津宏雄

概要：下等動物, 特にカエルの視覚系に学んで,二次元の動き検出を実現するネットワーク

の提案とその集積回路化を行なってきた［ 1］. カエルの視覚系では, 網膜で生成された

エッジ情報を視蓋および視床に伝達する. 視蓋および視床で生成された信号から移動する物

体の二次元移動方向および速度を検出している.その情報処理は, 非常にシンプルであり,

考察したネットワークは 20個以下のMOSトランジスタから成るシンプルなアナログ基本

回路で構成された.今回の試作では,上述したネットワークを検証するため,単位回路を二

次元に配列した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TEG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

ネットワークの特性を評価する.

参考文献：［ 1］ K. Nishio, H. Yonezu and Y. Furukawa, "Analog Two-Dimen-

sional Network for Motion Detection Based on Lower Animal Vision" , Brain Inspired Cognitive Systems（BICS 2004）, sub-

mitted

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence社 Diva トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 4.8mm角 チップ種別：イメ

ージセンサ/スマートセンサ

広ダイナミックレンジを有するエッジ検出網膜チップの試作

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機能に学び, 物体の輪郭情報を実時間で生成するエッジ

検出網膜チップの提案とその集積回路化を試みてきた［ 1］.この網膜チップは, 対数変換

型光センサ部を導入することで広範囲の光強度に対応することができる.しかし, 入力光強

度に合わせて外部バイアスの調整が必要であるため,一定のバイアス条件下ではそのダイナ

ミックレンジが制限される.そこで, 網膜チップのさらなる広ダイナミックレンジ化に向け

て, 網膜チップに導入されている抵抗回路網の改良を行なった. 本試作では, 新たに提案し

た網膜チップの単位回路を 30×30画素配列した二次元エッジ検出回路を試作し,その特性

を評価することを目的とした.

参考文献：［ 1］澤, 西尾, 安部,古川, 米津, "生体の網膜に学んだエッジ検出機構のアナ

ログ集積回路化"

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence社 Diva トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 4.8mm角 チップ種別：イメ

ージセンサ/スマートセンサ

有機EL素子駆動用アクティブマトリクス回路

富山大学理工学研究科 坂井健治

富山大学工学部 柴田幹, 中茂樹, 岡田裕之, 女川 博義

概要： 有機EL素子のアクティブマトリクス駆動の基礎検討として, 2トランジスタによ

る 8×8有機EL素子のマトリクス駆動を検討した. 動作に関するシミュレーションにより二

つのトランジスタのチャネル長,チャネル幅を最適化し,レイアウト設計を行った. 1ピク

セル面積は 100mm×150mm（開口率 約 40 %）とし, 有機EL素子構造は,トップエミッ

ション型を形成する. 実際の回路では, 外部入力からの絶縁破壊を防ぐために,パッド－ゲ

ート接続間の配線は, 逆バイアス接続のダイオードを設けた.また,チップは,すべてベア

チップとして入手した. 外部駆動回路は, Altera社のユニバーシティプログラムより提

供頂いているFPGAを用い,アンプを通して駆動電圧を与える. 電圧印加は, Micronics社

のマニュアルプローバとプローブカード（52pin）により行う.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence社 Diva トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：その他
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ストレート方式AMラジオの受信機の試作

東京理科大学理工学部電気工学科 秋山大,新井 義明, 近野暢, 後藤健志, 清水 大数

東京理科大学理工学部電気電子情報工学科 兵庫明, 関根慶太郎

概要：本試作チップはCMOSテクノロジを利用し, AMラジオのワンチップ化を試みるた

めに行った. AM波の受信方式として,もっとも単純な構成となるストレート方式を採用し

た.この試作チップの電源電圧は片電源の 3［V］である. 内部の構成はレベルシフト回路,

高周波増幅回路, 検波回路, LPFとした. 入力にアンテナ同調回路を接続し, 出力にパワー

アンプ及びスピーカ―を接続することによりAMラジオ受信機を構成する. 検波回路はボ

ルテージフォロアと容量により, LPFは 1次の gmC-LPFを用いた.また, 増幅回路はOP-

ampの正相負帰還を用いた. gmC-LPFの容量と正相増幅回路に用いる容量を動作安定と

チップ面積の問題から, 外付け部品とした.レイアウトスペースに余裕があったため, 低周

波増幅器と gmC-LPFの容量を付け加えたものも製作した.これら二つを加えることによ

り,よりワンチップ化の意義が強くなる反面,動作の安定性は欠如すると予測される.

設計期間：10人月以上 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：

100以上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm 角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータな

ど）

スーパーヘテロダイン受信機の試作

東京理科大学理工学部電気工学科 永田基希,高橋悠, 中村剛一郎, 竹原史恵

東京理科大学理工学部電気電子情報工学科 兵庫明, 関根慶太郎

概要：我々の研究室では, 学部 4年生を対象に, CMOSアナログ回路の設計,及び試作回路

の計測を学習することを兼ねて,チップの試作を行っている.今年度は, 電源電圧 3Vで動

作するAMラジオ受信機の試作を行った. 本チップでは,受信方式として,スーパーヘテロ

ダイン方式を採用している.この受信方式は,アンテナから受信した信号を,ミキサーで周

波数変換をして,バンドパスフィルタでチャネル選択を行い, 検波回路で音声周波数帯域の

信号を得るという仕組みである.ミキサーは,ギルバートセルを用いた構成となっている.

VGAは,クワドリテールを用いた構成であり, 利得を調節できる端子を付加している.バン

ドパスフィルタは, gm-Cフィルタを用いた構成であり, 通過帯域を調節できる端子を付加

している.検波回路は,ボルテージフォロワを用いた構成となっている.

設計期間：8人月以上，9人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジ

スタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバー

タなど）

スーパーヘテロダイン方式CMOSワンチップＡＭラジオの設計

東京理科大学理工学部電気工学科 藤田林太郎, 蛭川奈津, 米川智宣, 和智 勇介

東京理科大学理工学部電気電子情報工学科 兵庫明, 関根慶太郎

概要：アナログVLSI回路のシステム設計に触れ,また研究室における回路シミュレーター

に慣れる事を目的として, 研究室の 4年生を中心に, スーパーへテロダイン方式を用いた

CMOSワンチップ AMラジオの設計を行った. 基本的なスーパーへテロダイン・ラジオ

は, 高周波増幅部, 周波数混合部, 局部発振部,中間増幅部, 検波部, 低周波増幅部から構成

され複雑だが, 感度もよく安定したラジオ受信ができる.今回の設計での回路構成は, 同調

回路からのシングル入力を増幅し, Mixer段への差動出力としたRF-amp,中心周波数を

455kHz付近にダウンコンバージョンするギルバートセルミキサ, OTAを用いた VCO,

クァドリテールセルを用いたVGA, OTAを用いた 2次のGm-Cバンドパスフィルタ,ボル

テージフォロアを利用した包絡線検波回路とした.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジ

スタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバー

タなど）
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NMOS・PMOS・キャパシタのTEG

東京理科大学理工学部電気工学科 永田基希,米川智宣

東京理科大学理工学部電気電子情報工学科 兵庫明, 関根慶太郎

概要：本チップは,アナログ集積回路の設計をする上で必要となるパラメータを抽出するこ

とを目的とし, NMOS・PMOS・キャパシタををTEGとして実装した. 得られた実測値と

シミュレーションから得られた値を比較し, シミュレーションの信頼性を評価する.

MOSに関しては,その静特性からトランスコンダクタンス係数・しきい値を得て,またト

ランジション周波数を求める. 複数サイズを実装したキャパシタは,その占有面積とキャパ

シタンス値の関係を実測し,シミュレーション用パラメータと比較する. 学部 4年生が自ら

レイアウトをし,その構造を理解するのに大変有益であった.

設計期間：0.1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Cadence 社 Dracula

DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：10未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm
2.3mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

MOS型定電流回路の設計・試作（ 1）
岡山県立大学情報工学部 日笠猛, 大曽根隆志,森下賢幸, 小椋清孝

概要：アナログ・ディジタル回路の混在したCMOS LSI技術の向上に伴い,アナログ回路

においては温度依存性がなく電源電圧にも依存しない基準となる安定した定電流回路が重

要となる. 特に低バイアス電流の発生回路には高抵抗が用いられるが,チップの占有面積が

増大する為に製造コストが上昇してしまう.これらの事から, 本設計では高抵抗を用いずに

安定な定電流を発生する電流源の設計および検討を行った.今回の設計における当初の仕様

は, 所定の電源電圧および温度で基準値からの変動が±1%以内の定電流を得ることを目標と

し, 従来の回路で用いていたn-WELL抵抗を n-MOSに置き換えることによって抵抗相当

の面積を約 10分の 1にすることができた. 本定電流回路は（ 1）MOS型温度依存電圧発生

回路, （ 2）オペアンプ回路, （ 3）MOS型定電流発生回路の 3ブロックで構成されてお

り,本チップは（ 1）で構成されている.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC

トランジスタ数：10以上，100未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）

MOS型定電流回路の設計・試作（ 2）
岡山県立大学情報工学部 日笠猛, 大曽根隆志,森下賢幸, 小椋清孝

概要：アナログ・ディジタル回路の混在したCMOS LSI技術の向上に伴い,アナログ回路

においては温度依存性がなく電源電圧にも依存しない基準となる安定した定電流回路が重

要となる. 特に低バイアス電流の発生回路には高抵抗が用いられるが,チップの占有面積が

増大する為に製造コストが上昇してしまう.これらの事から, 本設計では高抵抗を用いずに

安定な定電流を発生する電流源の設計および検討を行った.今回の設計における当初の仕様

は, 所定の電源電圧および温度で基準値からの変動が±1%以内の定電流を得ることを目標と

している. 本定電流回路は（ 1）MOS 型温度依存電圧発生回路, （ 2）オペアンプ回路,

（ 3）MOS型定電流発生回路の 3ブロックで構成されており, 本チップは（ 2）と（ 3）で

構成されている.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：10以上，100未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角

チップ種別：TEG（特性評価回路など）
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64×64画素三相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．本試作では前報［ 1］の結果を踏まえ，さらなるダイナミックレンジの拡大を試み

た．前報では新たにカスコードNMOSの挿入により積分用 PMOSの面積が縮小され，こ

れがダイナミックレンジの縮小につながったが，本試作では PMOSの面積が最大限確保で

きるようにレイアウト再設計を行った．これまでに検証実験を行い，ダイナミックレンジ

の向上を確認している．

参考文献：［ 1］ 安藤，来海：64×64 画素三相時間相関イメージセンサ（第 3 報），

2003年度VDEC年報（2004）．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジ

スタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 7.3mm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シナプス回路の試作

日本大学理工学部電子情報工学科 太田寛,齊藤 健, 佐伯勝敏, 関根好文

概要：脳内における情報はパルス信号で伝達され, 脳内の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,パルス形のモデルにより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,パルス形非同期ニューラルネットワ

ークを構成するために,今回,シナプス回路に用いるオペアンプを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.オペアンプを用い, 加算回路, 積分回路を構成し, 時

空間的加算特性を持たせたシナプス回路と,エンハンスメント形MOSFETとコンデンサを

用いパルス形ニューロンモデルを構成し,ネットワークを構成した.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dra-

cula DRC，PSpice トランジスタ数：10以上，100 未満 試作ラン：オンセミ CMOS

1.2μm 2.3mm角 チップ種別：ニューテクノロジ

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 今口公司, 畑堀祐紀,藤岡篤志, 三浦真一, 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 3年生 4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，7個の LEDをサイ

コロの目に見立て，これを 1から 6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（設計者：畑堀祐紀），分周器（設計者：藤岡篤志），3ビットジョンソンカウンタ

（設計者：三浦真一），および LED 用デコーダ（設計者：今口公司）から構成されてい

る．

設計期間：0.1人月以上，0.5人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社

Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，UCB版SPICE トランジスタ数：1,000以上，

10,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：その他
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10秒周期で時報音を生成するチップ

広島市立大学情報科学部 島津尊是, 新居田潔,花崎翔太, 兵部拓人, 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 3年生 4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

440Hzおよび 880Hzで構成される時報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（設計者：花崎翔太），音源用分周器（設計者：島津尊是），タイミング用分周

器（設計者：新居田潔），および時報音生成器（設計者：兵部拓人）から構成されてい

る．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社

Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，UCB版SPICE トランジスタ数：1,000以上，

10,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm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 酒井智也, 島田貴史,庄崎和哉, 駿河小太郎, 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 3年生 4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 LEDを点滅させるものであり，回路は，リングオシレータ（設計者：島田貴

史），分周器（設計者：駿河小太郎），6進 3ビットカウンタ（設計者：酒井智也），およ

びLED用デコーダ（設計者：庄崎和哉）から構成されている．

設計期間：0.1人月以上，0.5人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社

Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，UCB版SPICE トランジスタ数：1,000以上，

10,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm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 礒部博隆, 小西克明,額賀大揮, 平田義輝, 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 3年生 4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，7セグメント型

LEDに 0から 9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（設

計者：小西克明），分周器（設計者：額賀大揮），10進バイナリカウンタ（設計者：平田

義輝），およびLED用デコーダ（設計者：礒部博隆）から構成されている．

設計期間：0.1人月以上，0.5人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社

Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，UCB版SPICE トランジスタ数：1,000以上，

10,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm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 高尾泰弘, 久保育則,白根賢一, 羽田隆二, 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 3年生 4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 LEDを点滅させるものであり，回路は，リングオシレータ（設計者：久保育

則），分周器（設計者：高尾泰弘），3ビットジョンソンカウンタ（設計者：羽田隆二），

およびLED用デコーダ（設計者：白根賢一）から構成されている．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社

Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，UCB版SPICE トランジスタ数：1,000以上，

10,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：その他

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 荒川香織, 古川梨香,森 有佳理, 山下淑子, 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 3年生 4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，7セグメント型

LEDに 0から 9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（設

計者：森有佳理），分周器（設計者：荒川香織），5bitジョンソンカウンタ（設計者：山

下淑子），およびLED用デコーダ（設計者：古川梨香）から構成されている．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dra-

cula LPE，Cadence 社 Dracula DRC，UCB 版 SPICE トランジスタ数：1,000以上，

10,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm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 岡大輔, 川野敦史,中尾 彰宏, 山本純一, 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 3年生 4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，7個の LEDをサイ

コロの目に見立て，これを 1から 6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（設計者：山本純一），分周器（設計者：岡大輔），6進バイナリカウンタ（設計

者：川野敦史），およびLED用デコーダ（設計者：中尾彰宏）から構成されている．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社

Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，UCB版SPICE トランジスタ数：1,000以上，

10,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：その他
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3分間クッキングタイマー

広島市立大学情報科学部 石野正英, 梅比良紀章,山下晋司, 山本正樹, 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 3年生 4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，時間の経過を 9個

の LEDで表示するとともに 3分経過したことを圧電スピーカで知らせるものであり，回路

は，リングオシレータと計時用分周器（設計者：山本正樹），音源用分周器（設計者：石

野正英），計時用カウンタ（設計者：梅比良紀章），およびLED用デコーダ等（設計者：

山下晋司）から構成されている．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dra-

cula LPE，Cadence 社 Dracula DRC，UCB 版 SPICE トランジスタ数：1,000以上，

10,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：その他

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 向建宇, 重藤典之,酒匂 宏樹, 夏木龍彦, 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 3年生 4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，7セグメント型

LEDに 0から F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（設

計者：重藤典之），分周器（設計者：向建宇），8bitジョンソンカウンタ（設計者：夏木

龍彦），およびLED用デコーダ（設計者：酒匂宏樹）から構成されている．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dra-

cula LPE，Cadence 社 Dracula DRC，UCB 版 SPICE トランジスタ数：1,000以上，

10,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm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 有路忠臣, 新迫洋一,中西勝利, 大本哲広, 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 3年生 4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，7セグメント型

LEDに 0から F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（設

計者：中西勝利），分周器（設計者：大本哲広），4bitバイナリカウンタ（設計者：有路

忠臣），およびLED用デコーダ（設計者：新迫洋一）から構成されている．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dra-

cula LPE，Cadence 社 Dracula DRC，UCB 版 SPICE トランジスタ数：1,000以上，

10,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：その他
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救急車のサイレン

広島市立大学情報科学部 橋本伸嗣, 田中秀幸,丹生谷勇太, 竹内健, 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 3年生 4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（設計者：竹内

健），音源用分周器（設計者：橋本伸嗣），タイミング用分周器（設計者：田中秀幸），

および可変分周器（設計者：丹生谷勇太）から構成されている．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dra-

cula LPE，Cadence 社 Dracula DRC，UCB 版 SPICE トランジスタ数：1,000以上，

10,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：その他

リング発振器を用いたPLL用の発振器の試作

秋田大学工学資源学部 宮前亨, 井上浩

概要：近年の通信機器において，半導体集積回路技術の進歩により小型化・高性能化され

てきている．携帯電話，PHSのような小型通信端末には，LC発振回路が多く用いられてお

り，共振器全体のQ値を高く確保するためにディスクリート素子を利用して構成されてい

る．通信機器のさらなる小型化および新たな応用の開発を行うためには，発振器を IC内に

組み込むことが望まれる．本試作では，IC内に実現される発振器として，回路の単純性と

適合性からリング発振器を応用したPLL用の電圧制御発振器（VCO）を提案し，その動作

を検証することを目的に IC設計・試作した．VCOは，インバータの出力抵抗を可変する

回路構成を新規に提案することにより，制御電圧に対して線形で広範囲に発振周波数が可

変すること，前回の試作時の性能を改善できることを確認した．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Diva トランジスタ数：10以上，100未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：ア

ナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

MOS構成に適したアナログ形PLLの試作

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PLLに対し，アナログ形PLL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してきた．本試作研究では，CMOSプッ

シュプル回路を応用し，ダイレクト変換型アナログ形 PLLを提案し，その動作を検証する

ことを目的に IC設計・試作した［ 1］．本方法では，従来必要とされてきた回路ブロック

を用いない PLL 回路を構成することができ，回路全体の LSI化が容易になると考えられ

る．試作した ICは，アナログ形PLL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．本回路は 1チップ化がし易く，更に回路規模縮小が

可能と考えられる．

参考文献：［ 1］佐藤，伊藤，井上，"プッシュプル位相加算ミキサを使用した通信機能

ICの一検討，"電子情報通信学会技術研究報告，EMD2003-97，2004年 1月．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Diva トランジス

タ数：100以上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 4.8mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータ

など）

59



演算増幅器の試作・検証

佐賀大学大学院工学系研究科 内田正隆, 塚本 尚平

佐賀大学理工学部 小林幸司, 田崎篤, 舛岡貴志,村上 真人, 深井澄夫

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基

本アナログ集積回路ブロックの設計技術及び検証技術を早期に習得することを目的として

いる.今回の回路構成は,主に差動増幅器とソース接地増幅器の 2段基本構成の演算増幅器

が中心となっている.参加学生（学部 4年・修士 1年）の各個人が演算増幅器の利得・位相

余裕・バイアス等を自ら決めて設計しレイアウトまでを行い合計 6つの演算増幅器を試作

している.その他に佐賀大学で研究されている簡易構成の差動増幅器の試作も行っている.

設計期間：0.1人月以上，0.5人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社

Star-HSPICE，Cadence社 Diva トランジスタ数：10以上，100未満 試作ラン：オンセ

ミ CMOS 1.2μm 2.3mm 角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータな

ど）

ニューロンMOSを利用した可変論理回路・コンパレータの試作

佐賀大学大学院工学系研究科 石川洋平, 山口 竜司

佐賀大学理工学部 深井澄夫

概要：本研究室では,ニューロンMOSトランジスタを用いたアナログ・デジタル回路設計

の研究を行っている. 現在まで,ニューロンMOS・ニューロンMOSインバータ等基本素

子の TEG（Test Element Group）を試作し検証を行ってきた.今回の試作ではニューロ

ンMOSの最大の特徴である線形荷重和特性および可変閾値特性を活かした応用として 2入

力・3入力・4入力可変論理回路の試作を行っている.可変論理回路とは外部からの制御信

号により同一回路構成で多くの論理関数を実現することができる柔軟性の高い回路である.

また, 従来提案されているニューロンMOSの設計手法である FPD（Floating-Gate Po-

tential Diagram）を利用し,さらに容量再分割・機能合成等の新たな手法を追加し, 2種類

のコンパクトな 2入力コンパレータの試作も行っている.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Diva トランジ

スタ数：10以上，100未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

CMOS2段オペアンプの設計

上智大学理工学部 小林章二, 和保孝夫

概要：近年デジタルシステム技術の飛躍的進歩により,アナログからデジタルへの変換の高

速, 高分解能化が必要不可欠になっている.この高性能A/D変換を実現するためにΔΣ変調

方式を対象として研究を行っている.今回はそのΔΣ変調器において重要な構成要素である

オペアンプについて設計を行った.このオペアンプでは大きなゲインを得るために増幅段を

2段とするとともに,それに伴う安定性の問題を解決するために容量を挿入して補償を行っ

て十分なフェイズマージンを得た.この回路のシミュレーションをHSPICEで行った結果

DCゲインが 64.7dBとなった.また補償容量を変えることによるフェイズマージンの変化

がシミュレーションで確認でき, 具体的には 1pFの補償容量でフェイズマージンは 66.6度

となった. 補償容量を 1,3,10pFと変えた回路をそれぞれ設計し, 実験的に確認できるよう

にした. このオペアンプを使った 1次連続時間 ΔΣ変調器のシミュレーションを行った結

果,入力周波数 10kHz, OSR64でSNR62.4dBとなった.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence 社 Diva トランジスタ数：10以上，100未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm 角 チップ種別：アナログ

（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

60



スイッチトキャパシタ電源回路の設計

熊本電波工業高等専門学校電子工学科 江口 啓

概要：電気製品において, 電源回路は重要なビルディングブロックの一つである. 近年のモ

バイル機器の発達に伴い, 電源回路においても軽量化・薄型化が求められている.そこで今

回の試作においては, 集積化に適するという特徴をもつ,スイッチトキャパシタ（SC）電

源回路の設計を行った. 設計したSC電源回路は, DC-DC変換を行う回路であり,ディクソ

ン形電源回路を基に設計されている. SC電源回路においては,パワースイッチのオン抵抗

を下げることにより電源回路の変換効率を向上させることができる.そこで, 我々はパワー

スイッチにブートストラップ回路を付加することにより, 電源回路の変換効率の改善を試み

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ている.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Avanti社 Star-HSPICE トランジスタ

数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：アナログ/デジタル信号処理プロセッサ

アレイ構造を利用したカオス発生回路

熊本電波工業高等専門学校電子工学科 江口 啓

概要：近年工学の分野においてはカオスを利用した様々な応用システムが提案されている.

故障時の修理が困難な遠隔地で利用されるシステムのビルディングブロックとしてカオス

発生回路が用いられる場合, 故障に対して頑健であることが望ましい.今回の設計において

は, 故障に対して頑健な構造をもつ離散時間型カオス発生回路を試作している. 試作回路

は, 離散時間型の一次元カオス回路をセルとするセルアレイ構造を利用することにより, 回

路の長寿命化を実現している. 同セル回路はスイッチトカレント（SI）技術を用いて設計さ

れており, セル回路を相互接続をすることにより, 高次元のカオスを発生することができ

る. 試作 ICにおいては, 2．3×2．3mmチップ上に 4個のセル回路がレイアウトされてい

る.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Avanti社 Star-HSPICE トランジスタ

数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：アナログ/デジタル信号処理プロセッサ

ログドメイン積分回路の試作ならびに演算増幅回路の設計演習

豊橋技術科学大学大学院工学研究科 秋田 一平

豊橋技術科学大学工学部 上田昇, 鈴木寛人,八木 大介, 吉田武史, 和田和千

概要：トランジスタの非線形性を考慮した高線形回路の構成手法であるログドメイン回路

技術により，積分回路を構成している．MOSトランジスタの弱反転領域を積極的に使用す

るとともに，入出力信号を電流とすることにより，電源電圧 1.5Vにおいても歪を小さくす

ることができる．設計した積分回路の動作を確認するための試作を行なっている．また，

演算増幅回路の設計は，回路設計の経験がない学部 4年生を対象に，基本回路の理解や手

計算による素子値の理論設計，設計支援ツールの使用法の習得を目的として行なってい

る．学生は，同様の目的で開催されている演算増幅器設計コンテスト（http://www.ec.

ss.titech.ac.jp/opamp）への参加とともに本試作をすることにより，アナログ回路設計

の基礎を学んでいる．

参考文献：［ 1］秋田，和田，田所, "温度に対する周波数特性変動を低減したCMOSログドメイン積分回路," 信学技報 ICD 2003-

92, pp. 71-75（2003）

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence社 Diva トランジスタ数：10以上，100未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm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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高精度CMOS基準電圧発生回路

富山県立大学大学院工学研究科 南隆一, 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, 電子機器の小型化が進みデジタル回路とアナログ回路を混載したLSI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

は基準電圧発生回路をCMOS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 0.10%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, 同時に低消費電力化も実現している. 定電流源のゲートの接続方法

およびトランジスタのサイズを変更することで, 本回路の動作電源電圧の下限を改善するこ

とができた. また基準電圧発生部のトランジスタのW/L 比をさらに細かく調整可能な

MOSFETを配置し, 本基準電圧発生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：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence社 Diva トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：TEG（特性

評価回路など）

小型センサ用CMOS D/Aコンバータの設計

富山県立大学大学院工学研究科 麻生啓太,堀井 信嘉, 松田敏弘, 岩田栄之

概要：小型半導体加速度センサのオフセット電圧を調整する方法として,ディジタル値での

調整を検討している.そのために,一度センサの出力をディジタル値に変換し, 補正後,ア

ナログ値に戻す必要がある.そこで今回,その第一歩として基本的な動作原理のD/Aコン

バータ 2種類の設計を行った. センサと増幅回路のオフセット電圧を十分に扱うためには

8~10bitの分解能が必要であり,今回は 10bitを目標としたD/Aコンバータを設計した. D/

AコンバータはRと 2Rのはしご状の構成をしたR-2Rラダー型と,コンデンサでの重み付

けで構成された Charge Scaling 型の 2つである. R-2R ラダー型はスイッチに用いた

MOSのオン抵抗による比率の乱れを防ぐように設計している. Charge Scaling型はコン

デンサの充放電が行われやすいように構成した. また, それぞれの D/Aコンバータ用の

バッファとして,オペアンプを 2つ設置した.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence社 Diva トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：アナログ

（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

スイッチング電源制御LSI用補正回路の設計

富山県立大学大学院工学研究科 中山剛, 大場 博之, 松田敏弘, 岩田栄之

概要：スイッチング電源の小型化, 高効率化のために安定動作が行え, 汎用性のある制御用

LSIが必要とされる. 現在, 制御用LSIを安定動作させるための補償回路は LSI外部で作ら

れているのがほとんどである. そこで今回は LSI内部で補償を行える回路の設計を中心に

行った.今回の試作回路は基本ブロックである誤差増幅器,ラッチ回路, 発振回路, 出力回

路, 補償回路であるスロープ補正, Duty可変回路, 周波数低減回路を設計した. 誤差増幅器

は安定動作を行うためにゲインを高く保つこと, 高周波のスイッチング周波数に対応させる

ため, 高速応答することが必要となる.ラッチ回路は高周波でもクロックに対して安定して

動作する必要がある. 発振回路はクロックとして用いるため周波数の安定性が求められる.

スロープ補正回路はDuty50%以上で生じる発振を防ぐための補償回路である. Duty可変回

路は入力する電圧値によって出力信号のDutyの制御を行う. 周波数低減回路は過電流時,

軽負荷時においてその電圧値をモニターし,クロックを変化させ制御するものとなっている.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence社 Diva トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm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用LSIの設計

富山県立大学大学院工学研究科 中山剛, 大場 博之, 松田敏弘, 岩田栄之

概要：これまでスイッチング電源の基本ブロック, 補償ブロックの設計を行ってきた.今回

はそれらのブロックを使い, スイッチング電源制御用 LSIとして動作させるために配線を

行った. 使用したブロックは誤差増幅器, ラッチ回路, 発振回路, 出力回路, 比較器,

OCP時の周波数低減回路である.ラッチ回路と発振回路, 発振回路とOCP時の周波数低減

回路, 比較器とラッチ回路,ラッチ回路と出力回路を接続した. OCP時の周波数低減回路で

出力電圧をモニターし, 発振回路出力のクロックを制御する. 発振回路からのクロックと比

較器からの出力信号によりラッチ回路からDutyを決め, 出力する.この信号を受け取った

出力回路によってスイッチング電源制御用信号として出力されるようになっている.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence 社 Dracula DRC，Cadence 社 Diva トランジスタ数：100以上，

1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：アナデジ混載

演算増幅器の試作

東京工業大学理工学研究科 藤井信生, 高木茂孝,佐藤隆英

概要：演算増幅器は，トランジスタと異なり，バイアスを気にせずにアナログ回路を構成

することのできる汎用性の高い素子である．この回路の構成を学ぶことは，アナログ回路

の初学者にとって極めて有益である．このような理由から我々の研究室では，チップ作成

を通して，学部学生や修士課程 1年の学生がそれぞれ独自に演算増幅器の設計からシミュ

レーション，レイアウトまでを行い，演算増幅器の集積化について学んだ．このチップで

は，11種類の演算増幅器を試作した．回路構成としては，差動増幅回路にソース接地増幅

回路を縦続接続した構成が主であり，中にはカスコード接続のトランジスタを用いた演算

増幅器もある．これらよりも工夫を凝らした構成として，差動増幅回路の負荷に負性抵抗

を並列接続し，利得を高めた演算増幅器がある．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence 社 Dracula DRC，Cadence 社 Diva トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS

1.2μm 2.3mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

FM放送受信システム用回路ブロックの試作 1
東京工業大学理工学研究科 藤井信生, 高木茂孝,佐藤隆英

概要：FM放送の受信システムの集積回路化を目指し，FM放送用受信システムで必要とな

る回路ブロックとしてフィルタとミキサ，スロープ検波型の復調回路を作成した．フィル

タは，「受信システム用要素回路の試作 2」で試作したフィルタと同じ仕様であり，容量値

の低減により面積を低減を試みた．また，フィルタを構成しているOTAはトランスコンダ

クタンスが異なる 4種類を作成し，必要なトランスコンダクタンスを 4種類の並列接続で実

現する構成とした．ミキサとしては，従来から用いられているGilbert型の乗算回路を用い

ている．また，スロープ検波型復調回路で必要となるLC共振回路のインダクタはジャイレ

ータを用いて構成した．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：100以

上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）
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FM放送受信システム用回路ブロックの試作 2
東京工業大学理工学研究科 藤井信生, 高木茂孝,佐藤隆英

概要：FM放送の受信システムの集積回路化を目指し，FM放送用受信システムで必要とな

る回路ブロックとしてフィルタと低雑音増幅回路を作成した．フィルタは「FMレシーバ

用の回路ブロックの試作 1」で作成した回路と同じである．低雑音増幅回路として，ソース

接地増幅回路を用いた場合，電力整合を取っても信号歪みが極めて大きいことがわかっ

た．また，ソース接地増幅回路はゲート端子から入力するため，ゲート端子をバイアス回

路の雑音が避けられず，一方，ゲート接地増幅回路はソース端子から入力するため，バイ

アス回路の雑音を避けることができ，低雑音増幅回路に適していると考え，今回の試作で

はゲート接地増幅回路を用いた．80MHzで約 17dBの利得が得られるように設計した．ま

た，10mV の信号に対して全高調波歪み率は 0.12%，雑音指数は約 3.4dB，消費電力は

3.5mWである．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence社 Diva トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：アナログ

（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

FM放送受信システム用回路ブロックの試作 3
東京工業大学理工学研究科 藤井信生, 高木茂孝,佐藤隆英

概要：FM放送の受信システムの集積回路化を目指し，FM放送用受信システムで必要とな

る回路ブロックとしてスロープ検波型の復調回路と低雑音増幅回路，電圧制御発振回路を

作成した．スロープ検波型復調回路は「FM放送受信システム用回路ブロックの試作 1」で

作成した回路と同じあり，低雑音増幅回路は「FM放送受信システム用回路ブロックの試作

2」で作成した回路と同じである．電圧制御発振回路としては，マルチバイブレータを用い

た．マルチバイブレータ型発振回路の欠点である，制御電流の変化とともに出力振幅が変

化すること，制御電流と発振周波数の関係が直線的で無いことを回避するため，発振周波

数だけを制御することのできる電流パスを加えた構成とした．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：100以

上，1,000未満 試作ラン：オンセミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

信号処理用回路

小山工業高等専門学校電子工学科 西野聰

小山工業高等専門学校電気工学科 増渕康尊

概要：携帯電話通信回路のCDMA用の新構想回路試作である.そのための暗号化回路であ

るM系列信号発生器や変復調回路を組み込んだ.また, D-FFを数個組み入れてこの FFの

回路特性を実験検討して, LSI化時の動作速度を検討する予定である. 具体的には非同期カ

ウンタと同期式カウンタをチップの外部配線により構成して行う. 同期式は 10 個の D-

FFによりリングカウンタとシフトカウンタを構成して比較する. 携帯電話通信回路用M系

列信号発生器は最初に単独で動作させて信号のランダム性と動作速度を検証する. 変調回路

はその拡散度や回路応答速度を評価する. 復調回路は応答速度と対雑音性の評価を行う.そ

の後,変調・復調回路を組み合わせて通信実験を行い,実用化の可能性を評価する.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，L-Edit:Tan-

ner Research 社，L-Edit:Tanner Research 社，Avanti社 Star-HSPICE トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：オン

セミ CMOS 1.2μm 2.3mm角 チップ種別：アナデジ混載
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平成15年度 第4回 ロームCMOS0.35μm チップ試作

（RO35024）

SoC設計教育用教材チップの設計試作

九州大学大学院システム情報科学府 真島 優輔, 山口大介, 牧山幸史, 張中,森 達矢

九州大学システムLSI研究センター 安浦寛人

概要：マイクロプロセッサベースの SoC設計を通しての LSI設計者の育成を目的とする,

教育用教材チップの設計試作をおこなった.仕様は四則整数演算, Sin・Cos演算可能な簡

易電卓で, PCから観測可能となるような外部接続端子を持つ. 内部構造は,マイクロプロ

セッサとして本研究室で設計したZilog社Z80プロセッサ互換なプロセッサコア IP, 外部

との通信インタフェースにUARTを使用し, 演算専用のALU回路を有する.また,テスタ

による測定が容易となるようにプロセッサコア単体でのテスト実行可能なモードを持つ. 本

来は内部メモリとしてメモリマクロセルを組み込む予定であるが,今回は全てのメモリを外

付けとして設計している.

設計期間：9人月以上，10人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社

design_compiler，Avanti 社 Appolo，Cadence 社 Dracula DRC トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：ローム CMOS

0.35μm 4.9mm角 チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

DAコンバータの試作

九州大学システムLSI研究センター 築添明, 曹ユン, 安浦寛人

概要：アナログ回路設計における設計フローを与えられた仕様からチップレベル設計まで

行うことで理解することを目的として行ったチップ試作である.設計対象としたアナログ回

路は 5ビットのDAコンバータである.これはキャパシタ・アレイ型のDAコンバータであ

る. 回路は,バイアス回路,オペアンプおよびキャパシタアレイから構成されている. 小面

積およびノイズ対策をもとに設計されており, 回路シミュレーション上では動作の確認を

行っている.今後は実チップによる特性の評価を行う予定であり,シミュレーション値との

差異などの問題点を検証する. 検証結果をもとに,より複雑なアナログ回路の設計を今後進

めていく方針である.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva ト

ランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコ

ンバータなど）

電流モード多値論理に基づく Field-Programmable Digital Filter

LSIの試作

東北大学大学院情報科学研究科 出川勝彦,青木 孝文

東北工業大学工学部電子工学科 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 VLSI の実現を目指している．

Field-Programmable Digital Filter（FPDF）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，FIRフィルタ専用の再構成型デバイスである．電流モード多値論理に基

づくFPDFは，電流モード多値論理回路を利用することにより，2値論理回路による実現と

比較して，特に配線領域が大幅に削減され，低消費電力動作が可能である．本試作チップ

は，電流モード多値論理回路のデバイススケーリングの影響を調べるために，すでに実

チップでの動作確認がとれている 0.6um FPDFを 0.35umにシュリンクした．フルカスタ

ム設計を行い，0.6um FPDFと比較して，回路面積が縮小され，基本ブロックをより集積化できることを確認している．

参考文献：K. Degawa, T. Aoki and T. Higuchi, "Design of a field-programmable digital filter chip using multiple-valued

current-mode logic," IEICE Trans. Fundamentals, Vol. E86-A,No. 8, pp. 2001--2010, August 2003.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Mentor社 Calibre トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム

CMOS 0.35μm 4.9mm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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デジタルピクセルセンサーを用いたメディアン値探索プロセッサ

東京大学大学院新領域創成科学研究科 伊藤 潔人

東京大学工学部 中山友之

概要：本試作チップには, 画素回路一つ一つにA/D変換器を備え, 高いフレームレートで

デジタルデータの読み出しを可能とするDigital Pixel Sensor（DPS）と,メディアン値探

索回路を組み合わせた画像処理プロセッサを実装した.従来の画像処理システムの中での大

きなボトルネックとなっていたのは,イメージセンサと画像処理回路間のデータ転送であっ

た.このボトルネックを解消するために, DPSの画素回路内の配線を有効利用し任意の矩形

領域を読み出す新たなアーキテクチャを提案した.また矩形読み出し方式を活用する画像処

理回路の一例としてメディアン値探索回路を実装した. 本試作では, 64x48pixelのDPS回

路と,最大 8x8の領域のメディアン値を探索する回路が一つのチップ上に集積されている.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム

CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ

Resonantによる動き位置検出および速度検出回路の第 2版
東京大学大学院新領域創成科学研究科 梅島 誠之

概要：我々の研究室では, 独自に開発した「連想アーキテクチャ」という手法に基づき,

「柔軟な”認識・判断”ができるコンピュータ」をシリコンチップで実現するということ

を試みている. 本試作では, 「連想アーキテクチャ」において「外界からの情報を取り込

む」という部分を担うチップを, 参考文献［ 1］で用いられている, アナログ共鳴回路

（Resonant回路）を応用して試作した.今回のチップは,「動く物体の速度の検出」及び

「動く物体の位置の検出」という 2つの機能を 1チップに統合したものである.このチップ

では, 最大 64×64pixelの任意の矩形範囲内で動体の位置を検出することが可能であり, 最

大±7pixel分移動する動体の動きを検出することができる.さらに本設計では, 過去の試作

チップの測定結果を利用し,いくつかのバグ修正も行った.また, 出力端子を増やすことに

より,静止画の簡易キャプチャも可能になった.

参考文献：［ 1］ T. Yamasaki and T. Shibata, “An Analog Similarity Evaluation Circuit Featuring Variable Functional

Forms,” Proceedings of 2001 IEEE International Symposium on Circuits and Systems（ISCAS 2001）, pp. III-561-564, Syd-

ney, Australia,May 6-9, 2001.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula DRC，Mentor社 Calibre トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ

種別：アナログ/デジタル信号処理プロセッサ

隣接セル間配線を用いたフォトダイオード・演算器分離型エッジ抽出回路

東京大学工学部 中下友介

概要：隣接セル間配線のみを用い, 画像にエッジフィルタをかける回路において, 演算器が

フォトセンサ間に配置されることにより開口率が著しく低下するという欠点があった.そこ

で, 本チップは演算器を外部に取り出し 1行ごとに読み出して演算する方法に切り替えた.

画像にフィルタをかける場合,ある特定の範囲の画素データを同時に演算器に入力する必要

があり,画素データがアナログ値であった場合,データのシフトなどが問題になる.そこで,

読み出しの回路に工夫し, 1列ごとに読み出すだけで演算が可能なアーキテクチャを採用し

た.この方法により 1枚の画像にフィルタをかける時間は若干増えるものの, 演算器の自由

度があがり,フォトセンサの性能も向上する.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence 社 Dracula LVS，Cadence 社 Dracula DRC トランジスタ数：

100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ
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フルデジタルメディアン値探索回路

東京大学大学院工学系研究科 山崎英男

概要：メディアンフィルタは, 画像のスパイクノイズ除去等に用いられており, 画像処理の

分野では非常に重要な処理の一つである.メディアン値探索を行うアルゴリズムとして,ワ

ード比較によるソーティングネットワークを採用した.このネットワークを構築するのに,

高速なWinner-Take-ALLを構成するために我々の研究室で開発された Two-Dimen-

sional Bit-Propagating（2DBP）アーキテクチャ［ 1］を用いた. 2DBPはビットコンパ

レータをベースに構成されるソーティングネットワークであり,通常のソーティングが入力

数とビット長の積のオーダの処理時間を要するのに対し, 入力数とビット長の和のオーダで

演算できるため, 非常に高速な処理が可能である. 本チップでは TEG として 5 入力の

2DBPメディアン値探索ソーティングネットワークを設計し, 3.1nsecで動作することを測

定により確認した.

参考文献：［ 1］M.Ogawa, K. Ito, and T. Shibata, "A general-purpose vector-quantization processor employing two-di-

mensional bit-propagating winner-take-all," in IEEE Symp. on VLSI Circuits Dig. Tech. Papers, pp. 244-247, Jun. 2002.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，

Cadence 社 Dracula DRC，Cadence 社 Diva トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm
4.9mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）

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, 向井徹,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，CDMA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 2 月に試作したチップの修正版である．システム全体で

100Mbps程度の転送速度が実現できるよう設計を行った．多重数 4,8,16の 3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．

設計期間：1 人月以上，2 人月未満 設計ツール：Synopsys 社 design_compiler，

Avanti社 Appolo，SII社 SX9000，Cadence社 Dracula DRC，Mentor社 Calibre，Men-

tor 社 xCalibre トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm 角 チップ種別：通信

（RF回路，ATMなど）

CAMチップ

広島大学大学院先端物質科学研究科 是角 圭祐, 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, CAM（Content Addressable Memory）を実装したものである.

6ビットのメモリセルが 48×96の 2次元セルアレイとして構成されており, 外部から検索値

（6ビット）を入力すると,一致する値を有するメモリセルの 2次元セルアレイ上のアドレ

ス値（X 方向, Y 方向）を出力する機能を有する. この時, アドレス値の出力はそれぞれ

X方向：6ビット, Y方向：7ビットである. 処理実行時には,まず検索値と一致する値を有

するメモリセルをメモリセルアレイの列単位で検索し,そのY方向アドレス値を確定する.

続いてY方向アドレス値の小さい順に, 各列において検索値と一致する値を有するメモリ

セルのX方向アドレス値に関する検索を行なう.この際, 同一列内で検索値と一致する値を

有するメモリセルが複数存在する場合には, X方向アドレス値が小さい順に出力を行なう.

以上の処理において,クロック周波数は 100MHzとして設計を行なった. 試作完了後に FPGAによる制御で本チップの測定を行い,

設計通りの検索動作を確認することができた.テスタによる測定は行なっていない.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：SII社 SX9000，Avanti社 Star-HSPICE，Synopsys社 PowerMill，Cadence社

Dracula DRC，Cadence 社 Diva，Mentor 社 Calibre トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm
4.9mm角 チップ種別：メモリ
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多入力神経信号センシングLSIの設計（ 1）
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：生体活動と神経活動の関係を正確に把握するため，生体の活動に制約を加えない小

型の多入力神経信号センシングシステムの実現が要望されている．本研究では小脳の神経

信号を検出できる，神経信号センシング LSIの設計・試作を行った．設計した神経信号セ

ンシング LSIは，ダイレクトチョッパ方式低雑音増幅回路，直並列形Analog-to-Digital

Converter（ADC），無線送信回路によって構成されている．我々が提案したダイレクト

チョッパ方式低雑音増幅回路は，低周波雑音の存在するCMOS演算増幅回路で数十 μV振

幅の神経信号を検出することができる．また提案技術は 10ch の測定チャネルから最大

5チャンネルを選択・多重化し，効率的な神経信号の測定を実現する． ADCは抵抗ストリ

ングを用いた直並列型回路構成を採用し，10 ビット分解能，サンプリング周波数

500kHzを実現した．

参考文献：［ 1］T. Yoshida, T. Mashimo, M. Akagi, A. Iwata, M. Yoshida and K. Uematsu, "A Design of Neural Signal

Sensing LSI with Multi-Input Channels", Proc. of SASIMI 2003, pp.206-210.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：SII社 SX9000，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社

Dracula LPE，Cadence 社 Dracula DRC，Cadence 社 Analog Artist，Mentor 社 Calibre トランジスタ数：1,000以上，

10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

多入力神経信号センシングLSIの設計（ 2）
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：生体活動と神経活動の関係を正確に把握するため，生体の活動に制約を加えない小

型の多入力神経信号センシングシステムの実現が要望されている．本研究では小脳の神経

信号を検出できる，神経信号センシング LSIの設計・試作を行った．設計した神経信号セ

ンシングLSIは，ダイレクトチョッパ方式低雑音増幅回路，逐次比較形Analog-to-Digital

Converter（ADC），無線送信回路によって構成されている．我々が提案したダイレクト

チョッパ方式低雑音増幅回路は，低周波雑音の存在するCMOS演算増幅回路で数十 μV振

幅の神経信号を検出することができる．また提案技術は 10ch の測定チャネルから最大

5チャンネルを選択・多重化し，効率的な神経信号の測定を実現する． ADCは抵抗ストリ

ングおよび容量アレイを用いたハイブリッド構成を採用し，10ビット分解能，サンプリン

グ周波数 50kHzを実現した．

参考文献：［ 1］T. Yoshida, T. Mashimo, M. Akagi, A. Iwata, M. Yoshida and K. Uematsu, "A Design of Neural Signal

Sensing LSI with Multi-Input Channels", Proc. of SASIMI 2003, pp.206-210.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：SII社 SX9000，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社

Dracula LPE，Cadence 社 Dracula DRC，Cadence 社 Analog Artist，Mentor 社 Calibre トランジスタ数：1,000以上，

10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

スパイキングニューロン回路の試作

広島大学大学院先端物質科学研究科 佐々木 寛弥, 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：我々のスパイキングフィードバックネットワークに組み込まれているスパイキング

ニューロン回路とシナプス回路の試作を行った．スパイキングニューロン回路はニューロ

ンの内部電位としきい値を比較するために差動対型コンパレータを用い，内部電位がしき

い値を超えるとスパイクを出力する．内部電位がしきい値を超えると一定期間の不応期を

生成させるためにしきい値制御回路を組み込んでいる．シナプス回路は入力スパイクを受

けるとシナプス荷重値の大きさと符号の正負に応じた後シナプス電位（Post-Synaptic Po-

tential：PSP）を生成する．両回路には回路内で生成されるパルスが時間差をもって生成

されるように，遅延回路としてインバータチェーンを組み込んでいる．今後，測定により

スパイキングニューロン回路とシナプス回路の動作及び，複数のシナプスにより生成され

るPSPの積和演算が行えることを確認する．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：SII社 SX9000，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社

Dracula DRC，Cadence社 Analog Artist トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角

チップ種別：ニューテクノロジ
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振幅変調を利用した 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：Code Division Multiple Access（CDMA）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，CDMA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，高速伝送にはむかなかった.この問題を解決するために，2bitのデータをデータ値に対

応した振幅に変調し，さらに送信データを拡散符合を用いて複数のバスに 1クロックで送

信する，Multiple Bit Parallel-CDMA （MB/P-CDMA） バスを提案した. MB/P-

CDMA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.また同時に 2bitのデータ伝送を行うことができ，高速転送を実現する. 本

チップはこのMB/P-CDMAバスの動作を評価することを目的とし，8bitの差動パラレル

バスと，送受信回路が 7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：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，

Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試

作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：ニューテクノロジ

可変ゲインアンプを用いたDS-CDMA有線バスの設計

大阪大学大学院 工学研究科 井田司, 清水新策, 嶋村延幸,松岡俊匡, 谷口研二

概要：キャパシタカップリングを用いたDS-CDMA有線バスでは, 送信器数の増減などに

より, 信号振幅が変化してエラーを発生することが懸念される.今回,これを改善すること

を目的として, 受信器に可変ゲインアンプとそのゲイン制御回路を組み込んだ DS -

CDMA有線バスの設計を行った. 設計したチップでは, 送受信器を 6対実装した.バス容量

の変化を擬似的に再現できるように, 送信器の出力電圧を可変としている. 1～4倍の利得可

変範囲をもつ可変ゲインアンプの組み込みにより, 最大 4倍程度までバス容量の変化に耐え

られる受信器が設計できた.なお,可変ゲインアンプ自体の特性も測定できるよう,単体の

可変ゲインアンプも実装した.

参考文献：井田, 清水, 嶋村, 松岡, 谷口, "有線CDMAインタフェース用可変ゲインアン

プ",電気学会電子回路研究会資料,ECT-03-66, pp. 15-20, 2003年 6月

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，

Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：

10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：ニューテクノロジ

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

東北大学大学院工学研究科 杉村武昭, 沈正七,栗野浩之, 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ＬＳＩを用いることが望まれる.しか

し,このような専用 LSI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, FPGA等のリコンフィギュラブルロジックを使用したLSIはその機能を自

由に変更することができる.このような画像の高速処理と, 柔軟な画像処理機能の実現を目

的として, 画像処理向けFPGA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ALU機能を持つ 12個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, 8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 2ＫＢのフレームメモリも搭載している.

参考文献：Takeaki Sugimura, JeoungChill Shim, Hiroyuki Kurino, and Mitsumasa Koyanagi, "Parallel Image Processing

Field Programmable Gate Array for Real Time Image Processing System ", pp.372-374,Proceedings of 2003 IEEE Interna-

tional Conference on Field-Programmable Technology（ICFPT2003）

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，

Avanti社 Star-HSPICE，Synopsys社 PowerMill，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：100,000以

上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm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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スイッチト・キャパシタ回路を用いたオフセット電圧補償型増幅回路の試作

東北大学大学院工学研究科 小野宏, 沈正七,栗野 浩之, 小柳光正

概要：近年,半導体集積化技術の微細化, 高集積化は限界に近づいており,これらの問題を

解決する技術の 1つとして,三次元集積化技術が注目されている. 現在,この三次元集積化

技術を用いて生体の網膜を模してセンサと演算処理回路を一体化した三次元積層型人工網

膜チップの研究が進められている.この人工網膜チップでは演算処理がアナログで行われる

が,チップ外部のハードウェアと接続するためには, 出力信号はディジタル信号でなければ

ならない. これを考慮して, 人工網膜チップの出力部にA/D変換器を搭載する. 一般的に

A/D変換は増幅回路（オペアンプ）,サンプルホールド回路,そしてA/D変換回路の三つ

の回路要素で構成されている. 本チップでは,このサンプルホールド回路までを含めた入力

増幅回路のオフセット電圧補償と精密な増幅利得の制御を行うためのスイッチト・キャパ

シタ回路を設計し,その特性評価のためのTEGの試作を行った.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence社 Diva トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：TEG（特性

評価回路など）

LSI設計コンテスト（ 1）
金沢大学工学部 集積回路工学研究室 田中寛, 三浦 有人, 北川章夫

概要： 学部 3年生を対象に LSI設計コンテストを実施した．このコンテストは，なるべ

く多くの学部学生に，フルカスタム設計の経験をしてもらうことと，実際のチップを設計

する際にどのような点を考慮すべきかを考えてもらう為に実施している．必要 IOピンの関

係上，各参加者は二名で 1チップを相乗りし，設計を行った．最終的に担当 TAが 1つの

チップフレーム上にマージした．競技部門と自由設計部門を設け，競技部門では 16bit加算

器を設計し，入出力伝播遅延，使用面積，動作電圧マージン，完全動作を総合して順位を

決定した．設計内容は，それぞれ一人で設計した 16bit 加算器 6種の他，二人で設計した

16bit乗算器 1種である．

設計期間：6人月以上，7人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula

DRC トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：演算回路（乗算器，除算

器など）

LSI設計コンテスト（ 2）
金沢大学工学部 集積回路工学研究室 泉貴富, 伊藤 久浩, 北川章夫

概要： 学部 3年生を対象に LSI設計コンテストを実施した．このコンテストは，なるべ

く多くの学部学生に，フルカスタム設計の経験をしてもらうことと，実際のチップを設計

する際にどのような点を考慮すべきかを考えてもらう為に実施している．必要 IOピンの関

係上，各参加者は二名で 1チップを相乗りし，設計を行った．最終的に担当 TAが 1つの

チップフレーム上にマージした．競技部門と自由設計部門を設け，競技部門では 16bit加算

器を設計し，入出力伝播遅延，使用面積，動作電圧マージン，完全動作を総合して順位を

決定した．設計内容は，それぞれ一人で設計した 16bit 加算器 6種の他，二人で設計した

16bit乗算器 1種である．

設計期間：6人月以上，7人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula

DRC トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：演算回路（乗算器，除算

器など）
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LSI設計コンテスト（ 3）
金沢大学工学部 集積回路工学研究室 矢野勇生,松田 浩義, 北川章夫

概要： 学部 3年生を対象に LSI設計コンテストを実施した．このコンテストは，なるべ

く多くの学部学生に，フルカスタム設計の経験をしてもらうことと，実際のチップを設計

する際にどのような点を考慮すべきかを考えてもらう為に実施している．必要 IOピンの関

係上，各参加者は二名で 1チップを相乗りし，設計を行った．最終的に担当 TAが 1つの

チップフレーム上にマージした．競技部門と自由設計部門を設け，競技部門では 16bit加算

器を設計し，入出力伝播遅延，使用面積，動作電圧マージン，完全動作を総合して順位を

決定した．設計内容は，それぞれ一人で設計した 16bit 加算器 6種の他，二人で設計した

16bit乗算器 1種である．

設計期間：7人月以上，8人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula

DRC トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：演算回路（乗算器，除算

器など）

LSI設計コンテスト（ 4）
金沢大学 集積回路工学研究室 野崎宏哉, 中野伸吾,北川章夫

概要：学部 3年生を対象にLSI設計コンテストを実施した．このコンテストは，なるべく多

くの学部学生に，フルカスタム設計の経験をしてもらうことと，実際のチップを設計する

際にどのような点を考慮すべきかを考えてもらう為に実施している．必要 IOピンの関係

上，各参加者は二名で 1チップを相乗りし，設計を行った．最終的に担当TAが 1つのチッ

プフレーム上にマージした．競技部門と自由設計部門を設け，競技部門では 16bit加算器を

設計し，入出力伝播遅延，使用面積，動作電圧マージン，完全動作を総合して順位を決定

した．設計内容は，それぞれ一人で設計した 16bit 加算器 6 種の他，二人で設計した

16bit乗算器 1種である．

設計期間：6人月 設計ツール：レイアウト：Cadence社 Virtuoso,検証：Avanti社

Star -HSPICE，Cadence 社 Dracula LVS，Cadence 社 Dracula LPE，

Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：100以上，1,000未満 チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

POF フロントエンド試作の為のTEG

金沢大学工学部 集積回路工学研究室 山田裕史,北川 章夫

概要：POF 光インターフェース：フォトダイオードを受光器とする受光フロントエンドの

設計では，フォトダイオードの接合容量と基板での光生成キャリアによる拡散電流が，動

作速度に大きく影響する．フォトダイオードの接合容量の問題は，小面積のフォトダイオ

ードにプリアンプを設けて並べた受光器アレイの各出力をアナログ加算することで解決可

能である．POF光通信で必要となる 600nm以上の波長域では，多量に基板キャリアが発生

するため，このキャリアによる遅い電流出力応答成分が高速動作を妨げていることが分

かった．本試作では，ウエル接合を利用し，ストライプに分割配置した 2個のフォトダイ

オードを差動電流増幅することにより，基板キャリアの影響を取り除いて高速化すること

を試みた．このは，使用するテクノロジにも依存するが，本プロセスの場合，遮断周波数

を 40倍以上高くすることに成功した．プローブ校正用TEG：マイクロ波プローブの状態を

簡便に調べるため，受動素子のTEGを作成した．この測定結果は，RF回路の設計にも利用している．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm
2.4mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）
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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：完全にオンチップ化したE級ＤＣ－ＤＣコンバータを製作した.インバータはE級イ

ンバータ, 整流方式は同期スイッチング整流とした.インバータスイッチ, 整流器スイッチ,

共振インダクタ, 共振キャパシタ, インバータのシャントキャパシタ, 整流器のシャント

キャパシタ, 入力チョークインダクタ, 出力フィルタのインダクタ, 2つのスイッチの駆動

回路を集積した. 共振インダクタは 28.7nH, 入力インダクタは 30nH, 出力インダクタは

30nH, 共振キャパシタは 3.25pF, インバータのシャントキャパシタは 1.5pF, 整流器の

シャントキャパシタは 1.5pFとした. 出力電圧の制御はスイッチング周波数の周波数制御

として無負荷時に 800MHzで動作するようにVCOを制御回路に組み込んだ. 共振キャパシ

タはフローティングコンデンサで作成した. インダクタは全てメタル 3レイヤーで作成し

た.

