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研究目標および研究体制

ディペンダブルでスケーラブルな組込み用超小型
VLSIシステムを実現するための基盤技術

アプリケーション（ロボット、宇宙機等）のVLSIシステムへの要求

要求仕様（リアルタイム性、演算量、通信量、消費電力、サイズ等）

VLSIシステムを実現するための基盤技術

背景 要求仕様（リ タ 性、演算 、通信 、消費電 、 等）

ディペンダビリティの要求定義（信頼性、可用性、安全性等）

背景

ソフトウェア及びハードウェア（アーキテクチャ）のコデザイン
ソフトウェアで行うべき処理とハードウェアで行うべき処理の切り分けソフトウェアで行うべき処理とハードウェアで行うべき処理の切り分け
QoSを制御可能なRT-OS、スケジューラ等の研究開発

プロセッサアーキテクチャ、オンチップネットワーク、チップ間通信リンク、動的
電圧周波数制御(RT-DVFS)等の研究開発

慶大
山﨑研

SoCとSiPのコデザイン
VLSIシステムに高信頼性化、小型化、高機能化、低消費電力化、高効率な放
熱等の特徴を付与する設計・実装・評価手法
デ ペンダビリテ に関するデ タの蓄積 解析及びシミ レ タ設計

NECAT
ディペンダビリティに関するデータの蓄積・解析及びシミュレータ設計
EDAとメカトロ3D CADとの統合を目指す

ロボットを用いたディペンダビリティの実証評価
各種デ ペンダビリテ （信頼性 可用性 安全性等）の実証評価

東大
JSK

各種ディペンダビリティ（信頼性、可用性、安全性等）の実証評価
次バージョンへのフィードバック（同様な研究開発ループを3回繰返し）

JSK
稲葉研

(JAXA)

リアルタイム処理(10～100μsecオーダ)



21 22 23 24 25 26 （年度）

基盤

チップ間実時間通信スケジューラ 実アプリケーション動作リアルタイムOS

ク ロ ス 開 発 環 境 （全グループに供給、全てのソフト開発に使用）

RL,RT-NoC設計

基盤ソフト
ウェア

ハードとソフト切分け

QoS向上、iTRON互換API 省電力ﾘｱﾙﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾗ ﾃﾞｨﾍﾟﾝﾀﾞﾋﾞﾘﾃｨ検証･評価

