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あらまし 

w 研究の概要	

n  Web siteに掲載する（予定の）内容	

w 効果実証について	

n  ４輪独立制御による統合車体制御における
HIL(Hardware-In-the-Loop)シミュレーション 

w 研究成果の発信について	

n  評価キット	

w 連携状況	

n  実用化への工程表	
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背景	

w  近年の車には多くのECUが使われている 
n  従来のECU構成法	
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(a) Conventional approach



統合型ECU 
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Intelligent Sensors/Actuators

ECU1

CAN, FlexRay, etc.

(b) Centralized ECU approach

R

R R R

R

ECU2 ECUn

Centralized ECUs
Interface cores

CPU cores

n インテリジェントセンサ・ア
クチュエータがメニコアシ
ステムと高速ネットワーク
で接続 

n どのECUもすべてのセン
サ・アクチュエータにアク
セス可 

w どのようなアプローチか？	

メニコアシステム	



統合型ECU 

w 統合型ECUのメリットは？ 
n  各ECUに、負荷に応じて効率よくタスクを割当可	

n  あるECUが故障しても、他のECUにタスクを振り
分けることで、処理を実行可能 
l  ECU故障により、そのECUに割当てられていた機能が

失われることを回避可能 

w すべてのECUを統合するのか？ 
n  No 

l  ある程度同種の機能・制約を持ち，かつ， 
l  セーフティクリティカルな機能を実現する 

ためのECUが対象 
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統合型ECU 

w  統合型ECUのメニコアシステムが満たすべき条件 
n  スケーラブル 
n  効率的 
n  ディペンダブル 
n  低コスト 
n  （低消費電力） 

w  ネットワークオンチップ（NoC）の特徴 
n  オンチップネットワークは高速で，ノード数が増えても通信

効率を維持 
n  計算コアを豊富に用意できるので，負荷分散が容易 
n  冗長コアを豊富に用意できるので，ディペンダビリティ向上

が容易．ただし，チップ故障には弱い 
n  様々なサイズが必要となる場合には，高コスト 
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統合型ECU 

w 解決すべき問題 
1. 中に冗長コアがあっても，チップ全体が壊れれば必要な処理が止まっ

てしまう 
2. 車のタイプごとに多様な要求仕様を満足するには，構成の異なる多く

のチップが必要となり高価 
3. コアの故障を検出して，冗長コアを使って，正しい処理をできるだけ長

く実行する仕組みが必要 
4. ユーザが本来の機能以外に，高信頼化のための処理を記述するのは

難しい 
5. オンチップネットワークが壊れると，冗長コアがあっても正しく処理を実

行できない	

6. 同期式オンチップネットワークは各種ばらつきや遅延故障等の影響を
受けやすく，高速化に限界がある	

7. チップ間通信を高速に行う手法を開発する必要がある 
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提案アプローチ 

w 解決すべき問題 
3. コアの故障を検出して，冗長コアを使って，正しい処理をできる

だけ長く実行する仕組みが必要 
w 提案手法 

n  改良Pair&Swap方式 
l  通常は各タスクを２つのCPUコアで二重実行し，その結果を比較． 
l  不一致が生じた場合には，一時的に三重実行． 

w  正しい結果を計算． 
w  故障CPUコアを同定． 
w  ２重実行のためのペア再構成． 
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6) The I/O core then decides the final comparison result and issues actuator output signals to the outside of the chip when
there is no mismatch. If there is a mismatch, the retry-and-decision phase starts. The I/O core specifies the same task
performed by the same processor cores and an additional processor core so that those three processor cores compose
a TMR. Then, the operation is repeated from the above 2.

Figure 3 shows how the system works under a non-faulty condition. As shown in Figure 3, a processor core Px0
(x = 0, 1, 2) is coupled with a processor core Px1 as a pair, resulting in three pairs. In the pair phase, two processor
cores in each pair perform two identical copies of a specified task and send their results to the I/O core. The times when
processor cores start the specified task are different since the latency from the I/O core to each processor core through the
on-chip networks is different. The I/O core gathers computation results from processor cores and compares them. Normally,
all the results match as shown in rounded rectangle in Figure 3. Thus, the pair phase is continued.