設計期間：0.1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社

Diva トランジスタ数：10未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバ

ータなど）

低VDDアナログ回路およびSRAMにおけるリーク電流対策回路

東京大学生産技術研究所 石田光一, Quang Canh Tran, 神田浩一, 宮崎 隆之

概要：本チップには以下の評価回路が搭載されている.・アナログ回路におけるリーク電流

の影響を評価するTEG・SRAMにおけるリークカット回路 テクノロジーの進化に伴い,

電源電圧は低下の一途をたどっている. 将来的には,トランジスタを動作させるためにしき

い値電圧を現在よりも大幅に低下させる必要が出てくる.しかし,しきい値電圧を下げると

リーク電流が増加してしまい, 電力のほとんどを消費してしまうことになる. 本研究では,

アナログ回路および SRAM回路におけるリーク電流の影響評価およびリークカット回路を

提案する. アナログ回路はシグマデルタ型Ａ／Ｄコンバータおよびレプリカによってオ

ペアンプの出力バッファ段の電流を検出する回路を搭載した. SRAMについては, 列単

位の電源電圧を動的に制御するRow-by-row dynamic VDD方式を搭載した.この方式

は, 列がアクセスされていないとき供給電圧を大幅に減らすものである.データの保護のた

めのスタティックノイズマージンの評価も行う.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Cadence社 Analog Artist，Mentor社 Calibre トラン

ジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）

64ニューロン搭載改良型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 桃井昭好, 秋元俊祐,佐藤茂雄, 中島康冶

概要：我々は多数のニューロン素子を集積するためにストカスティックロジックという論

理を用いたニューロンチップの試作を行っている.このロジックを用いることで演算器を小

さな面積で実現することができより多くの素子を 1チップ上に集積することが可能となる.

また, 確率的な動作を行うことによってネットワークの問題解決能力を向上させることが可

能となる. 本試作チップでは問題解決能力のさらなる向上のためにいくつかの改良を行っ

た.まず, 非単調活性化関数で離散時間ダイナミクスでは連想記憶を行うことが不可能であ

るために連続時間ダイナミクスを実現できるように膜電位更新回路を改良した.また, 非単

調活性化関数のノイズ量が飽和領域で最大となることが原因で最適化問題などで解性能を

低下させていると考えられるために飽和領域にノイズが生じないように活性化関数生成回

路を改良した.また, 非同期更新を高速に行えるようなコントロール回路を実装し, 従来の

ニューロチップよりN（ニューロン数）倍高速に非同期更新が行えるようになった.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm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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Inverse function Delayedモデルを用いたニューロチップの設計

東北大学電気通信研究所 伝田達明, 末永晋也,早川吉弘, 中島康治

概要：ニューラルネットワークをハードウェア化することにより並列処理が可能となり高

速な情報処理を実現できる.また, Inverse function Delayed（ID）モデルはN字型非線

形出力逆関数を用いて負性抵抗領域を導入でき, 組合せ最適化問題などで問題となるローカ

ルミニマムから脱出できるという特徴を持つ.したがって IDモデルをハードウェア化する

ことで組合せ最適化問題に関して高い性能と高速な情報処理の両方が可能になると考えら

れる. そこでN 字型非線形出力逆関数回路などを用いて IDモデルをアナログ回路で設計

し, 36ニューロン 1296シナプスの全結合ニューラルネットワークからなるニューロチップ

を試作した.テスタによる測定を行いN字型非線形特性を確認した.

参考文献：伝田,末永,早川,中島,”Inverse Delayed モデルを用いたニューロチップの設

計”,信学技報,NLP2003-91, pp. 47-52, 2003.

設計期間：5人月以上，6人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC ト

ランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：その他

ニューロン素子による連想記憶システム

東北大学電気通信研究所 李洪革, 秋元俊祐,早川 吉弘, 佐藤茂雄, 中島康治

概要：我々はストカステイツクロジックという論理を用いた大規模ニューラルネットワー

ク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出来,

より多くの演算素子を 1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問題解決能力の向上が期待できる. 本試作チップには確率過程が導

入されたアクティブ（Inverse Delayed model）な機能を持つニューロン素子が 10個搭載

されており, 将来,ニューロン素子 100個の連想記憶システムの構築を目指している.これ

らによって全結合型の連想記憶システムの構築することが可能となる.

設計期間：0.5 人月以上，1 人月未満 設計ツール：Cadence 社 Verilog -XL，Sy-

nopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Dracula DRC トランジス

タ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm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

横浜国立大学大学院工学府 城殿征志

概要：SFQ/CMOSハイブリッドΣΔADコンバータは, SFQΣΔ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ADコン

バータを実現できる.一方, SFQΣΔ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 SFQΣΔモ
ジュレータの後段に接続するための CMOS デシメーションフィルタの試作を行った.

SFQΣΔモジュレータからの 20GHz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, CMOS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,バンド幅 10MHz, 14bのAD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 128のデシメーションフィルタを試作した.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Verilog-XL，Synopsys 社 design_compiler，Avanti 社 Ap-

polo，Cadence 社 Virtuoso，Cadence 社 Dracula LVS，Cadence 社 Dracula DRC，Cadence 社 Diva トランジスタ数：

100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）
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二次元高速フーリエ変換プロセッサ

東北大学大学院工学研究科 宮本直人,カルナンレオ, 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：A single-chip 512-point FFT processor is presented. This processor is based

on the cached-memory architecture（CMA） with the resource-saving multi-data-

path radix-2-3 computation element（RM2-3CE）. The 2-stage CMA, including a

pair of single-port SRAMs, is also introduced to speedup the execution time of the

2-dimensional FFTs and reduce the area of silicon in comparison with using dual-

port SRAM configurations. A set of comvolutional processings are preformed to a

chunk of data of the same addresses by using the single RM2-3CE which contributes

to decrease more of the silicon area. Using above techniques,we have designed an

FFT processor core which integrates 552,000 transistors within an area of 2.8 x 2.8

mm-2with CMOS 0.35um triple-layer-metal process. This processor can execute a 512-point, 36-bit-complex fixed-point

data format, 1-dimensonal FFT in 23.2 usec and a 2-dimensional one in only 23.8msec at up to 133MHz operation.

参考文献：Naoto Miyamoto, et al., A 100MHz 7.84mm2 31.7msec 439mW 512-Point 2-Dimensional FFT Single-Chip Proces-

sor,The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers Special Issue on Low-Power System LSI ,IP

and Related Technologies, IEICE TRANS. ELECTRON., VOL.E87-C,NO.4, pp. 502-509, APRIL 2004

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula

DRC，Cadence 社 Diva，Cadence 社 Analog Artist トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm
4.9mm角 チップ種別：アナログ/デジタル信号処理プロセッサ

次世代PET用フロントエンドチップ

東京大学大学院工学系研究科 石津崇章

東京大学人工物工学研究センター 高橋浩之

概要：PET（ポジトロンCT）は体内にポジトロン放出核種を投与して,そこから放出され

るポジトロンが消滅する際に互いに反対方向に放出される 2本のガンマ線を外部においた

ガンマ線位置検出器で捕捉し, 放出位置を推定するものである. 次世代PETにおいては, 数

ナノ秒の時間応答を示すガンマ線位置検出器間でのコインシデンスをとりつつ, 1mm程度

までの位置分解能で入射位置を求める必要がある. 本チップは PETにおいて用いられる検

出器から得られる微弱なパルス信号を分析するために必要な機能をすべて搭載したフロン

トエンドチップであり,アバランシェフォトダイオードなどの光検出器の出力信号を直接接

続し, 高速のフォールディング型ADCで信号波形を記録し,ガンマ線の入射に伴う信号パ

ルスに関する時間情報と波高情報の分析を行うことを可能とするチップである.

参考文献：［ 1］ Development of a multi-channel waveform sampling ASIC for animal PET with DOI information, JY

Yeom,H. Takahashi, T. Ishitsu,M. Nakazawa,H.Murayama,Nucl. Instr. and Meth. A, in press.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm
4.9mm角 チップ種別：アナデジ混載

マルチアノード光電子増倍管用計数チップ

東京大学大学院工学系研究科 Yeom Jung Yeol, 石津崇章

東京大学人工物工学研究センター 高橋浩之

概要：光電子増倍管（PMT）は, 高感度な光検出器であるが, 最近, PMTのアノードを多

数に分割したマルチアノード型が普及してきている.マルチアノード型 PMTにおいては,

位置分解測定が可能となるなど, 従来の PMTにくらべて多くの情報をもたらす一方,フロ

ントエンドエレクトロニクスが大きくなるため, 有効な利用のためには, 適切な計数を行う

ためのチップが必要となる. 実際に PMTから得られる信号はさまざまな大きさのものが

やってくるので，必要な信号を選択して計数を行なうためには，高速なディスクリミネー

タを複数並べて動作させることが必要である．本チップはプリアンプ, 整形回路,ディスク

リミネータなどフロントエンド部において必要な機能を 8チャンネル分集積したものであ

り, PMTと直接接続して,計数を行うことが可能である.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トラ

ンジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：アナデジ混載

74



位置演算用アナログエンコーダ

東京大学大学院工学系研究科 Yeom Jung Yeol, 石津崇章

東京大学人工物工学研究センター 高橋浩之

概要：多チャンネルの放射線位置検出器を実現する上では, 多チャンネルの信号を効率よく

読み出す手法が必要とされる. 特に放射線位置検出器の中には, 高圧ガスや真空容器を用い

るものが多数存在するが，そのような環境におかれたセンサから直接多数の信号線を引き

出すことは無理があり, 現在の放射線位置検出器におけるチャンネル数への大きな制約と

なっている. 本チップは, 放射線イメージングに用いる多チャンネル検出器用のチップとし

て,センサと外部回路の間の信号線の接続本数を減らすために開発された. 本チップでは入

力位置をそれに対応した 2本のアナログ信号の大きさの比へエンコードする.エンコードさ

れた信号はチップを直列接続することで，複数のチップ間にわたって容易にやりとりが可

能であるなど，このチップはスケーラブルであり, 数 100チャンネルまで対応できる.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：1,000以上，

10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：アナデジ混載

低消費電力・全並列最小マンハッタン距離検索連想メモリ

広島大学先端物質研究科 矢野祐二

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：高速・小面積かつ低消費電力を実現した全並列型アーキテクチャによる新しい連想

メモリを試作した．この試作チップは最小マンハッタン距離による 128 行 80 列（5bit ×

16ユニット）の連想メモリで，測定の結果，回路を 7.86平方mm の小面積で実現し，そ

の内 Winner 検索回路が全体のわずか 14%で実現できた．検索可能距離範囲は 0-480で，

検索時間が 190ns 以下で最小距離検索できる．したがって, 実用的なアプリケーションに

おいて通常距離差が 50bit以下がほとんどであることを考慮すると，140ns以下の高速な検

索が可能である．消費電力は 90mW@5MHzと非常に低消費電力であった．

参考文献：なし

設計期間：0.1人月以上，0.5人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula

LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Mentor社 Calibre，Mentor社 xCalibre トランジスタ数：100,000以上

試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：メモリ

群知能型情報処理ＬＳＩの設計

大阪府立大学先端科学研究所 中尾基, 泉勝俊

概要： 真社会性昆虫の蟻は, 個体では単純な規則に従って行動しているにもかかわらず,

それがコロニー化することで, 高度に組織化されることが知られている.その代表的なもの

が, 次に示す餌を採取するモデルである.即ち, 探索中に偶然, 餌場を最初に発見した蟻個

体は, 餌場から巣へ餌を持ち帰る際にフェロモンを分泌する.他の蟻はそのフェロモンを感

知し,それに誘引される形で餌場に辿り着き,その帰り道に同様にフェロモンを排出する.

このように蟻はコロニーとして行動することにより, 正帰還型の高度な餌収集能力を発揮す

る. 本チップ試作では,この蟻コロニーの餌採取モデルを組み合わせ問題の代表である巡回

セールスマン問題に適用すべく, 4×4マスの平面上を想定し,原点を出発して 3点を通り,

原点に戻る際の最短ルートを導くLSIの実現を試みた.なお,並列演算のエージェントとし

て用いている 16匹の蟻は上下左右のみ移動できると設定した. 当該試作 LSIを測定・評価

した結果,相互にフェロモンを介した情報通信を行なうことにより, 巡回セールスマン問題の最適解が導かれることを検証した.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：

10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：その他
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平滑化機能を持ったシリコン網膜チップの開発

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ＣＭＯＳ集積回路により

実現したもので, 実時間画像処理, 小規模ハードウェア, 低消費電力といった利点を持つ.

今回の設計では, 自然照明かにおける実時間画像処理を基本視座とし,アナログシリコン網

膜チップを開発した. 各画素は六角格子状に配置され,チップは 2次元の対数型フィルタ特

性を持つ.今回試作したシリコン網膜チップは, 網膜初段の害もうまく構造を模擬したもの

で, 光センサ回路と抵抗回路網により入力画像の平滑化機能を持つ. 集積回路の素子ばらつ

きを補償する機構を付加し, 光センサ部にはアクティブピクセルセンサを用いた. 画素数は

40×46である.

参考文献：S.Kameda and T.Yagi, ``An analog VLSI chip emulating sustained and

transient response channels of the vertebrate retina’’, IEEE trans. Neural Networks,

vol.14, no.5, 2003.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，

Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種

別：イメージセンサ/スマートセンサ

方位選択性を実現するアナログ集積回路の設計

大阪大学大学院工学研究科 下ノ村和弘, 八木 哲也

概要：大脳一次視覚野の細胞は，ある特定の方位の光刺激パターンに対して選択的に応答

する特性をもつ．本チップは，このような特性を模擬するために，前段のイメージセンサ

からの出力画像を受けて特定の方位に並ぶ複数の画素を統合する．前段のイメージセンサ

としては，本研究室で既に開発したシリコン網膜を用いることを想定している．画素回路

は，シリコン網膜からの入力を保持するアナログメモリと，一直線上に並ぶ画素同士を結

合する画素統合回路から構成される．画素統合回路により選択された各画素の出力は，

フォロア統合により収斂される．本チップは，6通りの方位に対する選択性を実現できる．

画素数は 21×21である．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：

1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：アナログ/デジタル信号処理プロセッサ

マルチチップ視覚システムのためのレシーバチップTEG

大阪大学大学院工学研究科 下ノ村和弘, 八木 哲也

概要：マルチチップ視覚システムは，生体視覚系に見られる階層的な情報処理を複数のア

ナログ集積回路を組み合わせて実現するものである．本チップは，前段のイメージセンサ

（既に本研究室で試作したシリコン網膜チップを想定）からの画像情報を受け取るレシー

バチップのTEGであり，アナログメモリアレイ，画像入力用デコーダ，入力バッファ回路

などから構成される．入力画像の各画素の値を，デコーダによりアナログメモリアレイ上

の任意の位置に転写するシステムを構成し，その特性を評価，検討することを目的として

いる．イメージセンサからの画像を受け取るためのアナログメモリアレイの大きさは

20×20である．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：

1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）
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デジタル・デルタシグマ変調回路（ 2）
神戸大学工学部 杉本智彦, 永田真

概要：ミックストシグナル LSIでは,デジタル回路の発生する基板雑音が,アナログ回路の

性能劣化の原因のひとつとなっている. 本チップは,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 FFTを設計した.京都大学作成の標準スタンダードセル

ライブラリを利用し, 標準的な論理設計フローに基づいて設計した.また, 高分解能の基板

雑音評価を可能にする検出回路も搭載しており, FFT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. 試作チップは評価ずみであり, FFT動作時の雑音

波形の実測結果および解析結果は［ 1］において報告している.

参考文献：［ 1］杉本, 奥本, 永田, 瀧, "大規模デジタル回路におけるグラウンド雑音の解

析", pp. 211-216,電子情報通信学会技術報告 ICD2003-175（2003）.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Avanti社 Ap-

polo，Cadence社 Virtuoso，SII社 SX9000，Avanti社 Star-HSPICE，Synopsys社 PowerMill，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Cadence社 Analog Artist トランジスタ数：1,000以

上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：アナデジ混載

JTAG付きパルスジェネレータ

高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所 田中真伸

概要：現在システムASICの製作が必要となることが多いがその中でも, JTAGの I/F及び

高速 FIFO, 特殊パターン生成器はよく使用される.一方デジタル IC,及びシステムをテス

トするためにいくつかのパターンを生成できる多チャンネルのパターンジェネレータが必

要となった.上記の目的を達成するためにFIFO,パターン発生回路, JTAGインターフェー

スを用いて JTAG付きパルスジェネレータTEGを製作した.パターンは JTAGもしくは外

部バスよりダウンロードされそれに従いパターンを出力する.また擬似ランダム発生回路を

組み込んでおり擬似ランダムパターンの生成も可能となっている.この集積回路の製作は学

生の教育用としても有効で, 製作していく中でツールの使用方法,デジタル回路の学習など

が効果的に行われた.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Avanti社 Ap-

polo，Mentor社 Calibre トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：

TEG（特性評価回路など）

化合物半導体共鳴トンネル素子のSi-LSIへの集積化テスト

名古屋大学工学研究科 前澤宏一, 水谷孝

概要： 超高周波動作が可能な機能素子である共鳴トンネル素子をSi-LSI上に集積化でき

れば, 高速化や回路の簡単化, 低消費電力化などに大きな効果が期待できる. 我々は, Flui-

dic Self-Assembly（FSA）法を用いてこれに挑戦している. FSA法は, 最適な基板上で作

製した微小デバイスブロックを溶液中に置いたhost基板上に散布し, 配置する技術である.

このとき, 基板上にはデバイスブロックに合わせたリセスを形成しておく. この方法によ

り, 材料によらない様々なデバイスの集積化が可能になる. 本チップはこの技術により可能

となる共鳴トンネル／CMOS 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. 現在, 微小デバイスブロック配置のための予備実験を行っており,今後,このチッ

プを用いて実際に異種材料集積回路を作製し,その性能を評価する.

参考文献：I. Soga, Y. Ohno, S. Kishimoto, K. Maezawa, T. Mizutani, "Fluidic As-

sembly of Thin GaAs Blocks on Si Substrates", Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 42, pp. 2226-2229（2003）

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE トランジスタ数：10未満 試作

ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：ニューテクノロジ
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平成15年度 第1回 ロームCMOS0.35μm チップ試作

（RO35031）

Low-Power Switched-Current CDMA Matched Filter

東京大学大学院工学系研究科 山崎俊彦

概要：スイッチト・カレント回路を用いた低消費電力で省面積なCDMAマッチトフィルタ

を開発した. また, フローティング・ゲート MOS 回路技術を用いた V -I 変換回路,

CMOSインバータとCMOSインバータスイッチで構成したシンプルな I-V変換回路を開発

した. 回路をブロック化することとカレントメモリに流れる電流を軽減することによって低

消費電力を実現した. また, さらなる低消費電力動作のためにClock-on-demand shift

r e g i s t e r も開発した . 測定により電源電圧 2V , 相関長 2 5 6 の回路に於いて

1.95mW@8Mchip/sの低消費電力動作を確認した.さらに,チップ面積は 0.54mm^2と非

常に小さい.そのため, 電力供給やチップ面積に強い制限を受ける携帯端末に非常に適して

いる.

参考文献：T. Yamasaki, T. Nakayama, and T. Shibata, “A Low-Power Switched-

Current CDMA Matched Filter with On-Chip V-I and I-V Converters,” accepted for presentation at 2004 Symposium on

VLSI Circuits, 2004.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，

Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Mentor社 Calibre トランジスタ数：10,000以上，

100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm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回路技術を用いた低消費電力CDMA用マッ

チトフィルタ

東京大学大学院工学系研究科 山崎俊彦

東京大学大学院新領域創成科学研究科 中山 友之

概要：フローティング・ゲートMOS回路技術を用いて低消費電力・省面積のCDMAマッ

チトフィルタを開発した. 演算アルゴリズムを見直すことにより 1クロックで全ての演算を

実現する新たな相関演算方式を開発した.また演算に参加するカップリングキャパシタの数

を半分にすることでキャパシタンスの充放電にかかる消費電力を削減し,低消費電力動作を

実現した. 0.35-um CMOSプロセス技術を用いてチップ長 256のマッチトフィルタを設

計・試作し, 電源電圧 3Vにおいてサンプリングレート 5MS/s, 消費電力 6mWで動作する

ことを確認した.チップ面積は約 1mm^2と, 従来報告されているものに比べて省面積を実

現している.このマッチトフィルタを基本に,サンプリング位置を指定するアドレスデコー

ダに替えて低消費電力なクロック・オン・デマンド型フリップフロップを用いたマッチトフィルタも試作した.

参考文献：T. Yamasaki, T. Fukuda, and T. Shibata,“A Floating-Gate-MOS-Based Low-Power CDMAMatched Filter Em-

ploying Capacitance Disconnection Technique,” Digest of Technical Papers of 2003 Symposium on VLSI Circuits, pp. 267-

270, Kyoto, June 12-14, 2003.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Mentor社 Calibre トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：

ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：アナログ/デジタル信号処理プロセッサ

Resonantによる動き位置検出および速度検出回路の第 3版
東京大学大学院新領域創成科学研究科 梅島 誠之

概要：本試作では, 本研究室が独自に開発した「連想アーキテクチャ」における「外界から

の情報を取り込む」という部分を担うチップを,アナログ共鳴回路を応用して試作した.今

回のチップは,「動く物体の速度の検出」及び「動く物体の位置の検出」という 2つの機能

を持つ.このチップでは, 最大 64×64pixelの任意の矩形範囲内で動体の位置を検出するこ

とが可能であり, 最大±7pixel分移動する動体の動きを検出することができる. 本試作では

矩形範囲指定回路を改良し, 最大約 1/10の速度で以前と同じ範囲を指定することが可能と

なった.また,本試作チップが 118flame/secの速度で動作することを確認した.

参考文献：M.Umejima, T. Yamasaki, and T. Shibata,“A Bump-Circuit-Based Mo-

tion Detector Using Projected-Activity Histograms,” accepted for the presentation

at The 2004 IEEE International Symposium on Circuits and Systems（ISCAS 2004）.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，

Cadence社 Dracula DRC，Mentor社 Calibre トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm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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Mixed-signalメディアン値探索回路

東京大学大学院工学系研究科 山崎英男

概要：メディアンフィルタは, 画像のスパイクノイズ除去等に用いられており, 画像処理の

分野では非常に重要な処理の一つである.しかし,メディアン値探索の演算コストが高いた

め,ソフトウェアで実装すると遅延時間が増大する.また, 専用のデジタル回路で実装する

と規模が大きくなってしまう.そのため, Mixed-Signalの回路で小規模かつ高速なメディ

アンフィルタが開発されてきた.［ 1］この回路はバイナリサーチのアルゴリズムを採用

し,その中で必要となる多数決の機能をMixed-Signalの回路で構成しているが, 精度の面

で問題があった.そこで, 我々の研究室では差動対を構成することにより高精度のメディア

ンフィルタを開発した.また,フローティングゲートMOS技術を用いた低消費電力のタイ

プも開発した. 本チップでは,これまでに開発してきたメディアン値探索回路の性能比較を

行うため, TEGとして 40入力のメディアンフィルタを 3種類設計した.

参考文献：［ 1］ B. L. Lee and C.-W. Jen,“Bit-sliced median filter design based on majority gate,” IEE Proceedings-G,

vol. 139, pp. 63-71, Feb. 1992.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，

Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：

TEG（特性評価回路など）

フォトダイオードアレイ

東京大学大学院新領域創成科学研究科 中下 友介

概要：イメージセンサに画像処理演算回路を搭載し出力を得た場合,どのような画像をセン

サがとらえているのかの特定が難しい. 入力画像と演算結果画像との比較をとることは, 測

定の上で必要不可欠であるが, 入力が光という特殊な条件のため, 全てのチップでその比較

をとることは難しい.そこで,フォトダイオードアレイで構成した撮像チップを作成した.

このチップと演算器搭載チップを同じソケットに載せ測定を行うことで,イメージセンサが

捕らえている画像と,その演算結果を比較することが可能になる.また, CMOSイメージセ

ンサの性能を左右するフォトダイオード単体の特性を調べるためのTEGも搭載し, 様々な

サイズのフォトダイオードにおける性能の違いを測定する.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：

100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ

三次元集積人工網膜チップのための電流型人工網膜回路

東北大学大学院工学研究科 中川源洋, 沈正七,栗野浩之, 小柳光正

概要：近年, 生体の視覚情報機構を真似たneuromorphic vision chipの研究が注目されて

いる.しかしながら, vision chipなどはイメージセンサの周辺に処理回路を配置するため,

解像度, 開口率を大きくできないなどといった問題点があった. 更に,データ通信の際のバ

スボトルネックも高速動作の大きな弊害となっていた.そこで, LSIを三次元的に積層する

三次元集積化技術を vision chipに用いることが提案されており, 筆者らは三次元集積人工

網膜チップの開発を目指している. 本チップでは,その三次元集積人工網膜チップのための

人工網膜回路の設計を行った.この回路は,人間の網膜の視細胞, 水平細胞,双極細胞の持

つコントラスト強調の機能を有している. 本人工網膜回路にはアナログ回路技術を利用し,

また, 電流モードで動作させることにより,トランジスタ数の削減（省面積化）, 広い動作

範囲を実現している. 1次元に配列した人工網膜回路の測定により, 入力画像のコントラス

トを強調した結果が得られ,本回路の基本機能であるコントラスト強調が実現できたことを確認した.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence社 Diva トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：イメー

ジセンサ/スマートセンサ
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A/D変換器を内蔵した周波数変調パルス型イメージセンサ

東北大学大学院工学研究科 杉村武昭, 出口淳,沈 正七, 栗野浩之, 小柳光正

概要：人の生活環境のような複数移動物体を含むような動的環境においてロボットが周囲

の環境の変化に素早く反応して活動するためには, 視覚情報を高速で処理する必要がある.

そのためにはどのような照明条件にあっても適切な感度領域へ自動的に適応し, 高速に情報

処理ができるビジョンシステムが求められている. 本試作チップは, 入射した光の大きさに

応じて周波数変調パルスを出力する 16×16ピクセルのイメージセンサとパルスをカウント

しA/D変換を行う 8つの並列カウンタから構成され, 外部からの制御によりダイナミック

レンジを適応的に変化させることで幅広いダイナミックレンジを実現することが出来る. 本

試作チップの測定の結果, 700～14000lxの広いダイナミックレンジと, 30～750frame/

secの高速なフレームレートでの画像情報の読み込みを確認した.

参考文献：杉村武昭, 出口淳, 沈正七, 栗野浩之, 小柳光正, "周波数変調パルス型イメージ

センサを用いたロボットのための適応ビジョンシステム", pp.106-107, 日本機械学会東北支部第 39 期総会・講演会講演論文集

No.041-1（2004）

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，

Avanti社 Star-HSPICE，Synopsys社 PowerMill，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva ト

ランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセン

サ

積層型人工眼のための基本回路の試作

東北大学大学院工学研究科 出口淳, 沈正七,栗野 浩之, 小柳光正

概要：加齢黄斑変性症や網膜色素変性症などにより視細胞が死滅して失明に至った患者の

治療のために, 患者の網膜を直接電気刺激して視覚機能を回復させる人工眼の開発が求めら

れている. 我々はLSIを 3次元的に積層する 3次元集積化技術を用いた積層型人工眼を提案

している.この人工眼で用いる回路の基本的な動作特性を確認するために,今回, 我々は単

層構造から成る人工眼を試作した.人工眼回路は正極性パルスと負極性パルスを連続して出

力する必要がある.また,それぞれのパルス幅, 間隔, 振幅は患者に合わせて調整すること

が求められる.これらの機能を実現するために, 我々はアナログCMOS非同期回路を用い

てこの回路の設計を行った. 測定結果から人工眼回路の基本的な動作特性を確認することが

できた.

参考文献：［ 1］ J. Deguchi et. al., “Three-Dimensionally Stacked Analog Retinal

Prosthesis Chip,” Proc. SSDM, pp.402-403（2003）.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence 社 Diva，Cadence 社 Analog Artist トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm
2.4mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ

相変化不揮発性メモリと長ビット数対応暗号処理LSI-IP及びLNA

金沢大学工学部 集積回路工学研究室 高田雅史,源 貴利, 橋秀明, 伊藤久浩,

北川章夫

概要：相変化不揮発性メモリとはⅥ族元素であるカルコゲン元素を記憶素子として用いた

不揮発性メモリの一種である．本設計では，素子に流れる電流を幾つかの特性評価用回路

にて計測することを目的としている．さらにメモリとしての動作を確立する為，周辺回路

の構成やメモリコアの形状など一から見直し，新たに設計を行った．長ビット数対応暗号

処理LSIとはRSA暗号よりも安全といわれている楕円曲線暗号処理をさらに長ビット化し

て安全性を常に確保するための LSIをソフト IP化することを目的として，必要な演算器の

高性能化を目指している．その第一歩としての試作を行った．他に本研究室で本年度から

始める RF 混載システム LSI 設計の為のチップ特性計測用の回路や LNA に代表される

RF構成回路の試作もまた行った．LSIテスタを用いて試作チップの測定と検証を行うこと

が可能な部分については回路動作を確認することが出来た．

設計期間：4人月以上，5人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence 社 Dracula LPE，Cadence 社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS

0.35μm 4.9mm角 チップ種別：アナデジ混載
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OGPICマイクロコントローラ，VCO

金沢大学工学部 集積回路工学研究室 有賀健太,尾形 秀範, 北川章夫

概要：MicrochipTechnology社マイクロコントローラPIC16F84の命令セット互換コント

ローラを作成した．これは，プログラムメモリ空間 8kword，データメモリ空間が

512byte，プログラム幅 14bit，データ幅 8bitである．命令数は 35，スタック 8レベル，直

接間接各アドレッシングモード，IOは双方向 13ピンである．周辺機能として，8bitタイ

マ，ピン変化割り込み，スリープモードを有する． Verilog-HDLで記述し，合成した結

果，面積は 4.9mm角チップの 1/4程度であった．テスタにより測定した結果，性能は，最

高動作周波数:140MHz，消費電力:動作時 45mA@50MHz,3.3V 待機時 <2uA @3.3Vであっ

た．正常動作を確認し，VDECに IPとして登録した． 特定小電力無線での使用を目的と

したVCOを設計した．センサネットワークを考えたとき，特定小電力無線は現時点で最も

実用的な無線通信規格の 1つである．VCOの消費電力と性能（位相雑音）の関係を調べる

ために，数種類を載せてある．また，バイアス電流を外付け可変抵抗器によって調整する構成も載せた．インダクタは前回試作の測

定結果をもとに，最適化されている．

設計期間：4人月以上，5人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula

DRC トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：アナデジ混載

生体の網膜に学んだ二次元エッジ検出網膜チップの試作

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機能に学び, 物体の輪郭情報を実時間で生成するエッジ

検出網膜チップの提案とその集積回路化を試みてきた. 提案する網膜チップは, 入力段であ

る光センサ部に,入力光の対数に比例した電圧の生成を行なう対数変換型光センサ回路が導

入されている.これにより, 広範囲の光強度範囲に対応でき, 約 5桁のダイナミックレンジ

を有することが Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis（SPICE）を用

いたシミュレーションにより確認されている.そこで, 本試作では,単位回路を 64×64画素

配列した二次元エッジ検出回路を試作した. 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,網膜チップの特性を評価することを目的とした.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence 社 Dracula DRC，Cadence 社 Diva トランジスタ数：

100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ

生体の網膜に学んだ一次元エッジ検出網膜チップの試作

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機能に学び, 物体の輪郭情報を実時間で生成するエッジ

検出網膜チップの提案とその集積回路化を試みてきた. 提案する網膜チップは, 入力段であ

る光センサ部に,入力光の対数に比例した電圧の生成を行なう対数変換型光センサ回路が導

入されている.これにより, 広範囲の光強度範囲に対応でき, 約 5桁のダイナミックレンジ

を有することが Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis（SPICE）を用

いたシミュレーションにより確認されている. そこで, 本試作では, 単位回路を一次元に

16個配列したエッジ検出回路を試作した. 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,網膜チップの特性を評価することを目的とした.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：1,000以

上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ
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下等動物の視覚系に学んだ動き検出ネットワークを構成するアナログ基本回

路の試作

豊橋技術科学大学工学部 西尾公裕, 米津宏雄

概要：下等動物の視覚系に学んで,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なってきた［ 1］.バッタの脳に存在

する下行性反対側運動検知細胞（DCMD）では, 網膜上に投影された画像の大きさとエッ

ジの速度に対応する拡大速度の情報を組み合わせて, 物体の接近を検出するとともに, 接近

速度および接近方向を検出している.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.上述したネットワークを構成するアナログ基本回路を検証する

ために,チップを試作した.そこでは, 回路を構成する全てのMOSトランジスタを最小線

幅で設計した.試作チップの測定では,各アナログ基本回路の特性を評価する.

参考文献：［ 1］ K. Nishio, H. Yonezu, M. Ohtani, H. Yamada and Y. Furukawa,

"Analog Metal-Oxide-Semiconductor Integrated Circuits Implementation of Approach Detection with Simple-Shape Recog-

nition Based on Visual Systems of Lower Animals" ,Optical Review, vol. 10, pp. 96-105, 2003.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence社 Diva トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：イメー

ジセンサ/スマートセンサ

E級ＤＣ－ＤＣコンバータ

福岡大学工学部 末次正

概要：E級増幅器を用いたＤＣ－ＤＣコンバータを製作した. 整流器は同期スイッチング方

式とし,インバータスイッチ, 整流器スイッチ,インバータのシャントキャパシタ, 同期整

流器のシャントキャパシタ,これら 2つのスイッチの駆動回路, 共振インダクタ, 共振キャ

パシタを集積した. 出力電圧の制御はスイッチング周波数の周波数制御によって行う. 動作

周波数は無負荷で 800MHzとしてVCOを制御回路内に組み込んだ. 共振インダクタのイン

ダクタンスは 22nH,共振キャパシタのキャパシタンスは 50pFとした. 共振インダクタはメ

タル 3レイヤーを用いて作成した. 共振キャパシタはフローティングコンデンサレイヤを用

いて作成した.

参考文献：Tadashi Suetsugu, Shuichi Kiryu, and Marian Kazimierczuk, "Feasibility

Study of on-chip class E converter," Proceedings of IEEE International Symposium

on Circuits and Systems（ISCAS2003）, Vol. III, pp.443-446, 2003.

設計期間：0.1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社

Diva トランジスタ数：10未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバ

ータなど）

低VTH世代のためのアナログ回路およびFPGAにおけるリーク電流対策回

路

東京大学生産技術研究所 石田光一, Quang Canh Tran

概要：本チップには以下の評価回路が搭載されている.・アナログ回路におけるリーク電流

の影響を評価するTEG・FPGAにおけるリークカット回路 テクノロジーの進化に伴い,

電源電圧は低下の一途をたどっている. 将来的には,トランジスタを動作させるためにしき

い値電圧を現在よりも大幅に低下させる必要が出てくる.しかし,しきい値電圧を下げると

リーク電流が増加してしまい, 電力のほとんどを消費してしまうことになる. 本研究では,

アナログ回路および FPGA回路におけるリーク電流の影響評価およびリークカット回路を

提案する. アナログ回路におけるリーク電流の影響を評価するためのスイッチトキャパ

シタによる積分器回路. FPGAではMUXが多数用いられており, MUXの入力がHと

Lが混在したとき, Hから Lに流れるリーク電流がある.このリークを止めるための回路を

設計した.閾値電圧が高いためリークはほとんど流れないのでリークエミュレータの回路も入れた.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Cadence社 Analog Artist，Mentor社 Calibre トラン

ジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）
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チップ間ワイヤレス伝送方式評価TEG

東京大学生産技術研究所 稲垣賢一, Danardono Dwi Antono

概要： チップの動作周波数が増加の一途をたどる中,チップ間のデータ伝送については

入出力回路およびチップ間配線がネックとなり, 速度向上のペースが遅れている. 本試作で

はいくつかのタイプの容量結合式チップ間ワイヤレス伝送方式をテストする. 2つのチッ

プを対向させてそれぞれのパッド間に容量結合を形成し, 多数の信号を同時に授受すること

によりスループットの向上を図るものである.しかし, 入出力回路の密度が向上するにつれ

て周囲のパッドからの信号がノイズとして見えてしまう.この評価のため 2パターンの容量

結合型ワイヤレススーパーコネクト（WSC）のテスト回路を搭載している. また,オン

チップ型ワイヤレススーパーコネクト（WSC）の動作を確認するためのシステムを設計し

た. 送信側から複数の周波数の信号を送り込んで, 受信側で信号を受け取り動作を確認す

る.また信号の送受信に使われるパッドも数種類を用意する.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Cadence社 Analog Artist，Mentor社 Calibre トラン

ジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）

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

横浜国立大学大学院工学府 城殿征志

概要：SFQ/CMOSハイブリッドΣΔADコンバータは, SFQΣΔ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ADコン

バータを実現できる.一方, SFQΣΔ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 SFQΣΔモ
ジュレータの後段に接続するための CMOS デシメーションフィルタの試作を行った.

SFQΣΔモジュレータからの 20GHz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, CMOS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,バンド幅 10MHz, 14bのAD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 128のデシメーションフィルタを試作した.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Verilog-XL，Synopsys 社 design_compiler，Avanti 社 Ap-

polo，Cadence 社 Virtuoso，Cadence 社 Dracula LVS，Cadence 社 Dracula DRC，Cadence 社 Diva トランジスタ数：

100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

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

横浜国立大学大学院工学府 城殿征志

概要：SFQ/CMOSハイブリッドΣΔADコンバータは, SFQΣΔ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ADコン

バータを実現できる.一方, SFQΣΔ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 SFQΣΔモ
ジュレータの後段に接続するための CMOS デシメーションフィルタの試作を行った.

SFQΣΔモジュレータからの 20GHz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, CMOS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,バンド幅 10MHz, 14bのAD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 1024のデシメーションフィルタを試作した.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Verilog-XL，Synopsys 社 design_compiler，Avanti 社 Ap-

polo，Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社

Diva トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコ

ンバータなど）
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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（ＦＰ-2＋）」を開発した.

前回試作のＦＰ-1をベースとして, 128個のフレキシブルモジュールを集積した. 8個のフ

レキシブルモジュールを 1クラスタ化し, 16クラスタで 1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. ＦＰ-2は大規模デ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で,無限大規模のLSI論理エミュレーションを行うことができる.

参考文献：Takeshi Ohkawa, Toshiyuki Nozawa, Masanori Fujibayashi, Naoto Miyamoto, Karnan Leo, Soichiro Kita, Koji

Kotani and Tadahiro Ohmi, "The Flexible Processor - Dynamically Reconfigurable Logic Array for Personal-use Emulation

System," 2003 Symposium on VLSI Circuits, Digest of Technical Papers, pp. 279-282

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula

DRC，Cadence 社 Diva，Cadence 社 Analog Artist トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm
9.8mm角 チップ種別：マイクロプロセッサ

200×200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，最小線幅 0.35um，チップ面積 9.8mm角という高解像化に最適な条件

を最大限活用し，オンセミコンダクタの試作で継続的に成功を挙げているNMOS乗算・

PMOS積分型三相時間相関イメージセンサ［ 1］の 200×200画素集積化を試みた．これま

でローム 0.35umのプロセスでは設計ミスによるものを含め，試作チップがなかなか期待

通りに動作しなかった［ 2］-［ 5］が，本試作に至ってようやく満足できる動作性能を示

すチップを製作することができ，本プロセスにおける試作での見通しが得られた．従来に

比べて画素数が多いため，横方向アドレスについて 2画素同時に並列読み出しを行ってい

る．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジ

スタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 9.8mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ

128×128画素時間相関イメージセンサ（第 5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．本試作では性能悪化の一因と疑われるキャリアの漏洩の影響を評価するため，

NMOS乗算・PMOS積分型の 128×128画素時間相関イメージセンサ［ 1］におけるフォ

トダイオード・乗算用NMOS・読み出し用 PMOS・積分用 PMOSの間の基板・ウェル電

位固定用ガードリングの形態を何通りかに変えた画素を混載したレイアウトを設計した．

評価実験の結果では，ガードリングの有無による積分用PMOSの面積の増減の影響とキャ

リアの漏洩による影響との明確な分離を行うことが難しいことを確認した．

参考文献：［ 1］安藤，来海：128×128画素時間相関イメージセンサ（第 4報），2002年

度VDEC年報（2003）．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジ

スタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ
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液晶表示コントローラの試作

東京大学大学院情報理工学系研究科 高松 誠一, 齋藤宏, 酒造正樹, 下山勲

概要：我々の研究室で試作した液晶を駆動する液晶表示コントローラを試作した. 試作した

液晶は,縦横に配置された電極に電圧を印加することによって画素を点灯する単純マトリッ

クス方式である.電極間に印加する電圧を交流（方形波）にすることによってデジタル出力

（5V）での直接駆動が可能である. 液晶表示コントローラに必要な機能は次の 2つである.

画像データ入力に対し液晶上でどの画素に電圧を印加するかを選択する出力する機能と与

えられた画素に方形波を出力する機能である. 今回, 後者の機能をチップによって実現し

た. 詳細は次のとおりである. 画像を表示する液晶は縦 2入力, 横 2入力の 4画素の単純マト

リックスである. 試作したチップの入力は, 2MHzのクロック入力と 4つの画素を選択する

入力がある. 出力は画素の 2×2の電極にクロック入力を 1/1000に分周をした方形波を出力

する. 検証としては, 画素の選択部分はスイッチで代用し, 研究室で試作した液晶を駆動す

ることに成功した.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，

Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：

その他

メディカルイメージング用チップ

東京大学大学院工学系研究科 Yeom Jung Yeol, 石津崇章

東京大学人工物工学研究センター 高橋浩之

概要：ラジオグラフィ，PET，SPECTなどのメディカルイメージングにおいて高い解像度

を得るためには,多チャンネルの計測回路が必要である．特に最近注目されている広いダイ

ナミックレンジと高い画質を可能にするフォトンカウンティングによるイメージングを実

現するためには，大規模かつ高速な多チャンネルのパルス計測回路が必要である.このため

には, 通常のディスクリート回路を用いたのでは, 回路規模およびコストの点で問題が多

い.ここでは, 多チャンネルのパルス信号処理回路として, 10チャンネルの信号波形整形回

路,およびディスクリミネータを集積したチップを試作した. 本チップと 10チャンネルの

プリアンプを組み合わせることで,外付け部品はほとんど不要でメディカルイメージング用

のフロントエンド回路が構成される.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Cadence社 Vir-

tuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラ

ン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

PET用フロントエンドチップ

東京大学大学院工学系研究科 石津崇章, Yeom Jung Yeol

東京大学人工物工学研究センター 高橋浩之

概要：PET（ポジトロンCT）は体内に投与された薬剤から出るポジトロンが消滅する際に

互いに反対方向に放出される 2本のガンマ線を外部においたガンマ線位置検出器で計測す

る. 現在開発の進められている次世代 PET においては, 数ナノ秒の時間分解能を有し

1mm程度までの位置分解能で入射位置を求める必要がある. 本チップは 10チャンネルの

PET（ポジトロンCT）用フロントエンドチップに修正を加えたもので, 光電子増倍管およ

びアバランシェフォトダイオードから得られる信号を接続し高速のADCで信号波形を記録

し, 信号パルス間の時間情報と波高情報を記録・解析するものである. 得られた 6ビットの

波形データはチップ上のFIFOメモリに一時記録された後,シリアルデータとして読み出さ

れ,外部におかれた波形解析モジュールにより解析されることを想定している.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：10,000以上，

100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：アナデジ混載
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多チャンネルプリアンプ

東京大学大学院工学系研究科 Yeom Jung Yeol, 石津崇章

東京大学人工物工学研究センター 高橋浩之

概要：放射線イメージングにおける多チャンネルパルス計測のためには,検出器から得られ

る微弱なパルス信号を高速に処理し,かつ高い信号対雑音比で計測することのできる, 検出

器と直接接続可能なプリアンプが多数必要となる. 従来の接合型 FETを用いたディスクリ

ート回路では, 十分高い信号対雑音比が得られていたが, CMOS 集積回路を用いると,

MOSFETの 1/f雑音の影響などから信号対雑音比があまり高くとれず問題となっていた.

ここでは,ブーステッドゲインカスコード型の増幅器を採用し, 初段トランジスタの増幅度

をきわめて大きくとって,等価雑音電荷で 340電子,立ち上がり時間 15nsと通常のディスク

リート回路と比較しても遜色ない雑音性能と高速性を実現した.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Cadence社

Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作

ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

高速サンプリングを目指したアナログメモリの開発

東京農工大学大学院工学研究科 木下拓也,楜沢 謙和

概要： 本研究のアナログメモリは, 高エネルギー物理実験において検出されたアナログ

電気信号を高速サンプリング（500MHz）することによってアナログ的に一時記録し,トリ

ガーが生成された際に低速で出力（10MHz）する.この働きによって, 多チャンネルの高

速信号を安価にしかも低消費電力で実現できる. アナログメモリは主に,サンプリング動

作用シフトレジスタ, 読み出し動作用のシフトレジスタ, メモリーセル（書き込み用

CMOSスイッチ,メモリコンデンサ, 読み出し用CMOSスイッチを接続したセル）,そし

てオペアンプによって構成される. 6月のチップ試作に 32個のメモリコンデンサを搭載し,

出力バファにオペアンプを使用したアナログメモリ（03june）を提出した. 性能評価と

して,アナログ電気信号のサンプリングとアナログメモリ内に記録したアナログ電気信号の

低速出力確認を行い,アナログメモリの基本動作ができることを確認した. 詳細な性能評価

は 8月提出のアナログメモリ（03aug）でのみ行った.

参考文献：『A 700-MHz Switched-Capacitor Analog Waveform Sampling Circuit』 Gunther M. Haller, Member, IEEE,

and Bruce A.Wooley, Fellow, IEEE, IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS,VOL.29,No.4,APRIL 1994

設計期間：10人月以上 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社

Dracula DRC トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：メモリ

PWM方式画素並列 2次元ガボールフィルタ回路

九州工業大学大学院生命体工学研究科 森江 隆

広島大学大学院先端物質科学研究科 梅澤 淳,岩田穆

概要：ガボールウェーブレット変換は画像の局所的な空間周波数を抽出することができ，

顔認識や医療画像診断などで威力を発揮する強力な特徴抽出法として知られているが，計

算量が膨大なため応用が限られていた. LSI化して計算時間を短縮するためには処理の並列

化が鍵だが，すでにB. E. Shiによって抵抗ネットワーク型セルラーニューラルネットワー

クによる画素並列計算モデルが提案されていた.しかし，このモデルには高い演算精度が必

要，窓関数がガウス型にならず空間・周波数領域での不確定性関係が最小になっていな

い，演算ステップが多い，などの問題があった.今回，これらの問題を解決した改良モデル

を考案し，我々が以前から提案している PWM信号を用いたアナログ・デジタル融合回路

アーキテクチャにより，チップ化を図った. 9.8mm角のチップに 61x72画素分の回路を集

積し，それらが並列で動作する.ロジアナを用いた測定により（テスタは使用せず），インパルス動作，空間周波数抽出動作を確認

した.

設計期間：3人月以上，4人月未満 設計ツール：SII社 SX9000，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社

Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 9.8mm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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インピーダンス変換回路用TEGの設計

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： LSIのデバイス・プロセス及び回路設計技術の進展により,その駆動用電源電圧は

低くなってきている.これによりディジタル回路ではさほど問題にはならないが,アナログ

回路では様々な問題が発生する. 我々は低消費電力増幅回路の設計を今後の目標としてお

り, 本試作はその準備と捉える.また, 当研究室では,以前よりディジタル回路の設計を中

心に行ってきたが,今回, 初めてアナログ回路設計に取り組んだ. 増幅回路を次段の回路に

つなぐ際,バッファ等を挿入せずに接続すると前段の増幅回路の出力インピーダンスが低下

し, 所望の特性が得られない. 本設計では, 出力バッファの特性把握を目的とし, 次段の高

負荷を駆動するために様々なデバイス寸法でバッファを設計した.また, 当研究室初のアナ

ログ回路の設計であり,その設計手法の習得も目的とした. 測定においては, 特に低電源電

圧特性及び雑音特性等に注力した. 回路構成が非常にシンプルなため, 各特性はプロセスに

依存する部分が多いと考えられるが,今後の設計予定のアプリケーションへの準備としてのデータは揃えることができた.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LPE，Ca-

dence社 Dracula DRC トランジスタ数：10以上，100未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：アナログ

（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

差分光再構成型ゲートアレイ

九州工業大学 渡邊 実

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ODRGA（Optically Differen-

tial Reconfigurable Gate Array）-VLSI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.また,このVLSIでは差分再構成手法を用いることでビッ

ト単位での再構成が可能となっている.この度の設計では,フォトダイオード受光部のサイ

ズを 25.5μm×25.5μm,その間隔を 99μmとし, 592個のフォトダイオードを実装した. 設

計にはVHDL言語を使用し,一部のセル,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,他のゲートアレイ部はスタンダードセルによって構成した.ゲート

アレイ部は, 4ビット入力LUT（Look-Up Table）を 1個持つ論理ブロックが 4個,スイッ

チング・マトリックスが 5個, 8本の配線チャネル, 16ビットの I/Oの構成である.