D-RMTPⅢ基板

時間粒度

リアルタイム性と消費電力の制御

設計手法確立3D RT-NoC設計

設計

マルチコア設計

ｱｰｷﾃｸﾁｬ設計

D-RMTPⅡ評価検証基盤ハード
ウ ア

評価検証評価検証D-RMTPⅡ基板
D-RMTPⅢ基板

ヒューマノイドの分散制御
SpaceWireの設計･実装

周辺I/O実装、RMTP,RL拡張

S Wi &RL接続実験 RT-DVFS設計D-RMTPⅠ

ＳiＰ設計・熱解析

D-RMTPⅢウェア

基盤パッ 終評価SiP設計・熱解析 ＳiＰ設計・熱解析

D-RMTPⅠ基板
I/Oバッファ 適化

SpaceWire&RL接続実験

電圧と周波数を
機能ブロックで制御 スタッカブルなマルチコア

チップ間のホットスポット分散
IP, I/Oピン,バンプ配置 適化
ジッタ調整

□30mmSiP □20mmＳｉＰ ｾﾝｻ内蔵ＳiＰ

基盤パッ
ケージ

終評価SiP設計 熱解析

CoC積層ＳiＰ

評価検証 評価検証 評価検証 評価検証

DRAM,FlashをFFCSP化
小型化、高放熱構造

CoC接続+FFCSP全体をFFCSP化
センサ内蔵

DRAM多層ＳiＰ
DRAM冗長化

組込み
アプリケー

ション

小次郎

モータ試験装置

モータ試験装置

組み込み

要求仕様

単体試験

D-RMTPⅠ駆動基板試作量産

D-RMTPⅢ駆動基板試作量産

D-RMTPⅡ駆動基板試作量産
ﾉｲｽﾞ発生 試験器ション

脚 単体試験
統合評価

モ タ試験装置

組み込み評価

性能評価

低消費電力・小型
大出力

統合評価
D-RMTPⅠ駆動基板試作量産

D-RMTPⅠ駆動基板

単体試験
D RMTP 駆動基板試作量産

小次郎組み込みロボット構造

ﾉｲｽﾞ発生・試験器

脚組み込み・ロボット構造 組み込み評価
組み込み評価統合評価

小型SoC/SiP分散ディペンダビリティ検証
大出力ハード実時間
ディペンダビリティの検証

ディペンダブルVLSIシステムの基盤技術確立



ディペンダビリティの評価指標

評価指標評価項目分類
時間制約保証（真／偽）

信頼性

リアルタイム性

消費電力

時間制約保証（真／偽）

時間粒度（sec） 既存との比較

ジッタ（sec） 既存との比較
信頼性

耐ノイズ性

放熱性

動作電力（W） 既存との比較

待機電力（W） 既存との比較

S/N比（%） 既存との比較

可用性
サイズ

通信LinkのP&P機構

プ

熱抵抗（℃／W） 既存との比較

ロボットに組込めるか（真／偽）

着脱時の正常動作（真／偽）

安全性

チップ間通信
途絶時の安全性

熱制御

着脱時の正常動作（真／偽）

別経路に切り替わる時間（ｓｅｃ）

能動的な自己ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ（真／偽）

保守性

熱制御

SiP上の部品

ロボット用制御基板

能動的な自己ﾓ ﾀﾘﾝｸ （真／偽）

修理・交換のしやすさと時間比較

修理・交換のしやすさと時間比較保守性 ボット用制御基板

SiPの故障解析

修 交換 すさ 時間比較

故障解析のしやすさと時間比較



現在までの研究成果(慶大)
軽量リアルタイムOS: favor
実時間電圧周波数制御(RT-DVFS)： HeLP実時間電圧周波数制御(RT-DVFS)： HeLP
D-RMTPⅠの設計及びディペンダビリティ向上

リアルタイム実行
RMT実行：優先度付きSMT
IPC制御機構

強力なトレース機構強力なトレ ス機構

Responsive Link(実時間通信)のディペンダビリティ向上
複数の符号化の組み合わせ

ラ 訂正 DC b l i 等 強化エラー訂正、DC balancing等の強化

RT-NoCのプロトタイプの設計
SoCとSiPのコデザインSoCとSiPのコデザイン

D-RMTPⅠ SiPにM-RMTPを実装して評価・検証
上記評価結果をフィードバックしてD-RMTPⅠ (SoC)のI/Oバッファ
の設計の設計



D-RMTPⅠの研究開発
リアルタイム処理プロセッシングユニット: RMT PU

リアルタイム実行機構（RMT実行）
キ 除去（優先度付 実行 変換）

DMAC

コンテキストスイッチの除去（優先度付SMT実行に変換）
優先度順に8スレッド同時実行
優先度(256レベル)によるスレッド制御機構
割り込みによるスレッド制御機構
IPC制御機構

Context Cache (RF)

Context Cache (status)

RMT PU

IEEE1394 SDRAM IF

Responsive Link

IPC制御機構
マルチメディア演算ユニット

柔軟な2次元ベクトル（行列）演算ユニット(Int, FP)
複数スレッドによるベクトルレジスタの共有

ンテキストキャ シ （32 ンテキスト）

Vector Register (FP)

Vector Register (Int.)

Instruction Cache

Data Cache

コンテキストキャッシュ （32コンテキスト）
トレース機構

リアルタイム通信機構 ：Responsive Link 
通信のプリエンプション（優先度によるパケットの追い越し）

PLL

μRMTP
通信のプリ ンプション（優先度による ケットの追い越し）
パケットの加減速制御（ノード毎に優先度の付け替え可能）
ISO/IEC 24740:2008

コンピュータ用I/O 
PCI XPCI-X
IEEE-1394
Ethernet, etc.