C. Fault location mechanism

If a fault is detected by a mismatch, the retry-and-decision phase starts. The mismatched pair and one of other processor
cores which stores the mismatched task compose a TMR. Then, the I/O core sends the same data which was sent in the
pair phase to the three processor cores and gathers their results. Figure 4 shows the operation of the proposed scheme when
a transient fault occurs. The initial configuration is the same as that shown in Figure 3. However, at the first comparison, it
is recognized that the two processor cores P00 and P01 did not produce the same result. For the retry-and-decision phase,
processor cores P00, P01, and P10 compose a TMR. Note that P10 has task A in its private memory as shown in Figure 2.
This makes it possible to detect whether the fault was transient or permanent. As task A encountered a problem it must be
run again after the first comparison. If no mismatches are found at the second comparison, the fault detected at the first
comparison can therefore be assumed to be transient. This means that the next tasks can be performed without altering the
processing pairs as shown in Figure 4.
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Figure 4. Transient fault operation.
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Figure 5. Permanent fault operation.

Figure 5 shows the operation of the proposed system when a permanent fault occurs. From the figure, it can be seen that
the first two operations between the I/O core and processor cores are the same as those shown in Figure 4. At the second
comparison, if a permanent fault occurred in processor core P00, two mismatches would exist in the TMR; P00 <> P01 and
P00 <> P10. Thus, the processor core P00 can be confirmed as faulty and the remaining five cores would then be able to
compose three pairs after the second comparison. In this case, processor cores P01 and P10 compose a new pair, that is, the
processor core P10 performs both task B and task A sequentially. Thus, in the next pair phase, the I/O core compares two
tasks B and C at the first comparison and then compares task A at the second comparison as shown in Figure 5. However,
the deadline period is assumed to be enough long to execute three tasks (as mentioned later) and comparisons sequentially.
Thus, performance degradation does not occur.

According to the proposed scheme, the entire system achieves graceful degradation. If a permanent fault occurs in
processor core P01 after the above condition shown in Figure 5, processor cores P10 and P11 perform both task B and
task A sequentially as shown in Figure 6. In this case, if a permanent fault occurs in either P10 or P11, the entire system
is considered to be down since the remaining number of processor cores which can perform task A is only one, and thus
the comparisons cannot be performed. On the other hand, in a fortunate case, it can be allowed that N processor cores get
failed in a 2N core NoC-based MPSoC. Figure 7 shows the operation after processor cores P00, P10, and P20 have gotten
failed in the previous configuration. All the remaining cores P01, P11, and P21 perform two tasks sequentially. The I/O
core compares their results after receiving the second set of results. Normally, all the results match as shown in rounded
rectangle.

Figure 8 shows the operation when a transient fault occurs. At the first comparison it is recognized that one of three
comparison results is a mismatch. In this case, there is no redundant cores to execute the mismatched task. Thus, the
mismatched task is re-executed on the same cores as shown in Figure 8. If no mismatch is found at the second comparison,



w 解決すべき問題 
4. ユーザが本来の機能以外に，高信頼化のための処理を記述す

るのは難しい 

w 提案手法 
n  ソフトウェア開発支援ツール 

l ユーザは実現する機能をSimulinkで記述 
l 冗長実行に関する部分はほぼ自動的に生成 
l  （開発中） 

提案アプローチ 
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ソフトウェア開発支援ツール 
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ソフトウェア開発支援ツール 
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ソフトウェア開発支援ツール 
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タスクを，予め各コアに冗長に格納	



ソフトウェア開発支援ツール 
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提案アプローチ 
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送出元	