設計期間：0.1人月未満 設計ツール：Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Dracula DRC トランジ

スタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：ニューテクノロジ

電流モード多値可変空間フィルタ検出器チップ

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：2次元あるいは 3次元の空間情報を処理できる空間フィルタ検出器を集積化した電流

モード多値可変空間フィルタ検出器チップを試作した.前回の試作で評価したフォトダイオ

ードの出力特性を考慮し, 画素数と面積をチップの大きさにあわせて最適化した. 各画素か

らの光電流はアナログ回路によって荷重をかけるが,その荷重情報は外部からのインタフェ

ースによりコントロールでき, 7ビットの多値空間荷重を高速に切り替えられ,さらに出力

信号の読み出しも高速に行える. 評価ボードにより入力に対して出力信号の変化を確認した

が, 必ずしも所望の動作を得られなかったため,テスターによる詳しい動作テストを現在続

けている.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Cadence社

Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula

DRC，Cadence 社 Diva，Cadence 社 Analog Artist トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS

0.35μm 2.4mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ
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2次元時間フィルタアレイの設計

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

ており，本チップと合わせて入力画像に対して時空間フィルタリングを実行する．積分回

路は，連続 2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 2時刻間での入

力の差分を計算する．2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 20x20画素のアレイを構成した．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：

10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：アナログ/デジタル信号処理プロセッサ

擬似 2次元シリコン網膜の設計

大阪大学大学院工学研究科 下ノ村和弘, 八木 哲也

広島大学先端物質科学研究科 亀田成司

概要：シリコン網膜チップは，生体視覚系の並列画像処理機構をアナログCMOS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．今回の設計では，自然照明下における実時間画像処理を基本視座とし，疑似 2次

元型アナログシリコン網膜チップを製作した．今回試作したシリコン網膜チップは，

125×32画素の光センサ部と 125×1画素の処理部から構成される．水平方向について 1列

ずつ並列に 1次元ラプラシアン‐ガウシアン型のフィルタ処理が行われ，処理結果が 1画素

ずつ順に読み出される．また，十分な出力精度を得るために，光センサ部にアクティブピ

クセルセンサを用い，回路の特性のばらつきを補償する機構を付加している．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ロ

ーム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ

画素内背景光抑圧回路を有する高速 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：時間領域を利用した高速な有意画素検出回路の高速化と,システムのロバスト性向上

を目指し, 簡易な背景光抑圧機能を画素内に実装することで, 投射光強度の低減と, 読み出

し時間のマージン低減を図る. これにより, 従来提案回路による 3 次元イメージセンサ

［ 1］のさらなる高速化が期待できる.さらに, 2D/3D両方の実時間撮像の可能性を探るた

め, 高速 2D撮像用の並列AD変換回路を実装して性能評価を行う. 画素数はQCIFフォー

マット（176x144）である.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence 社Virtuoso，Avanti 社 Star-

HSPICE，Cadence社Dracula LVS，Cadence社Dracula, Synopsys HSPICE, Nano-

SIM, Apollo, Design Analyzer トランジスタ数：100,000以上，1000,000未満 試作ラ

ン：ロームCMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ
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オンチップ di/dt測定回路

東京大学工学系研究科 名倉徹

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：近年のLSIの高速化に伴って di/dtの影響が増大し, 寄生インダクタンスによる電源

ノイズの発生や EMIノイズの原因となっている. 本研究では, 電源線に流れる電流変化に

よって生ずる磁界をプローブすることで di/dtに比例した電流を発生する,オンチップ di/

dt測定回路を試作した. 本回路とは別に, 電源線に 1オームの抵抗を直列に挿入してその両

端の電圧を測定し,その差を取ることで電流値を測定できる回路を同時に作り込んだ.オン

チップ di/dt 測定回路の波形と, 抵抗の両端の電圧から求めた電流波形が一致することか

ら, 提案するdi/dt測定回路が理論通りに動作したことを確かめた.また, di/dt測定回路の

前後にデカップリング容量を付けたものと付けないものを比較し,デカップリング容量が有

効に動作していることもdi/dt測定の結果から明らかになった.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence 社Virtuoso，Cadence社Dracula, Synopsys HSPICE トランジスタ

数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ロームCMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）
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平成15年度 第2回 ロームCMOS0.35μm チップ試作

（RO35032）

システムLSIの試作

大阪工業大学工学部 久津輪敏郎, 荒木英夫,星野 聖彰, 尾川広和

概要：CPUとメモリ・周辺回路・クロック逓倍回路を 1つのLSI上に実現し, 1つのチップ

で,システムの機能を搭載することのできるシステム LSIの試作を行った. CPUと周辺回

路は前回のモトローラのものとほぼ同じ機能を有したシステム（NR8D）である. NR8Dは

ノイマン型RISCタイプの 8bitのマイクロプロセッサに割り込みコントローラやシリアル

通信コントローラ等の周辺回路を結合したシステムである. PLLは 5倍の周波数シンセサイ

ザで構成し, 外部からの 20MHz のクロックを内部で 100MHz にすることができる.

SRAMは 32,768bit＝4kbyteである.クロックと SRAMは内部のものと外部のものを選択

できるようにしている. CPUと周辺回路は論理合成ツールを用いて自動でレイアウトを生

成したが, SRAMとPLLは手設計によりレイアウトを行った.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社

design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社

Dracula LPE，Cadence 社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000 未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm
4.9mm角 チップ種別：マイクロプロセッサ

Counter Tree Diagramに基づく冗長 2進加算器の設計および試作

東北大学大学院情報科学研究科 若松泰平,本間 尚文, 青木孝文

東北工業大学工学部電子工学科 樋口龍雄

概要：本研究グループでは，加算器の統一的な表現が可能な Counter Tree Diagram

（CTD）およびCTDに基づく設計手法を提案している．CTDを設計に用いることの利点

は，冗長数系や多進数系に基づく加算アルゴリズムの解析が可能であり，冗長数系や多進

数系に基づく高性能な加算アルゴリズムの導出が可能となる点にある．CTDによって導出

された高性能な加算アルゴリズムを適用することにより，実現方式にとらわれず，高性能

な回路を容易に設計できる．本試作では，提案するCTDを利用して，冗長 2進（Redun-

dant Binary）数系に基づく加算器（RBA）の設計を行った．RBAは，桁上げ伝搬の制限

された高速な演算が可能な加算器として知られている．RBAは，CTDを用いた解析によ

り，内部信号の符号化の違いからType-IとType-IIの 2種類の回路方式に分類されること

が分かった．本試作では，Type-IとType-IIの 2種類の回路を，電流モード多値論理回路によって実現した．なお, 従来の 2値論理

によって実現した場合においても高性能な回路となることをシミュレーションにより確認した．本試作チップは，現在評価中であ

る．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，

Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Mentor社 Calibre トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラ

ン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

パルス幅変調方式の列並列データ送受信回路を有する画像処理チップの開発

広島大学大学院先端物質科学研究科 亀田 成司, 岩田穆

概要：超並列の回路構造により高速に画像情報を処理するビジョンチップにおいて,単位面

積あたりの画素数と処理機能の複雑さはトレードオフの関係にある.この問題を解決するた

め, 複数のチップで処理を分担することで,チップサイズを広げることなく単位面積あたり

の画素数を向上させるマルチチップシステムが研究開発されている.今回は, 列並列データ

転送可能な画像処理チップを設計した. 各画素はアナログメモリ, 抵抗回路網,ばらつき補

償回路で構成されている.外部の撮像装置からの画像情報を各画素のアナログメモリに転写

し, 抵抗回路網で空間的な平滑化演算を超並列に実行する. 画像情報の入出力にはパルス幅

変調方式を利用することで, 転送経路に付加される雑音に強い.また転送回路を列並列に配

置することで高速データ転送を可能にしている. 画素数は 40×44, 画素サイズは

98.2um×66.6umである.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm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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シリコン網膜に使用する抵抗回路網のＴＥＧ

広島大学大学院先端物質科学研究科 亀田 成司, 岩田穆

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ＣＭＯＳ集積回路により

模擬したもので,各画素に光センサ回路と処理回路を配置することで高速に画像処理を実行

できる.シリコン網膜の研究において処理回路としてよく使われるのが抵抗回路網である.

生体視覚系では細胞間に電気的・化学的な結合がある.これを抵抗として表現して形成した

ものが抵抗回路網である. 工学的な集積回路化に適しており, 超並列の回路構造による空間

的に広範囲なフィルタの形成を可能にする. 本試作では抵抗回路網の特性を調べるために,

1次元に配置した抵抗回路網のＴＥＧを設計試作した. 画素数は 45画素である. 2種類の抵

抗回路網を並べ比較できる構成にしている.

設計期間：0.1人月以上，0.5人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：

1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

ビジョンチップに使用する光センサ回路のＴＥＧ

広島大学大学院先端物質科学研究科 亀田 成司, 岩田穆

概要：各画素に光センサ回路と処理回路を配置することで高速に画像処理を実行するビ

ジョンチップにおいて, 光センサの特性を評価することは重要である. 本試作では,ビジョ

ンチップに使用される光センサ回路において特に注意すべきパラメータである, 固定パター

ンノイズおよび感度を測定するためのＴＥＧを設計試作した.ＣＭＯＳ標準プロセスのイメ

ージセンサとして一般的に使用されているアクティブピクセルセンサ（ＡＰＳ）の構成を

様々に変更したものを 12種類用意した.受光エリアの大きさは統一し感度を比較できるよ

うにしている.そして, 同種の回路を 46画素 1列に並べることで, 固定パターンノイズの影

響を確認できる構成にしている.

設計期間：0.1人月以上，0.5人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：

1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）

D級アンプ,バンドギャップリファレンス回路,スイッチトキャパシタDC-

DCコンバータver.2
早稲田大学電気・情報生命工学科 釣井雄介,阿部博明, 高須甲斐, 佐々木 昌弘,

松本隆

概要：近年,パワーアンプの小型軽量化, 高効率化が求められてきた. 本チップでは一般に

低消費電力という事で用いられているＤ級アンプに対し, 4次バターワース LPF, Feed-

back, Self Oscillating System, Schmitt Triggerを用いて構成し, 性能向上をはかった.

また,ほとんどのプロセスパラメータは温度と共に変化してしまうため, 多くのアナログ回

路では温度に対する依存性をほとんど示さない Referenceは必要不可欠である. ここで,

正負の TC の特性が最もよく定式化されたデバイスであるバイポーラトランジスタを

CMOS 技術で実現し, 逆の温度依存性を持つ性質を打ち消しあう事で band Gap Refer-

ence回路を設計した.さらに, 2003年 2月に設計を行ったDC-DCコンバータをフィード

バック方式をPFM制御に変えて設計した. DC-DCコンバータの測定を行った結果, 前回のものに比べて若干性能は劣るものの効率

80％を維持したまま省面積化を図ることが出来た.

参考文献：［ 1］Hadidi，釣井，佐々木，松本"CMOSスイッチトキャパシタDC-DCコンバータ"2003年電子情報通信学会総合大会

（2003）

設計期間：3人月以上，4人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC ト

ランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm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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神経センシングLSI評価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：生体活動と神経活動の関係を正確に把握するため，生体の活動に制約を加えない小

型の多入力神経信号センシングシステムの実現が要望されている．小脳の神経信号を検出

する神経信号センシング LSIを評価するため，ダイレクトチョッパ方式低雑音増幅回路お

よび逐次比較形Analog-to-Digital Converter （ADC）TEGの設計・試作を行った．

我々が提案したダイレクトチョッパ方式低雑音増幅回路は，低周波雑音の存在する

CMOS演算増幅回路で，実際に数十 μV振幅の神経信号を検出できることを示した．また

チップ評価結果より，低雑音増幅回路の入力換算雑音は 4.4nV/root-Hz，消費電力は

5.7mWである．ADCは抵抗ストリングおよび容量アレイを用いたハイブリッド構成を採

用し，10ビット分解能，サンプリング周波数 50kHzにおいて，消費電力 410μW，SN比

56.1dBを実現した．

参考文献：［ 1］吉田毅, 真下隆行, 赤木美穂, 岩田穆, 吉田将之, 植松一眞, 1チップ無線・神経信号センシングLSIの設計, 電子情報

通信学会信学技報, ICD2003-86, 2003年 9月.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：SII社 SX9000，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社

Dracula LPE，Cadence 社 Dracula DRC，Cadence 社 Analog Artist，Mentor 社 Calibre トランジスタ数：1,000以上，

10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：アナログ/デジタル信号処理プロセッサ

1チップ無線・神経センシングLSIの設計

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：生体活動と神経活動の関係を正確に把握するため，生体の活動に制約を加えない小

型の多入力神経信号センシングシステムの実現が要望されている．本研究では小脳の神経

信号を検出し，検出信号を無線で送信する神経信号センシング LSI の設計・試作を行っ

た．設計した神経信号センシング LSIは，ダイレクトチョッパ方式低雑音増幅回路，逐次

比較形Analog-to-Digital Converter（ADC），無線送信回路によって構成されている．

我々が提案したダイレクトチョッパ方式低雑音増幅回路は，低周波雑音の存在する

CMOS演算増幅回路で，実際に数十μV振幅の神経信号を検出できる．ADCは抵抗ストリ

ングおよび容量アレイを用いたハイブリッド構成を採用し，10ビット分解能，サンプリン

グ周波数 50kHz，消費電力 230μWを実現する．

参考文献：［ 1］吉田毅, 真下隆行, 赤木美穂, 岩田穆, 吉田将之, 植松一眞, 1チップ無線・

神経信号センシングLSIの設計,電子情報通信学会信学技報, ICD2003-86, 2003年 9月,

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

SII社 SX9000，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Ca-

dence 社 Analog Artist，Mentor 社 Calibre トランジスタ数：1,000以上，10,000 未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm
4.9mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

電気的中心窩構造実現のための要素回路

東北大学大学院工学研究科 中川源洋, 沈正七,栗野浩之, 小柳光正

概要：半導体素子製造技術の進歩により,イメージセンサの画素数が急激に増加している.

しかし,取り扱うデータ量が増大してしまい, 高速な画像処理を困難にしている.一方人の

視覚情報処理システムでは, 網膜の中心に解像度の非常に高い領域（中心窩）を持ち,それ

以外の周辺の部分では解像度を落とすことで, 全体のデータ量を抑えている.このような中

心窩構造を工学的に応用しようという動きが盛んである.しかしながら,中心窩部で視覚対

象を捉えるには, 非常に高速かつ正確な光学系の制御が必要となってしまう.そこで, 筆者

らは不応期と受容野という 2つの概念を用い, 電気的に中心窩の位置を移動できる手法を提

案した. 本チップは, 前述の手法のハードウエア化に必要な, フォトセンサ, Winner‐

Take‐All回路,不応期発生回路,受容野サイズ制御回路のテスト回路の設計を行い,その

検討を行った.更に各回路の評価を行い,その基本的な動作を確認した.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence社 Diva トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：イメー

ジセンサ/スマートセンサ
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ロボットビジョン用イメージセンサのためのTEG

東北大学大学院工学研究科 出口淳, 沈正七,栗野 浩之, 小柳光正

概要：ロボットビジョン用高速リアルタイム画像処理システムの開発のために, 我々は

LSIを 3次元的に積層する 3次元集積化技術を用いた画像処理システムを提案している. 本

チップでは,このシステムで用いられる光センサ部であるイメージセンサのためのTEGを

試作した.このイメージセンサは広範な環境で利用可能なロボットビジョンで用いることを

想定し,チップに供給するバイアス電圧の制御により入力光に対するダイナミックレンジの

調整が可能である. 試作チップを用いて,フォトダイオード/フォトトランジスタ特性の評

価,イメージセンサの単位ピクセルの特性評価を行った.今後は, 特徴検出やオプティカル

フロー演算による動体検出機能などを搭載したチップを試作し,ロボットビジョンのための

高速リアルタイム画像処理システムの開発を目指す.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Cadence社 Analog Artist トランジスタ数：100以上，1,000未

満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）

ロボットビジョン用イメージセンサの試作

東北大学大学院工学研究科 出口淳, 沈正七,栗野 浩之, 小柳光正

概要：ロボットビジョン用高速リアルタイム画像処理システムの開発のために, 我々は

LSIを 3次元的に積層する 3次元集積化技術を用いた画像処理システムを提案している. 本

チップでは,このシステムで用いられる光センサ部である 64×64ピクセルのイメージセン

サを試作した.このイメージセンサは広範な環境で利用可能なロボットビジョンの実現を目

指して,チップに供給するバイアス電圧制御で入力光に対するダイナミックレンジの調整が

可能である.今後は, 特徴検出やオプティカルフロー演算による動体検出機能などを搭載し

たチップを試作し,ロボットビジョンのための高速リアルタイム画像処理システムの開発を

目指す.

設計期間：1 人月以上，2 人月未満 設計ツール：Synopsys 社 design_compiler，

Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dra-

cula DRC，Cadence社 Diva，Cadence社 Analog Artist トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS

0.35μm 4.9mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ

3 次元集積化技術を用いた超並列・パイプライン画像処理チップの設計

（ 1）センサアレイレイヤ
東北大学大学院工学研究科 河江大輔, 沈正七,栗野浩之, 小柳光正

概要：近年様々な分野でディジタル画像処理が応用されているが, 各画素を逐次的に処理す

る従来の方式では高速化のニーズに対応できない. 我々はこの問題を打破すべく, 3次元構

造を有する LSIを用いた画像処理システムを提案してきた. 本システムはセンサやアンプ,

ADC,メモリ, ALUなどを搭載したLSI層が 3次元に積層化された構造をしており,各層間

は垂直配線で接続されている. 各層内では並列に, 層間ではパイプラインで処理を行なうこ

とにより高速化を図る.今回は入力画像のエッジ抽出を行なう画像処理用 3次元LSIを設計

した. 8×8画素に対して画像処理を行なうプロセッシングユニット（PU）が 3層に渡って

形成されている.ユニット内で 8×8画素のデータについてパイプライン処理を行ない,ま

たユニット間で並列に動作させ,システム全体で 1フレームを高速に処理する.なお本チッ

プはセンサアレイ部である.

参考文献：D. Kawae et. al., "Parallel Image Processing LSI Fabricated Using Three-Dimensional Integration Technol-

ogy", Proc. SSDM, pp.314-315, 2002.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Mentor社 Calibre トランジスタ数：10,000以上，

100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ
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3 次元集積化技術を用いた超並列・パイプライン画像処理チップの設計

（ 2）レジスタアレイレイヤ
東北大学大学院工学研究科 河江大輔, 沈正七,栗野浩之, 小柳光正

概要：近年様々な分野でディジタル画像処理が応用されているが, 各画素を逐次的に処理す

る従来の方式では高速化のニーズに対応できない. 我々はこの問題を打破すべく, 3次元構

造を有する LSIを用いた画像処理システムを提案してきた. 本システムはセンサやアンプ,

ADC,メモリ, ALUなどを搭載したLSI層が 3次元に積層化された構造をしており,各層間

は垂直配線で接続されている. 各層内では並列に, 層間ではパイプラインで処理を行なうこ

とにより高速化を図る.今回は入力画像のエッジ抽出を行なう画像処理用 3次元LSIを設計

した. 8×8画素に対して画像処理を行なうプロセッシングユニット（PU）が 3層に渡って

形成されている.ユニット内で 8×8画素のデータについてパイプライン処理を行ない,ま

たユニット間で並列に動作させ,システム全体で 1フレームを高速に処理する.なお本チッ

プはレジスタアレイ部である.

参考文献：D. Kawae et. al., "Parallel Image Processing LSI Fabricated Using Three-Dimensional Integration Technol-

ogy", Proc. SSDM, pp.314-315, 2002.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Mentor社 Calibre トランジスタ数：10,000以上，

100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：マイクロプロセッサ

3 次元集積化技術を用いた超並列・パイプライン画像処理チップの設計

（ 3）ADC&ALUアレイレイヤ

東北大学大学院工学研究科 河江大輔, 沈正七,栗野浩之, 小柳光正

概要：近年様々な分野でディジタル画像処理が応用されているが, 各画素を逐次的に処理す

る従来の方式では高速化のニーズに対応できない. 我々はこの問題を打破すべく, 3次元構

造を有する LSIを用いた画像処理システムを提案してきた. 本システムはセンサやアンプ,

ADC,メモリ, ALUなどを搭載したLSI層が 3次元に積層化された構造をしており,各層間

は垂直配線で接続されている. 各層内では並列に, 層間ではパイプラインで処理を行なうこ

とにより高速化を図る.今回は入力画像のエッジ抽出を行なう画像処理用 3次元LSIを設計

した. 8×8画素に対して画像処理を行なうプロセッシングユニット（PU）が 3層に渡って

形成されている.ユニット内で 8×8画素のデータについてパイプライン処理を行ない,ま

たユニット間で並列に動作させ,システム全体で 1フレームを高速に処理する.なお本チッ

プはADC&ALUアレイ部である.

参考文献：D. Kawae et. al., "Parallel Image Processing LSI Fabricated Using Three-Dimensional Integration Technol-

ogy", Proc. SSDM, pp.314-315, 2002.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Mentor社 Calibre トランジスタ数：10,000以上，

100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ

相変化不揮発性メモリとRFテスト回路

金沢大学工学部 集積回路工学研究室 高田雅史,有賀 健太, 伊藤久浩, 北川章夫

概要：近年，CMOSプロセスが微細化するにつれ，そのリーク電流が問題になっている．

モバイル機器を開発していく上で，ますます容量が増加すると予測されるメモリ部におけ

る待機電力の増加が無視出来なくなってきている．この問題を解決する為には論理保持に

電力を消費しない不揮発性メモリの実装が必須である．我々はその一つである相変化不揮

発性メモリの実現を目指している．前回試作では特性計測用回路に力を入れたが，本試作

では更にメモリコアの改良を行った．他にも従来の積層記憶構造から横型の記憶構造を評

価する為のレイアウトも行っている．また，RF混載システムLSI設計の為の構成回路の設

計も行った．メモリ回路についてはLSIテスタ及びEBプローバで測定を終えているが，現

在引き続き検証中である．RF回路部については別評価設備にて進行中である．

設計期間：4人月以上，5人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dra-

cula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Mentor社 Calibre トランジスタ数：10,000以上，100,000未

満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：アナデジ混載
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高精細マイクロディスプレイLSI

金沢大学工学部 集積回路工学研究室 源貴利, 北川 章夫

概要： ディスプレイはインターフェイスとして多くの場所で用いられている．その中で

低消費電力動作するディスプレイに代表される物として，シリコン集積回路を基板とした

ディスプレイにマイクロディスプレイがある．本チップでは一般的な走査線方式を捨て，

画素のマトリックスをRAMとして扱うランダムアクセス方式を提案している．この方法に

より，フルディジタルの階調表現（色の濃淡表現）が可能となり，既存の回路よりも低消

費電力化も達成することができる．本試作ではモノクロカラー表示で 64階調，ピクセル数

は 200×200のマイクロディスプレイを試作した．サブピクセルのパターンジェネレータ部

には論理合成を用い，他の部分においてはフルカスタム設計を行った．LSI テスタ及び

EBプローバを用いて現在，評価及び検証中である．

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社

design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社

Dracula LPE，Cadence 社 Dracula DRC，Mentor 社 Calibre，Synopsys 社 NanoSim トランジスタ数：10,000以上，

100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：その他

アナログ回路・メモリにおけるリーク電流の効果, WSC, 高速電源電圧変更

評価TEG

東京大学生産技術研究所 石田光一, 宮崎隆之,許 蛍雪, Fayez Saliba,

Danardono Dwi Antono

概要： アナログ回路におけるリーク電流の影響を評価するためのスイッチトキャパシタ

による積分器回路.リーク電流のエミュレーション機能を付加した. VTHが低下した世

代のトランジスタをエミュレートすることができる, リークエミュレータを備えた

SRAMセルを設計した. 外部から与える電圧によりリーク電流を制御する. オンチップ

型ワイヤレススーパーコネクト（WSC）の動作を確認するためのシステムを設計した. 送

信側から複数の周波数の信号を送り込んで,受信側で信号を受け取り動作を確認する.また

信号の送受信に使われるパッドも数種類を用意する. 消費電力を下げるには電源電圧を

下げるのが一番有効な方法である. VDD-Hoppingが性能を維持する同時にパワーをだい

ぶ削減できる方法として知られている. 本試作はこの手法の実際の負荷回路に対する遅延とか,デカップリング容量または高周波に

おける配線インダクタンスの影響について考察する.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Cadence社 Analog Artist，Mentor社 Calibre トラン

ジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）

チップ間ワイヤレス伝送方式評価TEG・低電力FPGA

東京大学生産技術研究所 稲垣賢一, 鬼塚浩平, Quang Canh Tran, 川口 博

概要： 本試作ではチップ間の信号および電力を容量結合または誘導結合により伝送する

ことを目的とした.チップ間のワイヤレス電源伝送については誘導結合, 容量結合の両方式

について試行する. 信号伝送については, 容量結合型無線チップ間伝送における隣接パッド

からのノイズを削減するために,パッド間に接地した金属線を配置して隣接パッドとの容量

結合を削減することにした.また, 1チップのみでも測定できるようにチップ内部で容量結

合を作成した回路も組み込んだ.また, 電磁波を用いた方式として, 5MHzの磁界からコイ

ルにより給電を受け, 外部に接続した LED を点滅させる回路も搭載している. また,

FPGAではMUXが多数用いられており, MUXの入力がHと Lが混在したとき, Hから

Lに流れるリーク電流がある.このリークを止めるための回路を設計した. 閾値電圧が高い

ためリークはほとんど流れないのでリークエミュレータの回路をも入れた.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Cadence社 Analog Artist，Mentor社 Calibre トラン

ジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）
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無線周波数帯局部発振器の試作

東京理科大学理工学部電気工学科 永田基希

東京理科大学理工学部電気電子情報工学科 兵庫明, 関根慶太郎

概要：本チップは, 無線周波数帯アナログ受信機に用いられる発振器を試作したものであ

る. 移動体通信端末受信回路のワンチップ化への要望から, 最近では局部発信機もそのチッ

プに組み込むための研究がなされている. 回路構成は基本的な LC -クロスカップル

NMOS構成である.クロスカップル対によって得られる負性コンダクタンスを利用してイ

ンダクタとキャパシタの並列抵抗分をキャンセルする.負性コンダクタンス分をシミュレー

ションにより微調整し,コア部に流れる電流を約 3mAとした.インダクタには square型の

スパイラルインダクタを用いた. 自己共振周波数の低下を懸念してグランドシールドは使わ

ず,また, 高Qを得るためにメタル幅・メタル間隔の選定にもシミュレーションを用いた.

TEGとしてNMOS・PMOS・スパイラルインダクタ数種を載せた.スパイラルインダクタ

は前述回路に用いたものの他に, 寸法・巻き数・メタル間隔を一定にしてメタル幅のみを変えたものを試作し, 自己共振周波数・

Q値を測定する.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：10以上，

100未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

Inverse function Delayedモデルを用いたニューロチップの設計（改良

版）

東北大学電気通信研究所 伝田達明, 末永晋也,早川吉弘, 中島康治

概要：ニューラルネットワークをハードウェア化することにより並列処理が可能となり高

速な情報処理を実現できる.また, Inverse function Delayed（ID）モデルはN字型非線

形出力逆関数を用いて負性抵抗領域を導入でき, 組合せ最適化問題などで問題となるローカ

ルミニマムから脱出できるという特徴を持つ.したがって IDモデルをハードウェア化する

ことで組合せ最適化問題に関して高い性能と高速な情報処理の両方が可能になると考えら

れる. 前回試作のN字型非線形出力逆関数回路より広い負性抵抗領域の設定が可能な回路

の設計を行い, 36ニューロン 1296シナプスの全結合ニューラルネットワークからなるニュ

ーロチップを試作した.テスタによる測定を行ったところ単一 IDニューロンの事例発振特

性を観測し IDニューロンが設計どおり動作することを確認した.

参考文献：伝田,末永,早川,中島,”Inverse Delayedモデルを用いたニューロチップの設計”,信学技報, NLP2003-91, pp. 47-52,

2003.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC ト

ランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：その他

マルチメディアモバイルプロセッサ

弘前大学理工学部 深瀬政秋, 三國勝志, 中村吉樹,佐藤陽一, 赤岡亮

概要：モバイル機器用プロセッサは省エネ化を重視するためスピードが犠牲にされ,

0.13μmプロセスでも 500MHzを超えることはない．また, 多機能をカバーするため JIT型

の Javaチップが使われ,その所要メモリの電力削減のため 1トランジスタ化やバッテリの

改良が進められている．それらの総合的な解決を目指して 4つのプロセッサ技術を融合し,

その高価を調査する．通常型パイプラインとクロックを共有するウェーブパイプラインを

融合したヘテロパイプライン方式により高速省電力化を図り, インタープリータ型

Javaチップとハードウェア化SMT（Simultaneous MultiThreading）方式シングルプロ

セッサとVLIWの融合によりマルチメディアモバイルコンピューティング対応プロセッサ

を開発する．

設計期間：10人月以上 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 Scirocco，

Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：

100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：マイクロプロセッサ

96



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

横浜国立大学大学院工学府 城殿征志

概要：SFQ/CMOSハイブリッドΣΔADコンバータは, SFQΣΔ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ADコン

バータを実現できる.一方, SFQΣΔ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 SFQΣΔモ
ジュレータの後段に接続するための CMOS デシメーションフィルタの試作を行った.

SFQΣΔモジュレータからの 20GHz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, CMOS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,バンド幅 10MHz, 14bのAD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 1024のデシメーションフィルタを試作した.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Verilog-XL，Synopsys 社 design_compiler，Avanti 社 Ap-

polo，Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社

Diva トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコ

ンバータなど）

自動学習連想メモリのための 32参照パターン用 ranking回路

広島大学先端物質科学研究科 溝上政弘

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：最小距離検索連想メモリによるパターン認識・学習チップの構成要素となる rank-

ing処理回路の試作を行なった．本回路は連想メモリに記憶された参照パターンの管理を行

う．各参照パターンにはプライオリティ（rank）付けがされており，rankの順位によって

長期記憶領域と短期記憶領域に分けられる．短期記憶領域にある rankの低い参照パターン

は新たにパターンを学習する際に削除の対象となる．一方長期記憶領域にある rankの高い

参照パターンは削除されにくく，重要なパターンである．最小距離検索結果に応じて rank-

ing処理回路は 1クロックで rankの変更を行う．

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社

design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社

Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Cadence社 Analog Artist，Mentor社 Calibre，Mentor社 xCali-

bre トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：その他

画素並列AD変換型撮像素子

東北大学大学院工学研究科 舘知恭

概要：本撮像素子は雑音低減回路を各画素毎,ＡＤ変換器と画像特徴量抽出回路を 6画素毎

に組み込み, 高機能でかつ高画質な撮像素子を実現している. 設計の際に最も注力したのは

雑音低減と集積度の向上であり, 雑音低減,ＡＤ変換, 画像処理の全てをシステムとして相

性の良い組み合わせの検討・最適化を行った.本チップにおいては考案した手法の原理確認

のために, 2種の撮像素子を 24×18画素, 2種の画像処理ＡＬＵ,そして本撮像システムを

構成する要素回路の特性を測定するために, 30の要素回路に分けてＴＥＧとして配置して

ある. 撮像素子の画素サイズは 60μｍ□, 180μｍ□, 開口率は 30％, 感度は 25μＶ／ｅ（設

計値）である.ＡＤ変換器の分解能は 6ＢＩＴ,最大入力信号振幅は 64ｍＶ,変換速度は 200

ｋＳ／ｓである. 画像特徴量抽出回路は色, 荒さ, 動き, 距離の 4つの演算を行い, 特徴量を

4ＢＩＴ信号として出力する.

設計期間：3人月以上，4人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence 社 Diva，Cadence 社 Analog Artist トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm
9.8mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ
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二次元画像認識プロセッサ

東北大学大学院工学研究科 宮本直人, 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：二次元 512x512ピクセルに対応した画像認識プロセッサを設計した. 本プロセッサで

採用された画像認識アルゴリズムは位相限定相関を用いている.画像はフーリエ変換すると

位相情報と振幅情報に分解されるが,そのうち位相情報がオブジェクトの大きさ・位置・形

状など認識に重要な情報を持っている.乗算器・除算器・開平器の共通部分である全加算器

アレイを共有化することにより約 35%の占有面積と消費電力を削減した演算器（DSM）を

開発した. DSMは 2ビットの機能選択信号を入力として持ち,データパス幅が 18ビットの

場合 1nsでその機能を変更することができる.これらの信号は音チップの専用デコーダで

1クロック以内に生成される. 本プロセッサはDSMを 8個搭載している. 本プロセッサは

二次元の画像認識を 105.2ミリ秒以内で処理する. そのときの消費電力は 310.9mWであ

り,これは同じプロセステクノロジで作られた他の位相限定相関プロセッサと比較して約 11.3分の 1の消費電力である.

参考文献：Leo Karnan, Naoto Miyamoto, et al., Butterfly-Unit Based Programmable Computation Element Using Merged

Module of Multiplication, Division and Square Root, Extended Abstract of the 2003 International Conference on Solid-State

Device and Materials（SSDM2003）, pp. 148-149

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：

100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：アナログ/デジタル信号処理プロセッサ

14-bit, 200MS/s, 2.7V D/A変換器の開発

中央大学理工学部 櫻井宏樹, 杉本 泰博

概要：従来より, 高速高精度のD/A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 SFDR（Spurious Free Dynamic Range）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, ON状態

のスイッチセルの数,つまり入力ディジタル信号に依存する.そこで, 出力信号の変化がス

イッチセル内に影響しないように,スイッチ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, SPICE シミュレーションの結果, 高調波の発生を抑制し,

SFDR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. 直

流特性については, INL, DNL共に 12ビット程度の精度が得られている. 更なる精度向上

のために電流源の配置等について検討を進めている. 高周波特性については現在測定を行っている段階である.

参考文献：H.hiroki, Y.Sugimoto, "The Design of a 2.7V, 200MS/s, and 14-bit CMOS D/A Converter with 63dB of SFDR

Characteristics for the 90MHz Output Signal",信学会英文論文誌C 6月号

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence 社 Diva，Cadence 社 Analog Artist トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm
4.9mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

フィードフォワード位相補償を用いた光通信用TIAの試作

中央大学理工学部 山田浩輔, 川田真也, 杉本泰博

概要：フィードフォワード位相補償の有効性を確認するため，CMOS 構成を使用して本

チップを試作した．光信号を電気信号に変換するTIAには高利得・広帯域な特性が要求さ

れる．アンプを多段構成にすることによりこれらの特性は実現可能であるが，位相まわり

が大きいために発振する危険がある．そこでアンプと並列にハイパスフィルタと正相増幅

器からなるフィードフォワード経路を設け，高周波域での位相まわりを抑制し，位相余裕

を確保した．測定の結果，変換利得 60dBΩ，帯域 480MHzの特性を得ることができた．

参考文献：山田，川田，杉本:“フィードフォワードを用いた I-Vアンプの広帯域化に関す

る手法”,2004年電子情報通信学会総合大会講演論文集,C-12-24,（2004）

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Cadence社 Analog Ar-

tist トランジスタ数：10以上，100未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm 角 チップ種別：通信（RF 回路，ATMな

ど）
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マルチチャンネル波形整形チップ

東京大学大学院工学系研究科 Yeom Jung Yeol, 石津崇章

東京大学人工物工学研究センター 高橋浩之

概要：現在,マルチチャンネル検出器に対応する高機能のASICが求められている．波形整

形は, 光電子増倍管や半導体検出器,ガスカウンタなどのパルス動作で用いられる検出器を

利用する上で広く用いられている技術であり,マルチチャンネル検出器を利用する上でも必

要な機能である. 検出器の応答パルス信号に対応した適切な整形時定数を選択することで,

信号対雑音比を大きくとり,パルス計数率を高くとることができる. 本チップは, 多チャン

ネル入力をもち,他のプリアンプチップや計数回路と組み合わせることにより,イメージン

グ用の検出器エレクトロニクスを実現することを目標として設計された．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Cadence社

Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トラ

ンジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコン

バータなど）

マルチチャンネルプリアンプ

東京大学大学院工学系研究科 Yeom Jung Yeol

東京大学人工物工学研究センター 高橋浩之

概要：放射線イメージングにおいて必要とされる多チャンネルパルス計測においては, 微弱

なパルス信号を出力する検出器と接続するためのプリアンプがきわめて多数必要となる. 従

来のディスクリート回路では,十分高い信号対雑音比が得られていたが,ディスクリート回

路を多チャンネル用意することはコストの点で問題があり，チャンネル数の制約となって

いた.一方, 電源電圧の制約のもとでCMOS回路を用いて高速かつ低雑音の高い性能を得

ることは困難が伴うため,ここでは入力段を変更するなど種々の回路からなるプリアンプを

試作し,等価雑音電荷や立ち上がり時間などの増幅器の雑音性能と高速性について調べるこ

とを目的として設計を行なった.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Cadence社

Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作

ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

高速サンプリングを目指したアナログメモリの開発

東京農工大学大学院工学研究科 木下拓也,楜沢 謙和

概要： 本研究のアナログメモリは, 高エネルギー物理実験において検出されたアナログ

電気信号を高速サンプリング（500MHz）することによってアナログ的に一時記録し,トリ

ガーが生成された際に低速で出力（10MHz）する.この働きによって, 多チャンネルの高

速信号を安価にしかも低消費電力で実現できる. 8月のチップ試作に 128個のメモリコン

デンサを搭載し, 出力バファにオペアンプを使用したアナログメモリ（03aug）を提出し

た. 330MHzサンプリング, 0.17MHz読み出しにおいてチップテストし,以下の結果を

得た. 入力電圧 0.5Vから 3.3Vの広いDynamic Rangeを持ち, RMSまたは最大/mV以内

でほぼ 1に比例する直線性を持つ. 330MHzサンプリングで出力波形が完全には再現されな

い. メモリーセル間で出力電圧にばらつきが出た. 平均値からのずれの RMS 値は, 0Vで

0.033V, 0.5Vで 0.13V, 1Vで 0.093V, 1.5Vで 0.05V, 2Vで 0.041V, 2.5Vで 0.081V,

3Vで 0.15V, 3.3Vで 0.1Vである.また, 折り返し部分のセルで大きなGainの違いが見られる. 高速サンプリングの際に,メモリー

セル毎のGainが奥のセルになるほど下がる. GainはRMS値で 0.75であった.

参考文献：『A 700-MHz Switched-Capacitor Analog Waveform Sampling Circuit』Gunther M.Haller,Member, IEEE, and

Bruce A.Wooley, Fellow, IEEE, IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS,VOL.29,No.4,APRIL 1994

設計期間：10人月以上 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社

Dracula DRC トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：メモリ
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光無線 LANビジョンチップ：差動化によるモード間クロストークノイズの

低減

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科 池内隆志, 藤内亜紀子,川上智朗,

香川景一郎, 太田淳,布下正宏

概要：我々の研究室では，小型かつ高速通信可能な赤外無線通信モジュールと，それを利

用したシステムの開発を行っている．受光デバイスはCMOSイメージセンサをベースとし

ている．本受光デバイスは，撮像モードと通信モードをもつ．撮像モードでは，フォトダ

イオードを蓄積モードで用いて画像を取得し，通信端末位置を検出する．通信モードで

は，フォトダイオードを非蓄積モードで利用し，光電流をTIA（Trans-Impedance Am-

plifier）で増幅する．2つの動作モードを画素ごとに切り替えることができる．この新規の

受光デバイスでは，画像を読み出すディジタル部が発するノイズが，レシーバ部に悪影響

を与えるという問題がある．この影響を低減し，撮像と光信号受信を動じに行うために，

画素からの光信号出力を差動構成とすることを検討し，画素TEGを試作した．

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula LVS，

Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Cadence社 Analog Artist トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：ロ

ーム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ

光無線LANビジョンチップ：アナログバッファの検討

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, 香川景一郎,太田淳,

布下正宏

概要：我々の研究室では，小型かつ高速通信可能な赤外無線通信モジュールと，それを利

用したシステムの開発を行っている．受光デバイスはCMOSイメージセンサをベースとし

ている．本受光デバイスは，撮像モードと通信モードをもつ．撮像モードでは，通常の

CMOSイメージセンサと同様に，フォトダイオードを蓄積モードで用いて高感度に画像を

取得し，通信端末位置を検出する．これにより，通信端末位置を検出する．通信モードで

は，フォトダイオードを非蓄積モードで利用し，光電流をTIA（Trans-Impedance Am-

plifier）で増幅する．受信速度は主にTIAの速度で決まるが，チップ外に高速にデータを

読み出すためには，オフチップの大きい負荷を駆動できるバッファが必要になる．そこ

で，受光回路の後に接続するバッファを 3 種類用意し，周波数特性を測定するための

TEGを試作した．

参考文献：香川他，「イメージセンサを応用した空間光伝送用受光デバイスの設計・試作」，映像情報メディア学会誌, vol. 3, pp.

334-343（2004）.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence 社 Diva，Cadence 社 Analog Artist トランジスタ数：100以上，1,000 未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm
2.4mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ

周波数領域での信号処理回路の試作 2
茨城大学工学部 木村孝之

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.また, 2002年度の試

作では, DFT（Discrete Fourier Transform）を用いた信号処理回路を試作し,その動作

を確認した. 本試作では, FFT（Fast Fourier Transform）を用いて信号処理回路を構成し

た. 試作した回路は, 32点FFT演算ユニット, 周波数領域（複素数）で 2元 1次連立方程式

の解を求める演算ユニット, 64点 IFFT（Inverse FFT）演算ユニットからなる. 演算は 2段

のパイプライン構成とし,マスタークロック 256周期で 64点の解を得る. 試作したLSIの最

高動作周波数を測定すると 44.3MHzであった.その時の消費電力は 509mWであった. 1秒

間に 30回高解像度化処理を行った時の消費電力は 87μWであり,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：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Dracula LVS，

Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm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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バンク型デジタル・アナログ融合全並列最小マンハッタン距離検索連想メモ

リ

広島大学先端物質研究科 矢野祐二

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：高速・小面積かつ低消費電力を同時に満足できるバンク型全並列アーキテクチャに

よる新しい連想メモリを試作した．この試作チップは前回の 2003 年 6 月試作チップをバン

ク型アーキテクチャで実現したもので，メモリ領域は各バンクが 64 行 80 列の合計 2バン

ク構成となっており，128パターンの参照データを格納可能である．レイアウト面積はバン

ク型に必要なトーナメント比較回路の面積オーバーヘッドから 11.8平方mmで実現してお

り，最小距離検索回路は全体の 9.4%で実現できた．シミュレーションによって，260ns以

下での最小距離検索が可能であることを確認できた．

参考文献：なし

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，

Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Mentor社 Calibre，Mentor社 xCalibre トランジスタ数：100,000以上 試作ラ

ン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：メモリ

低消費電力アナログ神経回路TEGの試作

山梨大学工学部 加藤研究室 上野響一

概要： 神経回路網をアナログ回路を用いて実現するためのテスト回路を試作した．

MOSトランスリニア原理を用いて消費電力を抑えるとともに，レイアウト上の工夫にによ

りトランジスタの特性バラツキに対する耐性を持たせた． MOSトランスリニア原理に

よる回路はサブスレショルド電流を用いで回路設定を行うことで消費電力を大きく低減す

ることが可能であるが，この反面閾値の変動による電流の不本意な変動により動作保障が

難しいという問題がある．この問題をレイアウト上の冗長性を利用することで回避する方

式を考案した． 実現した神経機能は，Winner Takes All 機能でありニューロン数は

20である．この回路は，一種の電流フェードバック回路であり，各ニューロン回路からの

信号を電流で出力し，これらの実効的な平均化を求める点が最も特性バラツキの影響が大

きい．この平均化を空間的に分散した回路により実現することで閾値バラツキの影響を押

さえ込んだ． 回路設計はSPICEで，レイアウトは完全はカスタム設計で行なった．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：10以上，

100未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：アナログ/デジタル信号処理プロセッサ

Tree-Structure方式によるDEM回路の設計

上智大学理工学部 加藤了三, 和保孝夫

概要：デルタシグマ変調器（DSM）の高分解能化のためには, DSMの多ビット化が有効で

ある.しかしながら, DSMを多ビット化すると,プロセスに起因した素子ミスマッチがフィ

ードバック内のDACに生じ, 回路の線形性が失われるという問題がある.この問題を改善

するためDynamic Element Matching（DEM）という技術が知られている.今回試作し

た回路は, 3ビットローパス型DSMにおいてDEMを実現するための回路である. DSM内

の量子化器からの出力を入力値とし, 回路内で入力値をランダムに並び替えてDACに出力

するものである.以前当研究室において試作した回路はMismatch Shaping型であったが,

今回試作した回路はTree-Structureと呼ばれる方式を用いた. 本方式は, 回路全体の素子

数低減のため有効と考え採用した.

設計期間：2 人月以上，3 人月未満 設計ツール：Synopsys 社 design_compiler，

Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：1,000以上，

10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm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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低周波・低消費電力増幅回路の設計

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： 近年のデバイス・プロセス及び回路設計技術の進展により, LSIの電源電圧は低く

なってきている.すなわち低消費電力化は進むが,これに伴いアナログ回路設計では, 様々

な問題が発生してくる. 当研究室では, 前試作において, 本試作のデータ収集の準備として

増幅回路用バッファの設計を行った.今回は,今年度の目標である低消費電力の増幅回路の

設計を行った.なお本試作では, 低電源電圧動作を目的としたため, 安定な動作を保障する

ために, 電圧利得を若干抑え安定な動作を重視したモデルと, 電圧利得を重視したモデルの

両方を設計した. 設計した 2つのタイプの増幅回路については共に動作を確認した. 雑音特

性以外の回路の諸特性は目標スペックを満たした. 今後は, 本設計を発展させ, 低消費電

力・低雑音増幅回路の設計に取り組む.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence 社 Dracula LPE，Cadence 社 Dracula DRC トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：ローム

CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

リセット方式全ディジタルPLLの試作

九州東海大学工学部 佐々木博文, 藤本邦昭

概要：位相同期ループ（PLL：Phase Locked Loop）は通信分野におけるタイミング波の

抽出, FSK信号やFM信号の復調など広い分野で利用されている.このPLLに要求される主

な特性に, 広同期範囲,高速引込み, 低ジッタ等がある.我々は既に, 出力周波数を決定する

プログラマブル分周器の分周比を自動的に可変させると共に初期引込み回路を付加するこ

とにより, 広同期範囲と高速引込み特性が得られるPLLを構成している.今回は, 残されて

いるジッタの問題に焦点を絞り, 出力周波数を決定するプログラマブル分周器を入力信号に

同期させて毎回リセットすることにより低ジッタ化を図った. 回路動作は,シミュレーショ

ンおよびFPGA（Field Programmable Gate Allay）を用いた実験で既に確認して

いたが, 今回の試作により集積化した場合にも問題なく動作することを明らかにした. な

お,出力ジッタは基準クロックの 2周期以内であった.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Verilog-XL，Synopsys 社 design_compiler，Avanti 社 Ap-

polo，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ

種別：その他

平面中の複数対象点の高速検索回路

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：受光系と信号処理系を同一チップに集積するVisionChipは, 画像信号の並列性を生

かすことができるために従来の画像処理系と比較して圧倒的な高速処理が可能となる. ロ

ボットビジョンなどへの応用を考えると, 出力は画像の何らかの抽象量,すなわちスカラ量

であることが望ましい. 本チップでは, 平面中に存在する複数の対象点の位置をスカラ量と

して抽出するVisionChipの実現のために, 平面上の対象点の位置を高速に探索するアルゴ

リズムとその検証回路の設計と試作を行った. 画素ごとに順序回路をもち,それらが画素平

面全体で一つの有限状態回路を形成するアーキテクチャにより,対象点の個数のみに比例し

た処理ステップ数で探索が完了する.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラ

ン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ
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3種類の乗算器および特性評価用リングオシレータ

高知工科大学工学部 草ヶ谷利雄, 石川純平,矢野 政顕, 橘昌良, 河津哲

概要：3種類（アレイ型，2次のブース，ワレスツリー）の 8×8乗算器と遅延時間評価用の

3種類リングオシレータからなるチップである．乗算器は演算方式の異なる 3種類について

遅延時間，消費電力，面積などの比較を目的としたもので，配置配線ツールを使用せずに

手書きでパターンを作成した．リングオシレータは遅延時間の評価を目的としたもので，

トランジスタのチャネル幅と段数の異なるものを 3種類含んでいる．

参考文献：松村暢也，矢野政顕，‘RSA暗号に使用されている乗算剰余演算器の高速化’,

平成 15年度電気関係学会四国支部連合大会，平成 15年 10月

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dra-

cula DRC トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm
2.4mm角 チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

方位選択性を実現するアナログ集積回路の設計

大阪大学大学院工学研究科 下ノ村和弘, 八木 哲也

概要：大脳一次視覚野の細胞は，ある特定の方位の光刺激パターンに対して選択的に応答

する特性をもつ．本チップは，このような特性を模擬するために，前段のイメージセンサ

からの出力画像を受けて特定の方位に並ぶ複数の画素を統合する．前段のイメージセンサ

としては，本研究室で既に開発したシリコン網膜を用いることを想定している．画素回路

は，シリコン網膜からの入力を保持するアナログメモリと，一直線上に並ぶ画素同士を結

合する画素統合回路から構成される．画素統合回路により選択された各画素の出力は，

フォロア統合により収斂される．本チップは，6通りの方位に対する選択性を実現できる．

画素数は 100×100である．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：

100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 9.8mm角 チップ種別：アナログ/デジタル信号処理プロセッサ

2次元シリコン網膜チップの設計

大阪大学大学院工学研究科 下ノ村和弘, 八木 哲也

広島大学先端物質科学研究科 亀田成司

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CMOS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特徴を持

つ．今回の設計では，自然照明下における実時間画像処理を基本視座とし，アナログシリ

コン網膜チップを製作した．各画素は六角格子状に配置され，チップは 2次元ラプラシア

ン‐ガウシアン型のフィルタ特性を持つ．今回試作したシリコン網膜チップは，網膜初段

の外網膜の回路構造を模擬したものである．集積回路の素子のばらつきを補償する機構を

付加し，光センサ部にはアクティブピクセルセンサを用いた．画素数は 70×79である．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：

100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 9.8mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ
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シリコン網膜の制御信号回路

大阪大学大学院工学研究科 井上恵介, 下ノ村 和弘, 八木哲也

概要：我々は今までに生体網膜の超並列回路構造と機能に学んだシリコン網膜を開発して

きた．このシリコン網膜は，チップの外部から与えるディジタル信号のパターンを変化さ

せることで 2種類の画像前処理を実現できる．これまで，その制御信号はＦＰＧＡを用い

て生成し，シリコン網膜にその信号を入力することでシリコン網膜の 2つの動作モードを

制御していた．本チップは，外部から基本クロックを与えることで，その制御信号を生成

できる．なお, 2つの動作モードの選択は，スイッチ信号で外部から与えるようにした．こ

のチップを用いることでシリコン網膜の動作モードの制御を容易に行うことができる．な

お，テスタによる測定は行っていない．

設計期間：0.1人月以上，0.5人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：

1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：アナログ/デジタル信号処理プロセッサ

適応的側抑制機能を持つ 2次元シリコン網膜

佐賀大学理工学部 原重臣

概要：C.Meadらのシリコン網膜に, 照射光の局所的なコントラストに応じて,その強度が

変化する側抑制機能を付加したものを作成した.人間のマッハバンド錯視現象は網膜の側抑

制機能によるものであるとされている.しかし,ステップ状に変化する網膜上の照射光強度

分布に対しては, 錯視現象は消失するか, 非常に弱くなる.この生物の視覚特性を模擬する

電子回路を,今回のチップに実装した. C.Meadらのシリコン網膜は,フォトダイオードを

含んだ受光器回路の出力と, それを抵抗ネットワークで平均化しとものの差を取ることに

よって側抑制を実現している. 我々は, 隣り合う受光器回路の出力の差に応じて, 抵抗値が

変化するような回路を付加することで, 適応的な側抑制を実現した.今回のチップは,フォ

トダイオードが縦 15横 14並んだ 2次元構造である.

参考文献：S.Liu, et. al. "Analog VLSI: Circuits and Principles",MIT Press, 2002

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，magic，Avanti社 Star-HSPICE，netcmp トランジ

スタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ

耐ばらつき 4値 I/O回路

九州工業大学マイクロ化総合技術センター 白木良典, 中村和之

概要： 1I/Oあたり 10Gbpsを超えるような次世代のLSI間通信回路を実現することを目

的として, 1I/Oあたりのバンド幅を等価的に高めることができる多値 I/O回路の検討を行

い,今回, 4値 I/O回路の設計・評価を行った. 4値の出力回路部分については, pMOSと

nMOSの電流能力比のばらつきの影響を受けにくい構成とするために,チップ内部にプロ

セスばらつき検出回路を装備し,その情報により, 出力レベルを補正する回路構成とした.