制御用I/O Flip Chip
SpaceWire (3-ch switch)
PWM Generator, Pulse Counter, etc. M-RMTP



128/32bit 32bit DDR SDRAM

Dependable Responsive Multithreaded Processor Ⅰ

RMT PU

DDR SDRAMD-RMTPⅠ for Responsive Link

RMT PU
Real-Time Execution
8way Prioritized SMT
2D Vector UnitsDDR SDRAM I/F

128/32 bit

SRAM (256kB) 2D Vector Units
32 Context Cache

DDR SDRAM I/F

Memory bus (256bit)

SRAM (256kB)

Memory bus (256bit)
Gateway

I/O bus (32bit)
256/32bit DMAC 20ch1ch

32bit
DMAC

PCI-X SPI IEEE
1394 UART Digital

Port
PWM-in

PWM-out
Encoder

32bit
External

Bus

Responsive
Link

Ethernet
MAC

Space
Wire

In: 3ch 2cs64bit
66MHz

4cs x 2ch
(8ch)

1ch 4ch 8bit In: 3ch
Out: 12ch
Cnt: 4ch

2cs
2dreq
2irq

1ch 4ch
Data link
Event link

I/O

3ch

ADC /
DAC

Digital
Camera

ROM /
I/O Dev.PC I/O

Devices Internet RMTPRMTPRMTPRMTP
AC/DC
Motors

I/O
Devices

I/O
Devices



リアルタイムスケジューリング
時間制約（デッドラインや周期）を優先度に変換

Task 0
T k 1

high Release Time
Deadline

優先度の高い順にタスクを実行

Task 1
Task 2
Task 3
Task 4
Task 5

優先度
数千クロックのコンテ
キストスイッチ・オーバ

l

Task 5
Task 6
Task 7
System

ヘッド（黄色部）

Time
low context switch

Task 0
Task 1

high

Task 1
Task 2
Task 3
Task 4
Task 5

コンテキストスイッチ・
オ バヘッドの除去

low

Task 5
Task 6
Task 7
System

オーバヘッドの除去

Time
low

複数の優先度付きコンテキスト：OSのタスクキューに相当

優先度の高い順にハードウェアで実行



リアルタイム実行（RMT実行）

複数の優先度付きコンテキスト

複数のパイプライ と演算器で優先度順に同時実行

優先度高

Release Time

複数のパイプラインと演算器で優先度順に同時実行

Task 0
Task 1

優先度高 Deadline

Task 2
Task 3
Task 4Task 4
Task 5
Task 6
Task 7

優先度低

Task 7
System

Timeリアルタイム処理と高スループットの両立



従来のリアルタイム実行における問題点

リアルタイムスレッドのIPCが変動

プログラムの性質

同時実行するプログラムの性質に依存同時実行するプログラムの性質に依存

低優先度スレッドの計算資源が不足

算資高優先度スレッドの計算資源利用率に依存

リアルタイムスレッドの実行時間が変動する可能性リアルタイムスレッドの実行時間が変動する可能性



IPC制御機構によるリアルタイム実行

従来の 悪実行時間(WCET)を用いたリアルタイム
スケジ リングスケジューリング

オーバエスティメーション → スケジューラビリティの大幅な
低下低下

リアルタイムスレッドの実行速度をPID制御で一定に

高優先度スレッドに与えられていた余剰計算資源を
低優先度スレッドに付与

全スレッドのIPCの総和が 大トータルIPC以下でリ
アルタイム実行を保証可能

IPC制御された実行時間を用いてリアルタイムスケジ
ューリング → スケジューラビリティの向上

高い予測性と高スループットを両立



実行時間を一定にするIPC制御機構

PID計算により1周期あたりにフェッチ可能な命令数を
算出算出

target:目標IPC
input:コミット数input:コミット数

output:フェッチの上限値

計算PID計算

)()()(output tedKdeKteK D
t

IP +∫+= ττ )()()(output 0 te
dt

KdeKteK DIP +∫+= ττ
inputtarget)( −=te

コミット数がフェッチの上限値を超えた場合には

inputtarget)(te
ッ 数 ッチ 限値を超えた場合 は

スレッドの命令フェッチを次の制御周期まで停止



Instruction Reorder BufferReorder BufferReorder BufferPC Control Unit
Fetch Thread