本LSIは, 4値 I/O回路を 4系統内蔵しており,また, 高速評価用にPLL回路と, 疑似ランダ

ム信号発生回路を内蔵している. 評価により 4値信号の出力動作および, I/O回路の対向試

験による通信動作の確認を行った.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社

design_compiler，NS-Draw，SII社 SX9000，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ

数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：通信（RF回路，ATMなど）
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H8互換 16ビットCISC CPU

奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科 中井伸郎, 岡崎篤也, 中西 正樹,

山下茂, 渡邉勝正

概要：組み込み分野において，SoC化，SystemLSI化が進み，多くのプロセッサの IP化が

行なわれている．しかし，組み込み分野において広く普及しているH8マイクロコントロー

ラ（ルネサステクノロジ）のCPUコア IPは存在しない．そこで，我々はH8の中でも多く

利用されているH8/300H CPUコアの命令セットバイナリ互換の CPUコア IPを開発し

た．開発の目的は，大きな開発工数がかかるCPUを IP化することにより，組み込み用シ

ステム LSIの設計を容易化することである．CISCであるH8は RISCに比べアーキテク

チャが複雑であり，しかも内部アーキテクチャが公開されていないため IP化が難しい．開

発したCPUは命令セットバイナリ互換なので，既存のソフトウェア開発環境が利用でき，

ソフトウェアの移植が容易である．ユーザはこの IPに必要なモジュールを接続するだけ

で，Application Specificなマイクロコントローラを独自に作る事ができ，テスト周辺モジュールも用意しているので開発が容易で

ある．

設計期間：3人月以上，4人月未満 設計ツール：Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Dracula LVS，

Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：マイクロプ

ロセッサ

16ビットパイプラインプロセッサの設計実習

早稲田大学大学院情報生産システム研究科 池永剛

概要：早稲田大学大学院情報生産システム研究科では,システムＬＳＩ分野を志向する修士

課程の学生全員にＬＳＩの設計経験を積ませることを教育の柱としているが, 本チップは,

講義科目：システムＬＳＩ設計の中のＬＳＩ設計実習の一環として試作したものである. 設

計課題は,ＭＩＰＳライクな 16ビット 5段パイプラインプロセッサで, 28命令を基本仕様

とし, 独自の命令の追加を許している.ハザードに対するデータフォワーディングやストー

ル機能の実現までを課題達成の要求条件としている.また, 各々が作成したアセンブラプロ

グラム（バブルソート等）を共有し, 検証用パターンとして用いた. レイアウトに関して

は, 縦サイズ固定という制約の中で, 最適化（速度／面積優先）を試行させた. 最終的には

1チップに 12個のプロセッサモジュールを搭載し, 各々が外部Ｉ／Ｏから直接アクセス可

能としている. チップ製造後は, 独自に開発したＶＤＥＣチップ評価用ボード（MU200-

SXCW）上で実ＬＳＩの動作確認や評価を行わせ,ＬＳＩ開発に関する幅広い経験を積ませている. 本経験が,より先駆的なデジタ

ルＬＳＩの研究課題へチャレンジする際に大いに寄与すると考えている.

設計期間：10人月以上 設計ツール：Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社

Dracula DRC トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：マイクロプロセッサ

異なる配線パターンを持つセルの故障率の差を測定するためのチップ

東京大学工学系研究科 飯塚哲也

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：近年のVLSIの微細化に伴い，LSI製造時の歩留まりの確保が重要な問題として取り

上げられるようになっており，LSIの設計時に製造容易性を考慮することが必要となってき

ている（Design For Manufacturability）．本試作では，我々が［ 1］で提案したセルレ

イアウト生成手法およびセル内配線欠陥モデルを用いて得られた，セル内配線に欠陥の発

生する確率の高いセルおよび低いセルを用いた二種のリングオシレータを実装した．1チッ

プにはそれぞれのリングオシレータが 168個ずつ，合計 336個のリングオシレータが実装さ

れている．20チップをテスタにより測定することで，配線欠陥確率の高いセルを用いたリ

ングオシレータには 2個の故障が検出された．

参考文献：T. Iizuka, M. Ikeda, and K. Asada, ``Exact Wiring Fault Minimization

via Comprehensive Layout Synthesis for CMOS Logic Cells,’’in Proc. of IEEE International Symposium on Quality Electro-

nic Design（ISQED）, pp. 377 - 380, Mar. 2004.

設計期間：1人月 設計ツール：Virtuoso, HSPICE,NanoSIM, PDRACULA LPE/LVS/DRC トランジスタ数：100,000以上 試

作ラン：ロームCMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）
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MIPS互換プロセッサの試作

京都大学大学院情報学研究科通信情報システム専攻 樋口昭彦, 荒本雅夫,湯山洋一,

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：SystemCの RTL 記述から, 論理合成を用いて, MIPSアーキテクチャ互換のプロ

セッサの設計を行なった.さらに, Allianceを用いて 4kビットの命令メモリとデータメモ

リの作成も行なった.一部, RTL記述のミスによる動作不具合もあったが, LSIテスタ上で

の正常動作を確認した.

参考文献：樋口, 小林, 小野寺, "ソフトコアプロセッサにおけるレジスタファイルの消費電

力モデル", pp.71, no.A-3-4, 2004年電子情報通信学会総合大会（2004）

設計期間：3人月以上, 4人月未満 設計ツール：論理設計: Verilog-XL, Design Compi-

ler, 物理設計: Avanti社 Astro, レイアウト: Cadence社 Virtuoso, 検証: Synopsys社

Nanosim, Cadence社 Dracula LVS, Cadence社 Dracula DRC, Cadence社 Diva, Mentor社 Calibre トランジスタ数：

100000以上 チップ種別：マイクロプロセッサ
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平成15年度 第3回 ロームCMOS0.35μm チップ試作

（RO35033）

ケミカルセンサ用演算ＬＳＩの味覚識別モジュール回路の設計

武蔵工業大学大学院工学研究科 藤田雅彦,秋谷 昌宏

概要：今回設計したASIC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（⊿V），応答時間（t）を要素とする味覚パターンを識別する. Input DataとRefer-

ence Dataとの差をその味毎に積分してゆき,積分した結果を最後の比較回路で比較するも

のである.参照する味覚データにおけるデータプロット数の回数積分した結果を比較し,そ

の値が最も小さい参照味覚データが, 入力された測定データの味であると判別するものであ

る. 識別回路における識別方式は, 膜電位のピーク点とその応答時間の違いによる識別の誤

差を防ぐことができる方式であるため, 高い精度で識別可能である.

設計期間：4人月以上，5人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社

design_compiler，Avanti社 Appolo，Avanti社 Milkyway，Cadence社 Dracula LVS，

Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ロー

ム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

ケミカルセンサ用演算ＬＳＩの試作

武蔵工業大学大学院工学研究科 武藤玄, 秋谷 昌宏

概要：味覚ならびににおいを検出する有機薄膜を用いたケミカルセンサにおいて味覚セン

サから得られる膜上の電位変化と,においセンサから得られる共振周波数変化のアナログ信

号を処理し, 同一の特徴抽出方法を用いて同じ回路での識別を行う.システムＬＳＩ化の前

段階として特徴抽出部の設計を行った.まず測定開始点での測定値を基準値として保持し,

測定値と基準値との差を求める.また, 基準点からの変化の最大値を絶対値として算出し,

識別部へと送る. 同時に最大値を取った時の時間を保持し,そこから特徴として平均変位量

を参照用ＲＯＭと乗算器を用いて算出し, 識別部へと送る構成となっている.

設計期間：0.5 人月以上，1 人月未満 設計ツール：Cadence 社 Verilog -XL，Sy-

nopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社

Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS

0.35μm 2.4mm角 チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

ケミカルセンサ用識別回路LSIの試作

武蔵工業大学大学院工学研究科 紫村優介,山田 健太, 秋谷昌宏

概要：「においセンサ」「味覚センサ」のデータ処理を行う識別演算LSIを設計した.にお

いモード, 味覚モードにより,においセンサ, 味覚センサの両方に対応している.においに

ついては, 共振周波数変化の初期応答の値を検出することによって,におい物質の構造の違

いによるグループ分けを行い,その後共振周波数変化ピーク値⊿fp［Hz］とその時の応答

時間 tp［s］を参照データと比較して識別を行う. 味覚については膜電位の最大変化値とそ

の応答時間,および一定時間経過後の安定値から基本五味とその濃度の識別を行う.そのた

め, 前処理回路,ピーク検出回路,タイマー回路,参照データとの比較回路の構成となって

いる.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社

design_compiler，Avanti社 Appolo，Avanti社 Milkyway，Cadence社 Dracula LVS，

Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種

別：演算回路（乗算器，除算器など）
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電流モード多値論理に基づく Field-Programmable Digital Filter

LSIの試作

東北大学大学院情報科学研究科 出川勝彦,青木 孝文

東北工業大学工学部電子工学科 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 VLSI の実現を目指している．

Field-Programmable Digital Filter（FPDF）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，FIRフィルタ専用の再構成型デバイスである．電流モード多値論理に基

づくFPDFは，電流モード多値論理回路を利用することにより，2値論理回路による実現と

比較して，特に配線領域が大幅に削減され，低消費電力動作が可能である．本試作チップ

は，電流モード多値論理回路のデバイススケーリングの影響を調べるために，すでに実

チップでの動作確認がとれている 0.6um FPDFを 0.35umにシュリンクした．フルカスタ

ム設計を行い，0.6um FPDFと比較して，回路面積が縮小され，基本ブロックをより集積化できることを確認している．また，

HSPICEシミュレーションにより，0.6um FPDFよりも低消費電力動作する事を確認している．本試作チップは現在評価中であ

る．

参考文献：K. Degawa, T. Aoki and T. Higuchi, "Design of a field-programmable digital filter chip using multiple-valued

current-mode logic," IEICE Trans. Fundamentals, Vol. E86-A,No. 8, pp. 2001--2010, August 2003.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Mentor社 Calibre トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム

CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：アナログ/デジタル信号処理プロセッサ

マルチパス一括処理を実現する超並列CDMAマッチトフィルタ

東京大学大学院工学系研究科 山崎俊彦

東京大学大学院新領域創成科学研究科 中山 友之

東京大学工学部 亀谷暁

概要：マッチトフィルタを並列に用いることによりセルサーチ, パスサーチを同一ハード

ウェアで処理するCDMA通信方式を考案, 実装した.ハードウェアを有効利用するために

セルサーチ時には PN符号検索を高速に処理するアルゴリズムを考案した. 相関値出力部

は,フローティングゲートMOS技術を用いた 512chip長のマッチトフィルタを用いること

により低消費電力, 低面積を実現している.また,マルチパス検出のための低消費電力電圧

型Winner-Take-All（WTA）も開発した.今回開発したWTAは, 2進木構造において演

算が終了した根の部分から順にオフすることにより以前開発された時間領域のWTAに比べ

1/10程度の低消費電力を実現している.

参考文献：T. Nakayama, T. Yamasaki, and T. Shibata, “Quasi-Parallel Multi-Path Detection Architecture Using Float-

ing-Gate-MOS-Based CDMA Matched Filters,” accepted for the presentation at The 2004 IEEE International Symposium

on Circuits and Systems（ISCAS 2004）.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Mentor社 Calibre トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：ローム CMOS

0.35μm 9.8mm角 チップ種別：アナログ/デジタル信号処理プロセッサ

隣接セル間配線のみを用いたエッジフィルタ用演算器回路TEG

東京大学大学院新領域創成科学研究科 中下 友介

概要：画像の取り込みと同時にエッジフィルタをかけるチップにはフォトセンサ部とその

周辺の演算回路が必要である.フォトセンサからの出力はアナログ値であるが, 大抵の場合

はA/D変換をかけデジタル値として処理を行う.しかし,その処理速度と消費電力などを

考えた場合, 無駄な変換をかけることなくスマートに演算を行いたい.つまり, 演算部をフ

ルアナログで作成することが望ましいといえる.「隣接セル間配線のみを用いたエッジフィ

ルタ」回路には加算, 減算器等が必要であるが,いずれもシンプルな演算を行うものなので

フルアナログで作成することが可能である.これらの演算器において重要な性能であるレン

ジ幅, 消費電力, 演算速度などの特性をしらべ, 性能を向上させるために演算器のTEGを作

成した.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：10以上，100未満 試作ラン：ローム

CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）
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電流型パルス幅復調回路の試作

広島大学大学院先端物質科学研究科 亀田 成司, 岩田穆

概要：広島大学のナノエレクトロニクス 21世紀ＣＯＥで提案されている 3次元カスタムス

タックシステム（3ＤＣＳＳ）を用いた画像処理システムの研究が進められている.チップ

間の画像データ通信にスパイラルインダクタを用いた無線通信を利用することで, 入出力ノ

ードの位置合わせが容易, 放熱問題の解消等の利点を持つ.また, 転送回路を列並列に配置

することで高速な画像処理が実現できる.しかしながら, 列並列データ転送では各転送回路

の素子特性のばらつきが問題となる.また,スパイラルインダクタによるデータ通信を利用

するためには, 各画素で計算されたアナログ画像情報をデジタルに変換する必要がある. 本

試作では,チップ間のデータ通信にパルス幅変調（PWM）方式を採用し, 素子の特性ばら

つ き を 補 償 可 能 な 電 流 型 パ ル ス 幅 信 号 復 調 回 路 を 設 計 し た . サ イ ズ が

1437.9um×103.3umの転送回路を 10個並べ,ばらつきの補償効果を確認できるようにし

た.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：

演算回路（乗算器，除算器など）

アナログ回路用デバイスTEG

東北大学大学院工学研究科 出口淳, 沈正七,栗野 浩之, 小柳光正

概要：イメージセンサやA/D・D/A変換器などのアナログ回路設計に必要な基礎データを

収集するためのアナログ回路用デバイスTEG（Test Element Group）を設計し, W/Lを

変化させたNMOS, PMOSトランジスタ, 抵抗, 容量などの単体素子を試作した. 特に,

MOSトランジスタのサブスレッショルド領域特性を評価するためにMOSトランジスタの

測定を重点的に行い, HSPICE用アナログシミュレーションパラメータの抽出を行った.ま

た,その他のTEGについても現在評価中であり, 素子の温度特性を含めた評価を行う.今後

は, 本TEGのデータをもとにイメージセンサやA/D・D/A変換器などのアナログ回路の設

計・試作を行う予定である.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Cadence社 Analog Ar-

tist トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm 角 チップ種別：TEG（特性評価回路な

ど）

相変化不揮発性メモリと長ビット数対応暗号処理LSI-IP
金沢大学工学部 集積回路工学研究室 高田雅史,橋 秀明, 泉貴富, 中江智,

中野伸吾,中野 智祟, 朴虎崗, 北川章夫

概要：メモリ回路において集積度を上げず，容量を増やすことの出来る多値化の技術は極

めて重要である．我々はカルコゲン元素へ印加する電流パルスを制御することにより，多

値が実現できることを実験で示した．本試作では，この実験結果を元に LSI上で相変化多

値技術を実現することを目指し，メモリコア回路，及び評価特性用回路を試作した．ま

た，楕円暗号処理LSI-IPの実現を目指し，以前に 0.35umCMOSプロセスにて設計を行っ

た回路とは異なる実現する上で必要な回路も実装した．さらに，本試作では幾つかの修練

用回路も実装されている．一部回路についてはLSIテスタ及びEBプローバで測定を終えて

いるが，現在引き続き検証中である．

設計期間：7人月以上，8人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社

design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社

Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Mentor社 Calibre，Synopsys社 NanoSim トランジスタ数：10未満 試作ラン：

ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：アナデジ混載
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高速配線・オンチップインダクタ評価TEG

東京大学生産技術研究所 Danardono Dwi Antono, 鬼塚浩平

概要：本チップには以下の評価回路が搭載されている. ・低消費電力かつ高速配線評価

TEG・オンチップインダクタ評価TEG テクノロジーの進歩に伴い,チップ内配線はより

集積密度が向上しつつあり,中を流れる信号はより高速になっている.今後は周囲の配線か

ら受けるクロストークの影響や配線の持つインダクタンスによるオーバーシュート・アン

ダーシュートなどの影響が大きくなると予想される. 本チップでは低消費電力高速配線

を目指すため,それを確認するための回路を設計した. 高速配線は通常大きな電力を消費す

るので, 少しでも低消費化できることが望ましい. また, チップ間電力伝送をめざすた

め,オンチップインダクタについての特性評価を行うためのパターンを作成した.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence 社 Dracula LVS，Cadence 社 Dracula DRC，Cadence 社

Diva，Cadence社 Analog Artist，Mentor社 Calibre トランジスタ数：10以上，100未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm
4.9mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）

低消費電力アナログ・IO・FPGA評価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：本チップには以下の評価回路が搭載されている.・2次のシグマデルタ型Ａ／Ｄコン

バータ回路・容量結合式無線チップ間伝送におけるノイズ低減回路・FPGAにおけるリー

クカット回路・低電圧動作可能なレベルコンバータ Ａ／Ｄコンバータ回路はマイクロ

ワットオーダの低消費電力動作を目指した. 容量結合型無線チップ間伝送における, 隣接

パッドからの信号を受信側センスアンプの逆相側に入力することにより,センスアンプの端

子間電圧を増大させることができる仕組みを搭載した.また, 1チップのみでも測定できる

ようにチップ内部で容量結合を作成した回路も組み込んだ. FPGAではMUXが多数用

いられており, MUXの入力がHと Lが混在したとき, Hから Lに流れるリーク電流があ

る.このリークを止めるための回路を設計した. 閾値電圧が高いためリークはほとんど流れ

ないのでリークエミュレータの回路をも入れた. また,今後電圧はますます低くなり,レ

ベルコンバータの設計は難しくなる.低電圧でも動作可能なレベルコンバータを設計した.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence 社 Dracula DRC，Cadence 社 Diva，Cadence 社 Analog Artist，Mentor 社 Calibre トランジスタ数：1,000以上，

10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）

Inverse Function Delayedモデルで構築した学習機能を有するニューラ

ルネットワーク

東北大学情報科学研究科 福原淳, 伝田達明,早川 吉弘, 中島康治

概要：本チップは，我々が提案しているニューロンモデルである Inverse Function De-

layed（ID）モデルの実装を目指したものである.この IDモデルは, 負性抵抗効果を導入

でき, 自励発振現象やニューラルネットワークで問題となる極小値問題の効果的な解決手段

であることが示されている.今回の試作目的は, 複数の IDモデルユニットを用いてネット

ワークを構築し，組み合わせ最適化問題の解探索性能評価，及び学習機能を実現し,その基

本動作を検証することである.主なモジュールは，ニューロン回路・シナプス回路・学習回

路である．ニューロン回路では，IDニューロンの基本方程式を実現する．シナプス回路で

は，ネットワークの情報を記憶し，また乗算を行う．学習回路では与える問題に合わせて

ネットワークの状態を変化させ，シナプス回路の記憶状態を更新する．シナプス回路にお

けるネットワークの状態記憶は，3ビットのSRAMで実現しており，ニューラルネットワークに必要な機能を全てオンチップで実現

している．現在一部のテスト回路の動作を確認しており，今後さらに測定を進める予定である．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC ト

ランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm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

横浜国立大学大学院工学府 城殿征志

概要：SFQ/CMOSハイブリッドΣΔADコンバータは, SFQΣΔ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ADコン

バータを実現できる.一方, SFQΣΔ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 SFQΣΔモ
ジュレータの後段に接続するための CMOS デシメーションフィルタの試作を行った.

SFQΣΔモジュレータからの 20GHz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, CMOS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,バンド幅 10MHz, 14bのAD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 1024のデシメーションフィルタを試作した.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Verilog-XL，Synopsys 社 design_compiler，Avanti 社 Ap-

polo，Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社

Diva トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコ

ンバータなど）

64参照パターン用自動学習連想メモリテストチップ

広島大学先端物質科学研究科 溝上政弘

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：我々が開発している 64参照パターンを処理可能な最小マンハッタン距離検索連想メ

モリを用いて，パターン認識・学習チップを試作した．本チップは最小距離検索の結果，

入力パターンと最小距離パターン間の距離が小さい場合は同一パターンと認識し，2パター

ン間の距離が大きい場合は入力パターンを新規参照パターンとみなす．この入力パターン

を新規参照パターンとして学習するため，プライオリティ（rank）の最下位の参照パター

ンを削除し，メモリ内参照パターンの自動更新を行なう．また，同一パターンと認識され

た参照パターンは，削除されないよう rankを上げる学習をする．本チップは入力パターン

に対し約 290nsecでパターン認識・学習を処理する．

設計期間：3人月以上，4人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula

DRC，Cadence社 Diva，Cadence社 Analog Artist，Mentor社 Calibre，Mentor社 xCalibre トランジスタ数：100,000以上

試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：その他

イメージセンサの検証用回路

東京理科大学工学研究科 今井功, 笹倉康明,川原 隆輔

概要：将来の本格的なスマートイメージセンサ試作に備えて, 撮像回路とその周辺回路の基

本動作を確認するための検証用チップを試作した. 本チップは,反転型フォトダイオードア

レイからなるセンサ回路と, いくつかのテスト回路で構成される. センサ回路は横 20x 縦

20画素を有しており, 周辺に配置したシフトレジスタを用いて画素値を読み出す.テスト

回路としては, 3つの異なる構造を持ったアクティブピクセルセンサ用のセル回路, 比較回

路,アドレスデコーダ回路等を集積した.これらの回路を用いて, 各構造による光電変換効

率の調査や,比較回路の精度の検証,アドレスデコーダの動作確認等を行った.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence 社 Dracula LVS，Cadence 社 Dracula DRC，Cadence 社

Diva，Cadence社 Analog Artist トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：

ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ
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マイクロストリップガスカウンタ用信号処理回路

東京大学大学院工学系研究科 Yeom Jung Yeol

東京大学人工物工学研究センター 高橋浩之

概要：マイクロストリップガスカウンタ（MSGC）は,ガラス基板上に細いストリップと

太いストリップを交互に配置し, 細いストリップに高電圧を与え, 気体中で動作させること

で高い増幅度を有する電子増幅器として動作するものである. 本チップは, 多チャンネルの

MSGCにおいて必要なパルス信号処理回路として開発された. MSGCから得られる 100-

300nsec程度の幅で 10fC程度の大きさの信号電荷パルスを増幅,フィルタリングし,あら

かじめ設定しておいた信号レベル間を満足するような大きさのパルス信号のみを抽出する

ものである. 本チップには 16チャンネルを集積し,フィルタリングの時定数などは可変と

し，各チャンネル毎に, 抽出すべき信号レベルを設定できる. 出力信号は，モニタ用のアナ

ログ信号と計数用のディジタル信号の 2種類を出力する.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：1,000以上，

10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：アナデジ混載

低雑音 16チャンネルプリアンプ
東京大学大学院工学系研究科 Yeom Jung Yeol

東京大学人工物工学研究センター 高橋浩之

概要：放射線イメージングの中でもガスカウンタや半導体検出器などでは, PET検出器に

要求されるような極端な高速性能は必要とされない. 本チップでは，これまでの試作結果を

踏まえ,これらの検出器への応用を考えて低消費電力かつ低雑音な多チャンネルプリアンプ

を開発した. 1チップ上に実用上十分なチャンネル数として 16チャンネルのプリアンプを実

装し,ディケイタイムなどは可変とした. 立ち上がり時間の実測値は 22nsec程度であるが,

等価雑音電荷は 350電子程度であり, 1チャンネルあたりの消費電力は 4.4mWである.ま

た, 入力信号のダイナミックレンジ-500fCから 1500fCの範囲で一定の増幅度~1V/pCを保

ち, 良好な線形性を示すなど, 低雑音の多チャンネル計測を比較的容易に実現することがで

きる.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，

Cadence 社 Dracula DRC，Cadence 社 Diva トランジスタ数：100以上，1,000 未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm
2.4mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

多層構造Convolutional Neural Network演算回路チップ

九州工業大学大学院生命体工学研究科 是角 圭祐, 中野鉄平, 森江隆

概要：本チップは, 物体検出を実現する多層構造Convolutional Neural Networkを実現

するために, 時分割で階層処理を行なう積和演算回路と, 各階層における演算結果を保持す

る SRAM を実装したものである. 積和演算の 1 回の処理時間は 110nsec.（クロック

100MHｚ）として設計した. 検出対象画素サイズは 40×40（＝積和回路アレイサイズ）と

しており, 画像から人間の眼を検出することを目指している. 積和演算は, 最大で 21×21個

を並列に実行可能であり,その際の演算性能は約 8GOPSである.また SRAMは, 640ワー

ド×13ビットのメモリブロックを 6個実装し, 3840ワード×13ビットのメモリとして構成

した. 本メモリにおいては, 分割ワード方式を採用しており, 各メモリセル列のワード信号

を分割ワードドライバで駆動し, 非選択メモリセル列のワード信号を常にLowとするため,

非選択メモリセル列のビット線のプリチャージが必要なくなり, 消費電力を削減できる.な

お,書き込み・読み出し速度は 100MHzとして設計した.現在測定（テスタ除く）を行なっている.

設計期間：4人月以上，5人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Avanti社 Appolo，SII社 SX9000，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ

数：100,000以上 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 9.8mm角 チップ種別：ニューテクノロジ
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境界セル限定動作機能を持つ 41x33セル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, 足立 英和

広島大学ナノデバイス・システム研究センター 桐山治, 小出哲士,

マタウシュハンスユルゲン

概要：複雑な自然画像に対して直接，動き検出や物体認識処理をかけた場合，背景など

様々な情報が存在するため処理が複雑になる．画像分割は複雑な自然画像から必要なオブ

ジェクトを取り出すことにより情報量を削減する処理である．また，動画処理や高速な認

識のためにはハードウェアによる高速化が必要不可欠であり，我々の研究室ではこのため

にリアルタイム画像分割アーキテクチャを提案している．本チップではフルカスタムの

41x33セルネットワークに境界セル限定動作を加えることで更なる低消費電力化を実現し

た．

設計期間：5人月以上，6人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社

design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社

Dracula DRC，Cadence社 Diva，Mentor社 Calibre，Mentor社 xCalibre トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：ローム

CMOS 0.35μm 9.8mm角 チップ種別：その他

大規模参照パターン全並列最小マンハッタン距離検索連想メモリ

広島大学先端物質研究科 矢野祐二

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：高速で小面積，更に低消費電力を実現した全並列型アーキテクチャによる連想メモ

リにおいて，今回は 4バンク型の 5bit 最小マンハッタン距離検索連想メモリを設計した．

メモリ領域は各バンクが 64 行 80 列の 4バンク構成となっており，5bit × 16ユニットの参

照データを 256パターン格納可能である．レイアウト面積は 2ステージとなった最小距離

Winner 選択回路の面積オーバーヘッドから 25.6平方mmで実現しており，最小距離検索

回路は全体の 10.8%で実現できた．シミュレーションによって，280ns 以下での最小距離

検索が可能であることを確認できた．また，パイプライン動作を考慮してバンク内のWin-

ner 検索処理とディジタルでのトーナメント比較処理を分離して実行するための機構をメ

モリ領域内に設けているため，実際の応用の際に大規模パターンの全検索への拡張が容易で，検索時間の増大も最小限に留めること

が可能である．

参考文献：なし

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，

Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Mentor社 Calibre，Mentor社 xCalibre トランジスタ数：100,000以上 試作ラ

ン：ローム CMOS 0.35μm 9.8mm角 チップ種別：メモリ

低周波・低消費電力増幅回路及びAD変換回路の設計

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： 近年のデバイス・プロセス及び回路設計技術の進展により, LSIの電源電圧は低く

なってきている.すなわち低消費電力化は進むが,これに伴いアナログ回路設計では, 様々

な問題が発生してくる. 本試作では, 先の試作において設計した低消費電力増幅回路の改良

版として, 回路構成を変えた増幅回路の設計を行った. 改良点としては, 低消費電力という

基本コンセプトに加え, 低雑音化も考慮に入れたことである. 増幅部分を差動構成にし, 前

試作と大幅に回路構成を変更したため, 消費電流は増える結果となった.なお, AD変換回

路の動作機構の習得用として 3bit-フラッシュ型AD変換回路,及びその他としてコンパレ

ータも設計・試作してみた. 所望の回路特性というレベルには至らなかったが, 第一段階と

して種々の特性は得られた.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence 社 Dracula LPE，Cadence 社 Dracula DRC トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：ローム

CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）
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低ジッタ全ディジタルPLLおよびアナログPLLの試作

九州東海大学工学部 佐々木博文, 藤本邦昭

概要：我々は, 全ディジタルPLL（PLL：Phase Locked Loop）の高性能化を目的として

研究を進めている. 前回の試作では入力信号に同期させて出力周波数を決定するプログラマ

ブル分周器を毎回リセットさせることにより出力ジッタを基準クロックの 2パルス以内に

抑制することができる全ディジタルPLLを試作した.今回は, 位相差が基準クロックの 1パ

ルスに達した時, 次の一周期間, 出力周波数を決定するプログラマブル分周器の分周比を

±1することにより位相を補正し, 位相差が基準クロックの 2パルス以上になった場合, 初

期引込み回路を動作させ, 強制的に同期状態に引込む方式を提案した. この方式は, 出力

ジッタを基準クロックの 1パルス以内に抑制することができる. 回路動作については, シ

ミュレーションおよびFPGA（Field Programmable Gate Allay）を用いた実験で

既に確認していたが,今回の試作により集積化した場合にも問題なく動作することを明らか

にした.また,今回の試作では,比較するためにアナログPLLも同一チップ内に試作した.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Verilog-XL，Synopsys 社 design_compiler，Avanti 社 Ap-

polo，Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社

Diva，Mentor社 Calibre トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：

その他

二次元平面上の細線化による対象物体検出回路

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：受光系と信号処理系を同一チップに集積するVisionChipは, 画像信号の並列性を生

かすことができるために従来の画像処理系と比較して圧倒的な高速処理が可能となる. ロ

ボットビジョンなどへの応用を考えると, 出力は画像の何らかの抽象量,すなわちスカラ量

であることが望ましい. 本チップでは, 平面上に存在する物体の中心位置スカラ量として抽

出するVisionChipの実現のために, 物体の中心位置を示すフラグを生成するアルゴリズム

とその検証回路の設計と試作を行った. 画素ごとに隣接画素の値に応じて遷移するオートマ

トンを配置し, 画素平面全体でセルオートマトンを形成し, 全体として細線化処理を並列に

行う. 細線化処理の最後で消滅する点を物体の中心とみなし, 効率的に細線化を行うための

オートマトンの遷移関数の検討を行った.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角

チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ

インダクタンス結合チップ間無線通信チャネルアレイにおけるクロストーク

測定用送信チップ

慶應義塾大学理工学部 三浦典之, 黒田忠広

概要：オンチップインダクタ間のインダクタンス結合を利用してチップ間無線インター

フェースを考案した［ 1］．この技術により 1.2Gb/s/chのデータ通信が可能である．デー

タバンド幅はチャネルのアレイ配置によりさらに向上される．一方，アレイ内のチャネル

間クロストークは信号品質を劣化するため，チャネルアレイにおけるクロストークの測定

および解析は必要不可欠である．本チップにおいて送信チャネルアレイを設計した．回路

はインダクタを備えたデータ通信用のH-bridge送信回路である．本チップは同時に設計

した受信チップとスタックすることにより，クロストーク測定用回路内の受信インダクタ

との結合を形成し，クロストークの測定を行う．送信チップは 60, 90, 120umに研磨して

3 種のチップを作成し異なる通信距離において測定ができるように実装上の工夫を施し

た．正常動作を確認し，クロストーク波形の測定に成功し，チャネルアレイにおける Interference-to-Signal Ratio（ISR）を測定

した．

参考文献：Mizoguchi, Yusof, Miura, Sakurai, Kuroda, "A 1.2G/s/pin Wireless Superconnect Based on Inductive Inter-

chip Signaling（IIS）", ISSCC Digest of Technical Papers, pp.142-143, Feb. 2004.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社 Star-HSPICE，Cadence 社 Dracula LPE，Cadence 社 Dracula DRC トランジスタ数：

1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：通信（RF回路，ATMなど）
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インダクタンス結合チップ間無線通信チャネルアレイにおけるクロストーク

測定用受信チップ

慶應義塾大学理工学部 三浦典之, 黒田忠広

概要：オンチップインダクタ間のインダクタンス結合を利用してチップ間無線インター

フェースを考案した［ 1］．この技術により 1.2Gb/s/chのデータ通信が可能である．デー

タバンド幅はチャネルのアレイ配置によりさらに向上される．一方，アレイ内のチャネル

間クロストークは信号品質を劣化するため，チャネルアレイにおけるクロストークの測定

および解析は必要不可欠である．本チップにおいてチャネルアレイの発生するクロストー

ク測定回路を設計した．回路はインダクタを備えたデータ通信用の受信回路とその両端に

接続したエンベッデドディテクタにより構成される．本チップは同時に設計した送信チッ

プとスタックすることにより，送信チャネルアレイとの結合を形成し，クロストークの測

定を行う．送信チップは 60, 90, 120umに研磨して 3種のチップを作成し異なる通信距離に

おいて測定ができるように実装上の工夫を施した．正常動作を確認し，クロストーク波形の測定に成功し，チャネルアレイにおける

Interference-to-Signal Ratio（ISR）を測定した．

参考文献：Mizoguchi, Yusof, Miura, Sakurai, Kuroda, "A 1.2Gb/s/pin Wireless Superconnect Based on Inductive Inter-

chip Signaling（IIS）", ISSCC Digest of Technical Papers, pp.142-143, Feb. 2004.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社 Star-HSPICE，Cadence 社 Dracula LPE，Cadence 社 Dracula DRC トランジスタ数：

1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：通信（RF回路，ATMなど）

光再構成型ゲートアレイ

九州工業大学 渡邊 実

概要：光により高速に再構成が可能な光再構成型ゲートアレイORGA（Optically Recon-

figurable Gate Array）-VLSI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 . この度の設計では , フォトダイオード受光部のサイズを

25.5μm×25.5μm,その間隔を 99μmとし, 605個のフォトダイオードを実装した.また,

ゲートアレイ部は, 4ビット入力LUT（Look-Up Table）を 1個持つ論理ブロックが 4個,

スイッチング・マトリックスが 5個, 8本の配線チャネル, 16ビットの I/Oから構成される.

この度試作したORGAのゲートアレイ構造は従来の試作品のものと同じであるが, 評価の

目的で, 複数のタイプの再構成回路を実装している. 設計に使用した言語はVHDLであり,

論理ブロック,スイッチングマトリックス, I/Oブロック個別にレイアウトし,それらのマ

クロセルを使用してチップの配置配線を行った.

設計期間：0.1人月未満 設計ツール：Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Dracula DRC トランジ

スタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 4.9mm角 チップ種別：ニューテクノロジ

フルカラーＬＥＤディスプレイ駆動回路の設計

高知工科大学工学部 谷脇史高, 矢野政顕, 橘昌良

概要：フルカラーＬＥＤ平面ディスプレイの駆動方式に関して，インターフェース信号を

削減する目的でサブフレーム駆動方式の研究を進めている．本試作チップはＬＥＤ駆動回

路部分の回路方式検討用として設計したものであり，駆動用データを保持する ためのフ

リップフロップ回路と，データシフト方式の種々の組合せについて，動作周波数，消費電

力などを比較評価を行うことのできる回路を実装している．また，サブフレーム駆動方式

に関しては，すでに，ＦＰＧＡでの実装を行い方式の検討を行い，マトリックス方式に比

べてインターフェース信号の数を減らせる点で有利であることがわかっているが，ＦＰＧ

Ａでの実装では動作周波数，消費電力，面積などの評価を行うことが難しいため，ＬＳＩ

チップ化した．

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dra-

cula DRC トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：その他
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ゼロ交差検出回路

大阪大学大学院工学研究科 井上恵介, 下ノ村 和弘, 八木哲也

概要：我々が今までに開発したシリコン網膜は，2次元のラプラシアン・ガウシアン型フィ

ルタ処理を実現できる．本チップは，そのシリコン網膜のアナログ出力に対してゼロ交差

検出を行い，実時間で輪郭の位置を検出する．チップは，アナログメモリとゼロ交差検出

回路によって構成した．アナログメモリは，2次元的にゼロ交差検出を行うために，逐次的

に読み出されるシリコン網膜の出力を保持するためのものである．そのアナログメモリか

ら適当な画素情報を読み出し，ゼロ交差点を検出する．シリコン網膜の 6角格子状の画素

配置を考慮し，3方向でゼロ交差点を検出するために，ゼロ交差検出回路は 3つインプリメ

ントした．なお，テスタによる測定は行っていない．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：

1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

スペース赤外線天文観測用極低温動作読みだし集積回路評価用素子の試作

総合研究大学院大学物理科学研究科 和田 武彦

概要：スペースからの天文観測の特徴であるバックグラウンドの低さを生かすためには, 読

みだしノイズ低減のため, 検出器近くにプリアンプを配置することが望ましい.しかし, 赤

外線観測では暗電流の低減のために検出器を極低温に冷却するため,プリアンプも極低温で

動作する必要がある.また, 効率良く観測を行なうには, 多画素化が必要であるが, 極低温

部への入熱を小さくするため多数の出力信号線を用いることができず, 出力信号を低温部で

多重化する必要がある.そのため, 極低温で動作する読みだし集積回路の開発が必要となっ

ている.今回の試作では, 極低温でも良好な動作が期待される twin gate構造のFET素子の

試作を行なった. 比較のため, 2つのgate長の比を変更した素子と, 通常のgate構造をもつ

FETも同時に配置した. FET素子特性を評価するため,すべてのFETに独立なPADを配置

した.

設計期間：0.1人月以上，0.5人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：10以

上，100未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）

ニューロンMOSトランジスタを用いたD/AコンバータのTEG

東海大学大学院工学研究科 福原雅朗

東海大学電子情報学部 吉田正廣

概要：我々の研究室では，ニューロンMOSトランジスタという機能デバイスを用いたハミ

ング距離検出回路を提案し，その応用に関する研究を行っている［ 1］．本チップ試作

は，提案回路の構成要素の一つであるニューロンMOSトランジスタを用いたD/Aコンバ

ータの電気的特性を評価することを目的としている．ニューロンMOSトランジスタはフロ

ーティングゲートを有する特殊なデバイスであるため，このフローティングゲートに電荷

が蓄積され，これによって所望の動作が行えなくなることが懸案されている．この電荷を

初期化する方法の一つとして，蓄積された電荷を放電するためのリセット用トランジスタ

をフローティングゲートに付加することが考えられる．そこで今回は，リセット用トラン

ジスタを付加したニューロンMOSトランジスタを用いた 3bit D/Aコンバータとそれを付

加していないものを，それぞれ寸法を変えて二種類ずつ，計四種類試作した．なお，試作チップの測定及び評価はまだ行っていな

い．

参考文献：［ 1］福原，吉田，“ニューロンMOSトランジスタを用いたハミング距離検出回路の提案”，電気学会 電子・情報・シ

ステム部門大会，GS3-2，2003年 8月．

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：10以上，

100未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）
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ピクセル検出器用コントロール回路及びデータ圧縮回路

高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所 田中真伸

概要：現在ピクセル検出器の読み出し行おうとしており,アナログデジタル混在のフロント

エンドエレクトロニクスは存在している. また読み出用信号線を少なくするために

1Gbpsの光ファイバーを使用する予定である.しかしながら全てのデータを読み出そうと

すると 1Gbpsを超えてしまうため, 何らかのデータ圧縮機能を持った回路を検出器近傍に

実装する必要がある. 幸い実際の環境下ではある条件を満たしたものだけが信号であること

は分かっているため, 特殊な演算を ICの中で行うことによって充分なデータ圧縮効果が得

られる. この ICにはこのデータ圧縮回路及び検出器のコントロール回路を実装してある.

また回路のテスト用にパターン発生器を作りこみデバッグが容易になるようにしてある.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Avanti社 Ap-

polo，Mentor社 Calibre トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：ローム

CMOS 0.35μm 2.4mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）

ディジタル雑音低減のためのアクティブ・シールド回路の作成

東京工業大学理工学研究科 藤井信生, 高木茂孝,佐藤隆英

概要：近年，アナログ回路の高速性とディジタル回路の柔軟さを兼ね備えたアナログ・

ディジタル混載集積回路が注目を集めている．アナログ・ディジタル混載集積回路では，

ディジタル回路が導通と遮断を繰り返すことにより，基板を介して雑音がアナログ回路の

特性を劣化させることが知られている．これを避けるために，我々はアクティブ・シール

ド回路を提案している．本試作では，アクティブ・シールド回路の他に，ディジタル回路

としてリング・オシレータも構成し，リング・オシレータからの雑音がどの程度提案のア

クティブ・シールド回路により低減できるか確認できるようにした．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：100以

上，1,000 未満 試作ラン：ローム CMOS 0.35μm 2.4mm 角 チップ種別：アナログ

（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）
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（HIT18023）

ミリ波帯PLLに向けた複数係数周波数分周回路の作成

東京大学新領域創成科学研究科 山本憲, 乗松 崇泰, 藤島実

東京大学工学系研究科 木野順

概要：トランシーバにおける搬送波を発生させる位相同期ループ（PLL）の高速動作を目

指している.これには, 電圧制御発振回路（VCO）と周波数 2分周回路の高性能化が重要に

なる.そこで,ミリ波帯で動作する電圧制御発振回路の設計を行った.また, PLLを作成す

るためには複数の分周数を持つ周波数分周回路の構成方法が PLLの高速動作の鍵となる.

今回の試作では,アナログミキサを利用して高速に動作す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, 周波数 2分周回路のトランジスタのパラメータを最適化し, 低

電圧・低消費電力で動作する周波数 2分周回路の設計を行った.

設計期間：4人月以上，5人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dra-

cula LVS，Cadence 社 Dracula DRC トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラ

ン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.8mm チップ種別：通信（RF回路，ATMなど）

タイムドメインDPマッチングプロセッサ, MIMD連想プロセッサの演算器

コア

東京大学大学院新領域創成科学研究科 小川 誠

東京大学工学部 早川仁

概要： タイムドメインDPマッチングプロセッサ: 遅延時間を用いたアナログ回路により

dynamic programming（DP）マッチングを高速・低消費電力で行うプロセッサを開発

した. DPマッチングとはシーケンス間のマッチングで,エレメント間のずれも考慮して最

適の照合を行うアルゴリズムである. 音声認識やDNAの解読等で頻繁に用いられるが計算

量が極めて大きい.今回試作したプロセッサでは,エレメントの値を遅延時間で表現し簡単

なデジタル論理回路で最適なシーケンスを検索する. 試作チップの測定の結果, 16次元のパ

タンのマッチングを電源電圧 1.3Vの下, 80nsの処理時間, 2mWの消費電力で実現するこ

とを確認した. MIMD連想プロセッサの演算器コア: 通常の演算処理と連想処理を演算

器を切り替えることで効率よく処理するMIMD型の連想プロセッサの演算コアを試作した. 具体的には 8ビットの加減算・絶対値・

累算を行う演算器を試作した.これらの演算器を直列に接続することで,ベクトル間のマンハッタン距離を計算する演算であるΣ|A-

B|を連想専用プロセッサと同様の速度で行い,演算器を並列に切り替えて用いることで通常の演算も実現する.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作

ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 5.9mm チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

オンチップサンプリングオシロスコープ回路を用いたシグナルインテグリ

ティの評価

京都大学情報学研究科 新名亮規, 宮崎崇仁,橋本 昌宜, 小野寺秀俊

概要：現在，LSI上でのシグナルインテグリティの劣化が LSI全体の性能劣化を引き起こ

し，問題となっている．この問題を解決には，LSI内部の波形の実測が必要がある．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という目的のもと，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，PLL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 5ブロックから構成さ

れている．シミュレーション段階では，サンプル方法の改良などによりグラウンド電圧付

近では 16GHzの帯域を持つサンプルホールド回路が実現できた．これにより，シミュレー

ションではインダクタンス性ノイズの観測に成功した．サンプルホールド回路のDC特性

は測定できたが，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：宮崎，新名，橋本，小野寺，"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," C-12-34, 電子情報通信学会

総合大会（2003）.

設計期間：9人月以上，10人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，

Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Analog Artist トランジスタ数：10,000以上，100,000未満

試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.8mm チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）
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電源網解析向け容量特性評価TEG

京都大学情報学研究科 山口隼司, 橋本昌宜,小野寺秀俊

概要：近年の動作速度の向上，消費電力の増大により，LSI電源網の解析が重要となってい

る．正確な電源網の解析には，電源網に寄生するさまざまな容量をモデル化する必要があ

る．本TEGは，LSI内部における電源線に付加する容量成分の周波数特性を明かにするた

めに作成した．ウェル容量，デカップリング容量,メタル容量の周波数特性をネットワーク

アナライザを用いて測定する．電源線のノイズの伝搬特性を評価するTEG，ならびにセル

ベース設計に用いることができるデカップリング容量セルも開発した．メタル容量は目的

通りに測定できたが，ウェル容量は正常な測定を行うことができなかった．原因の追求が

課題である．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula

DRC トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.8mm チップ種別：TEG（特性評価回路な

ど）

レベルシフタ回路

東京大学生産技術研究所 石田光一, 宮崎隆之

概要： テクノロジーの進歩にしたがって,アナログ,デジタル,メモリ等それぞれの回路

で適切な電圧が異なってきている.また, 同一ブロック内でもプロセッサ負荷に応じて複数

の電圧を使い分ける技術が求められている. 異なる電源電圧のブロックに信号を送るとき,

相手が自分より低い電圧で動作しているならばさほど影響はないが, 相手が自分より高い電

圧で動作しているときは低い電圧基準でのhighを送っても, highと認識されない可能性す

らある.そこで必要となるのがレベルシフタ回路である. 本試作では複数のパターンのレ

ベルシフタ回路を実装した.トランジスタのストレス緩和を図ったレベルシフタ回路. 既存

のプロセスを用いて,ゲート酸化膜にオーバストレスをかけることなく, 電源電圧範囲を超

える出力振幅を得るレベルシフタなどである.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Cadence社

Analog Artist，Mentor社 Calibre トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.8mm

チップ種別：TEG（特性評価回路など）

コンフィギュラブルプロセッサを用いたJPEG2000符号器の設計

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 JPEG2000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．そこで，米テンシリカ社のコンフィギュラブルプロセッサXtensaと，JPEG2000符号

化処理アクセラレータを搭載する JPEG2000符号器を設計した．アクセラレータはエント

ロピー符号化と離散ウェーブレット変換（DWT）を高速に処理し，Xtensaローカルメモ

リ・インターフェース（XLMI）によりプロセッサと接続されている．本符号器を用いて

512×512，8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する場合，処

理に要する時間は 55MHz動作時で約 3秒である．これはXtensaのみを利用する場合の約

10倍の速度である．

参考文献：［ 1］ Y. Hayashi, H. Tsutsui, T. Masuzaki, T. Izumi, T. Onoye, Y. Nakamura, "Design Framework for

JPEG2000 Encoding System Architecture", Vol.2, pp.740-743, in Proc. of ISCAS2003（2003）.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC，Mentor社 Calibre トランジスタ数：100,000以

上 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 5.9mm 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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フォトダイオード基礎特性測定TEG

奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科 岡本英樹, 山本幸司,香川景一郎,

太田淳, 布下正宏

概要：フォトダイオードの受光感度，拡散キャリアによる画素間クロストーク，接合容量

の電圧依存性などの基本特性は，イメージセンサを設計する上で重要である．ファウンダ

リの提供するCMOS, BiCMOS, SOIプロセスなどを用いてpn接合を作ればフォトダイオ

ードは実現できる．汎用プロセスでは，プロセスがイメージセンサに最適化されていない

ことから，暗電流が大きく，受光感度が悪いことが考えられ，これらの特性と設計時に把

握しておくことは非常に重要である．しかし，これらの特性は公開されておらず，研究室

ごとにデータを蓄積するか，トライ＆エラーで設計しているのが実情である．そこで，イ

メージセンサの基本特性データを大学間で共有することを目的とし，フォトダイオードの

基本特性を測定するためのTEG仕様を策定した．測定データは，今後公開することを考え

ている．今回は，日立 0.18umについて，フォトダイオードの基礎データ測定用TEGを試作した．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula DRC ト

ランジスタ数：10以上，100未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.8mm チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ

LSI設計評価用基本デバイスＴＥＧ

高知工科大学工学部 石川純平, 大橋健二, 橘昌良,河津哲

概要：LSIを設計するに当たり, 基本デバイス特性を確認することを目的として,チャネル

長をパラメータとしたNチャネルMOSトランジスタ，及び，PチャネルMOSトランジス

タとC-MOSインバータの設計を行った. 2．5V系と 1．8V系との比較用TEGも併せて設

計した. 更に, 長チャネルMOSトランジスタの電位分布測定などチャネル特性を評価する

TEGの設計も併せて行った. 具体的にはチャネル長 0．35～10μｍの単体MOSトランジ

スタ,インバータ及びチャネル内の引き出し端子付MOSトランジスタ等で構成されている

参考文献：［ 1 ］石川, 矢野, 河津, “ CMOS インバータの基本設計および特性解

析”,2003年電気関係学会四国支部連合大会, 9-12, p141, 愛媛大学, 2003年 10月

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dra-

cula DRC トランジスタ数：10以上，100未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm
2.8mm チップ種別：TEG（特性評価回路など）

超多重RFID向けトランスポンダ実験チップ

神戸大学工学部 福水洋平, 大野修治, 瀧和男,野口 宏一郎, 奥本健, 永田真

概要：本試作チップは超多重応答を可能にするRFIDシステム［ 1］において, 小規模な輻

輳制御を実現するトランスポンダ（タグ）の実験回路であり, RF信号処理・ディジタルロ

ジック・キャパシタから構成される. 本回路は電磁誘導による非接触給電で外部から供給さ

れる電力を内蔵のキャパシタに蓄え,キャパシタに充分な電力が蓄積されると, 読取り機と

同期をとってからタグ IDを拡散変調し発信するものであり, 通信方式の基本性能および輻

輳制御の妥当性を確かめることを目的としている.このチップについては,チップの基本的

な動作確認を終え,通信方式の検証ならびに多重制御の評価フェーズに移るところである.

参考文献：［ 1］ Yohei Fukumizu, et al., "A Highly Collision Resistive RFID Sys-

tem", APSITT-2003, pp. 223-228,Nov. 2003.

設計期間：1 人月以上，2 人月未満 設計ツール：Synopsys 社 design_compiler，

Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，SII社 SX9000，Avanti社 Star-HSPICE，Synopsys社 PowerMill，Cadence社 Dra-

cula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：日立製作

所 CMOS 0.18μm 2.8mm チップ種別：通信（RF回路，ATMなど）
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オンチップ配線特性およびPLL特性評価TEG

京都大学情報学研究科 土谷亮, 宮崎崇仁, 橋本 昌宜, 小野寺秀俊

概要：本チップはオンチップ配線の信号伝達特性を評価するためのTEGチップである．信

号配線の周辺に存在する配線によって信号伝達特性がどのように変化するかを評価した．

評価は,ネットワークアナライザを用いた周波数領域での測定,およびリングオシレータの

発振周期変化の測定により行った．測定結果から，信号配線に直交する配線が配線特性・

配線間の結合に及ぼす影響を評価した．また，高周波回路に用いられるPLLの特性評価を

行なった．PLLとその要素回路である VCO，MOS，スパイラルインダクタなどのTEGを

評価した．位相雑音等の測定結果からPLLの性能に対するVCOの影響を明らかにした．

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula

DRC トランジスタ数：100以上，1,000 未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm
5.9mm チップ種別：TEG（特性評価回路など）
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（HIT18031）

ミリ波帯で動作する周波数分周器と電圧制御発振回路の作製

東京大学新領域創成科学研究科 山本憲, 藤島 実

概要：PLLを作成する上で重要になってくる回路は電圧制御発振回路と周波数分周回路で

ある.これらの回路について,プロセスによる限界動作の検討を行った. 現在までに報告さ

れている周波数 2分周回路として, 40 GHzで動作するものがある.動作周波数が 40 GHz近

辺になることを目標とし, 設計した動作周波数は 30 GHz, 40 GHz, 45 GHz, 50 GHz, 60

GHzである. 40 GHzで動作する周波数分周器で用いられている方式はLC共振を用いるも

のであり, LC共振を利用すると動作周波数を高くすることができるものの, 動作周波数範

囲が限られるという問題点がある.そこで, 動作周波数範囲を広く取ることができる方式を

提案し, 試作を行った.また, 電圧制御発振回路の設計も行った. 設計した動作周波数は 20

GHz, 30 GHzである.また, 発振周波数を制御するバラクタの方式は 2種類あるが,それぞ

れの方式を用いて試作を行った.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC

トランジスタ数：10以上，100未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：通信（RF回路，ATMなど）

CDMA Matched Filter

東京大学大学院工学系研究科 山崎俊彦

東京大学大学院新領域創成科学研究科 中山 友之

概要：Rohm 0.35umで設計し, 動作を確認したフローティング・ゲート型電圧モード

CDMAマッチトフィルタ,スイッチト・カレントCDMAマッチトフィルタの 2種類の回

路をHITACHI 0.18umプロセスに最適化し,設計した.これにより,さらなる高速化, 低

消費電力化, 省面積化が期待される.スイッチト・カレントCDMAマッチトフィルタでは,

フローティング・ゲートMOS 回路技術を用いた V-I 変換回路, CMOS インバータと

CMOSインバータスイッチで構成したシンプルな I-V変換回路を開発した. 回路をブロッ

ク化することとカレントメモリに流れる電流を軽減することによって低消費電力を実現し

た. 電圧モードマッチトフィルタでは, 演算に参加するカップリングキャパシタの数を半分

にすることでキャパシタンスの充放電にかかる消費電力を削減し，低消費電力動作を実現

した．

参考文献：T. Yamasaki, T. Fukuda, and T. Shibata,“A Floating-Gate-MOS-Based Low-Power CDMAMatched Filter Em-

ploying Capacitance Disconnection Technique,” Digest of Technical Papers of 2003 Symposium on VLSI Circuits, pp. 267-

270, Kyoto, June 12-14, 2003.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Mentor社 Calibre トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：

日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：アナログ/デジタル信号処理プロセッサ

Digital Pixel Sensor TEG

東京大学大学院新領域創成科学研究科 伊藤 潔人

東京大学工学部 Tongprasit Benjamas

概要：外界から画像情報を取り込み,その情報に対して演算処理を行うシステムの中で最も

ボトルネックとなるのは,画像情報を取り込む回路（イメージセンサ）と画像処理回路との

間のデータ転送である. 本チップは画素回路一つ一つにA/D変換器を備え高いフレームレ

ートでデジタル変換された画像データの読み出しを可能とする Digital Pixel Sensor

（DPS）の TEGの試作を行った. 実装したDPSは, 画素内の配線を有効利用することで,

取得画像内の任意の矩形領域を読み出すことが可能である.そのため, 従来提案されていた

DPSに比べ画像処理演算との親和性が高く, 様々な演算回路と組み合わせて高度な画像処

理アルゴリズムを高速に実行することが見込まれる. 本試作では 32x32pixelの画素回路を

1チップ内に集積した.

設計期間：0.1人月以上，0.5人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社 Star-HSPICE，Cadence 社 Dracula

LVS，Cadence社 Dracula DRC，Mentor社 Calibre トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS

0.18μm 2.9mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ
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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

東京大学大学院新領域創成科学研究科 伊藤 潔人

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

ロセッサを開発した. 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

1クロックサイクル以内で実行する. 新たにQuaternary Tile Mappingという画素データ

のメモリマッピング方式を開発し,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 2k Byteの

SRAMとコンボルーション演算器によって構成された Processing Element（PE）が

32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.なお, 本チップは以前試

作したチップのリファイン版である.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC，Mentor社 Calibre トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：

日立製作所 CMOS 0.18μm 5.9mm角 チップ種別：マイクロプロセッサ

カーネル係数可変型画像フィルタリングプロセッサ

東京大学大学院新領域創成科学研究科 伊藤 潔人

概要：同研究室で開発した画像フィルタリング演算プロセッサ［ 1］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. 前回のプロセッサでは,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｛-1,0,1｝の 3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 4bitに拡張し汎用性を高めた.

また, 係数 2bitのカーネルを用いて二つのコンボルーション演算を並列に行い, 処理速度を

倍速化することも可能になっている.また新たにパイプラインを導入し, 電源電圧 1.8Vに

おいて動作周波数 200MHzを想定して設計を行った.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC，Mentor社 Cali-

bre トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 5.9mm角 チップ種別：マイクロプロセッサ

実時間認識のための画像特徴抽出プロセッサ

東京大学大学院工学系研究科 山崎英男

東京大学工学部 川原邦男

概要：我々の研究室では, 画像から認識に必要な特徴のみを抽出してベクトル表現する

Projected Principal-Edge Distribution （PPED）というアルゴリズムを開発した.

PPEDでは, 64 x 64 pixelsの画像に対し,まずエッジ検出を行う.そして, 得られた 2次元

のエッジ情報を特定の方向にプロジェクションし, 64次元のベクトルとして表現する. 本研

究の目的は, 実時間認識のための高速PPEDプロセッサの開発である.さらに高度な認識に

は, 64 x 64 pixelsより大きな画像をスキャンする機能が必須である.そこで,エッジ情報を

保持するためのレジスタアレイを実装し,スキャンの際のエッジ検出とプロジェクションを

並列に行うことでシームレスなパイプラインを実現し, 従来型と比較して 100倍以上高速な

アーキテクチャを考案した. 本チップは, 前回の試作した要素回路を元に, PPEDに基づい

て画像データから特徴ベクトルを生成するシステム全体を設計した.上下左右 4方向のスキャンに対応しており,また,任意のプロ

ジェクションが可能であるため,同一のチップでアルゴリズムを拡張させることができる.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Mentor社 Calibre トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：日立製作所 CMOS

0.18μm 5.9mm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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短命令長SIMDプロセッサ

東京大学大学院工学系研究科 早川仁

概要：ひとつのチップに入れられるトランジスタの数は年々増加している. そのため,

MIMD構成のプロセッサも現実的となってきたが,そのときに問題となってくるのが分割

されたメモリの容量である. 特に多種類の演算を行う場合は, 命令データのメモリ全体に占

める割合が増加し, 演算するためのデータを格納するための容量が制限される.そこで, 命

令をグループに分けそれを切り替えることで少ない命令長で多くの命令を表現可能にし,メ

モリ容量における命令データの占める容量を削減することを考えた. 本試作では 8ビットの

演算を 8並列で行うSIMDプロセッサで,命令超は 8ビットながら約 40種類の演算を可能に

した. 実行可能な演算は, 8ビットの加減算（桁上がりを記憶するためそれ以上のビット数

の演算も可能）およびビット演算（And/Or/Xorとその論理反転）,それにメモリアクセ

スである. レジスタは, ひとつあたり 64ビットで, 8個の 8ビットレジスタを並列に使う

「パラレルモード」とある 8ビットをすべての演算要素に用いる「シリアルモード」を用意し,行列演算なども可能にした.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Milkyway，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トラン

ジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 5.9mm角 チップ種別：マイクロプロセッサ

電源ノイズ測定TEG

京都大学情報学研究科 山口隼司, 橋本昌宜,小野寺秀俊

概要：本TEGは，LSI内部における電源線ノイズが回路遅延へ与える影響を評価するため

試作した．回路中にリングオシレータを挿入しており，その発振周期の変化を測定する事

で，電源線ノイズの影響による遅延の増大値を評価する．電源ノイズを発生させる回路

は，電流を消費する場所，量などを変化することができるように設計した．また，ピコプ

ローブ，オンチップサンプリングオシロスコープ回路を利用し，回路内部の電源線ノイズ

波形を観測することも可能である．パターンジェネレータで被測定リングオシレータの指

定と発振の制御を行い，パルスカウンタ回路の値をシフトレジスタで出力し，ロジックア

ナライザで読み出す．現在，試作TEGの動作確認および測定を行っている．

設計期間：3人月以上，4人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Synopsys 社 PowerMill，Cadence 社 Dracula LVS，Cadence 社 Dracula

LPE，Cadence 社 Dracula DRC，Mentor 社 Calibre トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm
2.9mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）

オンチップ高速信号伝送用SerDesならびに遅延ばらつき測定用リングオ

シレータアレイTEG

京都大学情報学研究科 新名亮規, 山岡健人,橋本 昌宜, 小野寺秀俊

概要：近年，LSIの製造プロセスの微細化に伴い，1チップ内に集積される回路規模は増大

している．将来的には多数の機能ブロックが搭載された，大規模 SoCが実現されると考え

られる．我々は次世代の超微細プロセスにおける，ブロック間の長距離高速信号伝送技術

として，差動シリアル伝送を提案する．今回の試作では，シリアル伝送に必要不可欠なシ

リアライザ，デシリアライザを設計し，BIST を用いた BER の測定を目標とした．

8Gbpsの伝送レートを想定して回路設計を行なった．しかし現在，実チップでの動作は確

認できていない．また，製造ばらつきによる遅延のばらつきを測定するためのTEGも搭載

した．多数のリングオシレータの発振周期からばらつきを測定する．修正，改良したばら

つき評価TEGを 9月に試作したため，測定は行っていない．

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Synopsys社 PowerMill，Ca-

dence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Analog Artist，Mentor社 Calibre

トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：通信（RF回路，ATMなど）
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オンチップ高速信号伝送用要素回路の特性評価TEG

京都大学情報学研究科 土谷亮, 宮崎崇仁, 新名 亮規, 橋本昌宜, 小野寺秀俊

概要：オンチップ高速信号伝送を実現するための要素回路として，SerDes回路，CMLド

ライバ，PLL，配線の特性を測定した．配線 TEGでは表皮効果・近接効果による減衰の周

波数特性が配線構造によってどのように変化するかを測定した．また，基板の影響による

特性の変化を測定した．PLL の TEG では発振周波数の見積もり・動作限界の評価を行な

い，シミュレーション・解析式から得られる予測に近い結果が得られた．CMLドライバは

10GHz での動作を確認した．8Gbps の伝送レートを想定して回路設計を行なった

SerDes 回路は,4Gbpsのシリアル信号が出力されることは確認できたものの，想定した

8Gbpsの伝送レートはまだ実測で得られなかった．原因を追求すると共に，さらなる伝送

レートの向上，低消費電力な回路構成の検討を，今後行なっていく予定である．

設計期間：4人月以上，5人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，

100,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 5.9mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

接続情報と演算情報をルックアップテーブルに統合したフィールドプログラ

マブルVLSI

東北大学大学院情報科学研究科 張山昌論,大澤 尚学, 坂本修, 亀山充隆

概要：プログラマブル配線の複雑さに起因する性能劣化を解消するために，本研究グルー

プでは，2次元メッシュネットワーク，ビットシリアルパイプラインアーキテクチャ，およ

び直接アロケーションに基づき配線の複雑さを激減したフィールドプログラマブル VLSI

（FPVLSI）を提案している．今回は，ルックアップテーブルのプログラミングによりプロ

グラマブル配線の機能を実現することにより，配線の面積をこれまでの 50%程度に減少でき

る FPVLSIを試作した．HSPICEによるシミュレーションでは，配線を簡単化しない従来

のFPVLSIと比較して同等面積で 3倍程度の高性能化を達成できる見通しを得ている．

参考文献：Naotaka Ohsawa, Osamu Sakamoto,Masanori Hariyama, Michitaka Ka-

meyama,"Program-Counter-Less Bit-Serial Field-Programmable VLSI Processor

with Mesh-Connected Cellular Array Structure," Proc.

設計期間：IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI, pp.258-259,2003. 設計ツール：2人月以上，3人月未満 トラ

ンジスタ数：Cadence社 Verilog-XL，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC 試作ラン：10,000以上，100,000未

満 チップ種別：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角

電流測定回路

東京大学生産技術研究所 石田光一, 川口博,宮崎 隆之

概要：本チップには以下の評価回路が搭載されている.・電流測定回路・ワイヤレス通信評

価回路 テクノロジーの進歩にしたがって, 消費電力を下げることへの要求はだんだんと

厳しくなってきている. 提案回路の電力低減効果が見られたかどうかは, 電力を実測するこ

とで可能となるが, そのためには電圧と電流を測定する必要がある. しかしながら従来は

チップ内の電圧を測定する手段は数多くあったが, 電流を直接測定する手段はなかったと

いってよい. 本試作では電源ラインなどチップ内部の配線に流れる電流を非接触で検出

し, 電圧出力として取り出す回路を実現するための検出素子単体評価回路を搭載した. ま

た, 5MHzの磁界からコイルにより給電を受け, 外部に接続した LEDを点滅させる回路も

実装している.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Cadence社

Analog Artist，Mentor社 Calibre トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角

チップ種別：TEG（特性評価回路など）
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SRAMの設計と電力モデルの検証

東京大学情報理工学系研究科 坂井修一, 初田 直也,ルォンディンフォン,

バルリニコ デムス,葛 毅, 岩間智女

概要：マイクロプロセッサの省電力化をアーキテクチャレベルで検討するにあたり,回路の

適切な電力モデルを構築することが重要な課題となっている.そこで,プロセッサの重要な

回路要素である SRAMについて,その電力モデルを検証するため, 4kB SRAMをレイアウ

トした. 電圧 1.8V, 動作周波数 500MHzで設計し,ロジックアナライザを用いて, 測定でき

る最大周波数の 160MHzまで, 正しく動作することを確認した.また, SPICEシミュレー

ションによって電力消費を求め,アーキテクチャレベルにおける SRAMモデルの精度を定

量的に評価した.

設計期間：10人月以上 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，

Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Analog Artist，Men-

tor社 Calibre トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 5.9mm角 チップ種別：メモリ

Utlra-Wideband無線通信用送受信回路

慶應義塾大学理工学部 寺田崇秀, 善積真吾

概要：パルスを用いるUltra-Wideband無線通信用CMOS送受信回路を作成した. 送信器

では従来用いていたパルス生成回路を用いず, 電圧駆動型のアンテナ, 例えばダイポールア

ンテナやモノポールアンテナなどの性質を利用してモノサイクルのパルスを送信する.受信

器はアンプとミキサ以外をデジタル回路で構成する. 従来は受信信号と同じ形状であったテ

ンプレート信号を変形し, 簡単なデジタル回路で生成できるようにした.このチップにはパ

ルス振幅変調用送信回路, Bi-phase変調用送信回路, H-bridge用送信回路, 広帯域低雑音

増幅器, 積分機能付き広帯域ミキサ,テンプレートパルス生成回路, 同期用遅延コントロー

ラなどを搭載し, 送受信消費電力は 10mWで伝送速度 100Mbps, 通信距離 2mで無線通信

を行う. 送信パルスの幅は 3種生成できるようにしてあり, 使用帯域幅はそれぞれDCから

2GHz, 4GHz, 6GHz程度である.

設計期間：6人月以上，7人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC，Mentor社 Calibre ト

ランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：アナデジ混載

ultra-wideband無線通信用送受信回路

慶應義塾大学理工学部 寺田崇秀, 善積真吾

概要：パルスを用いるUltra-Wideband無線通信用CMOS送受信回路を作成した. 送信器

では従来用いていたパルス生成回路を用いず, 電圧駆動型のアンテナ, 例えばダイポールア

ンテナやモノポールアンテナなどの性質を利用してモノサイクルのパルスを送信する.受信

器はアンプとミキサ以外をデジタル回路で構成する. 従来は受信信号と同じ形状であったテ

ンプレート信号を変形し, 簡単なデジタル回路で生成できるようにした.このチップにはパ

ルス振幅変調用送信回路, Bi-phase変調用送信回路, H-bridge用送信回路, 広帯域低雑音

増幅器, 積分機能付き広帯域ミキサ,テンプレートパルス生成回路, 同期用遅延コントロー

ラなどを搭載し, 送受信消費電力は 10mWで伝送速度 100Mbps, 通信距離 2mで無線通信

を行う. 送信パルスの幅は 3種生成できるようにしてあり, 使用帯域幅はそれぞれDCから

2GHz, 4GHz, 6GHz程度である. 本試作チップは,この送受信回路の要素回路を個別に搭

載したものである.

設計期間：6人月以上，7人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC，Mentor社 Calibre ト

ランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：アナデジ混載
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GHｚ帯高速ドライバ回路

明星大学情報学部 秋山豊, 上田千寿, 伊東恭二,大塚 寛治

東京大学 斎藤圭介,宇佐美保

概要：概要：ＨＩＴＡＣＨＩ 0.18μｍＣＭＯＳプロセスを用いて高速ドライバ回路の設計

を「電荷交換型高速ペアＭＯＳトランジスタ回路（バラクタ構造）と今までの研究で電源

グランド揺らぎに対して電源グランドペアとした伝送線路とする構成がGHｚパルスに対し

て最適であることを検証し今回これをチップ内部の電源と信号線にスタックドペア配線構

造として採用した.これらの構造の有り無しの比較及び差動入力部のバラクタ構造型ＥＳＤ

保護ＭＯＳを有するＮＭＯＳ－Push Pull型ドライバ回路の動作検証を目的とする試作を

行った. 基本的な動作を確認し,ほぼ目標通りの性能が得られた.今後更に詳細な特性につ

いて測定検証する予定である.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：日立製作所

CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）

Gb伝送用高速デジタル I/Oの設計

金沢大学自然科学研究科 三上真司

金沢大学工学部 松野哲郎, 深山正幸, 吉本雅彦

概要：Gb 伝送可能な I/O 回路の TEGとして送受信バッファを設計した. 本送受信バッ

ファは高速伝送を可能とするために, 信号レベルに LVDS （Low Voltage Differential

Signaling） を採用している. LVDSの特徴は伝送信号を小振幅にし高速化を図ると同時

に, 差動とすることでノイズによる影響も抑えることができることである.シミュレーショ

ンにより目標とする 1.2Gbps伝送時に約 3mの伝送が可能であると予測される.チップ測

定は専用測定機材を使用して行う予定である.また, 本チップ上にはトリプルウェルを用い

たインバータ遅延時間測定回路を設計した. 基板バイアスを印加可能とするために, nウェ

ルpウェルの電源端子を独立に設けた.この回路によりインバータ 307段の遅延時間を測定

することが可能である. 目的は基板バイアス効果によるインバータの遅延時間,および消費

電力などの回路性能の変化を実測することである. 測定は専用基板を作成して行う予定である.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula DRC トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種

別：通信（RF回路，ATMなど）

電源／グラウンド雑音測定回路及び遅延回路

神戸大学工学部 奥本健, 野口宏一郎, 永田真

概要：本試作チップは, （ 1）雑音検出回路と（ 2）VCDL（VoltegeControled Delay

Line）の 2つのブロックで構成される. 前者では,デジタル回路内部の電源／グラウンド雑

音分布を実測を目的とし, DFF 程度の面積の埋め込み型電源／グラウンド雑音検出回路を

開発した.テスト回路には, 雑音源として 32ビット・シフトレジスタを 16列と, 電源／グ

ラウンド検出回路を 64個搭載している. 後者では,ピコ秒分解能のVCDLを開発した. 遅

延生成回路の回路規模を縮小し, 小面積化を達成した. 本チップに搭載した開発した全回路

の基本動作を確認し,現在,詳細な性能の測定評価をすすめている.

参考文献：［ 1］T. Okumoto, M. Nagata, K. Taki, "A Built-in Technique for Prob-

ing Power-Supply Noise Distribution within Large-Scale Digital Integrated Circuits,"

to appear in Symp. VLSI Circuits 2004.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，

SII社 SX9000，Avanti社 Star-HSPICE，Synopsys社 PowerMill，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Ca-

dence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Cadence社 Analog Artist トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：日

立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：ニューテクノロジ
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デジタル・デルタシグマ変調回路（ 1）
神戸大学工学部 杉本智彦, 永田真

概要：本試作チップには,オーディオ用高精度DA変換器に標準的に用いられるデルタシグ

マ変調信号処理回路を搭載している. 2次のデルタシグマ構成とし,インターポレータおよ

びFIRフィルタも内蔵した.京都大学の作成した 0.18umCMOSセルライブラリを用い, 論

理合成および自動配置配線ツールによる,マルチレート・デジタル信号処理回路の設計手法

の確認も目的としている.アーキテクチャの検討には信号処理シミュレータ（SPW）を用

い,また設計性能は論理合成後のネットリストを用いた論理シミュレーションで評価した.

実測により, 試作回路の基本動作は確認しているが, S/N等の設計値に到達していないた

め,入力信号やフィルタ係数設定を含めた評価系の見直しをすすめている.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社

design_compiler，SPW，Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，SII社 SX9000，

Avanti社 Star-HSPICE，Synopsys社 PowerMill，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula

DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種

別：アナデジ混載

ダイナミックSCL多値集積回路と電流モード制御信号多重化に基づく非同

期データ転送回路の試作

東北大学電気通信研究所 高橋知宏, 望月明,羽生 貴弘

概要： ソールカップルドロジック（SCL）多値集積回路のさらなる低電力化のために，

定常電流パスをカットできるダイナミック論理回路方式を活用したダイナミック SCL多値

集積回路を試作した．測定した結果，多レベル電流値の検出，所望の多値論理関数の出力

およびダイナミック記憶が正しく動作していることを確認した．HSPICEシミュレーショ

ンにより，CMOS実現と比較し消費電力および遅延を 70％および 75％に低減可能であるこ

とが示されている．また，制御信号を多重化させることで，高速な非同期データ転送を可

能とする非同期データ転送インタフェース回路を試作した．測定した結果，送信側と受信

側双方の要求信号が多重化されているものの，双方の要求一致を正しく検出し所望の非同

期データ転送が実現可能であることを確認した［ 1］．HSPICE シミュレーションによ

り，従来の方式と比較し 1.5倍の高速化が達成できることが示されている．

参考文献：［ 1］高橋知宏, 羽生貴弘,“電流モード制御信号多重化に基づく高速非同期データ転送LSIの試作,” 電子情報通信学会

総合大会講演論文集, pp.S73-S74,March 2004.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LPE，

Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種

別：ニューテクノロジ

同期式階層構造型 4ポートメモリ
広島大学 先端物質科学研究科 上口光

広島大学 ナノデバイス・システム研究センター 朱 兆旻, 小出哲士,

マタウシュハンスユルゲン

概要：我々の研究グループでは，これまでに，面積効率よく多ポートメモリを構成する方

法 として，バンク単位でスイッチングを行うバンク型の階層構造型多ポートメモリを提案

してきた．ところが，多ポート化することにより，アクセス処理時間が遅くなってしま う

という欠点は依然として大きな課題である．そこで，本チップでは，同期式メモリの プリ

チャージ期間に，多ポート化アクセスの大部分を行うことにより，アクセスサイク ル時間

の短縮を図る工夫をした．このことにより，従来と比較し，約 2/3のサイクル時 間短縮が

実現した．

設計期間：5人月以上 6人月未満 設計ツール：Virtuso, Star-HSPICE, Diva, Dra-

cula-DRC, Dracla-LVS, Dracula LPE トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：HIT1803_1 HIT18ラン HIT18 7月試作チッ

プ チップ種別：メモリ
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平成15年度 第2回 日立製作所CMOS0.18μm チップ試作

（HIT18032）

DSRC用PLLの試作

東京大学新領域創成科学研究科 山本憲, 金子 秀彦, 藤島実

概要：近年, 無線通信市場の拡大に伴って, 無線通信の大容量化・高速化に対する需要は高

まってきている.そこで, 無線通信において重要な役割を持つい位相同期ループ（PLL）に

関して, 大容量化・高速化の検討を行った. 通信の大容量化・高速化を実現するために従来

から分数分周PLLが提案されて来ているが,ノイズ・消費電力の点で問題がある.そこで,

アナログミキサを利用して高速に動作する複数係数周波数分周回路を元に,今までの分数分

周 PLLとは異なる方法で分数分周を実現し,ノイズ・消費電力の問題点を解消したOffset

PLLの提案を行った. このOffset PLLを用いて, ETCの料金収受システムに用いられる

DSRC用PLLの試作を行った.

設計期間：3人月以上，4人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dra-

cula LVS，Cadence 社 Dracula DRC トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラ

ン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：通信（RF回路，ATMなど）

MATLABによるVLSI設計演習および故障診断手法評価用チップ

大阪大学大学院情報科学研究科 藤田将史,三浦 克介, 中前幸治, 藤岡弘

概要：本チップは,以下の四つの目的で設計・試作された.（ 1）科学技術計算ソフトウェ

アパッケージMATLABのVLSI設計への応用を検討し, MATLABによるVLSI設計の演習

を行う,（ 2） BIST（built in self test）設計の演習を行う,（ 3） VLSI故障診断手法評

価用の 0.18μｍランダムロジックデバイスを製作する,（ 4）集束イオンビームがMOSト

ランジスタに与える影響を評価する為の TEG を製作する. （ 1）～（ 3） の目的の為,

MATLABを用いてデジタルフィルタの設計を行い,この結果を verilogで記述し直して,

論理合成・配置配線を行った. 16ビット固定小数点の 31次FIRフィルタであり,これに, 非

線形フィードバックシフトレジスタを用いた擬似ランダムテストパターン生成回路および

シグネチャー解析回路を付加したBIST構成となっている. 日立 0.18μｍルールにより合成

した結果,コアサイズが約 1.4mm×1.3mmのレイアウトを得た.（ 4）の目的の為,チッ

プの空き領域および空き入出力ピンを利用して,ゲート長 0.2μｍ, 幅 3.0 μｍの単体のn型MOSトランジスタを製作した. 設計は,

レイアウトエディタを用いて手作業で行った.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，Ca-

dence社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種

別：アナログ/デジタル信号処理プロセッサ

クロスバーバスを持つ 16ビットCPU

東北大学大学院工学研究科 小野泰三, 沈正七,栗野浩之, 小柳光正

概要：トランジスタの微細化に伴いトランジスタでの遅延に比較して配線の遅延の影響が

大きくなっている. 特に演算部とメモリ部のデータロードストアがバスボトルネックとなり

システム全体の性能向上を妨げている.この問題を解決するためメモリとレジスタファイル

間の高速で柔軟なデータ転送を可能にする CPUを試作した. 試作したチップはレジスタ

ファイルとメモリの間にクロスバーバスを配置した 16ビットCPUである.並列ロードスト

ア命令によりレジスタファイルとメモリ間で最大 8並列でのデータロードストアが可能で

ある.レジスタファイルとメモリのクロスバーバスの切り替え情報は専用のCTU（クロス

バーテーブルユニット）と呼ばれるレジスタファイルを参照することにより取得する.

CTUには切り替え情報が 8パターン格納されており, 専用命令によって実行プログラムに

最適になるようにクロスバーパスを切り替えることができる.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，Ca-

dence社 Dracula DRC トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：マイクロ

プロセッサ
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オンチップサンプリングオシロスコープ回路および高周波モデリング用

TEG

京都大学情報学研究科 新名亮規, 宮崎崇仁,山口 隼司, 橋本昌宜, 小野寺秀俊

概要：オンチップオシロ回路の開発を行った．評価TEGはノイズ発生回路,オンチップオ

シロの 2ブロックから構成される．測定に関しては現在遂行中であり，最終的にはシミュ

レーションで得られたクロストークノイズ波形が正確に再現可能であることを示す．我々

の研究室ではCMOSデバイスの高周波モデル化手法を確立するため，様々な TEGを作成

し評価を行なっている．本チップで作成したTEGは，正方形，八角形，ディファレンシャ

ルのスパイラルインダクタ，nMOS，及びそれらを用いた VCO である．VCO は

10GHz 動作を実測にて確認した．今後は，各スパイラルインダクタの周波数特性を測定

し，特性比較，モデリングを行なう．それらの素子を用いてシミュレーションを行ない，

CMOSデバイスモデル化手法の妥当性を示す. 本チップには電源解析に用いる寄生容量を

測定するTEGも搭載した．

参考文献：宮崎，新名，橋本，小野寺，"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," C-12-34, 電子情報通信学会

総合大会（2003）.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Analog Artist，Mentor社 Calibre トランジスタ数：1,000以

上，10,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

サッカ－ド検出用イメージセンサの設計

東北大学大学院工学研究科 河江大輔

概要：眼球運動検査法として, 汎用画像処理が可能となるCCDカメラ - 信号処理系を用い

た計測が幾つか提案されているが,シリアル伝送がボトルネックとなり, 特に最大角速度が

600deg/secにも及ぶ衝動性眼球運動（サッカード）のリアルタイム検出が不可能であっ

た.そこで,センサと同一チップ内に画像処理回路を集積化した新しいサッカ－ド検出チッ

プを試作した. 本回路では, 瞳孔画像の重心を瞳孔中心座標としてその座標値を出力するこ

とを目的とし,その機能を重心検出に特化しており,センサアレイ,メモリ, 重心計算部か

らなる.センサは 2次元マトリックス状に 32*32個配列されており, 入力画像データは光電

変換後メモリに格納される.メモリはシフトレジスタで構成されており, 列並列に画素デー

タを取り出すことができる. 重心計算部は面積計算部と 1次モーメント計算部で構成されて

おり,それぞれの計算を並列に行う. 詳細な評価はまだ行なっていないが,シミュレーショ

ンでは 260kフレーム/secという性能を得ている.

参考文献：河江他, "サッカード評価用眼球中心抽出センサの開発",琵琶湖ワークショップ講演資料集, pp.259-262, 2000.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC，Mentor社 Calibre トランジスタ数：10,000以上，

100,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：イメージセンサ/スマートセンサ

ＲＩＮＧ ＯＳＣＩＬＬＡＴＯＲ方式のＶＣＯ, ＤＩＶＩＤＥＲ, ＦＬＡＳ

Ｈ ＡＤコンバータ

早稲田大学電気・情報生命工学科 横山晋,野沢 舞, 中山久留美, 佐々木昌弘,

松本隆

概要：本チップでは, 3.0GbpsのシリアルＡＴＡに使用するための 6ＧＨｚを出力するＶＣ

Ｏ及びそれを分周してきれいな 3ＧＨｚの出力を得るためＤＩＶＩＤＥＲを設計した. ま

た, 近年A/D converterは, 高速化・高精度化・低電圧化・小型化が求められている.その

傾向に伴い, 様々なノイズやデバイスのミスマッチが発生し, Flash A/D converterにおい

て, Comparator Arrayの出力であるThermometer Codeにエラーを含んだ状態で出力

されてしまう. 通常,エンコーダでエラーを訂正しなければいけないが, logic回路を組み合

わせてエラーを訂正する回路では, 高速化に対応できないため, 高速なものでは, ROM形

式のエンコーダが用いられている. 本CHIPでは, twin ROM encoderにおいて,スイッチ

に全てNMOSを用いることによって, 小型化・高速化を実現し, 電源電圧 1.8V, 0.18um CMOSプロセスにおいて, 6bit 2Gopsで

動作するEncoderを設計し,これを用いて, 6-bit 2Gsps Flash A/D converterを実現した.

参考文献：［ 1］Peter C.S.Scholtens, Maarten Vertregt,“A 6-b 1.6-Gsample/s Flash ADC in 0.18-um CMOS Using Aver-

aging Termination,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol.37, pp.1599-1609（2002）

設計期間：4人月以上，5人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC ト

ランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：通信（RF回路，ATMな

ど）
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適応ベクトル量子化を用いた画像圧縮プロセッサ

東北大学大学院工学研究科 杉村武昭, 沈正七,栗野浩之, 小柳光正

概要：高速並列画像処理システムにおいては,その出力部の帯域幅がシステム全体の性能を

制限するボトルネックとなりやすい. このため, 出力する情報の圧縮を行う画像圧縮プロ

セッサが画像処理システムの出力部に必要である.この画像圧縮プロセッサとして, 適応ベ

クトル量子化を用いた画像圧縮プロセッサの設計をおこなった. 本試作チップは, 入力画像

ブロックの分散値を評価するプリプロセッシングユニットと,ベクトル量子化プロセッサ,

コードブックキャッシュから構成されており,画像の空間冗長性が画像の部位によって異な

ることを利用し, 輝度の分散値から圧縮対象となる画像ブロックのサイズを可変し, 解像度

を変化させることで演算量を削減, 圧縮率と処理時間を向上させている. ゲートレベルシ

ミュレーションでは, 256サンプルのコードブックを用いて, 18000vector/secの処理速度

を実現している.今後試作チップの詳細な評価を行う予定である.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，Ca-

dence社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm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Fourier変換を用いた多倍長乗算器

電気通信大学情報工学科 矢崎俊志, 阿部公輝

概要：近年, 暗号などの分野において, 多倍長桁の乗算を高速に行うことが要求されてい

る. 高速に多倍長乗算を行うには, 様々な方法が存在するが, 10進数で数千桁にもおよぶ値

の乗算には, FFTを用いた乗算が利用されるのが一般的である.この FFT乗算は, ソフト

ウェアで実装され, 有効に利用されている例は多いが,ハードウェアで実装し,その性能や

実装面積を報告している例は一般に知られていない. 本チップは, 16進数 8桁×8桁の乗算

を行うFFT乗算器であり, 各桁は, 符号 1bit, 指数部 5bit ,仮数部 10bitからなる 16bitの浮

動小数点で表現されている. 内部には浮動小数点乗算器, 加減算器, 複素数乗算器,バタフ

ライ演算器などの演算器と,それをコントロールする制御回路が実装されている.また, 演

算する値を記憶するRAMと, FFTに必要な定数を記憶したROMが実装されている. 試作

により, VLSI実装におけるテクロノジ依存のパラメータが明らかになった. 外挿により,

16進約 6万桁のFFT乗算器が 10mm角チップに実装でき,約 25msで乗算が実行できることが分かった.

参考文献：矢崎俊志, 阿部公輝,"高速Fourier変換を用いた多倍長乗算器の設計と評価およびVLSIへの実装,"電子情報通信学会技術

報告, Vol.103,No.476, pp.253-258,Nov. 2003.

設計期間：3人月以上，4人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：日立製

作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）

可変ダウンサンプラの設計

大阪大学大学院情報科学研究科 畠中理英

大阪大学先端科学イノベーションセンター 正城敏博

奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科 岡田実

概要：本チップは，60 Mbpsから 40,30,20,15,10,7.5,5,3.75,2.5Mbpsへのリサンプリン

グを可能とするダウンサンプラを設計・試作したものである．本設計では，2/3 の Inter-

polatorと 1/2, 1/4のdecimatorを用いることにより，ダウンサンプリング機能を実現し

ている．これにより，係数固定のフィルタで大部分を構築できた．2/3のみ内挿を行うため

可変フィルタであるが，2/3は 2種類のタップ係数を用意すればよいため，内挿タイミング

の制御も容易である．また，ダウンサンプリングを数回に分けて行うと，フィルタ特性の

急峻さはあまり求められないためタップ数を低減できるが，多段になると信号電力が低下

してしまう．そこで，最大 4 段にすることでタップ数の低減と信号電力の制御の両立を

図っている．

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，

Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS

0.18μm 2.9mm角 チップ種別：演算回路（乗算器，除算器など）
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低電源電圧アナログ回路およびFPGAにおけるリーク電流対策回路

東京大学生産技術研究所 石田光一, Quang Canh Tran, 宮崎隆之

概要：本チップには以下の評価回路が搭載されている. ・低電源電圧アナログ回路・

FPGAにおけるリークカット回路 テクノロジーの進化に伴い, 電源電圧は低下の一途を

たどっている. 将来的には,トランジスタを動作させるためにしきい値電圧を現在よりも大

幅に低下させる必要が出てくる.しかし,しきい値電圧を下げるとリーク電流が増加してし

まい, 電力のほとんどを消費してしまうことになる. 本研究では, アナログ回路および

FPGA回路におけるリーク電流の影響評価およびリークカット回路を提案する. アナロ

グ回路については折り返しカスコード型のオペアンプおよびスイッチトキャパシタ回路に

よるボルテージフォロア, 積分器等の評価用回路が搭載されている. FPGAではMUXが

多数用いられており, MUXの入力がHとLが混在したとき, Hから Lに流れるリーク電流

がある.このリークを止めるための回路を設計した. 閾値電圧が高いためリークはほとんど

流れないのでリークエミュレータの回路をも入れた.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Cadence社 Analog Artist，Mentor社 Calibre トラン

ジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）

命令/データ統合型 4ポートキャッシュメモリ
広島大学先端物質科学研究科 上口光

広島大学ナノデバイス・システム研究センター 朱兆旻,マタウシュハンスユルゲン,

小出哲士

概要：本チップでは，サイクル時間の改善をした 2003年 7月試作チップを，命令/データ統

合型多ポートメモリに応用した．キャッシュメモリは本来，命令，データキャッシュと分

割されているよりも，統合された一つのキャッシュである方が，キャッシュラインを柔軟

に利用できるためミス率が低くなる利点がある．ところが従来までの 1ポートキャッシュ

では，分割した際のメモリバンド幅向上の利点が大きかったため分割されていた．本チッ

プでは，これを高性能多ポートメモリを用いることにより解決している．なお，本チップ

の測定はまだ行っていない．

設計期間：5人月以上，6人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Avanti社 Star-sim，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社

Diva トランジスタ数：100,000以上 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 5.9mm角 チップ種別：メモリ

2段PLLを用いた超高精度時間測定回路用TEG

高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所 新井康夫

概要：我々は加速器実験で使用する時間精度数百ピコ秒の時間測定チップを数多く開発し

てきた.この技術をさらに発展させ, 発振周波数のわずかに違うPLL回路を 2段用い, 数十

ピコ秒の時間精度で多チャンネルの信号の到達時間を測定できる LSIを開発したいと思っ

ている.このようなチップは,加速器実験でよく用いられるTOF（Time Of Flight）検出器

等で強く必要とされており, 又多くの応用が見込まれる. 今回の試作チップでは, 日立

0.18umプロセスの基本特性や PLLの設計のための試験回路,メモリーマクロ等を搭載し

た.このチップの試作で得られた経験と回路特性とにより, 次回以降の試作で時間測定回路

の動作確認を行う予定である.また, 加速器実験や宇宙環境での使用を目指して,このプロ

セスのガンマ線,粒子線に対する耐性の試験も行う予定である.

設計期間：0.5 人月以上，1 人月未満 設計ツール：Cadence 社 Verilog -XL，Sy-

nopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC ト

ランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-

DCコンバータなど）
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GHｚ帯高速ドライバ回路Ⅱ

明星大学情報学部 秋山豊, 上田千寿, 伊東恭二,大塚 寛治

東京大学 斎藤圭介,宇佐美保

概要：概要：CMOSを用いた高速インターフェイスが実現すれば, CMOSによる低消費電

力化だけでなく,さらにはシステム LSIやASICに容易に組み込むことが可能となり装置全

体の低消費電力化と共に低コスト化が実現できる. HITACHI 0.18μｍCMOSプロセスで高

速ドライバをシステムの構成開発で前回より更に高速で動作させる為, 寄生容量を極力少な

くした独自の回路構成及びチップレイアウトを考案,またチップ内では限られた配線幅しか

取れない為電源配線のインピーダンスを低くすることが難しく信号線と電源線の差が小さ

い為, 信号線のインピーダンスを高くすることによる評価回路を試作した. ICチップ評価用

基板作成中の為,測定は今後行う予定である.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：日立製作所

CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）

光再構成型ゲートアレイ

九州工業大学 渡邊 実

概要：光により高速に再構成が可能な光再構成型ゲートアレイORGA（Optically Recon-

figurable Gate Array）-VLSIを開発した.このデバイスは光メモリ部と組み合わせて用い

られ,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.この度の設計では,フォトダイオー

ド受光部のサイズを 16μm×16μm,その間隔を 38.4μmとし, 605個のフォトダイオードを

実装した.また,ゲートアレイ部は, 4ビット入力LUT（Look-Up Table）を 1個持つ論理

ブロックが 4個,スイッチング・マトリックスが 5個, 8本の配線チャネル, 16ビットの I/

Oから構成される.この度試作したORGAのゲートアレイ構造は従来の試作品のものと同

じであるが,評価の目的で,複数のタイプの再構成回路を実装している.

設計期間：0.1人月以上，0.5人月未満 設計ツール：Synopsys 社 design_compiler，

Avanti 社 Appolo，Cadence 社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000 未満 試作ラン：日立製作所 CMOS

0.18μm 2.9mm角 チップ種別：ニューテクノロジ

電源／グラウンド雑音測定システム

神戸大学工学部 野口宏一郎, 奥本健, 永田真

概要：デジタル回路の電源／グラウンド雑音測定のための雑音測定システムを開発した. 雑

音測定システムには, 基板雑音の評価に実績のあるSF＋LC型雑音検出回路［ 1］を電源／

グラウンド雑音評価に応用し,さらに雑音測定に必要な機能ユニットや制御系を搭載してい

る. 本チップでは, 検出回路の回路面積を大きく削減し, 測定機能回路を従来に比べ同程度

の回路面積で時間分解能, 電圧分解能が大きく向上させた. 雑音源には 32ビット 16列のシ

フトレジスタを用い, 周辺に SFLC 型検出回路を 7個配置し高精度な雑音検出が可能であ

る.現在,測定機能の基本動作を確認でき,検出回路,雑音源,等の性能評価を行っている.

参考文献：［ 1］M. Nagata, et al., "Measurements and analyses of substrate noise

waveform in mixed signal IC environment," IEEE Trans. CAD, Vol. 19, pp. 671--

678, June 2000.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，SII社 SX9000，Avanti社 Star-HSPICE，Synopsys社

PowerMill，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva，Cadence社

Analog Artist トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：アナデ

ジ混載
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デジタル・デルタシグマ変調回路（ 2）
神戸大学工学部 杉本智彦, 永田真

概要：本試作チップには,オーディオ用高精度DA変換器に標準的に用いられるデルタシグ

マ変調信号処理回路を搭載している. 2次のデルタシグマ構成とし,インターポレータおよ

びFIRフィルタも内蔵した.京都大学の作成した 0.18umCMOSセルライブラリを用い, 論

理合成および自動配置配線ツールによる,マルチレート・デジタル信号処理回路の設計手法

の確認も目的としている.アーキテクチャ設計には信号処理シミュレータ（SPW）を用い,

設計性能の評価には論理合成後のネットリストを用いた論理シミュレーションにより行っ

た. 本試作チップは, デジタル・デルタシグマ変調回路（ 1）の設計改善版である. 試作

チップの基本動作を確認し,デジタル・デルタシグマ変調回路（ 1）とあわせて詳細な評価

を続けている.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence 社 Verilog-XL，SPW，

Avanti社 Appolo，Cadence社 Virtuoso，SII社 SX9000，Avanti社 Star-HSPICE，Synopsys社 PowerMill，Cadence社 Dra-

cula LVS，Cadence社 Dracula LPE，Cadence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：1,000以上，10,000未満

試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：アナデジ混載

低消費電力キャッシュ用SRAMセル

福岡大学工学部 田中秀和, 井上弘士

概要：我々は，命令キャッシュの低消費エネルギー化を目的として，ヒストリ・ベース・

タグ比較（History Based Tag Comparison:HBTC）キャッシュを提案している．従来型

セット・アソシアティブ・キャッシュでは，参照すべきデータが唯一のウェイのみに存在

するにも関わらず，アクセス時には全てのウェイが活性化される．これに対し，

HBTCキャッシュでは過去のタグ比較結果を再利用し，参照データが存在するウェイのみ

を選択的に活性化する．しかしながら，これまでの研究評価では，0.8μm CMOSテクノロ

ジを前提とした消費エネルギー式を用いていた．また,HBTC キャッシュでは拡張した

BTBにおいて全エントリの有効フラグを一括リセットする必要があるが,その際にようす

る消費エネルギーはこれまで考慮していなかった．そこで本試作では,16KBの 4ウェイ・

セット・アソシアティブ・キャッシュにおいて 1つのウェイを構成する 4KB SRAMを設計

し,より詳細な消費エネルギーを測定した．また,強制リセット機能付メモリセルも設計し,HBTCキャッシュにおいて発生するタグ

比較結果の無効化処理での消費エネルギーを測定した．

設計期間：6人月以上，7人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC ト

ランジスタ数：100,000以上 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：メモリ

電流モード制御信号多重化に基づく非同期Duplex通信インタフェース回路

の試作

東北大学電気通信研究所 高橋知宏, 羽生貴弘

概要： 将来支配的になると予測される配線遅延による性能向上の壁を打破するひとつの

アプローチとして，クロックを用いない非同期式制御が知られている．本研究グループで

は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

用いて制御信号を多重化させることで，実質片道の配線遅延で非同期データ転送を可能と

する方式を提案してきた．このチップでは非同期データ転送インタフェースの中で特に性

能を左右する，多レベルの信号を検出する部分にメモリのセンスアンプなどにも使われる

オペアンプを採用し，高速な検出が可能となる回路を試作した．また，配線リソースや付

加回路を増加させることなく，更なる大容量データ転送を目指しモジュール間を双方向に

非同期データ転送するDuplex通信回路を試作した．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：0.1人月以上，0.5人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社 Star-HSPICE，Cadence 社 Dracula

DRC トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ種別：ニューテクノロジ
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インターネットルータのマルチメディアQoS制御チップ

大阪大学大学院情報科学研究科 島原広季,正城 敏博, 戸出英樹, 村上孝三

概要：将来のインターネットルータにおいて，映像配信などの高品質な通信を実現するた

めのバッファ管理法として，フロー毎に最低限使用可能なバッファ量（以下，``基本量’’と

呼ぶ）を論理的に確保し，この基本量をポート，クラス，フローの順に階層的に管理する

とともに，Pushout機構による廃棄制御と，バッファからのパケット送出スケジューリン

グにおける帯域配分法とで連携をとることより，バッファ高負荷時においてもクラスに見

合ったサービスを提供し，高度なQoS 保証を実現する制御機構を設計し，チップ試作を

行った．特に，可変長パケットへの対応, 複数ポートによるバッファ機構の共有機能を具備

したものとなっている．0.18μm CMOSテクノロジで 47Kゲート，約 135MHzの動作を達

成することができた．本コントローラは 6クロックで動作することから，仮に，64byteと

いう非常に小さい制御パケットのみが連続的に到着し続ける厳しい条件下でも，

11.5Gbpsの処理速度を達成することが明らかとなった．

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，Cadence社 Dracula LVS，

Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：日立製作所 CMOS 0.18μm 2.9mm角 チップ

種別：マイクロプロセッサ

マンハッタン距離検索エンジン

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：マンハッタン距離を用いたデータ類似性検索は,画像処理や認識・学習システムなど

に広く用いられている. 膨大なデータベース上から入力と類似性の高いデータを検索するに

は,一般に膨大なメモリアクセスと演算処理が必要となる. 試作したマンハッタン距離検索

エンジンは,デジタル回路によるワード並列の距離検索を実行することで, 広い探索範囲で

の正確な類似性検索を実現する. 最小距離データだけでなく, 2番目, 3番目といった類似性

の高いデータの継続的な検索が可能であり, 特に高速性を発揮する演算アルゴリズムを実装

している. 8 bit x 32 element x 64 wordのデータにおいて, 0.8 Vから 2.0 Vでの動作を確

認した. 1.8 Vの動作において, 全データに対する距離評価（ソート）に要する時間は 5.85

usであった.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence 社Virtuoso，Cadence社Dracula, Synopsys HSPICE, NanoSIM,

Apollo, Design Analyzer トランジスタ数：100,000以上，1000,000未満 試作ラン：日立製作所CMOS 0.18μm 2.9mm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 di/dt測定回路

東京大学工学系研究科 名倉徹

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：近年のLSIの高速化に伴って di/dtの影響が増大し, 寄生インダクタンスによる電源

ノイズの発生や EMIノイズの原因となっている. 本研究では, 電源線に流れる電流変化に

よって生ずる磁界をプローブすることで di/dtに比例した電流を発生する,オンチップ di/

dt測定回路を試作した. 本回路とは別に, 電源線に 1オームの抵抗を直列に挿入してその両

端の電圧を測定し,その差を取ることで電流値を測定できる回路を同時に作り込んだ.オン

チップ di/dt 測定回路の波形と, 抵抗の両端の電圧から求めた電流波形が一致することか

ら, 提案するdi/dt測定回路が理論通りに動作したことを確かめた.また, di/dt測定回路の

前後にデカップリング容量を付けたものと付けないものを比較し,デカップリング容量が有

効に動作していることもdi/dt測定の結果から明らかになった.

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：Cadence 社Virtuoso，Cadence社Dracula, Synopsys HSPICE トランジスタ

数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：日立製作所CMOS 0.18μm 5.9mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）
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遅延ばらつき測定用リングオシレータアレイTEG

京都大学情報学研究科 山岡健人, 橋本昌宜,小野寺秀俊

概要：製造ばらつきがディジタル回路に与えるタイミング制約はますます厳しくなってき

ている．チップ間ばらつきとチップ内ばらつきの影響を正確に見積もることが重要であ

る．製造ばらつきによる遅延のばらつきを測定するために本TEGを試作した．トランジス

タサイズ，論理ゲート，段数などの異なる 15種類のリングオシレータを作成した．10種

類，各 2個ずつのリングオシレータからなるブロックを 140ブロック配置した．1チップに

2,800のリングオシレータを有する．本 TEGの測定により，各論理ゲートごとの遅延の

チップ間ばらつきおよびチップ内ばらつきを求めることができる．また，トランジスタ単

体の特性を測定するためのTEGも配置した．トランジスタ単体の電流特性がゲート遅延に

及ぼす影響を解析することで，遅延ばらつきモデルの正当性を示す．トランジスタ単体の

TEGはオンウェハプロービングで測定した．リングオシレータは，評価用ボードを用いて

測定する．パターンジェネレータで被測定リングオシレータの指定と発振の制御を行い，パルスカウンタ回路の値をシフトレジスタ

で出力し，ロジックアナライザで読み出す．現在，試作TEGの動作確認および測定を行っている．

設計期間：1人月以上, 2人月未満 設計ツール：レイアウト: Cadence社 Virtuoso, 検証: Avanti社 Star-HSPICE, Cadence社

Dracula LVS, Cadence社 Dracula DRC, Cadence社 LPE トランジスタ数：100000以上 チップ種別：TEG（特性評価回路な

ど）

資源共有型VLIWプロセッサ

京都大学大学院情報学研究科通信情報システム専攻 荒本雅夫, 樋口昭彦,湯山洋一,

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：VLIWプロセッサの並列資源を共有することにより, 面積当たりの演算性能を高める

ことのできる資源共有型VLIWプロセッサの試作を行なった. 2つの独立なプロセッサが

1個の演算資源を共有するプロセッサを SystemCのRTLでモデル化し,そのまま論理合成

を行なった.

参考文献：荒本, 湯山, 樋口, 岡澤, 小林, 小野寺, "資源共有型VLIWプロセッサの性能評

価", pp.7-12, no.VLD-2003-115, 信学技法（2004）荒本, 湯山, 樋口, 岡澤, 小林, 小野寺,

"処理の優先度を利用した実行ユニット共有型 VLIWプロセッサアレイ", 第 7回システム

LSIワークショップ（2003）

設計期間：3人月以上, 4人月未満 設計ツール：論理設計: Verilog-XL, Design Compiler, 物理設計: Avanti社 Astroレイアウト:

Cadence社 Virtuoso，検証: Synopsys社Nanosim, Cadence社 Dracula LVS, Cadence社 Dracula DRC, Cadence社 Diva,

Mentor社 Calibre トランジスタ数：100000以上 チップ種別：マイクロプロセッサ136



平成15年度 第1回 NECBipolar0.8μm チップ試作

（NEC03）

4 GS/s 6-bitフラッシュ型ADCの試作

中央大学理工学部 川田真也, 杉本泰博

概要：本研究ではフラッシュ型ADCをECL構成を用いて構成した．コンパレータを高速

動作させるために必要なプリアンプの応答を高速化させるため，インダクタを負荷に使用

し帯域の拡大を図った．さらに両相のインダクタをカップリングさせることにより，必要

な自己インダクタンスを削減し面積の削減を図った．クロックの切り替わり時に生じるコ

ンパレータのスイッチングノイズを軽減する構成を検討し高速動作を可能にした．また，

補間型構成およびDuplex-Grayコーディングを使用することにより，回路規模の削減およ

びエラー耐性の向上を図った．現在評価基板を作成中であり，完成次第測定に着手したい.

参考文献：川田，杉本:“4GS/s 6-bitバイポーラADCの回路構成に関する検討”,電気学

会電子回路研究会資料,ECT-03-97,2003年 11月

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-

HSPICE，Cadence社 Diva，Cadence社 Analog Artist トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：NEC Bipolar

0.6μm 2.0mm角 チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

一次連続時間ローパスΔΣ変調器とその回路ブロックの設計

上智大学理工学部 湯本拓, 田島康博, 和保孝夫

概要：高いサンプリング周波数で高周波入力信号をA/D変換できる技術の確立を目指し,

バイポーラトランジスタを用いた連続時間ΔΣ変調器を設計した. 連続時間方式を利用する

ことで, 高周波での性能を向上させることができる. 連続時間信号から離散時間信号への変

換と,アナログ信号から量子化を同時に行うために,マスタースレーブ型のラッチトコンパ

レータを設計し,クロック周波数 1GHzでの動作を確認した. 積分器はミラー効果を用いた

gm-C型積分器を設計した.ミラー効果により,キャパシタの面積を 1/30に縮小すること

ができた.チップには,コンパレータ, 積分器を単体で搭載し, 動作を確認できるようにし

た. ΔΣ変調器はこれらの回路を組み合わせたものを搭載した. HSPICEによるシミュレー

ションでは, OSR＝100（入力周波数 5MHz,クロック周波数 1GHz）で SNR＝43dBが予

測された.

設計期間：3人月以上，4人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC，

Cadence社 Analog Artist トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：NEC Bipolar 0.6μm 2.0mm角 チップ種別：アナ

ログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

電荷積分器およびフロントエンドエレクトロニクス

高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所 田中真伸

概要：放射線検出器（光電子増倍管,ガスチェンバーなど）読み出し用のエレクトロニクス

のTEGを製作した. 電荷積分器はインピーダンスマッチング部及び電荷積分部の 2ブロッ

クよりなる. 電源電圧が低いため電荷積分部が低電圧でも動作するように工夫されている.

このタイプの回路はダイナミックレンジ及びリニアリティを考慮し 2種類を製作した. 現在

性能を評価中である.フロントエンドエレクトロニクスは低雑音プリアンプ及びフィルタを

含む回路である. 外部より容易に時定数を調節できる回路を組み込み, 外付け回路は極力少

なく設計した.これは多チャンネル読み出し用エレクトロニクスのTEGとして現在評価し

ている.また雑音評価用にトランジスタTEGを入れており,これを使用して 1/fなどの雑音

の評価を行い,上記のフロントエンドエレクトロニクスの評価との整合性をチェックするこ

とが可能である.