Fetch and Issue Unit

MMU
Thread Control

U it

Selector

Decoder
UnitInstruction

Cache
Instruction

IPC Control
Unit

Data
MMU

Reorder BufferReorder BufferReorder BufferInstruction Buffer

Instruction
Issue Selector

MMU

Memory R d B ffRegister File

Context Cache

R d B ffReorder BufferMemory
Read / Write
Buffer

Reorder BufferReorder BufferReorder BufferRegister File
Reorder BufferReorder BufferReorder BufferReorder Buffer

Data
h

Execution
Unit

Cache Unit Execution Unit

Cache
Unit



シングルスレッド実行時の性能

各ベンチマークを個別に実行

0.8

matrix sort gzip md5

0.6

0.7

0.4

0.5

IP
C

0.2

0.3

0

0.1

0 5 10 15 20 25 30 35

Period (10k Clockcycle)



マルチスレッド実行 (IPC制御なし)

各ベンチマークを同時に実行

md5 gzip sort matrix

優先度：matrix > sort > gzip > md5

0.7

0.8

d5 g p so t at

0.5

0.6

0.3

0.4IP
C

0.1

0.2

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Period(10k Clockcycle)



マルチスレッド実行 (IPC制御あり)
各ベンチマークを同時に実行
優先度：matrix > sort > gzip > md5優先度：matrix > sort > gzip > md5
目標IPC: シングルスレッド実行時の平均IPCの70%

0.6

md5 gzip sort matrix

0.4

0.5

0 2

0.3IP
C

0.1

0.2

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Period(10k Clockcycle)



IPC制御機構のまとめ

適切な目標IPCを全リアルタイムスレッドに設

定することによりマルチスレッド実行時の全ス
レッドのIPCを安定化ッドの を安定化

IPC制御された実行時間を用いてスケジューリ

ングすることによりリアルタイム性能（スケジングすることによりリアルタイム性能（スケジュ
ーラビリティ）が向上

WCETを用いず、より現実的なリアルタイム処理を
可能に

高いスケジューラビリティ

高いスル プ ト高いスループット



SoCとSiPのコデザイン

①SiPの ③SiP単独で吸収できない配線ジッ

設計を考
慮してIP
配置とI/O

タをSoC側で吸収する機構を開発

従来の設計手法配置と

ピン配置
を 適化

SoCのI/Oバッファ
SiPの配線パターンで
ジッタを調整

②SiPの配線を考慮し

配線面積大

ノイズに弱い②SiPの配線を考慮し
てバンプ位置を 適化

ジッタを吸収する

SoCとSiPのコデザインによる設計手法

SiPの配線パターンはアナ

ノイズに弱い

機構のI/Oバッファ
SiPの配線パタ ンはアナ
ログ的要素を安定化

配線面積小配線面積小

ノイズに強いディペンダビリティの向上



本研究で採用する新しい実装方法
FFCSP (Fan-in/Fan-out型)FFCSP (Fan in/Fan out型)