設計期間：0.1人月以上，0.5人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE トランジスタ数：10以上，

100未満 試作ラン：NEC Bipolar 0.6μm 2.0mm角 チップ種別：TEG（特性評価回路など）
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平成15年度 第1回 MOSIS-TSMC 0.18μm チップ試作

（MT18031）

低電圧動作アナログ回路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, 升井義博, 岩田穆

広島大学工学部 円林晃一郎

概要：近年のCMOSプロセス技術の進歩によりデバイスは微細化され，ディジタル回路の

高速化・高集積化が実現されている．しかしCMOSデバイスの閾値電圧（Vth）は大規模

ディジタル回路の待機時消費電力を低減するために低電圧化されていないため，アナログ

スイッチを多用するアナログ回路の実現はますます困難になっている．またデバイスの雑

音増加および電源電圧の低電圧化によりSN比は劣化し，高精度・低雑音のアナログ回路の

実現は困難になる．したがって我々は，微細CMOSプロセスによるアナ・デジ混載システ

ム LSIを実現するために，アナログ回路の低電圧動作および低雑音化技術について研究を

行っている．本チップは低電圧で動作可能なグランデッドスイッチを用いた低雑音増幅回

路および逐次比較形Analog-to-Digital Converter（ADC）で構成されている．今後試作

チップの評価を行う．

設計期間：3人月以上，4人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，SII社 SX9000，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社

Diva，Cadence社 Analog Artist，Mentor社 Calibre，Mentor社 xCalibre トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラ

ン：MOSIS-TSMC 0.18μm 9平方mm チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータなど）

138



平成15年度 第1回 MOSIS-TSMC 0.25μm チップ試作

（MT25031）

高速シリアルCDMA通信チップ（受信回路）

広島大学先端物質科学研究科 汐崎充, 向井徹,小野将寛, 佐々木守, 岩田穆

概要：ロボット向けの通信チップを試作している．ロボット制御には，少ない伝送路によ

るネットワーク構成が求められ，加えてデータパスが変化しても全てのデータをリアルタ

イムに通信する必要がある．そこで，一本の伝送路で仮想的に複数の伝送路が扱えるよう

に，シリアル通信においてCDMA方式による多重化を行っている．本チップは受信回路を

搭載している．位相が異なる 250MHzのクロックを 8種類使いインタリーブすることで

2Gbpsのデータ受信を可能にした．CDMA方式で最大 8多重された波形より 2種類の同期

方式（ビット同期,チップ同期）を用いて逆拡散のタイミングを検出するのが特徴である．

設計期間：2人月以上，3人月未満 設計ツール：SII 社 SX9000，Cadence 社 Dracula

DRC，Mentor 社 Calibre，Mentor 社 xCalibre トランジスタ数：10,000 以上，

100,000未満 試作ラン：MOSIS-TSMC 0.25μm 10平方mm チップ種別：通信（RF回

路，ATMなど）

ASK/CDMA方式を用いた近距離無線RF受信回路

大阪大学大学院工学研究科 古屋英行, 松岡俊匡,谷口研二

概要：システムLSIの大規模化により, 入出力及び配線の数が増加が懸念されている. 本研

究では配線の削減を目的として LSIパッケージ間で無線通信を行う近距離無線通信チップ

を設計・試作した.受信回路は検波用スイッチ, 積分器, 拡散符号生成回路から構成されて

いる. ASK/CDMA方式を導入することにより,低消費電力で簡易な回路構成で多重化を実

現した. 設定した仕様は, 搬送波周波数 10GHz, 拡散符号周波数 250MHz,ビットレート

7.35Mbps である. 実測評価によって, 測定器で変調した 10GHz の搬送波から

7.35Mbpsの信号を取り出す事に成功した.

参考文献：古屋, 車, 清水, 春岡, 松岡,谷口, "ASK/CDMA方式を用いた近距離無線通信の

ためのCMOS復調回路", 電子情報通信学会技術研究報告, ICD2003-185, pp. 5-9, 2003年

12月

設計期間：4人月以上，5人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula DRC トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：MOSIS-TSMC 0.25μm 10平方mm チップ種別：通

信（RF回路，ATMなど）

極低消費電力CMOS品質モニタ回路

大阪大学大学院工学研究科 廣瀬哲也, 松岡俊匡,谷口研二

概要：新概念・新機能LSIの開発を目的に, 製品・商品の品質劣化度合いをモニタする品質

モニタチップを設計・試作した. 物質の劣化を一般的な化学反応式で模擬し,それをLSI上

に構築している. 本回路は, 弱反転電流を用いた温度モニタ回路ブロック, 電流割り算ブ

ロック, 積分回路ブロック, 比較器ブロック,そしてディジタルカウンタから構成されてい

る. 回路全体を電源電圧 1.5V,かつ弱反転領域で動作させることにより極低消費電力構成

が実現できている. 回路全体の消費電力は 3.3uWと極低消費電力である. 試作チップを実

際に温度を変化させて測定することにより,シミュレーションと同等の積分出力電圧を得る

ことに成功した.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社

Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：

100以上，1,000未満 試作ラン：MOSIS-TSMC 0.25μm 10平方mm チップ種別：アナログ（PLL, A-D/DC-DCコンバータな

ど）
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平成15年度 第2回 MOSIS-TSMC 0.25μm チップ試作

（MT25032）

高速シリアルCDMA通信チップ（送信回路）＆広帯域LNA

広島大学先端物質科学研究科 汐崎充, 佐々木 守,岩田穆

概要：ロボット制御には，少ない伝送路によるネットワーク構成が求められ，加えてデー

タパスが変化しても全てのデータをリアルタイムに通信する必要がある．そこで，一本の

伝送路で仮想的に複数の伝送路が扱えるように，シリアル通信においてCDMA方式による

多重化を行っている．本チップは，M系列で発生させたデータを 8つの拡散符号を用いて

2Gbpsの多重化された波形を生成している．測定により動作の確認を行った．UWBなど

のパルス・ベースの無線伝送方式では, LNAに対して, 入力インピーダンスの整合特性と

増幅特性の広帯域化が要求される. 入力整合する帯域を広げるため,ボンディング・ワイヤ

およびスパイラル・インダクタによる多重共振を利用して, 広帯域化を実現した.また, 次

段増幅器が異なる中心周波数をもつように設計することで, 増幅率の確保と広帯域化を両立

させた. 回路シミュレーションより, 1.5GHz～2.5GHzの帯域で, 増幅率 18dB以上,パス

バンド・リプル 0.6dB以下,反射-17dB以下,雑音指数 6.2dB以下いう性能を確認した.

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，SII社 SX9000，Cadence社 Diva，Mentor社 Calibre，

Mentor社 xCalibre トランジスタ数：10,000以上，100,000未満 試作ラン：MOSIS-TSMC 0.25μm 10平方mm チップ種別：通

信（RF回路，ATMなど）

近距離無線通信用送受信回路とGPS用低雑音増幅器

大阪大学大学院工学研究科 洞木洞木, 春岡正起,古屋英行, 車承佑, 松岡俊匡,

谷口研二

概要：システムLSIの大規模化により, 入出力及び配線の数が増加が懸念されている. 本研

究では配線の削減を目的として LSIパッケージ間で無線通信を行う近距離無線通信チップ

を設計・試作した. ASK/CDMA方式を採用し, 低消費電力で簡易な構成の回路を用い, 多

重化を実現した. 電圧制御発振器（VCO）, 周波数逓倍器, 増幅器のTEG回路とそれらと

スイッチ, 拡散符号生成回路を用いて構成した送信回路, そして検波用スイッチ, 積分器,

拡散符号生成回路で構成した受信回路を試作した. 動作周波数は搬送波周波数が 12GHz,

拡散符号周波数が 250MHz,ビットレートは 7.35Mbpsである. その他, GPS受信機をタ

ーゲットとした低雑音増幅器（LNA）の設計を行った. LNA の仕様は, NF <3dB ,

S11<10dB, Gain>30dB, Current<5mAである. 次期試作においてGPS受信機に組み込む

予定である.

設計期間：4人月以上，5人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula LVS，Ca-

dence社 Dracula DRC，Cadence社 Diva トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：MOSIS-TSMC 0.25μm 10平方

mm チップ種別：通信（RF回路，ATMなど）

無線通信用低雑音増幅器,パワーアンプ及びPLLの設計

九州大学大学院システム情報科学研究院 金谷晴一

九州大学大学院システム情報科学府 浦川 剛,大庭亮介, 中村徹哉, 川上晃治,

岡本 賢治, 森田亮

九州大学大学院システムLSI研究センター 安浦寛人

概要：無線 LAN（IEEE802.11b, 2.45GHz）用のCMOS低雑音増幅器（LNA）,パワー

アンプ（PA）,およびPLLの設計・試作を行った. LNA・PAの入出力部は,信号線と接地

導体が同一平面状にあるコプレーナ線路（CPW）とし, 特性インピーダンスが 50Ωとなる
ように設計した.また, PLLは 2係数プリスケーラ方式を用いており, 2.45GHz帯の周波数

制御を行うことが可能である. PLLのサブモジュールである電圧制御発振器（VCO）,プ

リスケーラを単独で測定するためにそれぞれ単体の回路も試作した. VCOは LC発振器を

用いた 4相出力が可能であり,プリスケーラは高速動作が可能な SCL回路や TSPC回路を

中心に構成されている.

参考文献：H. KANAYA, G. URAKAWA, R. OBA and K. YOSHIDA, "Development of CMOS Coplanar Waveguide Match-

ing Circuit for RF Front-end", pp.1692-1695, APMC2003

設計期間：6人月以上，7人月未満 設計ツール：Cadence社 Verilog-XL，Synopsys社 design_compiler，Avanti社 Appolo，

Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Cadence社 Dracula DRC トランジスタ数：100以上，1,000未満 試作ラン：

MOSIS-TSMC 0.25μm 25平方mm チップ種別：通信（RF回路，ATMなど）
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平成15年度 第3回 MOSIS-TSMC 0.25μm チップ試作

（MT25033）

高速シリアルCDMA通信チップ（受信回路／修正版）

広島大学先端物質科学研究科 汐崎充, 向井徹,小野将寛, 佐々木守, 岩田穆

概要：ロボット向けの通信チップを試作している．ロボット制御には，少ない伝送路によ

るネットワーク構成が求められ，加えてデータパスが変化しても全てのデータをリアルタ

イムに通信する必要がある．そこで，一本の伝送路で仮想的に複数の伝送路が扱えるよう

に，シリアル通信においてCDMA方式による多重化を行っている．本チップは 5月に提出

した受信回路の修正バージョンである．位相が異なる 250MHzのクロックを 8種類使いイ

ンタリーブすることで 2Gbpsのデータ受信を可能にした．CDMA方式で最大 8多重された

波形より 2種類の同期方式（ビット同期,チップ同期）を用いて逆拡散のタイミングを検出

するのが特徴である．測定により 2種類の同期が動作していることを確認した．

設計期間：1人月以上，2人月未満 設計ツール：SII 社 SX9000，Cadence 社 Dracula

DRC，Mentor 社 Calibre，Mentor 社 xCalibre トランジスタ数：10,000 以上，

100,000未満 試作ラン：MOSIS-TSMC 0.25μm 10平方mm チップ種別：通信（RF回路，ATMなど）
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平成15年度 第4回 MOSIS-TSMC 0.25μm チップ試作

（MT25034）

セルフテスト機能を備えた高速シリアルリンク・トランシーバ（ 2）
広島大学大学院先端物質科学研究科 佐々木 守

概要：PCI-Expressなどの数Gbpsクラスの高速シリアルリンクの規格化が行われ, 製品

化に向けた開発が進んでいる.しかし,このような高速 I/Oの ICテストを"at speed"で実

行しようとした場合, 高価な高速テスタが必要となる. そこで,ローエンド・テスタでも,

高速 I/Oのテストが実行できるセルフテスト機能を備えた高速シリアルリンク・トランシ

ーバを設計, 試作した.セルフテスト機能として, M系列に基づく擬似乱数発生器およびパ

ターン圧縮回路（MISR）を備えている.テスト方法は,デバイス・インタフェース・ボー

ド上に実現した特性インピーダンスを整合させたループ・バック・パスによって, 信号を

フィードバックさせて送信部,受信部のテストを行う. 先に試作, 評価したチップのリワー

クであり, セルフテスト機能部の設計ミスを修正した. ローエンド・テスタを模擬した I/

Oボード, D/Aボード（バイアス電圧設定用）を備えた PCによる実験システムを構築し

て,チップのセルフテスト機能によって, 2.5Gbpsの伝送速度を 10の-9乗以下のビット誤り率で実現できることが確認できた.

設計期間：0.5人月以上，1人月未満 設計ツール：Cadence 社 Virtuoso，Avanti 社 Star-HSPICE，Cadence 社 Diva，Ca-

dence社 Analog Artist，Mentor社 Calibre トランジスタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：MOSIS-TSMC 0.25μm 10平

方mm チップ種別：通信（RF回路，ATMなど）

ディジタルセル設計のためのチップ試作

九州大学システムLSI研究センター 松永裕介

ロジック・リサーチ 中野俊和, 赤星博輝

福岡知的クラスター研究所 松永多苗子

概要： 設計したものは大きく分けて, 基本素子（AND, INVERTER, FFなど）, 通信関

係（長距離伝送路,スイッチなど）, 演算器（FullAdder, LUTなど）, Reconfigurable

Logicとなっている. 様々なセルを作成したが, 同じ機能で, W/L比が異なっている, 回

路構成が異なっている,といったセルを作成し, 遅延の違いなどの比較ができるようになっ

ている. 例えば, 基本素子のANDだと, NANDと INVERTERに拡散の島が分かれている

セルと,その島を 1まとめにしたセルを作成している. 設計したものの中で,メインとな

るのがReconfigurable Logicで,これは外部からの制御信号で,任意の機能を持たせるこ

とができる. LookUpTable（LUT）と伝送路のスイッチで実現している. この Recon-

figurable Logicが動作しない場合, 何が原因なのか追求できるように, Reconfigurable Logicの最小構成,さらにそれらを構成す

る基本的な素子を個別に用意していて,単体で測定できるようになっている.

参考文献：CMOS -Circuit Design, Layout, and Simulation-R. Jacob Baker,Harry W. Li, and David E. Boyce

設計期間：6人月以上，7人月未満 設計ツール：Cadence社 Virtuoso，Avanti社 Star-HSPICE，Mentor社 xCalibre トランジ

スタ数：1,000以上，10,000未満 試作ラン：MOSIS-TSMC 0.25μm 16平方mm チップ種別：TEG（特性評価回路など）
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�［��］�竹内，鏡，小室，石川，“ソフトウェア���変換を用い

たビジョンチップの固定パターンノイズ除去手法”，映

像情報メディア学会技術報告，�������，������（��������

��），�������（����）
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�［��］�鏡，小室，石川，“ディジタルビジョンチップを用いた実

時間視覚処理システム―小型化・高速化と感度特性制御

の実現―”，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，���������（����）
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�［��］�田代，佐々木，大野，近藤，“������用分数画素精度動き

探索器の設計”，�������，����年度電気関係学会東海支

部連合大会（����）．

�［��］�長尾祥一，喜多ちえ，浜本隆之，相澤清晴，“スマートイ

メージセンサと����を用いた高速動物体追跡と奥行き

推定”，映像情報メディア学会誌，�������，�����，����

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

�［��］�川原隆輔，清水　聡，浜本隆之，“ランダムアクセスイ

メージセンサを用いた広視野撮像”，映情学技報，�������，

������，���������（����）

�［��］�山口　隆，成澤聡介，北見大岳，猪木原信幸，浜本隆之，

“蓄積中間画像を利用して動き推定処理を行うディジタ

ルスマートイメージセンサ”，映情学技報，�������，������，

�������（����）

�［��］�掛樋佐紀子，長尾祥一，浜本隆之，“動物体抽出と距離推

定を行う�チップ�眼イメージセンサ”，映情学技報，

�������，������，�������（����）

�［��］�川原隆輔，清水　聡，浜本隆之，“�眼スマートイメージ

センサを用いた広視野撮像システム”，���������	��
���

���������	
����	（������），������，���������（����）

�［��］�松田勝典，浜本隆之，“��眼カメラを用いた距離推定と

任意視点画像合成の検討”，���������	��
�����	�������

������（������），������，���������（����）

�［���］�成澤聡介，増田健太郎，浜本隆之，“圧縮機能を有する高

速ディジタルイメージセンサの設計”，���������	��
���

���������	
����	（������），������，���������（����）

�［���］�吉田　崇，柏山英輝，浜本隆之，“高速合焦判定を行うス

マートイメージセンサの方式検討および試作検証”，���

�����������	
�����������
����（������），������，�������

��（����）

�［���］�谷口浩之，久津間祐二，浜本隆之，“出および前方車両検

出機能を有する車載イメージセンサの設計”，���������

��������	

��������
���（������），������，���������

（����）

�［���］�吉田　崇，柏山英輝，浜本隆之，“多重フォーカス画像を

用いた高速合焦判定スマートイメージセンサ”，信学技

報，��������，�������，���������（����）

�［���］�伴野　充，中西正樹，山下　茂，渡邉勝正，“能動関数モ

ジュールを再配置可能なアクティブソフトウェア向け

アーキテクチャの提案”，電子情報通信学会信学技報，

���������	，�����������（����）�
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����”����回���（����）

�［���］�����������	�
������“����������	�
��������������

����

��������	�
�������	��
	�������������������”����������

��������’����������	
������������（����）�

�［���］�����������	�
������“��������	

��������������������
����

����������	

	
��������	”��������（����）�

�［���］�����������	�
������“��������	
�����
������������������

����������	

	
��������	”�����（����）．（���������）

�［���］�徐，難波，伊藤，“テスト数を小さくしたマルチコンテキ

スト����の故障検出”，������（����）�

�［���］�伊藤，“テスト容易化マルチコンテキスト����”�電気学

会電子・情報・システム部門大会論文集，�����，����
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“��������	�
����������������������������������	�
�����

��������	�
��	�
”第��回回路とシステム（軽井沢）ワー
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�［���］�上口　光，朱　兆旻，小出哲士，平川　泰，弘中哲夫，

マタウシュ　ハンスユルゲン，“階層型多バンク構造に

よる命令／データ統合型多ポートキャッシュの設計”，

第�回����広島支部学生シンポジウム（��������）論
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�［���］�田中秀和，井上弘士，モシニャガ・ワシリー，村上和彰，

“ヒストリ・ベース・タグ比較キャッシュの設計と評価”，

第��回情報処理学会全国大会講演論文集（�），���������，

����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”，電子情報通信学会論文誌�，

��������	
，�����，�����������，��������

�［���］��������������	
����������������������������	
�����“����

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

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

������������	
���”����������������	
�������������������

（����）�

�［���］��������������	
����������������������������	
�����“����

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

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

��������	
������������������������”����������������	
�����

��������	��
�（����）�

�［���］��������������	
����������������������������	
�����“����

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

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

����������	
�	��
���”����������������	
����������������

（����）�

�［���］���������	
	���������������	�	����	���������	
�����“�����

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

��������	
”���������	
�����	���������������（����）�

�［���］��������������	
����������������������������	
�����“����

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

��������	
���������
����”���������	
�����	���������������

（����）�

�［���］�杉浦，藤島，鳳，“相補型ショットキーソース・ドレイン

������のシリコンシャドウマスクを用いた集積化”，

第��回応用物理学関係連合学術講演会（����）．

�［���］�村松，橋本，小野寺，“電源電圧変動に対するオンチップ

配線インダクタンスの影響”，������，����������，����年

電子情報通信学会総合大会（����）．

�［���］�山口，橋本，小野寺，“ゲート毎の電源電圧変動を考慮し

た 静 的 遅 延 解 析 法”，���������，��������		
��
，

�����������（������），信学技報（����）．

�［���］�村松，橋本，小野寺，“電源配線の等価回路簡略化による

電源解析高速化の検討”，����������	，情報処理学会関西

支部支部大会（����）．

�［���］�宮崎，橋本，小野寺，“デジタル����プロセスを使用

したクロック生成向け���の将来性能予測―��発振型

���を用いた���の有効性―”����������	，��������			
�

��，信学技法（����）．

�［���］�土谷，橋本，小野寺，“直交配線を持つオンチップ伝送線

路の特性評価”，�����������，情報処理学会��シンポジ

ウム論文集（����）．

�［���］�土谷，橋本，小野寺，“配線�（�）�（�）�抽出のための

代表周波数決定手法”，���������，第��回回路とシステ

ム（軽井沢）ワークショップ論文集（����）．
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�［���］�樋口昭彦，小林和淑，小野寺秀俊，“ソフトコアプロセッ

サにおけるレジスタファイルの消費電力モデル”，������，

�����������	
	�，����年電子情報通信学会総合大会（����）

�［���］�荒本雅夫，湯山洋一，樋口昭彦，岡澤潤香，小林和淑，

小野寺秀俊，“資源共有型����プロセッサの性能評価”，

��������，�����������	
�������，信学技法（����）

�［���］�荒本雅夫，湯山洋一，樋口昭彦，岡澤潤香，小林和淑，

小野寺秀俊，“処理の優先度を利用した実行ユニット共

有型����プロセッサアレイ”，����������������第�回シス

テム���ワークショップ（����）

�［���］�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ーによる���アーキテク

チャの提案”，�����������，��������	
，�����，電子情報

通信学会論文誌エレクトロニクス分冊（����）

�［���］�湯山洋一，荒本雅夫，小林和淑，小野寺秀俊，“�������

による組み込みプロセッサの���記述とその���への適

用”，�����������，情報処理学会��シンポジウム論文集

（����）

�［���］�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（����）
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�［���］�張山昌論，工藤隆男，亀山充隆，“ウィンドウ演算のため

の周期的メモリアロケーションと画像処理����プロ

セッサへの応用”，電子情報通信学会論文誌，��������	
，

�����，�����������（����）�

�［���］�張山昌論，風間英樹，亀山充隆，“階層的並列メモリアク

セスに基づくボール軌道予測用����プロセッサの構成”，

電子情報通信学会論文誌，��������	
，�����，�����������

（����）�

�［���］�三浦清志，張山昌論，亀山充隆，“再帰的計算に基づくス

テレオマッチングと����化”，電子情報通信学会論文誌，

150



��������	
，�����，�����������（����）

�［���］����������	�
�������
��������������������	�
���

����“����������	
����������������������������������	
�

��������	�
����”���������	�
���������������������������

���������	�
	����	���	�������（����）�

�［���］�����������	�
����	���������������	������������	�
�

����������	�
���
��“����������	
�������������������

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

������

�������������	�
��������”���������	�
��������������������

���������	
���	����������

���������（����）�

�［���］��������	
�����������	�������
��
��������������	
��������

���������	��
�����������
������	�����������	��
�“�����

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

������������”���������������	
���������������������������	

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

����（����������）���������		
�

�［���］��������	
�����������	�������
��
��������������	
��������

���������	��
�����������
������	�����������	��
�“���

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

������������”������������	��
�����	��������������������	


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

�����

�［���］���������	
��	�	������	�	
�����������������	
	�������

��������	�
�������
���“��������	
���������������

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

����������	
”������������	��
���������������������������	

�������

�［���］����������	��
���	��������������������������	��
������

����������	���
������������������“��������	�
������

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

��������	
��������
����
”��������������	�
�����������	�����

������

�［���］������������	
	������������������	����������	�
������

����������	
�����������
����“��������		
���������
����

���������	
��
���”������������	��
������������������������

���������	��
	�����

�［���］���������	�
�������������
������������������	
	�������

��������	�
�������
���“���������	�
��������������������

����������	
��������
	�����	����������������		
�”������

�������，第�回リコンフィギャラブル研究会
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�［���］�清水，中村，松岡，谷口，“������のマッチング特性

の高精度評価のためのテスト回路”，電子情報通信学会

論文誌�，��������	
，�����������（����）�

�［���］�清水，松岡，谷口，“����技術を用いたパラレルバスに

よる低電力伝送システム”，電子情報通信学会論文誌�，
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�［���］�春岡，洞木，松岡，谷口，“���デュアルバンド・イメー

ジリジェクトミキサの��位相誤差補償に関する研究”，

電子情報通信学会論文誌�，��������	
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（����）�

�［���］�����������	�
�����������������
����������“�����������	�
�	�

���������	�
����������������������������������	
�”��

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

�����������	��
（����）�

�［���］����������	
�������	�������������������“���������	�����

��������	
�’��������	��
���
�
��”���������	
��	�
�	���

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

（����）�

�［���］�����������	�
�����������������
����������“���������	��


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

�������������	
��

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

����”���������	
�����������������
�
������������	
����
���

����������	（����）�

�［���］���������	�
�����������
���������	�������������	
����“��

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

�������”���������		
������������������������������������	

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

�［���］������������	�
�����������������������“���������	
��

����������	
����＋／���������	
��	�����������������������

��������”���������	
�����

���
���������������������	
����

���������（����）�

�［���］���������	�
�����������������
����������“����������	
�����

151



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

����”���������	
��	�
�	�����	����	����	�������������	��
����


�����������	

�	������（����）�

�［���］�井田，清水，嶋村，松岡，谷口，“有線����インタ

フェース用可変ゲインアンプ”，電気学会電子回路研究

会資料，���������，���������（����）

�［���］�清水，松岡，谷口，“�����������	
のしきい値電圧の

ばらつきに関する考察”，電子情報通信学会技術研究報

告，����������，����������（����）

�［���］�春岡，洞木，松岡，谷口，“�周波型���用イメージリ

ジェクトミキサの研究”，電子情報通信学会技術研究報

告，�����������，���������（����）

�［���］�車，松岡，谷口，“バイアス・フィード抵抗付き�＋／

�接合を用いた����プレディストータの試作，評価”，

電子情報通信学会技術研究報告，����������	，���������

（����）

�［���］�清水，松岡，谷口，“多値�����������	
技術を用いた集

積回路内並列バスシステム”，電子情報通信学会����年

ソサイエティ大会，�������，�����（����）

�［���］�古屋，車，清水，春岡，松岡，谷口，“��������方式

を用いた近距離無線通信のための����復調回路”，電

子情報通信学会技術研究報告，���������	
，�������
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�［���］�下ノ村和弘，井上恵介，亀田成司，八木哲也，“シリコン

網膜と����を用いた動物体の追跡”，映像情報メディ

ア学会誌，�������，�����，����，����������
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�［���］�下ノ村和弘，八木哲也，“��視覚野の機能を模倣した電

子回路”，視覚科学フォーラム第�回研究会，大阪，������

�，予稿集������

�［���］�下ノ村和弘，八木哲也，“��単純型細胞受容野をエミュ

レートするアナログディジタル混在型集積システム”，

日本神経回路学会第��回全国大会，東京，�������，講

演論文集������������

�［���］�下ノ村和弘，八木哲也，“視覚野��を模倣するアナロ

グ・デジタル混在システム”，映像情報メディア学会研

究会情報センシング／電子情報通信学会研究会���豊橋，

�������，映情学技報�������，������，����������

�［���］�下ノ村和弘，八木哲也，“単純型細胞を模倣する�����に

よる実時間画像処理”，東京，�������，電子情報通信学会

技術研究報告����������，������������
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�［���］�亀田成司，八木哲也“神経回路を模倣したアナログ集積

視覚チップの研究動向”日本神経回路学会誌，�������，
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�［���］�亀田成司，八木哲也，“網膜の階層処理を実現するマルチ

チップシステム”，映情学技報，�������，������，�������

��，豊橋，�������．
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�［���］�軍司，鷲津，“熱伝導性基板を用いた電解質溶液の誘電泳

動”，�����������，����年静電気学会講演論文集

�［���］�寺尾，加畑，鷲津，“電気浸透流による酵母ゲノム���

の伸長”，���������，����年電気学会研究会試料ケミカル

センサ研究会（����）
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�［���］�曽山竜海，打田　淳，石田拓麿，村松正吾，菊池久和，

久下哲郎，“係数パラメータ水平間引き型可逆デインタ

レーサのハードウェア実装”，信学技報告，��������		
�

���（������）

�［���］�三国勝志，中村吉樹，今井礼大，深瀬政秋，佐藤友暁，

“モバイルコンピューティング用マルチメディアプロ

セッサの実装”，�������情報科学技術フォーラム，��

���，����年�月．
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��������”�平成��年度電気関係学会東北支部連合大会，
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�［���］�深瀬朝子，佐藤陽一，佐藤友暁，深瀬政秋，荒木喬“ラ

ンダムアドレッシング機能強化型マルチメディアプロ

セッサによる暗号システム”，�������，������月．
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�［���］�中山，岩田，松田，廣川，畑岸，織田，“電源制御用遅延

回路の設計”，�������，電気関係学会北陸支部連合大会

（����）

�［���］�南，岩田，松田，大曽根，山本，伊原，中島，“����

定電圧回路の設計と評価”，�������，電気関係学会北陸支

部連合大会（����）
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�［���］�乾　道孝，荒木英夫，久津輪敏郎，原嶋，“ニューロン

���を可変論理回路に用いるための改良”，平成��年電

気関係学会関西支部連合大会，�����（��������）

�［���］�尾川広和，星野聖彰，久津輪敏郎，原嶋，“形状変化可能

アナログ素子自動生成とレイアウト容易化法”，平成��

年電気関係学会関西支部連合大会，�����（��������）

�［���］�久保雅弓，清水直人，乾　道孝，久津輪敏郎，“����・

ν���混在回路における面積を考慮した素子割り当て

法”，第�回電子情報通信学会関西支部学生会研究発表講

演会，�����（�������）

�［���］�藤本祥平，尾川広和，星野聖彰，久津輪敏郎，“アナログ

回路を含む���の自動設計化における素子自動生成と面

積最適化”，第�回電子情報通信学会関西支部学生会研究

発表講演会，�����（�������）

�［���］�川元雅紀，伊藤文人，井上　浩，“アナログ���回路用

����プッシュプル回路の設計と性能評価”，電子情報

通信学会，機構デバイス研究会，���������，����������

�［���］�佐藤紀章，伊藤文人，井上　浩，“プッシュプル位相加算

ミキサを使用した通信機能��の一検討”，電子情報通信

学会，機構デバイス研究会，���������	，����������
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�［���］�西尾，澤，吉川，古川，米津，“下等動物の視覚系に学ん

だ簡単な形状認識機能を有する接近検出機構の集積回路

化”，日本神経回路学会・第��回全国大会，講演論文集，

���������，�����

�［���］�澤，西尾，安部，古川，米津，“生体の網膜に学んだエッ

ジ検出機構のアナログ集積回路化”，日本神経回路学会・

第��回全国大会，講演論文集，�����������，�����
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�［���］�澤，西尾，安部，古川，米津，“網膜に学んだ広ダイナ

ミックレンジを有するエッジ検出回路のアナログ集積回

路化”，電子情報通信学会ニューロコンピューティング
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�［���］�黒田雄樹，宮越純一，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��”�電気関係学会北陸支部連合大会

予稿集（����）

�［���］�黒田雄樹，宮越純一，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��”�第�回システム���ワーク

ショップ講演資料集，及び，ポスタ資料集（����）

�［���］�大村正之，深山正幸，“�����による����設計�������

による����コーデック設計”，共立出版（����）
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�［���］�伊藤伸也，野本祥平，冨安洋史，西川博昭，“マルチメ

ディアネットワーキング向きデータ駆動プロセッサの

���試作”，情報処理学会研究報告，����������	
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�［���］�山本昌治，市川周一，山本浩司，“部分グラフ同型判定の

ためのデータ依存回路の実装と評価”，���������	
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�［���］�山本昌治，市川周一，山本浩司，“部分グラフ同型判定の

ためのデータ依存回路の実装と評価”，第�回リコンフィ

ギャラブルシステム研究会論文集，���������，電子情報
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�［���］�飯田，清水，“商用ソフトを用いない���ベースの���
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�［���］�高橋知宏，羽生貴弘，“電流モード制御信号多重化に基づ

160



く高速非同期データ転送���の試作”，電子情報通信学会
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�［���］�城殿征志，吉川信行，吉田　晃，平野　悟，“��������

ハイブリッド��コンバータ用����デシメーション

フィルタの設計”，信学技報����������，超伝導エレク

トロニクス研究会，東京，����年�月．

�［���］�冨田卓哉，宮川英明，吉川信行，“��������ハイブリッ

ドメモリシステム用メモリセルの動作特性”，����年秋

期応用物理学会学術講演会，������，福岡大学，����年

�月．

�［���］�吉川信行，本告　圭，城殿征志，“������コンバータ用

����デシメーションフィルタの設計”，����年秋期応

用物理学会学術講演会，������，福岡大学，����年�月．

�［���］�冨田卓哉，小嶋英充，宮川英明，吉川信行，“��������

ハイブリッドメモリの実現に向けた���出力回路の統

合”，����年電子情報通信学会総合大会，�����，青山学

院大学，����年�月．

�［���］�道江寛之，城殿征志，吉川信行，吉田　晃，平野　悟，

“��������ハイブリット��コンバータ用����デジ

メーションフィルタのシステム評価”����年電子情報通

信学会総合大会，������，青山学院大学，����年�月．

�［���］�秋本　彩，山梨裕希，道江寛之，城殿征志，吉川信行，

“���論理回路設計における論理合成ツール導入の検討”，

����年春期応用物理学会学術講演会，��������，東京工

科大学，����年�月．

�［���］�徳田勝利，冨田卓哉，吉川信行，“��������ハイブリッ

トシステム用����差動アンプの設計と試作”，����年

春期応用物理学会学術講演会，���������，東京工科大学，

����年�月．
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光スキャナ”，電気学会論文誌�センサ・マイクロマシ

ン準部門誌，��������，������，�����������（��������）

�［���］�薗部　忠，藤田博之，“静電ワブルモータの解析”，電気

学会論文誌�センサ・マイクロマシン準部門誌，��������，
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�［���］�安井　学，角嶋邦之，平林康男，三田　信，藤田博之，

“円形状微細穴形成に対する犠牲層としての電着レジス

トの適用”，電気学会論文誌�センサ・マイクロマシン

準部門誌，��������，�������������		
���（��������）

�［���］�藤田博之，“マイクロ・ナノマシンの展望”，静電気学会

誌���　���������	���
，����������	（��������）

�［���］�吉野智則，年吉　洋，三田　信，小林　大，藤田博之，

“磁気ディスクヘッド素子駆動用静電マイクロアクチュ
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部門誌，���巻�号，���������（��������）
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�［���］�新田英之，竹内昌治，野地博之，藤田博之，“顕微鏡観察

下における局所的温度制御のためのマイクロデバイス”，
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�［���］�渡邊，小林，“部分再構成が可能な光再構成型ゲートアレ

イ����”�電子情報通信学会論文誌，��������，�����，����

��������（����）�

�［���］�宮野，渡邊，小林，“差分型光再構成ゲートアレイの回路

実装評価”，第�回システム���ワークショップ，��������

����（����）�

�［���］�宮野，渡邊，小林，“差分型光再構成ゲートアレイの連続

再構成”，第��回計測自動制御学会九州支部学術講演会

予稿，������（����）�

�［���］�志岐，渡邊，小林，“差分型光再構成ゲートアレイ����

部の遅延シミュレーション”，第��回計測自動制御学会

九州支部学術講演会予稿，������（����）�

�［���］�藤目，渡邊，小林，“差分光再構成型ゲートアレに使用す

るダイナミック再構成回路”，電子情報通信学会集積回

路研究会，発表予定，（����）．

�［���］�中村，小林，渡邊，“差分型光再構成ゲートアレイの開発

支援システム”，第��回計測自動制御学会九州支部学術

講演会予稿，������（����）�
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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，“リアルタイム画像処理のためのセルネット

ワークに基づくディジタル画像分割���”�第�回����広

島支部学生シンポジウム，�����������，�����

�［���］�桐山　治，森本高志，足立英和，原田洋明，小出哲士，

マタウシュ　ハンスユルゲン，“セルネットワークベー

ス画像分割���の低消費電力化設計”，電子情報通信学会

����年総合大会，����．
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�［���］�溝上政弘，白川佳則，小出哲士，マタウシュ　ハンスユ

ルゲン，“集積化認識システムのための連想メモリベー

ス自動学習アーキテクチャ”，電子情報通信学会����年

総合大会，����．

�［���］�森　創司，高橋篤司，“準同期方式による���のピーク消

費電力の削減”，電子情報通信学会技術報告書

（���������	�），��������，�������，���������（����）�

�［���］�宮岡，戸川，柳澤，大附，“不規則なデータパスを持つプ

ロセッサのハードウェア／ソフトウェア協調合成手法”，

�����������，回路とシステム（軽井沢）ワークショップ

（����）

�［���］�田中，戸川，柳澤，大附，“ネットワークスイッチング処

理を対象とした���プロセッサ自動合成システム”，

�����������，回路とシステム（軽井沢）ワークショップ

（����）

�［���］�戸川，戸塚，涌井，柳澤，大附，“����������	
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�［���］�小田，宮岡，戸川，橘，柳澤，大附，“システム���設計

における定性的側面を考慮したハードウェア／ソフト

ウェア分割システム”，����������	，情報処理学会��シ

ンポジウム����

�［���］�清水，戸川，柳澤，大附，“動的再構成可能システムによ

る��������	
��の実装”，���������，情報処理学会��

シンポジウム����

�［���］�清水，戸川，柳澤，大附，“����を用いた��������	
����

��������	
��の実装と評価”，電子情報通信学会技術報

告，���������	
�

�［���］�石川，宮岡，戸川，柳澤，大附，“面積制約を考慮した

���プロセッサ向けハードウェア／ソフトウェア協調

設計手法”，���������，電子情報通信学会技術報告，

���������（����）

�［���］�石川，宮岡，戸川，柳澤，大附，“面積制約付き���プ

ロセッサ合成手法”，�����������，電子情報通信学会技術

研究報告，���������	（����）

�［���］�戸川，笠原，宮岡，崔，柳澤，大附，“������������	��
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�［���］�清水，内田，宮岡，戸川，柳澤，大附，“インターリーブ

を考慮した��������	
����������������”����������，電子

情報通信学会技術研究報告，���������	�

�［���］�石川，内田，宮岡，戸川，柳澤，大附，“面積制約を考慮

した���プロセッサ最適化手法”，���������，電子情報

通信学会技術研究報告，���������	�

�［���］�加藤，内田，宮岡，戸川，柳澤，大附，“��������	
�型

命令を持つプロセッサ合成システムのためのリターゲッ

タブルコンパイラ”，���������，電子情報通信学会技術研

究報告，���������	


�［���］�小田，内田，宮岡，戸川，橘，柳澤，大附，“�����分

割システムにおける仮想��類推手法”，���������，電子情

報通信学会技術研究報告，���������	


�［���］�松浦，内田，宮岡，戸川，柳澤，大附，“ネットワークプ

ロセッサ合成システム”，���������，電子情報通信学会技

術研究報告，���������	
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������”�電子情報通信学会ソサイエティ大会，������，
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�［���］�徳永和宏，宮崎隆行，桜井貴康，“低電力・ライブラリ・

セルの選択に関する一検討”，電子情報通信学会基礎・

境界ソサイエティ大会，新潟大学，�����，����

�［���］�鬼塚浩平，桜井貴康，“チップ間ワイヤレス電源伝送に関

する検討”，電子情報通信学会����年基礎・境界ソサイ

エティ大会，新潟，�����，����

�［���］�石田光一，桜井貴康，“負バイアス制御スイッチを用いた

高精度スイッチトキャパシタ回路”，電子情報通信学会

ソサエティ大会，新潟，�����，����

�［���］�宮崎隆行，桜井貴康，“リーク電流エミュレータ―高閾値

デバイスによる低閾値エミュレーション―”，電子情報

通信学会����年基礎・境界ソサイエティ大会，新潟，��
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�［���］�内田，石川，深井，“縦積み�段構成による増幅器の検討”，

電気学会電子回路研究会資料，���������，���������
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�［���］�石川，深井，“������による多入力可変論理回路の提

案”，電気学会電子回路研究会資料，����������，�������
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�［���］�山口，石川，深井，“������を用いたコンパレータの設

計”，電気学会電子回路研究会資料，����������，�������
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�［���］�内田，石川，深井，“佐賀大学���設計環境を用いた���

増幅器の設計”，電気関係学会九州支部大会講演会論文
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�［���］�山口，深井，“�����を用いたコンパレータの設計”，電

気関係学会九州支部大会講演会論文集，��������（����）

�［���］�石川，深井，“������を用いた可変論理回路の提案と
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�［���］�宮岡祐一郎，戸川　望，柳澤政生，大附辰夫，“不規則な

データパスを持つプロセッサのハードウェア／ソフト

ウェア協調合成手法”，電子情報通信学会回路とシステ

ム軽井沢ワークショップ論文集，�����������，���������	


�［���］�田中英夫，戸川　望，柳澤政生，大附辰夫，“ネットワー

クスイッチング処理を対象とした���プロセッサ自動

合成システム”，電子情報通信学会回路とシステム軽井
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�［���］�清水一範，戸川　望，柳澤政生，大附辰夫，“動的再構成

可能システムによる��������	
��の実装”，情報処理学

会��シンポジウム����論文集，���������，���������	

�［���］�清水友樹，木村晋二，堀山貴史，中西正樹，柳澤政生，

“畳み込み機構をもつ����のマッピング能力について”，

情報処理学会��シンポジウム����論文集，���������，
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�［���］�久保ゆき子，戸川　望，柳澤政生，大附辰夫，“冗長記述

を利用した����への透かし埋め込み手法”，情報処理

学会��シンポジウム����論文集，���������，���������	

�［���］�安浦寛人，末吉敏則，久我守弘，柳澤政生，弘中哲夫，

“�������プロジェクトの成果とその利用について�．

プロセッサコア��”�情報処理学会��シンポジウム����

論文集，�����������，���������	

�［���］�小田雄一，宮岡祐一郎，戸川　望，橘　昌良，柳澤政生，

大附辰夫，“システム���をにおける定性的側面を考慮し

たハードウェア／ソフトウェア分割システム”，情報処

理学会��シンポジウム����論文集，����������	，�����
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�［���］�清水一範，戸川　望，柳澤政生，大附辰夫，“����を用

いた��������	
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�［���］�石川裕一郎，宮岡祐一郎，戸川　望，柳澤政生，大附辰夫，

“面積制約を考慮した���プロセッサ向けハードウェア

／ソフトウェア協調設計手法”，電子情報通信学会ディ
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�［���］�木村晋二，原田恭典，柳澤政生，“プロセッサにおける配

線の再構成可能性の利用について”，第�回システム���

ワークショップ，ポスターセッション，���������	

��

�［���］�石川裕一郎，宮岡祐一郎，戸川　望，柳澤政生，大附辰夫，

“面積制約を考慮した���プロセッサ向けハードウェア
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�［���］�原田恭典，木村晋二，柳澤政生，“プロセッサにおける配

線の再構成可能性の利用について”，電子情報通信学会
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�［���］�松浦　努，内田純平，宮岡裕一郎，戸川　望，柳澤政生，

大附辰夫，“ネットワークプロセッサ合成システム”，電

子情報通信学会����設計技術研究会，���������	
，����

�����，���������	


�［���］�小田雄一，内田純平，宮岡裕一郎，戸川　望，橘　昌良，

柳澤政生，大附辰夫，“�����分割システムにおける仮

想��類推手法”，電子情報通信学会����設計技術研究会，

���������	�，���������，���������	


�［���］�石川裕一朗，内田純平，宮岡裕一郎，戸川　望，柳澤政生，

大附辰夫，“面積制約を考慮した���プロセッサ最適化

手法”，電子情報通信学会����設計技術研究会，�����

������，���������，���������	


�［���］�清水一範，内田純平，宮岡裕一郎，戸川　望，柳澤政生，

大附辰夫，“インターリーブを考慮した��������	
����

��������	
��”�電子情報通信学会����設計技術研究会，
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�［���］�加藤久晴，内田純平，宮岡裕一郎，戸川　望，柳澤政生，

大附辰夫，“��������	
�型命令を持つプロセッサ合成シ

ステムのためのリターゲッタブルコンパイラ”，電子情

報通信学会����設計技術研究会，���������	
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�［���］�吉岡，宇佐美，“スリープトランジスタ制御による動的

リーク電力の削減手法”，電子情報通信学会東京支部学

生会研究発表会，予稿集―発表番号��，����年�月�日
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�［���］�川崎貴之，谷川一哉，弘中哲夫，児島　彰，“再構成情報

圧縮機構を備えた粗粒度再構成型アーキテクチャ”，第�

回リコンフィギャラブルシステム研究会論文集，�������
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�［���］�鈴木圭介，井上智宏，佐々木敬泰，谷川一哉，弘中哲夫，

北村俊明，“汎用システム評価環境���を用いた検証・

評価”，第��回����������	
������	�	�	ユーザ・プ

レゼンテーション論文集，�����������，�����

�［���］�山口和哲，楯岡孝道，阿部公輝，“機能と性能を取捨選択

可能な�����ハードウェア実装の検討”，インターネット

コンファレンス����論文集，������，����������

�［���］�清水雅一，阿部公輝，“局所同期型非同期回路における

ローカルタイミング生成回路の低消費電力設計”，電子

情報通信学会技術報告，��������，�������，����������	，
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�［���］�矢崎俊志，阿部公輝，“高速�������変換を用いた多倍長

乗算器の設計と評価および����への実装”，電子情報通

信学会技術報告，��������，�������，�����������，�����

�����

�［���］�山口和哲，楯岡孝道，阿部公輝，“機能と性能を取捨選択

可能な�����ハードウェア実装”，情報処理学会コン

ピュータセキュリティ研究会報告，�������，���������	
，

���������	�，����������

�［���］�佐々木明彦，阿部公輝，“シミュレーションによる���

実装の���耐性評価”，電子情報通信学会技術報告（情

報セキュリティ研究会），���������	��，���������，�����
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�［���］�井上高宏，常田明夫，高宗義成，竹中智哉，江藤慎一郎，

“集積化可能な高周波用ダイオードチャージポンプ型

�����変換回路の一解析法”，��������	
�	��電気関

係学会九州支部第��回連合大会講演論文集（�������）

�［���］�井上高宏，常田明夫，高宗義成，江藤慎一郎，竹中智哉，

“集積化可能な低リプルチャージポンプ型�����変換回

路の一検討”，��������	
�	��電気関係学会九州支部

第��回連合大会講演論文集（�������）

�［���］�井上高宏，常田明夫，高宗義成，江藤慎一郎，竹中智哉，

“集積化可能な高周波入力�����変換定電圧電源回路の

設計”，��������	
�	��電気関係学会九州支部第��回

連合大会講演論文集（�������）

�［���］�井上高宏，常田明夫，高宗義成，江藤慎一郎，竹中智哉，

“集積化可能な高周波電磁誘導受電形定電圧電源回路の

一設計とその解析”，���������，電気学会電子回路研究会

����������（��������）�

�［���］�井上高宏，常田明夫，市原栄蔵，鶴巣哲朗，岩崎俊彦，

井本和之，“スイッチトカレント電流コピア回路におけ

る電流コピー誤差低減の一手法”，���������，電気学会電

子回路研究会����������（��������）�

�［���］�井上高宏，常田明夫，市原栄蔵，鶴巣哲朗，井本和之，

岩崎俊彦，“低電圧半クロック遅延電流コンパレータ回

路の一設計とその解析”，���������，電気学会電子回路研

究会����������（��������）�

�［���］�井上高宏，常田明夫，市原栄蔵，鶴巣哲朗，井本和之，

岩崎俊彦，“低電圧半クロック遅延電流コンパレータ回

路の一設計”，��������	
�	
�，電気関係学会九州支部

第��回連合大会講演論文集（�������）．

�［���］�井上高宏，常田明夫，市原栄蔵，“マウスの腹部心音セン

サー信号から心拍数を抽出する����集積化可能な電

子回路”，��������	
�	��，電気関係学会九州支部第��

回連合大会講演論文集（�������）．

�［���］�井上高宏，常田明夫，山川俊貴，尾園弘和，“����リ

ング発振器形���変調器の設計に関する一考察”，

��������	
�	
�，電気関係学会九州支部第��回連合大

会講演論文集（�������）．

�［���］�井上高宏，常田明夫，山川俊貴，尾園弘和，“����リ

ング発振器型���変調器の一設計とその解析”，�������

��，電気学会電子回路研究会����������（��������）�

�［���］�井上高宏，常田明夫，市原栄蔵，山川俊貴，“浮遊ゲート

上の初期電荷に依らない���������のみかけのしきい

電圧の電子的固定手法とその解析”，���������，電気学会

電子回路研究会����������（��������）�

�［���］�井上高宏，常田明夫，日野臣教，李孜，千代永純一，“プ

ログラマブルキャパシタアレイの周波数特性の解析と設

計”，��������，電気学会電子回路研究会���������（������

��）�

�［���］�井上高宏，常田明夫，山川俊貴，尾園弘和，“����リ

ング発振器形���変調器の一構成とその解析”，��������

���，第��回熊本県産学官技術交流会講演論文集（������

�）．

�［���］�井上高宏，常田明夫，市原栄蔵，井本和之，“�������

���を用いた低電圧電流ミラー回路の一構成とその解

析”，�����������，第��回熊本県産学官技術交流会講演

論文集（�������）．
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�［���］�井上高宏，常田明夫，日野臣教，李孜，千代永純一，

“���の使用上限周波数に関する理論的一考察”，

��������	
�	��，電気関係学会九州支部第��回連合大

会論文集（�������）．

�［���］�井上高宏，常田明夫，日野臣教，李孜，千代永純一，
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“���を用いた����プログラマブルフィルタに関する一

検討”，��������	
�	��，電気関係学会九州支部第��回

連合大会論文集（�������）．

�［���］�井上高宏，常田明夫，安成　潤，田中修吾，“電子可変

���抵抗素子を用いた新しい連続時間形����用コア回

路の一構成”，�����������，第��回熊本県産学官技術交

流会講演論文集（�������）．

�［���］�井上高宏，常田明夫，安成　潤，田中修吾，“電子可変

���抵抗素子を用いた新しい連続時間形����用コア回

路の一実現”，���������，電気学会電子回路研究会����

�����（��������）�
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�［���］�安藤，小野，来海，“時間相関イメージセンサと回転磁界

を用いるロックイン磁気光学映像法”，平成��年電気学

会全国大会講演論文集，����．

�［���］�永井，栗原，清水，小野，安藤，“時間相関イメージセン

サを用いた実時間振動分布計測法”，平成��年電気学会

全国大会講演論文集，�����������，�����

�［���］�栗原，永井，清水，小野，安藤，“時間相関型イメージセ

ンサによるヘテロダイン振動分布計測”，第�回赤外放射

の応用関連学会等年会，���������，����

�［���］�安藤，小野，来海，“時間相関イメージセンサを用いる

ロックイン磁気光学映像法”，日本光学会，������，����

�����，����

�［���］�栗原，永井，清水，小野，安藤，“時間相関イメージセン

サを用いたヘテロダイン振動分布計測”，電気学会�部

門総合研究会，��������，�����

�［���］�清水，栗原，小野，安藤，“回転偏光子・検光子による複

素反射率比の振幅位相符号化の原理およびその実時間�

次元エリプソメータへの適用”，第��回自動制御連合講

演会，�����������，�����

�［���］�安藤，小野，来海，“回転磁界を用いるロックイン漏洩磁

束映像法”，第��回自動制御連合講演会，�������������，

�����

�［���］�栗原，清水，？曙，小野，安藤，“法瀬ベクトルを用いた

顔認証に関する基礎的検討”，第�回パターン計測シンポ

ジウム，���������，�����

�［���］�“温度に対する周波数特性変動を低減した����ログド

メイン積分回路”，秋田一平，和田和千，田所嘉昭，信学

技報����������，���������，����年�月．

�［���］�“平衡型回路における線形浮遊抵抗対の���トランジス

タによる等価構成”，伊藤和将，和田和千，田所嘉昭，電

学電子回路研資���������，����年��月．

�［���］�“ガードリングと接地領域の形状による基板雑音の低減

効果の検討”，鈴木寛人，ニコデムス・レディアン・アグ

ン，和田和千，高木茂孝，電学電子回路研資���������，

����年�月．
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VDECは平成 8年度に発足した．当時は専任教官 5

名と事務官 1名という小さな組織であったが，平成 9

年度には専任教官 2名と事務官 1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 2

年を単位として 2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 14年度からは流動教

官を 1名ずつ交互に交代することとしたため，当年度

は 3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 1名おかれている．

VDECは現在，専任教官 10名，客員教授 1名，事務

官 2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 CAD

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．

第3章　VDEC概要

3．1．組織概要

センター長・教授 浅　田　邦　博

教　　　授 鳳　　　紘一郎

 （平成 16年 3月まで）

 （新領域創成科学研究科併任）

教　　　授 藤　田　昌　宏

 （平成 16年 4月から）

客 員 教 授 益　子　耕一郎

助　教　授 池　田　　　誠

助　教　授 小　林　和　淑

 （平成 16年 3月まで）

助　教　授 年　吉　　　洋

助　教　授 服　部　励　治

 （平成 16年 3月まで）

助　　　手 鄭　　　若　 

助　　　手 畠　中　理　英

助　　　手 小　松　　　聡

共同利用主任 真　弓　貞　雄

共同利用掛長 小　貫　　　浩

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　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） 

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 9・10年度

金沢大学，広島大学平成 11・12年度

千葉大学，東京工業大学平成 13年度

千葉大学，東京工業大学，京都大学平成 14年度

京都大学，九州大学平成 15年度
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平成 15年 4月より 2年間 VDECの一員として，デ

ザイナーフォーラム・CAD講習会の運営を中心に

VDECの活動をお手伝いさせて頂きました．設立前よ

り様々な形で協力をして参りましたVDECの運営に内

部より関わることでいろいろと貴重な体験をすること

ができました．これからも京都大学サブセンターの運

営を中心としてVDECの活動に協力する所存でござい

ますのでよろしくお願い致します．

小林　和淑

定年を迎えるにあたり東大でいちばん思い出に残る

のは，やはり VDECの創設です．平成 8年の創立の前

後には，浅田先生と一緒に関係の官庁や企業を訪れ，

あるいは関連学会の会合に出席してVDECの創設の意

義を説明しましたが，はじめはなかなか判ってもらえ

ず，活動の仕方についても人によっていろいろと誤解

があったりして，逆巻く波の中を小さな船で幾度も沈

没の危険にさらされながら進む思いでした．そういう

時は浅田先生の舵さばきが唯一のたよりで，何とか沈

まずに出航に漕ぎ着けましたが，その後も VDECの規

模，人員，予算など何かにつけてこちらの希望がスム

ースに通ることは少なく，荒海の航海が続きました．

その中で浅田先生が理想を堅持しながら，現実を冷静

に見て最適の手を次々と繰り出して行く様は，「三国

志」の諸葛孔明の戦いぶりを見る思いで（と言っても

私が劉備玄徳を気取っていたわけではありません），

他にも関羽や張飛，趙雲のような英雄豪傑たちが助け

てくれました．

　「三国志」が物語りの好きな人たちの間に何百年も

愛されているように，VDECで設計技術を学んだ人々

による LSIが，日本を出発点として広がって行くこと

を望んでやみません． 

VDEC 事  始 め
こと はじ

鳳　紘一郎

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）
〒 113-8656　文京区本郷 7-3-1 TEL03（5841）6671　FAX03（5841）8911

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）
〒 113-0033　文京区本郷 7-3-1 TEL03（5841）5937

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
〒 113-8656　文京区本郷 7-3-1 TEL03（5841）6675　FAX03（5841）6724

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
〒 153-8904　目黒区駒場 4-6-1 TEL03（5841）5160　FAX03（5841）5161

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
〒 113-8656　文京区本郷 7-3-1 TEL03（5841）6656　FAX03（5841）8567

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
〒 113-8656　文京区本郷 7-3-1 TEL03（5841）5573

藤田　昌宏

平成 15 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

退任のご挨拶
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所　　　　　　　　　　属氏　名

北海道大学大学院工学研究科電子情報工学専攻　教授
〒 060-0813　札幌市北区北 13条西 8丁目 TEL011（706）6489　FAX011（706）7121

宮永　喜一

東北大学未来科学技術共同研究センター教授
〒 980-8579　仙台市青葉区荒巻字青葉 TEL022（217）3952　FAX022（217）3961

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
〒 152-8552　目黒区大岡山 2-12-1 TEL03（5734）2574

國枝　博昭

早稲田大学理工学部電子・情報通信学科　教授
〒 169-8555　新宿区大久保 3-4-1 TEL03（5286）3392　FAX03（3204）4875

柳澤　政生

金沢大学工学部電気・電子システム工学科　教授
〒 920-8667　金沢市小立野 2-40-20 TEL076（234）4861　FAX076（234）4870

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
〒 464-8603　名古屋市千種区不老町 TEL052（789）3312　FAX052（789）3798

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
〒 606-8501　京都市左京区吉田本町 TEL075（753）5314　FAX075（753）5343

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
〒 565-0871　吹田市山田丘 2-1 TEL06（6879）7791　FAX06（6879）7792

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
〒 739-8526　東広島市鏡山 1-3-1 TEL0824（24）7856　FAX0824（24）7195

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
〒 816-8580　春日市春日公園 6-1 TEL092（583）7620　FAX092（583）1338

安浦　寛人

立命館大学理工学部電気電子工学科　教授
〒 525-8507　草津市野路東 1-1-1 TEL0775（61）2867　FAX0775（61）2663

山内　寛紀

東京理科大学理工学部電気工学科　助教授
〒 278-8510　野田市山崎 2641 TEL0471（24）1501内 3756
 FAX0471（22）5171

兵庫　　明

平成 15 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　助教授服部　励治



175

3．3．決算報告

1．　経常経費

金　額経　費　科　目金　額経　費　科　目

140,093,000校　　　　　　　費64,475,365人　　　　　件　　　　　費

674,000職 員 旅 費77,238,000電 子 計 算 機 借 料

480,400講　師　等　旅　費0諸　　　　　謝　　　　　金

2．　平成 15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

21,800基盤 A（2）
MEMS技術を用いたプラスチック基盤への埋め込み・配線技術
の確立

服部　励治

1,100基盤 B（2）
ハードソフト同時設計によるシステム LSIの設計効率化・開発
期間短期化

服部　励治

1,600若手研究（B）
ハードソフト同時設計によるシステム LSIの設計効率化・開発
期間短期化

小林　和淑

1,300若手研究（B）
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

900
特別研究員
奨励費

半導体集積回路におけるシグナルインテグリティ及び信頼性に
関する研究

名倉　　徹

3．　平成 15年度産学連携等経費

金額（千円）種　類研　究　題　目研究代表者

13,350共同研究SoC設計プラットホーム・マクロの研究浅田　邦博

3,000共同研究システムディスプレイの構成方法の研究浅田　邦博

3,000受託研究有機 ELドライバの研究服部　励治

4．　平成 15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：9件　　　　　　　　　受入額　計 7,200,000円

日産自動車㈱，�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，

㈱ルネサステクノロジ

所　　　　　　　　　　属氏　名

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　助教授 佐倉　　統
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第4章　研究報告

4．1．研究室構成員（平成 15年度）

鳳・藤島研究室

鳳　紘一郎　　教授（平成 16年 3月 31日退官）

藤島　　実　　助教授

北澤　清子　　助手

今村　　晃　　博士 3年（現在　株式会社東芝）

山本　　憲　　博士 1年

小玉　　輝　　修士 2年

（現在　株式会社ルネサステクノロジ）

斎藤　康祐　　修士 2年（現在　株式会社インクス）

稲井　健人　　修士 2年（現在　株式会社キヤノン）

北荘　哲郎　　修士 2年（現在　株式会社キヤノン）

木野　　順　　修士 2年

（現在　株式会社新日鉄ソリューションズ）

杉浦　邦晃　　修士 2年

（現在　大学院田中雅明研究室博士課程）

乗松　崇康　　修士 2年（現在　株式会社日立製作所）

志村　正弘　　修士 1年

金子　秀彦　　修士 1年

山谷　　歩　　修士 1年

重松　路威　　学部 4年（現在　大学院藤田博之研究室）

肥後さやか　　学部 4年（現在　大学院中谷研究室）

安部　哲平　　学部 4年（現在　株式会社松下電器産業）

川野　武志　　学部 4年（現在　大学院荒川研究室）

中村　安見　　学部 4年（現在　大学院桜井研究室）

浅田・池田研究室構成

浅田　邦博　　教授

池田　　誠　　助教授

鄭　　若 　　助手

鈴木　真一　　技官

瀬戸　謙修　　博士 3年（現在　東京大学　藤田研助手）

山岡　寛明　　博士 3年

大池　祐輔　　博士 2年

名倉　　徹　　博士 2年

吉田　浩章　　博士 1年（2002年 4月 11より 2004年 3

月 31日までゼナシステクノロジーズ）

Ulkuhan Ekinciel博士 1年

Mohamed Abbas ABDELRADY博士 1年

飯塚　哲也　　修士 2年（現在　浅田・池田研　博士課程）

高山　伸一　　修士 2年

池畑　博司　　修士 2年（2004年 5月 1日より VDEC協

力研究員）

小川　貴也　　修士 2年（現在　東芝）

顔　　子翔　　修士 2年

Song Minkyu 研究員（2003年 3月－ 8月）

三瓶　真弘　　修士 1年

新宅　宏彰　　修士 1年

谷内出悠介　　修士 1年

山本　崇也　　修士 1年

李　　　楠　　修士 1年

高田　　謙 （現在柴田研修士課程）

田島　貴明 （現在池田研修士課程）

ディア　キン　フイ（現在浅田研修士課程）

山内　裕史（現在浅田研修士課程）

山本　一統（現在浅田研修士課程）

柴田・三田研究室構成員

柴田　　直　　教授

三田　吉郎　　講師

村井　　徹　　助手

顧　　清栄　　博士研究員（現在　上海在住）

山崎　俊彦　　博士 3年

（現在　東京大学新領域創成科学研究科相澤研助手）

小川　　誠　　博士 2年

小林　大輔　　博士 2年

伊藤　潔人　　博士 1年

鈴木　康文　　修士 2年

梅島　雅之　　修士 2年（現在　株式会社ソニー）
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山崎　英男　　修士 2年

中山　友之　　修士 1年

中下　友介　　修士 1年

早川　　仁　　修士 1年

福田　智洋　　学部 4年

トンプラシット　ベンジャマース　学部 4年

（現在　柴田・三田研究室修士 1年）

亀谷　　暁　　学部 4年

（現在　柴田・三田研究室修士 1年）

川原　邦男　　学部 4年

（現在　柴田・三田研究室修士 1年）

久保田雅則　　学部 4年

（現在　柴田・三田研究室修士 1年）

Hao Jia研究生（現在　柴田・三田研究室修士 1年）

藤田研究室

藤田　昌宏　　教授

小松　　聡　　助手

Thanyapat Sakunkonchak博士 3年

劉　　　宇　　博士 1年

小島　慶久　　修士 2年（現在　藤田研　博士課程）

松本　剛史　　修士 1年

田辺　　健　　修士 1年

Cho Moon Ki 研究生

前田　剛敏　　学部 4年

吉田　充孝　　学部 4年（現在　富士通株式会社）

佐々木俊介　　学部 4年（現在　藤田研　修士課程）

林　　哲也　　学部 4年（現在　保立研　修士課程）

松井　　健　　学部 4年（現在　藤田研　修士課程）

年吉研究室

年吉　　洋　　助教授

高橋　拓也　　技官

肥後　昭男　　修士 2年（現在　年吉研　博士課程）

高橋　一浩　　修士 1年

山内木綿子　　修士 1年

小林研究室

小林　和淑　　助教授

服部研究室

服部　励治　　助教授 

益子研究室

益子耕一郎　　客員教授 
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低電源電圧で動作する高周波集積回路

藤島 実，山本 憲，乗松 崇泰，金子 秀彦

無線通信回路の中でも搬送波を発生する位相ロックループ

回路中の電圧制御発振器と周波数分周器は，無線通信回路

中最も高周波の信号を扱うため，オンチップインダクタが

用いられることが多い．しかし，オンチップインダクタは

寄生容量，寄生抵抗が大きく，低電源電圧化，低消費電力

化の障害になっている．また，LC共振を利用した周波数分

周器は入力周波数範囲が発振周波数の付近に限られている．

それらを解決するため，まずインダクタの寄生成分を抑え

インダクタのQ値を最大にすることで，電源電圧 1.0Vで動

作する 1.6GHz動作の電圧制御発振器と 2.0GHz動作の周波

数分周器を実現した．また，周波数分周器にバラクタをに

用い，入力周波数範囲を 120MHzから 680MHzに向上した．

さらに高い周波数の動作を目指しMOSFETのモデリング

を行った結果，0.35µmプロセスのMOSFETの実測とモデル

とが 30GHzまで一致することを確認した．

無線通信回路で使用されるオンチップインダクタのモデリング

藤島 実，木野 順

近年，無線通信を担う RF回路をシリコン基板上に作製し

ようという動きが活発になってきている．RF回路をシリ

コン基板上に作製し，ディジタル回路部分とあわせて 1

チップ化することで低コスト化，低消費電力化の期待が持

てるためである．化合物半導体ではなくシリコンを用いる

ことによる問題点として，RF回路で使用され回路性能に大

きく影響するインダクタの性能が劣化してしまうことが挙

げられる．このためシリコン基板では，回路性能を正確に

見積もるためにインダクタの正確なモデルが重要となって

くる．まず，配線―基板間の容量が小さく，端子間の容量

が大きく，端子間の容量が効いてくる特殊なプロセスを用

いて，インダクタの構造の違いによってインダクタの端子

間の容量に差がでることを明らかにする．さらに通常のプ

ロセスを用いて作られた場合，従来から提案されているイ

ンダクタのモデルではインダクタの特性を正確に表すこと

ができないことを示し，基板に流れる渦電流を考慮に入れ

た，インダクタの特性を正確に表す新しいモデルを提案す

る．新しいモデルは実測結果と比較して非常に良い一致を

示している．また，従来のモデルと新しいモデルを回路シ

ミュレーションに用いた例を示し，新しいモデルの有用性

を明らかにする．

Radio Frequency Integrated Circuits for Low Voltage Opera-

tion

Minoru Fujishima, Ken Yamamoto, Takayasu Norimatsu, Hide-

hiko Kaneko

An on-chip inductor is widely used in wireless communication 

circuits, particularly in a voltage-controlled oscillator (VCO) 

and a frequency divider (FD) in a phase-locked loop. Since the 

on-chip inductor has large parasitic capacitance and resistance, 

it is challenging to realize low power circuits at low supply 

voltage. To overcome the issue, the quality factor of on-chip in-

ductor is optimized using a thick-oxide substrate. As a result, a 

1.6-GHz VCO and a 2.0-GHz FD are realized at the supply volt-

age of 1.0 volt. In particular, a varactor in FD enhances locking 

range up to 680MHz. To realize higher-frequency operation, ac-

curate MOSFET model is also investigated using 0.35-µm 

CMOS process. Consequently, good agreement has been ob-

tained between the proposed model and the measurement up to 

30GHz.

Modeling of an On-Chip Inductor for Radio Frequency Inte-

grated Circuits

Minoru Fujishima, Jun Kino

Silicon-based radio frequency integrated circuits (RFICs) have 

grown recently since RFICs and digital circuits become embed-

ded on the same chip for low cost and low power. Compared 

with a compound-semiconductor substrate, however, a silicon 

substrate potentially degrades on-chip inductors, which is essen-

tial in RFICs and affecting the circuit performance. To suppress 

the degradation of inductors and to estimate the circuit perform-

ance properly, accurate inductor model is required. For accurate 

modeling, first, the difference of terminal capacitances in spiral 

and symmetry inductors is clarified by using the dedicated proc-

ess where terminal capacitance is higher than substrate 

capacitance. Second, a new inductor model is proposed where 

eddy current flowing in the substrate is considered since the con-

ventional inductor model shows considerable discrepancy in an 

equivalent terminal resistance. The proposed model shows better 

agreement with the measurement results than the conventional 

model not only in scattering parameters but also in the circuit 

performance where a voltage-controlled oscillator is used for a 

test vehicle.

4．2．研究概要
鳳・藤島研究室

Hoh/Fujishima Laboratory
（http://www.axcel.k.u-tokyo.ac.jp）
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シリコンシャドウマスクを用いた相補型ショットキーMOS-

FET の集積プロセス

鳳 紘一郎，藤島 実，杉浦 邦晃

PtSi/ErSi2-xを用いた N/P型ショットキーソースドレイン

MOSFETにおける相補型動作を実現するために，両者を集

積する技術としてメカニカルアラインメントつきシリコン

シャドウマスクを利用する方法を実証した．従来報告され

ていたリフトオフプロセスによって試作した場合と比較し，

MOSFETの Id-Vd特性や Id-Vg特性の有用性を示した．

量子計算アルゴリズムの開発に適した LSI プロセッサの試作

鳳 紘一郎，藤島 実，稲井 健人，北荘 哲郎，志村 正弘

n 量子ビットで従来の計算機の n ビットで表現できる 2
n

個

の組み合わせに対し並列的に計算が行える量子計算機の新

たなアルゴリズムの開発には，計算規模の大きな量子計算

機エミュレーションが重要である．量子計算機をエミュ

レートする場合，2n個の量子状態をレジスタとしてハード

ウェア上に用意することで実現できるが，計算規模が大き

くなるにつれ，必要となるハードウェアが指数爆発すると

いう欠点がある．そこで，量子計算の計算過程に着目し，

この 2n個の量子状態の表現方法を工夫することで計算規

模の拡大を試みた．2nの量子状態のうち，計算上意味を持

つ状態のみの位置情報をハードウェア上に記憶し，位置情

報を更新することで状態遷移を実現した．これにより，必

要となるハードウェアは削減され，計算規模を 139量子

ビットまで拡張することができた．

専用 LSI による量子アルゴリズムの大規模シミュレーション

鳳 紘一郎，藤島 実，北荘 哲郎，稲井 健人，志村 正弘

量子力学の公理に基づいて超並列性を実現する量子計算機

は，因数分解などの問題を古典計算機よりも非常に高速に

解く事ができるため，近年盛んに研究が行われている．し

かし十分な計算規模を持つ量子計算機の実現されていない

現状では，量子アルゴリズムに対する振る舞いを調べるた

めのシミュレーションが不可欠である．しかし，これまで

に実現されているシミュレーションでは量子状態の取りう

る全ての状態分のメモリを確保するという量子計算機に忠

実な方法をとっていたため，2n（n：量子ビット数）に比例

したハードウエアが必要となり，シミュレーション規模の

拡大が難しかった．そこで，量子アルゴリズムをシミュ

レーションする際には大半の状態が同時に使われる事が無

い点に着目し，シミュレーション可能な規模が量子ビット

数を増加させるべく，部分ごとに演算させる方法を適用し

た．

その結果，シミュレーション可能な量子ビット数を 32qubit

から 139qubit相当に増加させる事ができた．これにより大

規模な Shorの因数分解アルゴリズムや，これまで規模的に

Fabrication Process of Complementary Shottky MOSFETs 

Utilizing Silicon Shadow Masks

Koichiro Hoh, Minoru Fujishima, Kuniaki Sugiura

To realize complementary operation, silicon shadow masks with 

mechanical alignment are studied as fabrication technology inte-

grating both N/P-type Shottky source/drain MOSFETs using 

PtSi/ErSi2-x. As compared with the case where fabrication proc-

esses are based on the lift-off process reported conventionally, 

the usefulness of the drain current characteristic of MOSFET is 

shown.

LSI Processor Dedicated for the Development of Quantum-

Computing Algorithms

Koichiro Hoh, Minoru Fujishima, Kento Inai, Tetsuro Kitasho, 

Masahiro Shimura

Since an n-qubit quantum computer calculates all the n-bit com-

binations in parallel, it is expected to realize high-speed 

computing. To develop new quantum algorithms for the quan-

tum computer, a large-scale emulation is important. Although 

the quantum computer can be emulated using 2n registers corre-

sponding to all the quantum states, the amount of required hard-

ware increases exponentially with increasing problem scale. To 

overcome this issue, we propose a new emulation method for 

large-scale problems considering the quantum-computing algo-

rithm and the efficient representation of quantum states. In the 

proposed method, the state transitions in quantum computing are 

realized by updating the location of quantum states used in the 

algorithm. As a result, the amount of hardware is reduced and 

problem scale is expanded to 139 qubits.

Simulation of Large-Scale Quantum Algorithms Using a Dedi-

cated Processor

Koichiro Hoh, Minoru Fujishima, Tetsuro Kitasho, Kento Inai, 

Masahiro Shimura

Recently, the research on a quantum computing based on quan-

tum mechanics has prospered since the quantum computer poten-

tially solves time-consuming problems such as factorization at 

high speed.  Here, the simulation of the software as well as the 

development of the hardware is indispensable since the quantum 

computer with sufficient calculation scale is not realized yet.  

However, conventionally, simulation scale was difficult to ex-

pand since the amount of the simulating hardware increases ex-

ponentially when the memories for all the quantum states 

required in the algorithm are allocated.  To increase the simula-

tion scale, a new emulating method by sequentially calculating 

the subsections comprising the whole computing space is pro-

posed, since most quantum states are not simultaneously used 

when the quantum algorithm is simulated.  Consequently, the 

number of the quantum-computing scale increases up to 139 qu-

bits, where Shor’s factorization algorithm and the traveling-sales-
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行うことのできなかった巡回セールスマン問題に対するシ

ミュレーションを行う事が可能になった．

白金シリサイドショットキーMOSEFT の作製プロセスの最適

化

鳳 紘一郎，藤島 実，小玉 輝

ショットキー障壁MOSEFTは従来のMOSFETに比べて

ソース・ドレイン領域の寄生抵抗が小さく，微細化に伴っ

て生じる短チャネル効果を抑制できると言われている．し

かし，PtSiショットキー障壁MOSFETには，ドレイン電流

のばらつき，大きなサブスレッショルド係数，低いドレイ

ン電流などの問題点が挙げられる．そこで，アニール時の

立ち上げ時間によるシリサイド特性のばらつきの最適化，

ゲート酸化膜の薄層化による伝達コンダクタンスとサブス

レッショルド係数の最適化，アニール温度条件によるドレ

イン電流の増加を図った．また，MOSFETのソース端

ショットキーダイオードの特性を評価すべく，PtSiショッ

トキー障壁MOSFETに 30Kで正のドレイン電圧とゲート

電圧を印加し電子電流を流すことにより，すべてのゲート

電圧・ドレイン電圧に対して統一されたファウラー・ノル

ドハイムプロットが得られるような，ソース端チャネルポ

テンシャルに対するゲートとドレインの結合容量モデルを

考案した．

1．　電源雑音の解析手法

浅田 邦博・池田 誠・名倉 徹・顔 子翔

LSIの高速化・低電圧化に伴い，電源ノイズによって引き

起こされるエラーや電磁干渉（EMI）ノイズが深刻化して

いる．これらは，電流変化成分の寄生インダクタンスによ

る電圧変化 L（di/dt），および電磁放射が主因で，この評価・

解析のために di/dt測定が重要になってきている．本研究

では，電源線直下にスパイラルインダクタを配置し，誘導

性結合により di/dtに比例した誘導起電力を発生させ，増幅

器を用いて出力する di/dt測定回路を作製・評価し，良好な

結果を得た．

また，LSIのレイアウトとシミュレーション結果を用い，

個々の配線から放射される電磁波を計算し，それら全てを

足し合わせることで，チップから放射される EMIノイズを

解析する手法を検討した．

man problem are demonstrated.

Optimization of the fabrication process of a platinum-silicide 

Schottky MOSFET

Koichiro Hoh, Minoru Fujishima, Hikaru Kodama

It is reported that a Schottky barrier MOSEFT has smaller para-

sitic resistance in source and drain compared with a conven-

tional MOSFET, and suppresses the short channel effect due to 

miniaturization. However, the issues, such as a variation in drain 

current, a large subthreshold factor, and low drain current, are 

observed in a PtSi Schottky barrier MOSFET. Thus, we have op-

timized annealing start-up time to reduce a variation in a silicide 

characteristic, thinned a gate oxidization film to increase a trans-

conductance and to decrease a subthreshold factor, and opti-

mized annealing temperature to increase drain current. Addition-

ally, a combined capacitor model of a gate and drain to source-

edge channel potential is proposed, where a single Fowler-Nord-

heim plot is obtained in wide gate and drain voltage range by ap-

plying positive drain and gate voltages at the temperature of 

30K to observe electronic current and to evaluate the characteris-

tic of a source-edge Schottky diode of MOSFET.

Power Supply Noise Analysis

K. Asada, M. Ikeda, T. Nakura, T. Yen

Power supply noise and EMI noise are becoming critical issues, 

due to operations of higher frequency and lower-voltage in LSIs. 

A di/dt is the dominant source of the power supply noise as di/dt 

causes voltage bounce of L (di/dt) with the parasitic inductance, 

and also di/dt causes EMI noise. We have developed an on-chip 

di/dt detector circuit by inductive coupling between power sup-

ply line and an underlying spiral inductor, which induces the 

di/dt proportional voltage. Using an amplifier, di/dt propotional 

voltage can be observed. We have designed and fabricated the 

di/dt detector and obtained measurement results, which meet 

with the simulation results.

We have proposed an EMI noise analysis method using wiring 

shapes from layout and current waveform by circuit simulation. 

We summed up electro-magnetic field from every segment of 

wires and obtained the total EMI emissions from LSIs.

浅田・池田研究室研究室
Asada/Ikeda Laboratory
（http://www.mos.t.u-tokyo.ac.jp）
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2．　電源雑音の低減および評価

浅田 邦博・池田 誠・名倉 徹・モハメド アバス

LSIの高速化に伴い，電源ノイズによる回路動作不良が問

題となっている．スタブを用いることでその電源ノイズを

低減させる手法を検討し，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．オフチップのスタブを用いて，スタブが電源ノイ

ズ低減に有効であることを実験的に示した．

また，一般的にMTCMOS・VTCMOSなどの様々な低消費

電力向け回路が提案されているが，それぞれにおけるノイ

ズ耐性を比較することにより，将来の低消費電力化・高ノ

イズ耐性回路設計への指針を示した．

3．　低 EMI 信号伝送

浅田 邦博・池田 誠・李 楠

チップ上の長距離高速データ伝送に適した 3線式データ・

クロック符号化手法（3相式伝送方式）を検討した．本手

法はデータとクロックを符号化することで，非同期信号伝

送へ適用可能であり，またデータを差動により伝送するた

め，信号の信頼性面で優れている．ここでは配線をフィラ

メント化し，1線式，2線 2相式および 3線 3相式のデータ

伝送方式について解析を行ない，3線 3相伝送方式が他の

伝送方式に比べてリターン電流を 1/6以上に削減でき，ま

た電界・磁界分布がより小さい領域内に制限されることで

EMIの削減も可能であることを示した．

4．　DCVSL を用いた低雑音CPUの設計

浅田 邦博・池田 誠・鄭 若 ・池畑 博司・ディア キン 

フィ

本研究では，低雑音 CPUの実現を目指し，Z80と命令互換

を持ち，パイプラインを用いることなく，1命令 1クロック

にて実行するマイクロプロセッサの設計を行った．終了検

出によりグローバルクロックなしに動作させることで，平

均的に高速な動作が可能で，かつグローバルクロック，レ

ジスタスイッチングに起因する雑音発生が少なく，かつそ

れらによる誤動作も受けにくい．また，基本回路に

DCVSLを用いることで，回路の必要部分のみが遷移する

ためスイッチングノイズが低減するとともに，2線式論理

であるため耐雑音性が向上している．これらにより，高信

頼なマイクロプロセッサの実現が可能である．

 

Power Supply Noise Reduction and Evaluation

K. Asada, M. Ikeda, T. Nakura, A. Mohamed

The power supply noise of LSIs is becoming a dominant cause 

of the LSI functional errors. Thus, we have proposed a power 

supply noise reduction method using stubs. A theoretical study 

of stubs shows that the stub can suppress the noise more effi-

ciently compared a planar capacitor with a same area. We dem-

onstrated measurement results of the power supply noise 

reduction of an LSI with an off-chip stub.

Several kinds of low power schemes have been proposed such as 

MTCMOS and VTCMOS. We investigated the schmes from the 

noise immunity points of view, and showed the future direction 

toward the low power and the high noise immunity circuit 

schemes.

Low EMI signal transmission

K. Asada, M. Ikeda, N. Li

We studied a delay insensitive data communication architecture 

using 3-wire data encoding (3-phase data encoding), which is ap-

plicable to the on-chip long and hi-speed communication lines. 

This architecture consists of 3-wires for 1-bit dual-rail data and 

timing signal, and has advantage on signal reliability. We used 

filament model to simulate several transmission model, such like 

1-wire model, 2-wire 2-phase model, and the proposed 3-wire 3-

phase model. As a result, the 3-phase model achieves the reduc-

tion of the return current to less than 1/6, compared with the 

other methods, and electric field and magnetic field are limited 

to smaller loop, which achieves reduction of EMI.

Low noise microprocessor design using DCVSL

K. Asada, M. Ikeda, R. Zheng, H. Ikehata, K. H. Dia

We have designed a Z80-compatible non-pipeline microproces-

sor, aiming at low-noise microprocessor realizations. We em-

ployed the non-pipeline architecture with completion detection 

circuits, which realizes high-performance by average, and free 

from toggle noise of pipeline registers by global clocks. We em-

ployed DCVSL (Differential Cascoded Voltage Switch Logic) 

circuits for noise tolerance, and the architecture achieves only 

one transient per a gate throughout the necessary signal paths, 

which reduces switching noise. We can achieve a high-reliable 

microprocessor with the above techniques.
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5．　製造時の配線欠陥を最小化するCMOS論理セルレイアウ

トの網羅的生成手法

浅田 邦博・飯塚 哲也・山本 崇也

CMOS論理セルレイアウトにおいて，製造時に配線に欠陥

が最も生じにくいレイアウトを生成する手法を提案した．

ここでは，製造時のスポット状の欠陥（Spot Defect）によ

り配線が短絡する確率を，その欠陥径の分布，短絡が引き

起こされる欠陥の領域（Critical Area），およびその終端や角

での効果を考慮したコスト関数を，セルレイアウトの網羅

的配線手法に適用した．これを従来提案している充足可能

性判定手法によるセル幅最小のトランジスタ配置探索手法

と組み合わせることで，配線の短絡による欠陥が最も起き

にくいレイアウトを選び出すことが可能となった．

本手法をトランジスタ数 14までの CMOS論理回路に適用

し，配線長最小レイアウトと比較することで，配線の短絡

発生確率を約 15％削減できることを示した．

6．　配列型CMOS論理回路方式の検討

浅田 邦博・池田 誠・山岡 寛明・Ulkuhan Ekinciel・山内 

裕史

高速性，低消費電力性及び面積効率の高い配列型 CMOS論

理回路方式として，2入力論理セルを内部構造に有する 2

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であるため設計容易性が高く，任意

の 2入力論理関数が表現可能である 2入力論理セルを用い

ることで，複雑な論理式を効率良く実現できる．これによ

り従来の配列方論理回路方式と比較して，高速化，低消費

電力化，高面積効率化が可能である．また本回路方式は，

2線式回路であるため，同相ノイズに対する耐性が高く，

高い動作信頼性を実現可能である．

本回路方式を用いた回路設計を容易化するために，論理記

述から LSIレイアウトを自動生成するモジュール・ジェネ

レータを開発した．

また，この回路に 2線式閾値論理回路を組み込むことで，

積項数，面積，PD積を削減できることを示した．

7．　充足可能性判定を利用した命令セット拡張のマッピング

手法

浅田 邦博・鈴木 真一・瀬戸 謙修・吉田 浩章・高田 謙

特定用途向けプロセッサの命令セット拡張を柔軟に実装す

るため，命令セット拡張をリコンフィギュラブルデータパ

ス上にマッピングする手法について提案した．命令セット

拡張を表すデータフローグラフ（DFG）のリコンフィギュ

ラブルデータパス上へのマッピング問題を，充足可能性判

定（SAT）問題として定式化した．

FPGAライクな配線構造を持つリコンフィギュラブルデー

タパスに対して，SATによる解を生成し，シミュレーテッ

ドアニーリングに基づく手法を用いた解との比較により，

提案手法がよりバスの本数が少ないアーキテクチャにマッ

Wiring Fault Minimization using Comprehensive Layout Syn-

thesis of CMOS Logic Cells

K. Asada, T. Iizuka, T. Yamamoto

We proposed a cell layout synthesis technique to minimize the 

probability of wiring faults due to spot defects. We modeled the 

probability of faults on intra-cell wirings with considering the 

spot defects size distribution and the end effect of critical areas. 

By using this model as a cost function, we comprehensively gen-

erate the minimum width layout of CMOS logic cells and select 

the optimal layouts. In our layout synthesis system, all possible 

minimum-width transistor placements are generated using tran-

sistor placement method using boolean satisfiability. and a com-

prehensive intra-cell router is applied to all placements and all 

possible cell layouts are generated. Experimental results show 

that our technique reduces about 15% of the fault probabilities 

compared with the wire-length-minimum layouts for CMOS 

logic circuits with up to 14 transistors.

A Study on Array Logic Circuits

K. Asada, M. Ikeda, H. Yamaoka, U. Ekinciel, H. Yamauchi

We proposed a high-speed, low-power, and area-efficient dual-

rail PLA with 2-input logic cells. The structural regularity of the 

PLA enhances the designability, and 2-input logic cells, which 

can realize any 2-input Boolean functions, efficiently realize 

complex logic functions. We employed dual-rail structure to im-

prove the common-mode noise immunity. We developed a mod-

ule generator for the proposed PLA structure, which produces 

layouts and simulation models for given Boolean expressions. 

We introduced dual-rail multiple-threshold logic circuits with 

logic synthesizer for the proposed PLA architecture and demon-

strated reduction of the number of product terms, chip area, and 

power-delay product,

A Mapping Method of Instruction-Set Extensions Via Boo-

lean Satisfiability

K. Asada, S. Suzuki, K. Seto, H. Yoshida, K. Takata

To implement instruction-set extensions of application-specific 

processors flexibly, we proposed a method to map them on re-

configurable datapaths. A mapping problem of a data-flow 

graph (DFG) to a reconfigurable datapath is formulated as a 

Boolean satisfiability (SAT) problem. We employed reconfigur-

able datapaths that have FPGA-like interconnections and solved 

the SAT problems. The solutions demonstrate that the proposed 

method can map with fewer number of buses compared with re-

sults obtained by simulated annealing based mapping. The pro-

posed method can deal with DFGs with up to 20 nodes.
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ピング可能であることを示した．また SATを用いた手法

では，20ノード程度までの DFGを扱うことが可能である

ことがわかった．

8．　連想プロセッサの研究

浅田 邦博・池田 誠・大池 祐輔・新宅 宏彰

認識や学習システム，データ圧縮などに必要とされるデー

タの類似性検索を高速に実行する連想プロセッサとして，

高速・低電圧動作で正確な検索精度を保証するアーキテク

チャの提案と，試作による性能評価を行った．メモリ内に

埋め込まれた階層探索構造の距離検索回路は，大容量デー

タに対しても高速な検索を実現し，最小距離のデータだけ

でなく，データの正確な距離情報とともに近い順に検索可

能である．0.18µmプロセスによる 64ビット，32ワード連

想プロセッサ試作では，1.8V電源電圧にて 411.5MHzで検

索処理を実行し，最悪でも 158.0nsで全てのデータを距離

の近い順に検索可能である．また，同期検索の特徴を生か

した，複数チップ間での並列検索アーキテクチャを提案し，

高速検索における大容量化の可能性を示した．

9．　スマートイメージセンサの研究

浅田 邦博・池田 誠・大池 祐輔・高山 伸一

物体の瞬間的な変形や破壊の監視，部品検査などの産業用

途，ロボットビジョンにおける物体追跡といった応用に向

けた，1，000枚／秒を超える高速な 3次元撮像イメージセ

ンサを開発した．試作した 375x365画素 3次元イメージセ

ンサは，独自の行並列有意画素探索アーキテクチャにより，

光切断法 3次元計測システムにおける投射シート光を

394.5kHzのアクセス速度で検出できる．これにより，

0.1％以下の距離精度で1，000枚／秒を超える超高速3次元

形状計測が実現可能である．また，認識システムに必須な

物体抽出と色情報の取得を，RGB混合変調光と画素内検波

回路で実現するイメージセンサを開発した．飽和を回避す

る背景光除去回路により，測定環境に対してロバストな認

識支援を実現する．

10．　高性能 3次元計測システム

浅田 邦博・池田 誠・大池 祐輔・谷内出 悠介・山本 一統

高速および高精細な光切断法 3次元計測システムの実現を

目的とし，画素アクセス直後の出力変化量から瞬時に投射

ビームの位置を検出する機能を持つ 640x480画素イメージ

センサを試作，さらに，FPGAによるシステム制御系や3次

元形状再構成ソフトウェアを開発した．高速 3次元計測カ

メラを複数用いた任意視点 3次元形状計測システムの構成

と要求性能について検討し，計測誤差校正プログラムをシ

ステムに実装した．また，ランダムパターン光投影による

新しい 3次元形状計測手法を提案し，測定による実現可能

性を示した．本手法は距離解像度の点で光切断法に劣るも

のの，投射光の走査が不要なことや 1フレームで距離画像

Associative Processors

K. Asada, M. Ikeda, Y. Oike, H. Shintaku

We have developed a high-speed and low-voltage associative 

processor with exact Hamming distance computation. We have 

proposed a word-parallel and hierarchical search architecture 

embedded into memory array. It achieves a high-speed search 

operation even for the cases of configurations with large number 

of words, and low-voltage operation below 1.0 V power supply. 

A 64-bit 32-word associative processor has been designed and 

fabricated using an 0.18 um CMOS process. It achieves 411.5 

MHz operating frequency at a supply voltage of 1.8 V. The 

worst-case search time is 158.0 ns. We have also proposed a scal-

able multi-chip architecture and circuit implementation. It effi-

ciently realizes scalability without any degradation of precision, 

nor degradation of search throughput with a few additional clock 

latency.

Smart Image Sensors

K. Asada, M. Ikeda, Y. Oike, S. Takayama

We have developed a 375 x 365 3D image sensor for 1,000 

frame/s range finding using a standard 0.18 um CMOS process. 

The 3-D image sensor employs a row-parallel search architec-

ture which realizes quick position detection of an incident sheet 

beam on the sensor plane. It attains a frame access rate of 394.5 

kHz and a range accuracy of less than 0.1%. The high-speed po-

sition detection corresponds to 1,000 frame/s range finding. We 

have also developed a pixel-level color image sensor with effi-

cient ambient light suppression using a modulated RGB flash-

light for a recognition system. It supports image processing of 

object extraction and color capture under nonideal conditions.

High-Performance 3-D Range Finding System

K. Asada, M. Ikeda, Y. Oike, Y. Yachide, K. Yamamoto

We have designed a high-speed VGA 3-D image sensor which 

quickly detects a beam position on the sensor plane. Further-

more we have developed a 3-D camera system using the 3-D im-

age sensor. It includes a system controller, a beam scanner, a 

Fast SCSI interface, and a software program for 3-D model 

reconstruction. We have implemented a calibration method for 

range error suppression, which is required for an arbitrary view-

point vision system using multiple 3-D cameras. We have also 

proposed a new 3-D imaging method using a spatial patterned 

light projection, which makes a 3-D measurement setup simple.
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が得られるなどの利点がある．

11．　ガラス基板上のシステム構築

浅田 邦博・池田 誠・小川 貴也・田島 貴明

ガラス基板上の TFT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．ここで

は液晶モニターの電子紙等としての利用を念頭におき，誘

導性結合・容量性結合による液晶への非接触データ転送と，

液晶上へ復号回路を実装することにより自立的な画面の表

示が可能となるシステムの構築を目指し，データ転送方式

および画像圧縮方式の検討をおこない，データ転送距離と

転送レート，および圧縮率と必要ハードウエア量の見積り

を行なった．

1．　右脳型ソフトコンピューティング VLSI：連想プロセッ

サ・システム

柴田 直・山崎 俊彦・小川 誠・小林 大輔・伊藤 潔人・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 LSI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 LSI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MOS，neuMOS）を導入，膨大な template

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，0.18ミクロン CMOS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 APROL（As-

sociation Programming Language）の開発も行う．四則演算

に代わり連想を“computing primitive”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・音声認識をテーマに研究を進めている．ここで開発し

た VLSI回路技術は，実用的な応用として，CDMAマッチ

トフィルタへの応用技術等も開発している．

System on Glass Panels

K. Asada, M. Ikeda, T. Ogawa, T. Tajima

We have been studying embedded systems onto LCD panels. We 

studied systems on LCD glass panels for such applications like 

electrical papers. We studied capacitive coupling and inductive 

coupling for contact-less communication systems between termi-

nals and LCD panels, and image compress-decompress circuits. 

We estimated data transmission rate against the transmission dis-

tance, in a given noise level, and obtained an optimal image com-

pression ratio according to the hardware costs of image de-

compressor, frame buffers, and data receiver on LCD panels.

Right-Brain-Computing Integrated Circuits : Associative 

Processing Systems

T. Shibata, T. Yamasaki, M. Ogawa, D. Kobayashi, K. Ito, T. 

Nakayama, H. Hayakawa

Digital computers are dedicated machines for vary fast execu-

tion of numerical calculations. However, their performance is ex-

tremely poor in such tasks like seeing, recognizing, and taking 

immediate actions, which are effortless tasks in our daily life. 

This research aims at building intelligent VLSI systems based 

on the psychological model of a brain. In our system past experi-

ence is stored as template vectors in non-volatile vast memories 

and the maximum-likelihood event to the current event is re-

called in real time by a fully parallel processing. The key ingre-

dient of the system is a new functional device called “Neuron 

MOS Transistor” (neuMOS or ν MOS) which mimics the ac-

tion of a nerve cell neuron at a single transistor level. Based on 

such architecture that ” association” is the very computing 

primitive, we are pursuing human-like intelligence system imple-

mentation directly in silicon integrated circuits. Currently re-

search is in progress for robust image recognition and voice 

recognition processing. The sate-of-the-art silicon technology 

has been utilized to implement such associative processors in 

both analog and digital CMOS VLSI chips. As practical applica-

tions of the circuit technology developed for the associative proc-

essor chips, CDMA matched filter chips have also been 

developed.

柴田・三田研究室
Shibata/Mita Laboratory
（http://www.if.t.u-tokyo.ac.jp）
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2．　画像の特徴ベクトル抽出 VLSI 及びそのパターン認識への

応用

柴田 直・小川 誠・伊藤 潔人・山崎 英男・Tongprashit Ben-

jamas・川原 邦男

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，2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（PPED : Projected Principal-Edge Distribution）

と呼ぶ新たな特徴ベクトル表現法を開発した．2次元画像

に対し，縦・横・斜め 2方向，計 4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 4組の一次

元数値列を形成する．これらをつなぎ合わせて 64次元ベ

クトルとし，64× 64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 X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，

neuMOSを用いたアナログ CMOS回路技術，および最先端

のディジタル CMOS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 VLSI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

柴田 直・山崎 俊彦・梅島 誠之・亀谷 曉

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 Saliency Catcher，及び

キャッチした物体の 3次元計測を瞬時に行える VLSIプロ

セッサの研究を行っている．Saliency Catcher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

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 3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．

A Robust Feature-Vector Generation VLSI's and their Appli-

cation to Handwriting Pattern Recognition and Medical 

X-ray Analysis

T. Shibata, M. Ogawa, K. Ito, H. Yamasaki, B. Tongprashit, K. 

Kawahara

Since image data are massive in quantity, an effective dimension-

ality reduction technique is quite essential in recognition 

problems. The maximum-likelihood search VLSI chips we are 

developing accept image data in the form of a vector. Therefore 

we need to generate a feature vector, well representing the char-

acteristic features of the original image. In the representation, 

human perception of similarity among images must be preserved 

in the vector space. A robust image representation technique for 

recognition has been developed based on a hardware intensive 

algorithm. An input image either in a binary or grayscale format 

is subjected to adaptive spatial filtering to generate feature 

maps, which are reduced to a 64-dimension vector by “Projected 

Principal-Edge Distribution (PPED)” method. The representa-

tion has been applied to handwriting pattern recognition and the 

cephalometric landmark identification (the clinical practice in or-

thodontics in dentistry), to investigate the performance. Interest-

ingly, in hand written pattern recognition, it is shown the 

separation of handwritten overlapping patterns has been success-

fully carried out based on the representation, although it is a dif-

ficult problem in artificial intelligence. Using a simple template 

matching technique, identification of Sella (pituritary grand), Na-

sion, and Orbitale has been successfully carried out. Since the 

vector formation processing is computationally very expensive, 

dedicated VLSI chips have been developed both in digital 

CMOS technology and analog CMOS technology.

Real-Time Moving Image Processing VLSI Systems

T. Shibata, T. Yamasaki, M. Umejima, S. Kametani

Aiming at real time processing of moving images, a saliency 

catcher chip that detects objects in motion in non-stationary 

complicated background sceneries has been developed. Due to 

the new quasi-two dimensional processing algorithm we have de-

veloped, the chip contains the processing circuit only at the pe-

ripheries of the photo sensor array. As a result, a very large fill 

factor has been obtained in each pixel processor. Furthermore, a 

VLSI system that extracts three-dimensional information from 

the object of interest has been also developed. Since charge re-

distribution among multiple capacitors are utilized for computa-

tion, it enables us to build very low-power systems. In these two 

VLSI systems, neuron MOS technology has been utilized in real-

izing flexible hardware processing.
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4．　Multi-Clue サーチアルゴリズムによるロバストな顔検出

鈴木 康文，柴田 直

顔の検出は，ヒューマンインタフェースの研究において重

要な課題である．従来，肌色に着目したり，ニューラル

ネットによる分類等さまざまな手法が開発されているが，

写真の撮影条件の影響を受けたり，あるいは本当の顔を逃

してしまう，いわゆる false negativeの発生といった問題が

多かった．本研究では，多少の false positive（顔以外のもの

でも似ていると顔として検出）はあっても，「本当の顔を絶

対に逃さない」ことを目標とするロバストな顔検出アルゴ

リズムの基礎を，これまでの成果であるエッジベースのベ

クトル表現法（PPED）を発展させて確立した．PPED法に

よる検出は，例えば壁のしみでも眺めていると人間の顔に

見えてくるといった，人間の認識に非常に近い検出アルゴ

リズムであるが，本研究では PPEDとは補完的な性質を持

つ，新たな 2つのベクトル表現法を開発，オリジナル PPED

ベクトルと同時に用いた多重照合法（multiple cluematching）

の開発により，大変ロバストな顔検出を実現した．

5．　初期視覚プロセッシングシステム

三田 吉郎・中下 友介・久保田 雅則・柴田 直

フォトセンサと情報処理回路とを融合した高機能イメージ

センサは発展が期待できる．本研究では，イメージセンサ

を内蔵して，外界の状況から特徴を瞬時に抽出する知的情

報処理 VLSIの研究を行なっている．このような VLSIは，

フォトダイオードと処理回路とで演算単位「セル」を構成

し，セルを縦横に並べる構造が一般的であるが，生体で行

なわれているようにセル間を配線するためには三次元配線

が必要となる．対して VLSIの配線は原理的に二次元であ

るから，セル同士の配線をいかに工夫して行なうかが問題

となる．本研究では，（1）VLSI回路中においてトポロジー

を再構成する手法，（2）VLSIにMEMS的要素を加味する手

法において，この問題を解決しようと試みている．

6．　マイクロ尖塔構造の大量生産技術と走査プローブ顕微鏡

への応用

小林 大輔，三田 吉郎，オーレリアン・グレイ＊

タリク・ブルイナ＊，柴田 直，藤田 博之＊＊

  ＊電子工業技術高等学院（ESIEE，パリ）

  ＊＊東京大学生産技術研究所

高さ百数十 µm，先端の曲率半径数十 nmという，従来技術

の10倍以上の高さを持つ，絶縁体材料によるマイクロ尖塔

構造を，簡便な手法で同時大量生産することに成功した．

この技術の新型 SPMへの応用を目指している．

鍵は，等方性エッチングにおいて，一度生じた鋭角構造は

保存されるという原理であり，このため何ら精密な時間制

御を必要とせず尖塔構造を作製することができる．絶縁体

で作製した尖塔構造の上にプラチナなどの導電性材料を

コーティング，加工することで特殊な針を作製し，トンネ

ル原子像と磁区像とを同時観測するシステムの応用を試し

Multiple Clue Search Algorithm for Robust Face Detection

Y. Suzuki, T. Shibata

Face localization is an important issue in new generation of hu-

man interface. There have been many approaches such as skin 

color detection and using neural networks. They have, however, 

many problems such as high sensitivity to photograph exposure 

conditions, and existence of “false negatives”. The objective in 

our approach is to try to minimize the number of “false nega-

tives”, even it might increase the number of “false positives”. 

Our algorithm can detect non-face images that are very similar 

to faces. A preliminary research is done by extending our edge-

based vector image representation method (PPED). Besides the 

PPED-based detection method, two other new vector representa-

tions, which are complementary to PPED, have been developed. 

Using the multiple clue method with these three representations, 

a very robust performance in face detection has been achieved.

Early-vision processing systems

Y. Mita, Y. Nakashita, M. Kubota and T. Shibata

Intelligent image sensor array system is an integral part in hu-

manlike intelligent systems. An image-sensor integrated smart 

feature extraction VLSI is under investigation in this project. 

Distributed cellular architecture is popular for these systems : a 

photodiode sensor and some information processing circuits 

compose a unit “cell” and the array of cells constitutes the 

system. However, if the cellular architecture tries to physically 

imitate living body, three-dimensional wiring is mandatory. 

However, VLSI wiring is 2-dimensional in nature so that some 

architectural innovation to augment the missing-one-dimension 

is necessary. We are proposing two solutions : (1) topology reor-

dering, and (2) introduction of MEMS to VLSI in this project.

Mass-production technology of micro-spire structure and ap-

plication to Scanning Probe Microscopy

D. Kobayashi, Y. Mita, A. Glay, T. Bourouina,

T. Shibata and H. Fujita

A 150µm-height spired structure having a 50nm of summit cur-

vature was batch fabricated. The process is a self-convergent 

bulk micromachining using a commercially-available fused 

quartz wafer. 2500 probes are available from one 5-inch square 

quartz wafer, so that the structure can readily be applied to low-

cost volume production of SPM/SNOM probes. Moreover, the 

important discovery in the present work is the fundamental prin-

ciple that is often misunderstood or ignored by MEMS research-

ers : convex corners are unexceptionally preserved by isotropic 

etching. The principle will allow many researchers to obtain 

nanoscopic structures in simple processing. Clear STM images 

of highly oriented pyrolytic graphite surface were obtained by 
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ており，その一歩としてカーボングラファイト（HOPG）

を用いた原子像取得に成功している．その際，市販の針に

比べトンネル電流の安定性が優れていることを確認した．

7．　ナノホールアレイの作製技術高度化と応用（日仏共同研究

SAKURAプロジェクト）

三田 吉郎，フレデリック・マーティ＊

タリク・ブルイナ＊，柴田 直

＊電子工業技術高等学院（ESIEE，パリ）

日仏の研究者が共同して，VDEC所有 EB装置を利用して

ナノリソグラフィを行ない，ESIEE所有の深掘り RIE装置

でエッチングを行なって，デザイン相乗り型ナノサイズの

構造を作製し，様々な応用に供する試みを行なっている．

現在，最小サイズ 500nm，アスペクト比 1：60の構造を作

製することに成功している．フォトニック結晶システムや

バイオシステムへの応用を進行中である．

1．　設計の形式的検証に関する研究

藤田 昌宏，Thanyapat Sakunkonchak，小島 慶久，松本 剛史，

Cho Moon Ki，吉田 充孝

VLSI設計の大規模化・複雑化に伴い，設計の正しさを検

証するため要する時間は長期化しており，現在では全設計

期間の大半を占めるまでになっている．設計が大規模化し

た結果，従来のシミュレーションによる検証では，テスト

パターンの急激な増加が問題になっている．このため，テ

ストパターンを必要とせず，数学的な手法によって正しさ

を証明する形式的検証の重要性が高まっている．また，設

計期間の短縮のためには，できる限り多くの設計誤りを設

計過程のより上位で発見し，修正する必要がある．システ

ム設計やビヘイビア設計のような上位設計では，C言語や

その拡張言語（SpecC, SystemCなど）を用いることが多く

なってきている．そこで，本研究では，C言語ベース設計

を対象として等価性検証と同期検証を行っている．等価性

検証に関しては，C言語記述を対象とし，記述の違いに着

目し，効率的な手法を提案した．同期検証は，SpecC言語

記述を対象とし，適切に同期がなされているかどうかを検

証する．ここでは，プログラムの抽象化手法を導入するこ

とで，検証を効率化し，大規模な設計記述を扱える手法を

提案した．さらに，形式的検証の効率化を図るための技術

として，BDD（Binary Decision Diagram）計算の並列化に関

する研究も行っている．BDD計算は，形式的手法で広く用

いられており，その高速化によって検証時間を短縮するこ

とは重要である．この研究では，BDDを用いたグラフの到

applying the micro-spires to STM probes, with better tunneling 

current stability compared to commercial STM probes.

Development of fabrication technology of nano-holes and 

applications to bio-and optical systems. (France-Japan 

collaboration project : SAKURA)

Y. Mita, F. Marty＊ , T. Bourouina＊ , T. Shibata

A multi-design nano-fabrication technloogy and application to 

different domains is under development with collaboration of 

French and Japanese reserachers. Lithography is performed by 

VDEC's EB writer and etching is performed by Deep RIE at 

ESIEE. Up to now minimum feature size of 500nm, and aspect 

ration of 1 : 60 is obtained. Applications to Photonic Crystals 

and Bio-system is under inverstigation.