FFCSP（Flexible carrier Folded real Chip Size Package）

条件 Fan in型 Fan out型条件 Fan-in型 Fan-out型
高速信号対応 DRAMモジュール

面積極小化 Flashモジュール

金属支持体の両端で
FPCを折り曲げ

LSI

熱可塑性樹脂
ﾁｯﾌﾟの両端でFPCを折り曲げ

熱可塑性樹脂

Auﾊﾞﾝﾌﾟ 金属支持体

LSI

熱硬化性樹脂

コンデンサ

基材（ポリイミド）

Auﾊﾞﾝﾌﾟ

熱可塑性樹脂

熱硬化性樹脂 Cu配線

LSI

基材（ポリイミド）コンデンサ

Auﾊﾞﾝﾌﾟ

外部端子（パッケージの上下）
金属支持体 コンデンサ

熱硬化性樹脂 Cu配線

Auﾊﾞﾝﾌﾟ
外部端子
（パッケージの上下）

基材（ポリイミド）

Cu配線

LSI
基材（ﾎﾟﾘイミド）

Cu配線

LSI

基材（ポリイミド）

DRAMモジ ル（F t型） ジ （ 型）
（注）図の簡略化のためFPCは１層の図になっているが、実際は多層配線

DRAMモジュール（Fan-out型） FLashモジュール（Fan-in型）



DRAM FFCSPの同時スイッチングノイズ解析

2層FPCの配線立体構造 4層FPCの配線立体構造

2層FPCの同時スイッチング波形 4層FPCの同時スイッチング波形



ハイブリッドFPCの実現

FPC
200μm

FPCFPC

金属支持体金属支持体

2層（問題無く折れる） 3層（隙間が出来るが折れる）

ほとんど接着出来ず
熱可塑性樹脂

基材
C 配線

外側面の折曲げ部分にあたる、配線層2層と基材1層を削除

Cu配線 SR
（ｿﾙﾀﾞｰﾚｼﾞｽﾄ）

4層（折れない） 4層の性能を維持しつつも２層の製造性を確保



FFCSPの製造

金属支持体 コンデンサFPC基板 信号安定化の
ための部品実装ための部品実装

DRAM Chip外部へのはみ出し
DRAMモジュール

金属支持体 FPC
（放熱効果）

FPC: 正常に接着

DRAM Chip



ハイブリッドFPCのシミュレーション

ハイブリッドFPCの同時スイッチング波形

DRAMから見た電源インピーダンス



D-RMTPⅠ SiP

従来面積比18%小型化従来面積比18%小型化 10mm

8mm8mm

DRAMモジュール

DRAM

30mm

DRAMモジュ ル

30mm
RMTP

DRAM
電源

6

RMTP
LAN

電源

6mm

5mm
FlashFPGAFPGA

電源

Flash
For
FPGA

Flashモジュール
30mm



組込みアプリケーション（ロボット実証）グループ
の研究概要の研究概要

ロボットの社会展開へ向けたテクノロジの方向性
大出力化（家事支援），多自由度化（対人親和性）大出力化（家事支援），多自由度化（対人親和性）

２段階のディペンダビリティ検証計画

大出力駆動基板H8-17D

分散小型駆動基板H8-15D

•2軸駆動 40WACモ タ１）大出力高負荷環境下•基板サイズ： 85x60x34[mm]
•1軸駆動 200WACモータ
•連続 50[A], 15秒 100[A]
•水冷
•厚銅基板（1000μm）

•2軸駆動 40WACモータ
•連続 6[A], 15秒 20[A]
制御コアH8S2215(10mm角)

CPLD(7mm角)
XC9572XL-10CSG48I

１）大出力高負荷環境下
高速・低遅延通信時リアルタイム性

高速制御タスクの演算性能

FPGA（Cyclone2)
H8S2215(10mm角)
(16MHz)

通信/制御の信頼性

技術応用可能

２）多自由度大規模分散環境下
分散大規模通信リアルタイム性分散大規模通信リアルタイム性

小型基板搭載可能コア技術の実現

複雑通信経路での信頼性

制御時RT-DVFSによる低電力化

大出力脚 HRP3L-JSK 
小次郎

•超多自由度 82 DOFs
•冗長駆動筋 109本
•分散制御系 60デバイス

制御時RT DVFSによる低電力化



H21年度研究概要：
組込みアプリケーショングループ組込みアプリケ ショングル プ

大出力ディペンダビリティ検証用基板の設計
既存の大出力脚用モータドライバ制御部にD-RMTPⅠSiPを搭載既存の大出力脚用 タドライ 制御部に を搭載

大出力実ハードのディペンダビリティ検証評価環境
ノイズ発生・試験器を用いた評価環境構築

小型・分散ディペンダビリティ検証用基板駆動部の設計小型 分散ディ ンダビリティ検証用基板駆動部の設計

RMTPI(30mm角)
に制御コアを置換

制御基板

※

大出力モータ駆動基板（水冷）
(85x60x34mm)

ノイズ発生試験器のイメージ
※U_RD製CTL-28-S330-001FCLを検討



H21年度研究成果
小型・分散ディペンダビリティ検証用基板駆動部設計分散ディ ダ リティ検証用 板駆動部設計

大規模分散システムでの通信リアルタイム性検証環境構成基板として
駆動部と制御部を分離

制御コア部の通信性能比較検証を容易に
駆動部個数をスケーラブルに変更可能

• 制御部の計算力を有効利用可能

駆動部の駆動系とロジック系を電源分離駆動部の駆動系とロジック系を電源分離
ノイズ耐性の向上

駆動部の動作検証実験の実施
従来基板と同等以上の駆動性能を確認

従来基板（駆動部制御部が
同一基板上） 46x36[mm]

制御基板制御基板
25x25[mm]

駆動基板

駆動部・制御部を分離した新検証基板設計新規駆動回路のシステム図

電源分離

D‐RTMPII(20mm角)46x26[mm]



ロボット実証グループの研究計画

初年度 ２年度 ４年度

HRP2ハンド，頭部での開発ドライバ •大出力脚全身１２自由度での開発ドライバ •筋骨格ヒューマノイド小次郎での開発小型ドラ
イバの分散配置（60個）時の動作検証

３年度 ５，６年度

の通常出力時の動作検証 の大出力時の動作検証

•RMTP計算資源による体内搭載制御PC
の不要化

イバの分散配置（60個）時の動作検証

•RMTP計算資源による体外大型制御サーバ
の不要化大出力検証

環境の準備環境の準備

単軸での大出力検
証環境構築・評価

高速制御リアルタイム性
の検証評価DRMTPI(30mm角)の検証評価

DRMTPI搭載大出力モータドライバ

D-RMTPII搭載小型分散モータドライバ(駆動部・制御部分離）

小型SiP D‐RTMP 
II(20mm角)



H22年度
大出力ヒューマノイドにおける高速制御の効果大出力ヒュ マノイドにおける高速制御の効果

ヒューマノイド: 膨大な計算が必要⇒行動を事前に計画し実行
一般的な制御周期： 1msec程度般的な制御周期 程度

⇒ 不意の接触時に故障してしまう
人間ジャンプ時の踵速度 10mm/msec
人間接触時の肩先速度 2mm/msec

ヒューマノイド動作には、安定歩行時軌道計算、自己
干渉計算等の膨大な計算を事前に行う必要がある

人間動作を高速カメ 撮影

センサフィードバックによる衝突回避が考えられるが..
軸出力不足でリンクの高速制御が困難

人

人間動作を高速カメラで撮影

大出力駆動による高速センサフィードバック制御
衝突回避が可能 ⇒ 事前計画から反応行動へシフト
末端リンクのセンサフィードバック高速制御を検討末端リンクのセンサフィ ドバック高速制御を検討

体幹より軽量のため実現可能性が高い
不整地での着地、手先での接触に有効
センサフィードバック制御周期:  0.1msecを目標 環境接触時の末端リンク制御



H22年度
高速リアルタイム制御検証環境の構築高速リアルタイム制御検証環境の構築

ロボット末端部を模した単軸評価器
多様なコンフィギュレーションに対応

制御周期 0.1msec ~ 1msec
リンクパラメタ（質量、長さ、形状、材質）
モータ減速比（変更容易に設計予定）
衝突物体の速度、重量
接触検知センサ

接触センサ

実環境実験による知見を蓄積
数値解析結果との比較
固有振動数付近での制御特性

軽量高剛性リンク

物体を衝突

固有振動数付近での制御特性
リンクへの衝撃力評価
センサの応答特性
リアルタイム性の評価

モータ（低減速比で
リンクに接続）

リアルタイム性の評価

⇒ 実ロボットの設計へ 高速制御検証単軸装置のイメージ
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