1. Formal verification of designs

Masahiro Fujita, Thanyapat Sakunkonchak, Yoshihisa Kojima, 

Takeshi Matsumoto, Moon Ki Cho, Mitsutaka Yoshida

As VLSI designs become larger and more complex, verification 

of designs take more time, which become the most part of whole 

design processes. As a result, the number of simulation patterns 

is increasing rapidly, which becomes a serious problem in verifi-

cation based on simulation. Therefore, formal verification is 

strongly required since it proves correctness of designs mathe-

matically without test patterns. To reduce total design term, de-

sign errors should be found and modified in early stages in 

design flow. Recently, C language and C-base languages 

(SpecC, SystemC) are used to describe the designs in the early 

stages such as system-level or behavior-level. From this point, 

we are working on two formal methods on synchronization veri-

fication and equivalence checking which are assumed to be ap-

plied in C-based designs. We proposed an efficient equivalence 

checking method for C descriptions which utilized the textual 

differences between the two descriptions to be verified their 

equivalence. We also proposed a method to check whether the 

designs written in SpecC are synchronized properly. In this 

method, the technique to abstract programs is used to reduce the 

verification tasks and verify larger designs. We are also working 

on parallelization of BDD (Binary Decision Diagram) 

computation. Techniques based on BDD computation are widely 

used in formal methods, therefore, our proposed method to im-

藤田研究室
Fujita Laboratory

（http://www.cad.t.u-tokyo.ac.jp）
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達可能性問題を 26台の PCから成るクラスタシステムを用

いて実装し，並列計算によって高速に解くことを目指し，

その評価を行った．並列化によって，計算時間が 8分の 1

にまで減少することを実験を行って確認している．

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，林 哲也

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

FPGAを主に用いてきたが，DSM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，最小の回路変更でデバッグを行う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，浮動小

数点乗算器を対象として，階層的な構造を持つ算術演算回

路のデバッグ手法を実装し，サンプル回路に対して評価を

行った．

3．　論理回路合成技術に関する研究

藤田 昌宏

論理合成は，レジスタ転送レベル（RTL）の記述から，面

積・遅延・消費電力などコスト関数として最適化処理を施

しながら，最終的に半導体ライブラリに登録されているセ

ルのみからなる論理回路を自動生成するプロセスであり，

現在の LSI設計では，基本ツールとして広く利用されてい

る．市販されている論理合成ツールは，VHDL, Verilogな

どのハードウェア記述言語（Hardware Description Lan-

guage, HDL）が利用されている．現在，レジスタ転送レベ

ルより上位の高位レベル，あるいはハードウェア・ソフト

ウェア協調設計の支援も行うシステムレベルの記述のため，

C言語を元とした設計記述言語が使われ出している．そこ

で，本研究では，C言語を元としたシステムレベルからの

設計記述言語の代表の 1つである SpecC言語に対し，論理

合成が効率よく適用可能なように，レジスタ転送レベルの

記述法を新たに開発に協力し，標準化案をまとめた．電子

機器設計支援技術の標準化案をまとめている Accelleraが

制定しているレジスタ転送レベルの表現法を元に SpecCで

具体的にどのように表現すべきかを制定した．この標準化

案は，SpecCのホームページで公開されている．

prove the computation by parallelization contributes to reducing 

the verification time. Using our cluster system with 26 PCs, we 

implemented the method of the parallelized BDD computation 

for reachability analysis of a graph. As experimental results, we 

showed that the analysis time of one example reduced to one-

eighth by introducing parallelization.

2. Debug Methodology for Arithmetic Logic Circuits

Masahiro Fujita, Satoshi Komatsu, Tetsuya Hayashi

As VLSI systems become larger and take up much longer time, 

verification and debug of logic design have become one of the 

dominating parts of the total design flow. Since arithmetic cir-

cuits are considered as time-consuming parts in typical LSI de-

signs, designers spend much time in optimization and physical 

design of such circuits. Therefore minimal revision of circuit 

structures for debugging is important to preserve the circuit 

performances. In this study, we investigate a debugging method-

ology targeting arithmetic circuits which modifies circuits lo-

cally and speeds up the total design time for redesign. To 

complete debug, we identify erroneous parts by mapping, for-

wardly and backwardly, erroneous circuits with correct refer-

ence circuits generated from a architecture library, and revise 

them. We implemented a debug algorithm targeting arithmetic 

circuits which have hierarchical architecture and evaluated it by 

using sample floating point multipliers.

3. Logic synthesis and layout combined techniques

Masahiro Fujita

Logic synthesis is a process to generate networks of logic cells 

registered in the semiconductor libraries from register transfer 

level (RTL) descriptions. Today's logic synthesis tools are based 

on hardware description languages (HDL), such as, VHDL and 

Verilog. Now system level design languages that can support 

high-level or system-level designs in hardware/software co-de-

signs are becoming to be used. We pick up one of C-based sys-

tem design language, SpecC as a representative language and 

have determined standard way to describe RTL description in 

SpecC jointly with the SpecC consortium. It is based on Accel-

lera standard which defines various levels in RTL. The standard 

can be found in the SpecC consortium home page.
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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，田辺 健，松井 健

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．例題の暗号化アルゴリズム Rijndael

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 2.6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．また，配置配線が既に

行われており，ファンクションユニット（FU）とレジスタ

ファイル（RF）間のバスの接続がプログラマブルなアーキ

テクチャを対象とした高位合成手法について研究している．

バス配線の接続・切断のコンフィギュレーションによって，

利用可能な FUや同時に利用可能な FUが変化し，また配線

容量による遅延が変化する．このようなアーキテクチャを

対象として，ステップ数やクロック周期などのコストを最

適化しながら，スケジューリングをシンボリックに行い，

最適なアセンブリコードを生成し，同時に，最適なバス接

続のコンフィギュレーションを求めるための高位合成手法

を提案し，定式化手法を示した．さらに，協調システム設

計においてシステム全体のデバッグ・検証を効率的に行う

ために，システム設計言語 SpecCにソフトウェア開発で用

いられる抽象化手法であるプログラムスライシング手法を

適用する研究を行っている．ANSI-C言語用のプログラム

スライシングツールを基本とし，SpecC言語に特有な階層

化構造，並列実行構文，同期構文に対応する依存グラフを

定義することで SpecC言語プログラムスライシングを提案

した．また，UML（統一モデリング言語）を利用してシス

テムの上位設計を行う手法についても研究している．オブ

ジェクト指向設計論に基づく状態遷移表現を用い，設計初

期からシステムの実行可能モデルを得ることで設計手戻り

の抑制を図る手法について提案した．

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 LSI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

4. Computer Aided Design for Software/Hardware Combined 

Systems

M. FUJITA, S. KOMATSU, Y. KOJIMA, K. TANABE and K. 

MATSUI

Design methodologies and corresponding CAD techniques for 

software/hardware combined digital systems are studied. In this 

study, we replace the conventional controller circuit of the spe-

cialized hardware with compact micro-controller and memory in 

order to increase the debuggability and the flexibility of design 

even after chip fabrications. Specialized hardware can be mod-

eled as the processor with the specialized instruction-set for the 

target application. The optimal specialized instruction-set is 

automatically generated from the given application, and the opti-

mal code using the generated instruction-set is also automati-

cally generated. Instruction Set Simulator estimated that our 

processor can achieve the 2.6 times faster performance in step-

count than the generic processor without specialized instruction-

set, for the example, Rijndael encryption algorithm. We also 

study a high level synthesis method targeting the architecture in 

which placing and routing are already done with programmable 

bus connections between Functional Units (FUs) and Register 

Files (RFs). In this architecture, available FUs, the combination 

of FUs available at the same time, and delays caused by wire 

load will change depending on the bus connection configuration. 

We proposed a high level synthesis method and provided its for-

mulation which schedules in symbolic manner optimizing the 

costs such as the number of steps or the clock period, then gener-

ate the optimal assmbly code and the optimal configuration for 

bus connections simultaneously. For efficient debug and verifica-

tion of whole system design, we expand the software abstraction 

method, program slicing, into the system level design language, 

SpecC. In our architecture, we defined the dependence graph 

structure for SpecC's syntax and semantics, such as hierarchical 

structures, parallel executions, and synchronization, based on 

the dependence graph of ANSI-C. We also study a methodology 

of the high-level system design using Unified Modeling Lan-

guage (UML). Using our methodology, we can obtain the execu-

table models of the target system by using the state transition 

representation based on the object-oriented design methodology 

even in the earliest stage of designing, which enables us to avoid 

expensive rework of design.

5. Low power system design method

Masahiro Fujita, Satoshi Komatsu

Though recent shrunk VLSI technology has realized high per-

formance system LSI, the increasing power dissipation is becom-

ing serious concern on system LSI design. It also causes the 

increase of power dissipation of data transmission on 

interconnects/chip interface compared to overall chip power 

dissipation. In this study, we propose an irredundant low power 

address bus encoding method by considering JUMP/BRANCH 
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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く，ア

ドレスデータが冗長性を持つためバス符号化により，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 80-95％（平均 88％）削減可能で

あることを示した．また，符号化回路の評価も行い，アド

レスバスのキャパシタンスが大きい状況では，本手法が非

常に有効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，田辺 健

極めて高い信頼性が必要とされる社会インフラ用 LSIや，

宇宙線によるビット反転エラーの発生率が高い人工衛星用

LSIでは，多数決回路などの冗長計算やエラー処理回路な

どが利用されている．たとえば，多数決回路では，同じ計

算を複数行って，結果の多数決を取るが，その際，同じ演

算回路を使って複数計算しても信頼性は上がらない．しか

し，通常のシミュレーションでは，このような信頼性の評

価は難しく，より系統的な解析手法が望まれる．そこで，

本研究では，システムレベル設計に的を絞って，設計に対

する信頼性を解析・評価する手法について研究している．

まず，ターゲット言語としてシステム設計記述向けの C言

語である SpecC言語を取り上げ，SpecC言語によって設計

記述された人工衛星電子機器に対して，使用するハード

ウェアの個々の部品の信頼性からシステム全体の信頼性を

解析する手法や，信頼性上のボトルネックとなる部分の抽

出を行う．具体的には，SpecC言語による冗長演算回路設

計に対し，ソフトウェア工学における解析手法であるプロ

グラムスライシングを導入することで，冗長設計の誤りを

検出する手法を探索する．入力された回路設計を元にスラ

イシングを行う点を求め，この点からバックワードスライ

シングとフォワードスライシングを組み合わせて実行する

ことで，冗長に複数用意された各演算器が均等に用いられ

ているかを自動的に検証する手法の研究を行っている．

7．　電気系・機械系協調設計／検証技術

藤田 昌宏，小松 聡，佐々木 俊介

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．その一環として，

ロボットアームを含むシステムを設計し，機械系のモデル

を C言語で記述して検証に利用する手法を提案した．

history. Generally the instruction address bus increases by same 

step without JUMP/BRANCH operation. It indicates that the 

switching activity is decreased effectively by mapping low 

switching code word to the address which appears frequently. 

We evaluated this encoding method by using some bench-mark 

programs. Experimental results showed that these methods can 

reduce signal transitions by 80-95% (average 88%). Moreover 

circuit simulation results indicated these methods were very at-

tractive when the address bus capacitance was large.

6. Diagnosis techniques for manufacturing faults and design 

errors

Masahiro Fujita, Ken Tanabe

Digital systems for high-reliable applications, such as, the ones 

used in social infrastructures and space satellite systems, need 

special attention to their fault-tolerant designs, such as, majority 

circuits, error corrections, and others. In majority circuits, same 

computations are made by multiple times, and the majorities in 

the results are actually used for later computations. If the same 

function units are used for such multiple computations, no ac-

tual improvement in reliability can be obtained. This fact cannot 

be confirmed by normal simulations. Instead more systematic ap-

proach is required. In this research we are concentrating on 

system-level digital system designs and use SpecC langugae 

which is a C-based system level design language as our target 

language. We are developing methodlogies that can compute reli-

ablity for the entire systems from the ones for each component 

and the ones that can extract key points for reliability 

enhancement. We use a software analysis method, program slic-

ing, for the analysis of redundant designs written in system level 

design language, SpecC. We propose the automatic analysis 

method which verifies whether each individual computation 

uses separated its own function units, by an execution of some 

backward slicings and forward slicings from the slicing points 

generated from SpecC design.

7. Co-design methodology on electric and mechanical mixed 

systems and its verification techniques

Masahiro Fujita, Satoshi Komatsu, Shunsuke Sasaki

In the application where the on-site debugging is difficult such 

as space satellite, the consistent (from higher abstract level to 

the implementation) techniques related to specification descrip-

tion and design verification are indispensable. We are studying 

the design methodology and verification method of actual satel-

lites considering both electric parts and mechanical parts of 

satellites. As a part of this study, we designed a robot arm sys-

tem and indicated a method for the design of mechanical models 

by C language. In addition, we performed the verification of the 

system by using the C language mechanical model.
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静電マイクロアクチュエータの光ファイバ通信応用

年吉 洋，高橋 拓也

MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術による静電

駆動型の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，耐衝撃性の改善

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．光学関連企業数社との個別

共同研究．

フォトニック結晶とMEMSデバイスの融合

年吉 洋，肥後 昭男

ソリッドステート型の光導波路デバイスを現在の 1/10000

以下（面積比）に小型化するために，フォトニック結晶光

導波路上にMEMSデバイスを集積化した新しい光変調器

／光スイッチを試作している．光導波路上のエバネッセン

ト領域で高屈折率材料（シリコン）を機械的に振動させる

ことにより，変調を掛ける方式である．これまでに，電子

ビーム描画およびシリコンの高アスペクト比ドライエッチ

ングによりフォトニック結晶導波路を形成し，その上に酸

化膜，多結晶シリコンからなるMEMSレイヤーを追加工し

て静電駆動型の光変調器を製作した．

光による微小物体の駆動制御

年吉 洋，山内 木綿子

MEMS機構の微細化とアレイ化にともなって，個別のマイ

クロ機構を駆動するための電気配線が困難になりつつある．

これを解決する手段として，自由空間中を伝搬する光ビー

ムを用いて微小機械構造を駆動する方法を検討した．ただ

し，光のもつ運動量は µmオーダーの機構を駆動するには

小さすぎる．そこで本研究では，電圧印加による静電引力

を外部から導入した光で変調できる仕組みをフォトダイ

オードと静電容量型のアクチュエータとして構成する新し

い方法を考案した．

マイクロレンズスキャナの光ファイバスイッチ応用

年吉 洋，高橋 一宏

MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術により製作

Electrostatic Microactuators for Fiber Optic Applications

Hiroshi Toshiyoshi and Takuya Takahashi

Technical difficulties in applying MEMS (Micro Electro Me-

chanical Systems) electrostatic micro mirrors lie in lowering 

their driving voltage, extending scan angles, improving long-

term stability including temperature dependence and anti-shock 

tolerance. In this work, we develop a toolbox of microengineer-

ing knowledge for designing and producing micro mechanical 

mirrors in collaboration with industrial partners.

Integration of Photonic Crystals with MEMS Devices

Hiroshi Toshiyoshi and Akio Higo

A new type of microelectromechanical optical device is under 

development by integrating MEMS components with photonic-

crystal (PhC) waveguides in order to minimize the device size to 

1/10000 times folded compared with the photonic lightwave cir-

cuit (PLC) devices today. A micron-scale movable structure is 

placed over the evanescent field in close vicinity of an optical 

waveguide, and a traveling light through the waveguide is 

intensity/phase modulated by means of the mechanical motion 

of such high refractive-index material. We have developed a pro-

totype of an opto-mechanical device by patterning the PhC 

waveguide and post-processing micro/nano mechanical struc-

tures with deposited silicon oxide and polysilicon layers.

Optical Addressing of Micro Structures

Hiroshi Toshiyoshi and Yuko Yamauchi

With decreasing the size of MEMS devices, it is becoming more 

difficult to have electrical interconnections to the microcompo-

nents on a chip. As a possible solution to this problem, we have 

newly developed a method to mechanically address/drive micro-

structure by using light beams traveling in free space ; momen-

tum of photon, however, is very small to drive micromechanical 

structures. Hence we employed electrostatic force of applied 

voltage acting on the movable mechanical parts and optically 

modulated the voltage applied to the actuators by using a photo-

coupler structure of integrated silicon photodiodes and capaci-

tive electrostatic micro actuators.

Microlens scanners for optical fiber switch application

Hiroshi Toshiyoshi and Kazuhiro Takahashi

Various kinds of MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 

年吉研究室
Toshiyoshi Laboratory

（http://toshi.fujita3.iis.u-tokyo.ac.jp）
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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（OXC, optical crossconnect）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．

ハードウェア有効利用のための資源共有型 VLIWプロセッサ

荒本 雅夫，小林 和淑，小野寺 秀俊

並列度の高いプロセッサは，命令レベルでの並列性に限界

があるためにハードウェア量ほど性能が向上しない．さら

にプロセッサの性能を向上させるためには，命令レベルで

の並列性の他にスレッドレベルでの並列性を利用する必要

がある．本論文ではハードウェアを有効利用するための資

源共有型 VLIWプロセッサを提案した．これは VLIW

（Very Long Instruction Word）プロセッサに SMT（Simulta-

neous MultiThreading）技術を適用したものである．提案す

るプロセッサは，従来のスーパースカラをベースとした

SMTプロセッサとは異なり，VLIWプロセッサをベースと

している．複雑な並列性の解析はコンパイラで静的に行う．

並列性が引き出せず空き資源が発生する場合は複数のス

レッドの処理を同時に行い，ハードウェアを有効利用する．

スーパースカラプロセッサでは動的に命令をスケジューリ

ングするためにハードウェアが複雑になる．VLIWプロ

セッサでは静的に命令をスケジューリングするためにソフ

トウェアが複雑になる．提案プロセッサでは，ハードウェ

アとソフトウェアの両方で命令をスケジューリングする．

そのために，ハードウェア・ソフトウェアの一方を複雑に

することなく効率のよい実装が実現できる．

カメラの動きを使った動き予測のMPEG-4 への適用

岡村 怜王奈，小林 和淑，小野寺 秀俊

撮像時のカメラの動きを用いた動き探索をMPEG-4に適用

し，その画質と演算量を定量的に評価する．提案手法では，

静止物体のみが存在する動画像において，既存の高速アル

ゴリズムに比べて 45￥％の演算量であるにもかかわらず，

圧縮後の画質は，全探索手法と同等かそれ以上であること

mirrors have been developed for large-scale optical crossconnect 

(OXC) applications. After careful investigation on optical align-

ment between fiber arrays and collimator arrays, we have con-

cluded that micro-mechanically adjustable collimators could 

improve optical performance of the system. Furthermore, colli-

mator lens is able to scan the light beam when actuated at larger 

stroke. We have thus developed microelectromechanically mov-

able lens scanners for OXCs.

A Resource-Shared VLIW Processor for Efficient Hardware 

Utilization

Kazutoshi Kobayashi, Masao Aramoto, Hidetoshi Onodera

Performance of a highly parallel processor does not improve ac-

cording to the amount of parallel hardware resources, since ILP 

(Instruction-Level Parallelism) in a program in eliminated. In or-

der to improve the performance of a processor, it is necessary to 

use TLP (Thread-Level Parallelism) together with ILP. In this 

work, we propose a Resource-Shared VLIW processor for effi-

cient hardware utilization. This processor is a VLIW (Very Long 

Instruction Word) processor on the SMT (Simultaneous Multi-

Threading) technology. The proposed processor is different from 

a conventional SuperScalar-based SMT processor since it is 

based on VLIW. In the proposed processor, a compiler (soft-

ware) statically analyzes the dependency of variables. When re-

sources for instruction execution are free because of low ILP, 

that resources execute instructions from a different thread. The 

hardware is complicated in a SuperScalar processor, because in-

struction scheduling is done dynamically. A compiler is compli-

cated in a VLIW processor, since scheduling is done statically. 

In the proposed processor, instruction scheduling is done by 

both compiler and hardware. Therefore, hardware and compiler 

can be very simple.

An MPEG-4 implementation of Motion Estimation by Camera 

Motion

Leona Okamura, Kazutoshi Kobayashi, Hidetoshi Onodera

To reduce the amount of computation on motion estimation, we 

propose an efficient motion estimation algorithm by restricting 

search areas according to the motion of a camcoder, which is ob-

tained from a gyro sensor. When the camcoder moves, still ob-

小林研究室
Kobayashi Laboratory

（http://www-lab13.kuee.kyoto-u.ac.jp）
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がわかった．

FPGAプロトタイピングによるマルチプロセッサエミュレー

ション環境の構築

小谷 学，小林 和淑，小野寺 秀俊

通常，組み込み機器においては，汎用の組み込みプロセッ

サといくつかの専用ハードウェアでシステムを構成し，例

えば動画像処理等の計算量の非常に大きい処理を専用ハー

ドウェアに実装し，プロセッサの負荷を分散する方法を

採ってきた．専用ハードウェアを用いてきたのは高速，低

消費電力の利点のためである．しかし今日の LSI製造プロ

セスの進歩による回路規模の増大に伴って，設計期間の長

期化，マスクコストの増大，バグ発生率の増加といった問

題が生じる．製品出荷後の機能修正も不可能であり，以上

に述べた組み込み機器の要求に対し専用ハードウェアで対

処することは困難になりつつある．本研究では，これら

アーキテクチャを研究するにあたり大変重要となる，評価

用環境の構築について述べる．前述の背景より，負荷分散

の対象として特にプロセッサベースのデバイスを取り上げ，

FPGA搭載ボードを用いてマルチプロセッサエミュレー

ション環境を構築した．

非対称型マルチプロセッサシステムのためのプロセス移送の検

討

コプロセッサにプロセッサを使用すれば現在存在する膨大

なソフトウェア資産を利用でき，メインプロセッサとの協

調動作も容易となる．プロセッサの性能向上へのアプロー

チとしては，クロック高速化と 1クロックあたりの処理命

令数の向上がある．後者の具体的手法としては，スーパー

スカラ，VLIW（Very Long Instruction Word），アウトオブ

オーダー実行などがある．しかし命令単位での並列化には

限度があり，並列性を見つけるためのハードウェアコスト

も大きい．一方スレッド・プロセス単位で並列実行しよう

とした場合には各スレッド間の依存関係は非常に小さく，

少ないハードウェアで並列処理を行うことができる．組込

機器においても複数のタスクを同時実行するマルチタスク

環境が一般的になっているため，TLP（Thread L evel Paral-

lelism）が有効である．一つのプロセッサ内に複数の実行ユ

ニットを持たせるだけでなく，プロセッサを複数搭載する

ことで並列処理を行うマルチプロセッサというアプローチ

もある．本研究では低消費電力と処理能力の両立が可能な

非対称型マルチプロセッサシステムを検討し，このシステ

ムを有効活用可能なプロセス移送方式を提案した．

jects seems to move in the opposite direction. The proposed 

method estimates the position where the objects moves, and in-

vestigates in a restricted region around it. The proposed method 

never points out such wrong motion vectors because it seeks 

them from real motion. Compared to the full search block match-

ing method, the proposed method can reduce the calculation 

cost by 55% while keeping or improving the video.

A Study on Creating an Environment for Multi-Processor Sys-

tem Emulation using FPGA Prototyping

Manabu Kotani, Kazutoshi Kobayashi, Hidetoshi Onodera

We study how the evaluation environment should function for 

general-purpose usage, especially for a processor-based, or mul-

tiprocessor system. And we evaluate a functionally-modularized 

FPGA board as a basis of effective evaluation environment. We 

can create a versatile system emulation environment by taking 

advantage of its flexibility and extensibility. For the purpose of 

emulating a multiprocessor system with FPGAs, we prepare a 

soft-macro MIPS-compatible RISC processor core, verify its 

functionality, and implement a processor-based image process-

ing system as an application. As an example we designed a 

JPEG encoding system on the above-referenced functionally 

modularized FPGA board, and we estimate that this system will 

work 12fps (frame-per-second) QCIF-size image with 16.5MHz 

and that data transaction between FPGAs will not dominate as 

bottleneck of the system. With this emulation environment, we 

can design various multiprocessor systems of dozens of MHz 

performance.

Study on a Process Emigration Method for Asymmetric Multi-

Processor Systems

Yutetsu Takatsukasa, Kazutoshi Kobayashi, Hidetoshi Onodera

We adopt an ASMP (ASymmetric Multi-Processor) architecture 

as a candidate of embedded systems. We propose a process emi-

gration method to maximize a merit of ASMP Systems. In 

ASMP systems, number of active processors can be changed 

dynamically. We can choose a heterogeneous architecture for 

ASMP systems, while SMP systems require homogeneous 

architecture. It is possible to choose suitable sub-processors 

among many types of sub-processors. To stop power supply on 

idol processors, power consumption must be minimized. There 

are many OSs (Operating System) supporting SMP, but few OS 

supports ASMP. We propose process emigration method ade-

quate to ASMP systems. By process emigration, a process run-

ning on main-processor is suspended, emigrate to a sub-

processor and continue to be running on it. We implement proc-

ess emigration functions as a kernel module for Linux. A verifi-

cation environment for process emigration is under construction. 

We estimate the performance of an ASMP system for a Motion-

JPEG encoding program. The system will work at 13fps (frames 

per second) with a 400MHz sub-processor, and time to emigrate 
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電子ペーパー

服部 励治

電子ペーパーとは電子ディスプレイと紙の特性を併せ持つ

ものである．すなわち，電子ディスプレイのように表示画

面を自由に書き換えられ，紙のように薄く・軽く・安く・

白く，かつ超低消費電力でなければいけない．このような

ディスプレイを実現しようと現在さまざまな技術が開発さ

れているが，我々は“電子分流体”を用いたディスプレイ

の開発に取り組んでいる．この技術は他に比べあらゆる点

で優れており，最も電子ペーパー実現に最も近いところに

ある．服部研究室ではこのディスプレイの駆動方法・専用

ドライバー IC・実装方法などを中心に研究・開発を行っ

ている．

有機 ELディスプレイ

服部 励治

有機ELディスプレイは応答性，視野角，コントラストで液

晶ディスプレイより優れ，次世代フラット・パネルディス

プレイの有力候補として注目されている．しかし，有機

ELは電流駆動素子であるため液晶とは全く違う駆動法を

必要とする．我々は携帯電話背面パネルから TVモニター

までのさまざまな有機 ELのアプリケーションに適した駆

動法を考え，有機 EL素子からコントロール ICまでを含め

たトータル・システムとして有機 ELディスプレイの最適

設計に取り組んでいる．

SoC設計及び手法の研究と産学連携

益子 耕一郎

SoC（Systenon a Chip）設計は IT（Infb㎜ation T㏄㎞ology）

時代を支える基盤技術となっている．しかし，SoCの応用

分野が広がると共に，規模・動作速度・消費電力・信頼性

などの諸点で従来の設計手法が通用しない局面が生じてき

the process is less than 1%.

Electronic Paper

Reiji Hattori

“Electronic Paper” has both characteristics of “an electronic 

display” and “a paper.” That is to say, it must be quickly rewrita-

ble or refreshable just like an electronic display and must be 

thin, light, cheap, white and an ultra-low power consumption de-

vice just like a paper. Although such a display is developed all 

over the world with various kinds of technologies, we are now 

developing a display using “Electronic Liquid Powder”. This 

technology is superior to all others and has the closest position 

to an electronic paper. Our laboratory is focusing on the re-

searches and developments of the driving method, the custom 

driver IC and the mounting method.

Organic Light-Emitting Display

Reiji Hattori

Much attention has been paid for OLED in a new generation dis-

play because OLED display has advantages over LCD such as 

high response speed, wide viewing angle and high contrast in 

dark. However, since OLED is a device driven by current sour-

ce, it needs a quite different driving method from that of LCD. 

We are devoting ourselves into the optimum designing of OLED 

to various kinds of application searching the total system solu-

tion including from OLED diode device to a controlling IC.

SoC Design and Methodology through Collaboration be-

tween Academia and Industry

Koichiro Mashiko

SoC or Systenrn-on-a-chip has become an essential ingredient 

for the IT era. However, as the application of SoC broadens, the 

technical or engineering barriers to overcome circuit density, 

服部研究室
Hattori Laboratory

（http://www.vbl.kyushu-u.ac.jp/~hat_lab）

益子研究室
Mashiko Laboratory
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た．これらの諸問題は一社あるいは半導体産業界のみでは

資金・時間・人的資源の面でカバーしきれないレベルに達

しており，産学連携が必須とされている．産業界と大学の

連携を通じ，効率的・効果的な SoC設計とその手法を検討

する．

power density, speed or reliability become so burdensome that 

the conventional concepts or methodology cannot directly ap-

plied to these problems. Also these problems cannot be solved 

by each company or industry itself and thus the academia-indus-

try collaboration is strongly demanded. The efficient and effec-

tive methodology for the SoC design is investigated through the 

academia-industry collaboration.  
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 ［29］ Masahiro Fujita, “System Level Design Methodologies from 

the Viewpoint of Formal Verification”, The 5th International 

Conference on ASIC Tutorial, ASICON2003, Beijing, China, 

Oct. 2003.

 ［30］ T. Sakunkonchak and M. Fujita, “Formal Verification of Syn-

chronization Issue in System-Level Design with Automatic Ab-

straction”, IFIP International Conference on Very Large Scale 

Integration (IFIP VLSI-SoC 2003), Darmstadt Germany, De-

cember 2003 (Ph. D. Forum).

 ［31］ Indradeep Ghosh, Mukul Prasad, Rajarshi Mukherjee, Masa-

hiro Fujita, “High Level Design Validation : Current Practices 

and Future Directions”, One day tutorial, 17th Int'l Conf. on 

VLSI Design, Mumbai, India, Jan. 2004.

 ［32］ Satoshi Komatsu, “Research and Education Activities of 

VDEC (VLSI Design and Education Center)”, Waseda Univer-

sity System LSI International Workshop, Jan. 2004.

 ［33］ M. Fujita, D. Gajski, T. Imai, T. Hasegawa, “System-level De-

sign Methodology for SoC Design”, One day tutorial, ASP-

DAC 2004, Yokohama, Japan, Jan. 2004.

［34］ Tomoyuki Shirasaki, Reiji Hattori, Tsuyoshi Ozaki, Kazuhito 

Sato, Minoru Kumagai, Manabu Takei, Yukikazu Tanaka, Sa-

toru Shimoda and Tomoko Tano, “Full Color Polymer OLED 

Display Driven by a-Si, H TFT Utilizing a New Current-Pro-

grammed Method”, Proceeding of IDW’ 03, pp. 1665-1666 

(Dec. 2003)

 ［35］ Reiji Hattori, Shuhei Yamada, Yoshitomo Masuda, Norio Ni-

hei, “Novel type of Bistable Reflective Display using Quick 

Response Liquid Powder”, Proceeding of Society for Informa-

tion Display, pp. 846-849,  (2003)

 ［36］ R. Hattori, T. Fujimura, S. Etoh and Y. Kuroki, “Photosensi-

tive Glass on-Chip Microcapillary and Its Observation Using 

Confocal Laser Scanning Microscopy”, Second International 

Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics (M & 

BE2)， (March 5-7, 2003, GAKUSHI KAIKAN, Tokyo Japan) 

 ［37］ Y. Yuyama, M. Aramoto, K. Takai, K. Kobayashi, H. Onodera”

, Heterogeneous Processor Architecture and Its Design Meth-

odology to Shorten the Design Period of Embedded SoCs”,  

Proc. of SASIMI 2003, pp. 351-356,, 2003

 ［38］ Y. Yuyama, M. Aramoto, K. Kobayashi, H. Onodera”, An SoC 

Architecture and its Design Methodology using Unifunctional 

Heterogeneous Processor Array”, Proc. ASP-DAC, pp. 737-

742,, 2004

 ［39］ Hiroshi Toshiyoshi, “Micro Electro Mechanical Devices for Fi-

ber Optic Telecommunication”, International Symposium on 

Micro-Mechanical Engineering Heat Transfer, Fluid Dynam-

ics, Reliability and Mechatronics (ISMME 2003), Dec. 1-3, 

2003.

 ［40］ Hiroshi Toshiyoshi, “MEMS for Fiber Optic Applications”, 

the 16th Int. Conf. on Optical Fiber Sensors (OFS-16), Oct. 13-

17, 2003, Nara-ken New Public Hall, Nara, Japan.

 ［41］ C. Chong, K. Isamoto, H. Fujita, and H. Toshiyoshi, “Variable 

Optical Attenuator with Simple SOI-MEMS Mirror (tentative 

title）”, Asia-Pacific Optical and Wireless Communications 

(APOC 2003), Nov. 2-6, 2003, Wuhan Science and Technol-

ogy Conference&Exhibition Center, Wuhan, China.

 ［42］ C. Chong, K. Isamoto, H. Fujita, and H. Toshiyoshi, “Variable 

Optical Attenuator with Simple SOI-MEMS Mirror”, Proc. the 

29th European Conference on Optical Commulation/the 14th 

Int. Conf. on Integrated Optics and Optical Fiber Communica-

tion (ECOC/IOOC 2003), Sep. 21-25, 2003, Rimini, Italy, Mo-

3. 5. 2.

 ［43］ Keiji Isamoto, Kazuya Kato, Atsushi Morosawa, Changho 

Chong, Hiroyuki Fujita, and Hiroshi Toshiyoshi, “Microme-

chanical VOA Design for High Shock-Tolerance and Low 

Temperature-Dependence”, IEEE/LEOS Int. Conf. on Optical 

MEMS and Their Applications (MOEMS 03), Outrigger Waik-

oloa Beach, Hawaii, USA, Aug. 18-21, 2003.

 ［44］ W. Piyawattanametha, P. R. Patterson, D. Hah, H. Toshiyoshi, 

and M. C. Wu, “A 2D Scanner by Surface and Bulk Mi-

cromachined Angular Vertical Comb Actuators”, IEEE/LEOS 

Int. Conf. on Optical MEMS and Their Applications 

(MOEMS’ 03), Outrigger Waikoloa Beach, Hawaii, USA, 

Aug. 18-21, 2003.

 ［45］ Hiroshi Toshiyoshi, “MEMS for Fiber Optic Applications”, in 

Proc. 5th Japanese-Finnish Joint Symposium Optics in Engi-

neering (OIE’ 03), Aug. 7-9, 2003, Saariselka, Lapland, 

Finland.

 ［46］ H. Toshiyoshi, K. Isamoto, A. Morosawa, M. Tei, and H. Fuji-

ta, “A 5-Volt Operated MEMS Variable Optical Attenuator”, 

Proc. the 12th Int. Conf. on Solid-State Sensors, Actuators and 

Microsystems (Transducers 03), Boston Marriott Copley 

Place, Boston, MA, USA, June 8-12, 2003, 4D1. 2, pp. 1768-

1771.
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 ［47］ Makoto Mita, Hiroaki Kawara, Hiroshi Toshiyoshi, Manabu 

Ataka, and Hiroyuki Fujita, “An Electrostatic 2-Dimensional 

Micro-Gripper for Nano Structure”, Proc. the 12th Int. Conf. 

on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Trans-

ducers 03), Boston Marriott Copley Place, Boston, MA, USA, 

June 8-12, 2003, 4D1. 2, pp. 1768-1771.

 ［48］ W. Piyawattanametha, P. Patterson, D. Hah, H. Toshiyoshi, M. 

C. Wu, “A Surface and Bulk Micromachined Angular Vertical 

Combdrive for Scanning Micromirrors”, 2003 Optical Fiber 

Communication Conference and Exposition (OFC 2003), 

March 23-28, 2003, Georgia World Congress Center, Atlanta, 

Georgia, USA, TuN1.

 ［49］ M. C. M. Lee, D. Hah, E. K. Lau, H. Toshiyoshi and M. Wu, 

“Nano-electro-mechanical Photonic Crystal Switch”, Proc. 

The Sixth International Symposium on Contemporary Photon-

ics Technology (CPT2003), KOKUYO HALL, Shinagawa, To-

kyo, Japan, January 15-17, 2003.

 ［50］ Dooyoung Hah, Chang-Auck Choi, Chi-Hoon Jun, Youn Tae 

Kim, Pamera R. Patterson, Hiroshi Toshiyoshi, Ming C. Wu, 

“MOEM scanners for optical networks”, Proc. the 9th KIEE 

MEMS symposium (Invited given by D. Hah).

3．国内学会，研究会等
 ［1］ 木野　順，藤島　実，鶴田和弘，「厚膜酸化プロセスを用

いたインダクタの特性評価」電子情報通信学会　集積回路

研究専門委員会 9月研究会，pp. 47-52，2003. 9，愛知

 ［2］ 乗松崇泰，山本　憲，藤島　実，鶴田和弘，「厚膜酸化プ

ロセスを用いた低消費電力無線通信回路」，電子情報通信

学会　集積回路研究専門委員会 9月研究会，pp. 53-58，

2003. 9，愛知

 ［3］ 斉藤康祐，藤島　実，鳳紘一郎，「NP問題を高速に解く二

分探索機能を持つ並列プロセッサ」，電子情報通信学会　

ソサエティ大会　一般講演　C-12-6，p. 81，2003. 9，新潟

 ［4］ 乗松崇泰，藤島　実，「5GHz帯向けMOSFETの基板回路

網モデル」，電子情報通信学会　ソサエティ大会　一般講

演　C-12-13，p. 88，2003. 9，新潟

 ［5］ 木野　順，藤島　実，「螺旋型および対称型インダクタの

ポート間容量の比較」，電子情報通信学会　ソサエティ大

会　一般講演　C-12-16，p. 91，2003. 9，新潟

 ［6］ 稲井健人，藤島　実，鳳紘一郎，「ゼロでない確率を持つ

基底の遷移に基づく量子計算エミュレーション」，第64回

応用物理学会学術講演会　30a-ZC-1，p. 459，2003. 9

 ［7］ 乗松崇泰，藤島　実，「スケール依存を考慮したMOSFET

の基板抵抗モデル」，電子情報通信学会　総合大会　一般

講演　C-12-30，p. 132，2004. 3，東京

 ［8］ 稲井健人，北荘哲郎，藤島　実，鳳紘一郎，「量子計算ア

ルゴリズムの開発に適した LSIプロセッサの試作」，電子

情報通信学会　総合大会　シンポジウム講演　SC-11-18，

pp. S85-86，2004. 3，東京

 ［9］ 北荘哲郎，稲井健人，藤島　実，鳳紘一郎，「専用プロセッ

サを用いた大規模量子計算シミュレーション」，電子情報

通信学会　総合大会　シンポジウム講演　SC-11-19，pp. 

S87-88，2004. 3，東京

 ［10］ 杉浦邦明，藤島　実，鳳紘一郎，「相補型ショットキー

ソース・ドレインMOSFETのシリコンシャドウマスクを

用いた集積化」，第 51回応用物理学会関係連合講演会　

29a-ZH-4，p. 964，2004. 3，東京

 ［11］ 小玉　輝，藤島　実，鳳紘一郎，「ショットキーソース／

ドレインMOSFETにおけるソース端トンネル障壁の評

価」，第 51回応用物理学会関係連合講演会　29a-ZH-1，p. 

963，2004. 3，東京

 ［12］ Y. Oike, M. Ikeda, and K. Asada, “Smart Active Range Finder 

With the Capability of High Sensitivity, High Selectivity and 

Wide Dynamic Range”, IEICE Technical Report, vol. 103, no. 

89, pp. 7-12, May 2003.

 ［13］ T. Iizuka, M. Ikeda, and K. Asada, “Cell Layout Synthesis via 

Boolean Satisfiability”, in Proc. of IPSJ DA Symposium 2003, 

pp. 139-144, Jul. 2003. (in Japanese)

 ［14］ Y. Oike, H. Shintaku, M. Ikeda, and K. Asada, “A Real-Time 

and High-Resolution 3-D Imaging System Using Smart 

CMOS Image Sensor”, in Proc. of ITE Annual Conference 

2003, 20-9, pp. 299-300, Aug. 2003. (in Japanese) 

 ［15］ T. Iizuka, M. Ikeda, and K. Asada, “Exact Wiring Fault Mini-

mization via Comprehensive Layout Synthesis for CMOS 

Logic Cells”, IEICE Technical Report, vol. 103, no. 476, pp. 

157-161, Nov. 2003. (in Japanese) 

 ［16］ T. Nakura, M. Ikeda, and K. Asada, “Power Supply Noise Re-

duction using Stubs”, IEICE Technical Report, vol. 103, no. 

476, pp. 217-222, Nov. 2003. (in Japanese) 

 ［17］ Y. Oike, M. Ikeda, and K. Asada, “An Image Sensor with 

High-Speed Feeble ID Beacon Detection for Augmented Real-

ity System”, in Proc. of ITE Winter Conference 2003, 4-1, pp. 

34, Dec. 2003. (in Japanese) 

 ［18］ T. Nakura, M. Ikeda, and K. Asada, “Recent Trend of Circuit 

Designs”, JIEP Technical Report, pp. 131-132, March. 2004. 

(in Japanese) 

 ［19］ Y. Oike, M. Ikeda, and K. Asada, “A High-Speed and Low-

Voltage Associative Co-Processor Using Word-Parallel and Hi-

erarchical Search Architecture”, in Proc. of IEICE General 

Conferece 2004, C-12-34, pp. 138, Mar. 2004. (in Japanese) 

 ［20］ T. Ogawa, M. Ikeda, and K. Asada, “Analysis on Contactless 

Data Transfer Systems between System LSIs”, in Proc. of 

IEICE General Conferece 2004, A-1-22, pp. 22, Mar. 2004. (in 

Japanese) 

 ［21］ 松本剛史，齋藤　寛，藤田昌宏，“C言語でのハードウェ

ア記述に対する効率的な等価性検証手法の提案”，電子情

報通信学会技術研究報告　Vol. 103，No. 40，pp. 31-36．

（VLD/SLDM 5月研究会，函館）

 ［22］ 小松　聡，石原　亨，藤田昌宏，“Cプログラムからの

ハードウェア設計教育― Handel-Cと DK1を使った演 

習―”， DAシンポジウム 2002，遠鉄ホテルエンパイア（浜

松市），pp. 253-258，2003年 7月．

 ［23］ 藤田昌宏，“高位検証技術”，2003年電子情報通信学会ソ

サイエティ大会　チュートリアル講演「TA-1．ギガス

ケール・システムの設計手法」，2003年 9月．

 ［24］ 小松　聡，藤田昌宏，“LSIにおける検証技術”，第 10回ソ
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フトウェア工学の基礎ワークショップ（FOSE’ 03），pp. 

251-256，2003年 11月．

 ［25］ 藤田昌宏，“形式的設計検証ツールの虚像と実像”，第 7回

システム LSIワークショップ，ならびにデザインガイア

2003，2003年 11月．

 ［26］ 小島慶久，瀬戸謙修，齋藤　寛，小松　聡，藤田昌宏，“リ

コンフィギャラブルなブロック間接続をもつアーキテク

チャの静的最適化のための高位合成手法”，電子情報通信

学会技術研究報告［第 2回リコンフィギャラブルシステム

研究会］，pp. 16-21，2003年 11月．

 ［27］ 瀬戸謙修，藤田昌宏，浅田邦博，“アプリケーションに特化

した機能ユニットおよびコンフィギュレーション可能な

接続からなるデータパス向けコンフィギュレーション生

成手法”，デザインガイア（2003），北九州国際会議場（北

九州市），2003年 11月．

 ［28］ 松本剛史，齋藤　寛，藤田昌宏，“C言語を対象とした記述

間の差異に基づく効率的な等価性検証手法”，電子情報通

信学会技術研究報告　VLD2003-146，Vol. 103，No. 702，

pp. 61-66，Mar. 2003.

 ［29］ 田辺　健，齋藤　寛，小松　聡，藤田昌宏，“SpecC言語に

よるハードウェア・ソフトウェア混在システム記述を対

象としたプログラムスライシング手法の提案”，電子情報

通信学会技術研究報告　VLD2003-149，Vol. 103，No. 702，

pp. 79-84，Mar. 2003．

 ［30］ 佐々木　俊介，小松　聡，藤田昌宏，“電子系・機械系協調

設計における設計検証法に関する検討”，電子情報通信学

会技術研究報告　CPSY2003-49，Vol. 103，No. 735，pp. 27-

32，Mar. 2003．

 ［31］ 松井　健，小松　聡，藤田昌宏，“UMLを用いた実時間・

高信頼性組み込みシステムの上位設計についての検討”，

電子情報通信学会技術研究報告　CPSY2003-50，Vol. 103，

No. 735，pp. 33-38，Mar. 2003．

 ［32］ 大橋誠二，杉本慎太郎，服部励治，“Mediciによる有機 EL

デバイスのデバイスシミュレーション”，応用物理学会九

州支部講演会，（2003年 12月 6日，ハウステンボス，佐

世保市）

 ［33］ 服部励治，“電子ペーパーの魅力”，市民セミナー「ユビキ

タス，そして電子ペーパー」，（2003年 11月 6日，名古屋

市東区東桜会館）

 ［34］ 服部励治，“a-Si TFT駆動による OLEDの新展開”，第 10

回月刊ディスプレイ技術セミナー，（2003年 9月 26日，

東京都千代田区明神会館）

 ［35］ 江藤信一，東　俊人，藤村　剛，服部励治，黒木幸令，“サ

ンプルインジェクション形状の違いによる電気泳動への

影響の研究”，応用物理学会学術講演会，（2003年 9月 30

日～ 9月 3日，福岡大学，福岡）

 ［36］ 服部励治，東　俊人，江藤信一，藤村　剛，黒木幸令，“電

気泳動チップにおける幾何学的チャネル構造でのサンプ

ルの挙動の研究”，応用物理学会学術講演会，（2003年 9月

30日～ 9月 3日，福岡大学，福岡）

 ［37］ 服部励治，“アモルファスシリコン TFT駆動有機 ELディ

スプレイ”，ファインテックジャパン・セミナー，有機 EL

コース，（2003年 7月 4日 9：30～ 12：30，東京ビッグサ

イト，東京）

 ［38］ 服部励治，“有機 ELディスプレイの駆動方法”，プレス

ジャーナル主催，特別緊急セミナー「有機 ELの基礎と技

術展望」，（2003年 6月 9日，コクヨホール，品川・東京）

 ［39］ 大橋誠二，小笠原　亮，服部励治，“有機ELダイオードの

SPICEモデルと物理的考察”，応用物理学関係連合講演会，

（2003年 3月 27日～ 30日，神奈川大学，神奈川）

 ［40］ 服部励治，“マイクロレンズアレイ電気泳動ディスプレ

イ”，社団法人高分子学会，印刷・情報記録・表示研究会，

（2003年 2月 20日，化学会館ホール，東京）

 ［41］ 小笠原　亮，大橋誠二，服部励治，“有機EL電流駆動用ド

ライバー ICの評価法”，電子情報通信学会，発光型／非発

光型ディスプレイ合同研究会，信学技報，EID2002-108 

Vol. 102，No. 601，pp. 13-16，（2003-01），（2003年 1月 27

日～ 28日，静岡大学，静岡市）

 ［42］ 服部励治，“マイクロレンズアレイ電気泳動ディスプレ

イ”， Electronic Journal第 13回　FPD Seminar電 子 ペ ー

パー徹底解剖，（2003年 1月 21日，コクヨホール，東京・

品川）

 ［43］ 肥後昭男，藤田博之，岩本　敏，石田悟巳，荒川泰彦，年

吉　洋，五明明子，白根昌之，山田博仁，「MEMS-フォト

ニック結晶素子の製作方法の検討」，2003年（平成 15年）

秋季第 64回応用物理学会学術講演会，2003年 8月 30日

～ 9月 2日，福岡大学七隈キャンパス，2p-ZM-5．

 ［44］ 小林　大，川井茂樹，年吉　洋，藤田博之，川勝英樹，「高

周波 AFM用ナノカンチレバーの製法」，2003年（平成 15

年）秋季第 64回応用物理学会学術講演会，2003年 8月 30

日～ 9月 2日，福岡大学七隈キャンパス，31p-ZD-1．

 ［45］ 小林　大，佐谷大輔，年吉　洋，藤田博之，川井茂樹，川

勝英樹，「ナノ・カンチレバー・アレーによる細胞の力学

特性測定へ向けた取り組み」日本顕微鏡学会大 59階学術

講演会，2003. 6. 7-9，札幌コンベンションセンター，札幌

市．

 ［46］ 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 15年電

気学会全国大会シンポジウム　S21-1，宮城県仙台市，東

北学院大学，2003年 3月 18日（火曜）．福田和人，新田

英之，肥後昭男，藤田博之，年吉　洋，「HF蒸気を用いた

簡易な犠牲層エッチングによる高歩留まりなマイクロ構

造のリリース法」平成 15年電気学会全国大会，2002年 3月

26日～ 29日，東北学院大学，3-151．

 ［47］ 諫本圭史，両澤　淳，鄭　昌鎬，藤田博之，年吉　洋，「シ

リコンマイクロマシニングによる 5V駆動光ファイバ可変

減衰器」平成 15年（2003年）電子情報通信学会総合大会，

東北大学　川内キャンパス（仙台市），2003年 3月 19日

（水）～ 22日（土）．

 ［48］ 肥後昭男，年吉　洋，藤田博之，岩本　敏，荒川泰彦，五

明明子，白根昌之，山田博仁，「MEMS-フォトニック結晶

素子―マイクロメカニカル変調機構の設計と製作―」第

50回応用物理学会関連連合講演会，講演予稿集　28a-YN-

5，2003. 3. 27-30　神奈川大学横浜キャンパス．

 ［49］ 岩本　敏，肥後昭男，年吉　洋，荒川泰彦，「MEMS-フォ

トニック結晶素子―平板端位置の影響―」第 50回応用物

200



理学会関連連合講演会，講演予稿集　28a-YN-7，2003. 3

　神奈川大学．

 ［50］ 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 16回　回路とシステム（軽

井沢）ワークショップ論文集，pp. 453-458，2003年 4月

 ［51］ 湯山洋一，荒本雅夫，小林和淑，小野寺秀俊，「SystemC

による組み込みプロセッサの RTL記述とその ISSへの適

用」，情報処理学会　DAシンポジウム論文集，pp. 301-306，

2003年 7月

 ［52］ 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ーによるSoCアーキテクチャ

の提案」，電子情報通信学会論文誌　エレクトロニクス分

冊，vol. J86-C，no. 8，pp. 790-798，2003年 8月

 ［53］ 荒本雅夫，湯山洋一，樋口昭彦，岡澤潤香，小林和淑，小

野寺秀俊，「処理の優先度を利用した実行ユニット共有型

VLIWプロセッサアレイ」，第 7回システム LSIワーク

ショップ，pp., 2003年 11月

 ［54］ 荒本雅夫，湯山洋一，樋口昭彦，岡澤潤香，小林和淑，小

野寺秀俊，「資源共有型VLIWプロセッサの性能評価」，信

学技法，no. VLD-2003-115，pp. 7-12，2004年 1月

 ［55］ 樋口昭彦，小林和淑，小野寺秀俊，「ソフトコアプロセッ

サにおけるレジスタファイルの消費電力モデル」，2004年

電子情報通信学会総合大会，no. A-3-4，pp. 71，2004年3月

4．紀要，その他
 ［1］ K. Hoh and M. Fujishima “Large scale quantum emulation is 

available by study on the quantum algorithm” CREST News 

Letter Vol. 5，No. 2，p. 4，2003. 9

 ［2］ M. Fujishima “Algorithmic restrictions inherent in quantum 

computers” CREST News Letter Vol. 5，No. 3，p. 4，2003. 

12

 ［3］ K. Hoh “System integration of quantum-scale devices” 2003 

CREST Symposium on “FEMD”, Kokuyo Hall, pp. 86-93, 

2003. 10

 ［4］ 鳳紘一郎，藤島　実，「ハードウェアコンピューティング

の新たなパラダイム― LSIを用いた量子計算の効率的な

エミュレーション―」第 1回 21世紀の COEワークショッ

プ―ソフトハードの融合で目指す人に優しい情報エレク

トロニクス　pp. 3-8東京大学柏キャンパス／基盤科学棟

2F大講義室　2003年 11月

 ［5］ 藤島　実，「低電源電圧位相ロックロープ回路の最適設

計」第 2回 21世紀 COEワークショップ―未来社会を担う

機能融合デバイスとシステムフォトニクス　pp. 13-20東
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 ［7］ K. Saruta, H. Fujita, and H. Toshiyoshi, “Bulk Micromachined 
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 ［8］ 年吉　洋，角嶋邦之，藤田博之，「MEMS技術の高周波デ

バイス応用」電子情報通信学会技術研究報告　回路とシス

テム／ VLSI設計技術／ディジタル信号処理研究会，2003
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 ［10］ 藤田博之，年吉　洋，「マイクロマシンの現状と展望」学
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　会議室 201号室．

 ［11］ 服部励治，“マイクロレンズアレイ電気泳動ディスプレイ”

電子材料　2003年 4月号　pp. 38-43，工業調査会発行

 ［12］ 益子耕一郎：“2003VLSI回路シンポジウム報告”　STARC

ニュース　p, 12 2003年 7月

 ［13］ 益子耕一郎：“CICC2003報告”　STARCニュース　p, 18 

2003年 10月

 ［14］ 益子耕一郎：“IEDM2003報告”　STARCニュース　p, 18 

2004年 1月

 ［15］ 益子耕一郎：“ASP-DAC2004報告”　STARCニュース　
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2004年 4月

 ［17］ Tsuyoshi FUJIMURA, Yukinori KUROKI, Akihiro IKEDA, 

Shinichi ETOH, Reiji HATTORI, Masanori HIDAKA and Suk 

Sang Chang, “A Study of Thick PMMA Film Etching by the 

Method of Combined Deep X-Ray Lithography and Thermal 

Development”, Research Reports on Information Science and 

Electrical Engineering of Kyushu University Vol. 8 No. 2, 141-

146 (Sep., 2003) 

 ［18］ Shinichi ETOH, Toshihito HIGASHI, Tsuyoshi FUJIMURA, 

Reiji HATTORI and Yukinori KUROKI, “Fast Separation of 
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Research Reports on Information Science and Electrical Engi-

neering of Kyushu University Vol. 8 No. 1, 37-41. (March, 

2003) 

 ［19］ 服部励治，“アモルファスシリコンTFT駆動有機ELディス

プレイ”，電子材料　2003年 12月号　pp. 29-34，工業調査

会発行

5．著書
 ［1］ 共訳，「デジタルシステム工学基礎編」，William J. 

Dally/John W. Poulton原 著　“Digital Systems Engineering” 

Cambridge University Press，（丸善株式会社，東京，2003

年）

 ［2］ 共訳，「デジタルシステム工学応用編」，William J. 

Dally/John W. Poulton原 著　“Digital Systems Engineering” 

Cambridge University Press，（丸善株式会社，東京，2003

年）

 ［3］ 服部励治，分筆，“有機 ELディスプレイにおける高輝度・
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長寿命化のための駆動回路・方法　pp. 129-134，技術情
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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．

�．　����の���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．

�．　VLSI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CAD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