目的地	

送出元	

目的地	

w 解決すべき問題 
5.  オンチップネットワークが壊れると，冗長コアがあっても正しく

処理を実行できない	

w 提案手法 
n  ディペンダブルルーティングアルゴリズム 



w 解決すべき問題 
6.  同期式オンチップネットワークは各種ばらつきや遅延故障等

の影響を受けやすく，高速化に限界がある	

w 提案手法 
n  完全非同期式オンチップネットワーク 

提案アプローチ 
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w 解決すべき問題 
7.  チップ間通信を高速に行う手法を開発する必要がある	

w 提案手法 
n  電流モードの高速チップ間通信方式 

l 非同期式通信に整合性の良いもの 
l  （テストチップ試作中） 

提案アプローチ 
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w 実証はどのように行うのか 
n  ４輪独立制御に基づく統合車体制御アプリケー

ション 
l 駆動用モータ・インバータ (PCU) 制御	

w  4輪それぞれに駆動用のモータを配し，独立してトルク制御可能	

l ブレーキ制御	
w  回生ブレーキと油圧ブレーキの協調制御	

w  ABS制御も含む	

l 前輪EPS制御	

l 後輪EPS制御	
w  電動アクチュエータによる位相制御機構	

w  変位量はタイヤ舵角で ±0.5[deg] 程度	

実証用アプリケーション 
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w 実証はどのように行うのか 
n  ４輪独立制御に基づく統合車体制御アプリケー

ション 

実証用アプリケーション 
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実証（本来の形）	
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実証（現状）	
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w 評価キットのねらい 
n  カーメーカ，カー関連メーカに貸し出し 
n  本プラットフォームを使って頂く 
n  本研究成果の導入を促進する 

評価キットについて 
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評価キットについて 

w 評価キットの構成 
n  ハードウェアボード一式 

l  さまざまな構成を試せるディペンダブルNoCプラットフォーム 
l  ASICベース 
l  大規模FPGAベース 

w  Vertex7(XC7VLX690T) 
l  HILSインターフェース 

n  簡易HILプラントモデル 
l  ユーザが本格的なHILSシステムを自前で用意することなくプラット

フォームを評価 
l  精度は高くなくても，ECU機能のテストができる程度の小規模シミュ

レータ 
n  ソフトウェア開発支援ツール 
n  四輪独立制御による統合車体制御アプリケーション 
n  ドキュメント	
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w 評価キットの使い方 
n  [第一段階] 付属のアプリケーションが，使用コア数，冗長

度，等のパラメータを変更することで，どのように高信頼に
実行されるかを確認 

n  [第二段階] 付属のアプリケーションを変更し，動作させて
みる事で，ソフトウェアをどのように開発するかが学習でき
る 

n  [第三段階] 独自のアプリケーションを実装し，評価キット
上で動作させ，評価できる 

評価キットについて 

2013.3.16　領域会議資料 23 



まとめ	

w 提案プラットフォームの特長 
n  所望の信頼度および規模を持つシステムの構築	

l 必要な数のベースチップを接続	

l 必要な数の冗長タスクを割り当て 
   により可能	

n  ユーザはプログラム開発時に冗長構成のことを考慮
する必要なし	
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研究実用化までの工程	

w 評価キット	

n  ハードウェア：	

l  FPGA版：５月末	

l  ASIC版：	
w  現バージョン：５月末	

w  新バージョン：９月末	

n  ソフトウェア開発支援ツール：９月頃	

n  簡易プラントモデル：７月末	
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アプローチが明確となっていない項目 
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項目	 ユーザにとってのデメリット	 実現のための障壁	

IOコア、センサ、アク
チュエータの多重化	

ディペンダビリティ向上の妨げ	
カーメーカにフィージビリティを確認す
る必要がある（既存の設計スタイルを
大幅に変更する可能性があるため）．	

リアルタイムOSの導入	 ＥＣＵプログラマの開発効率低下	 研究期間不足のため．	

オンチップネットワーク
のリアルタイム性評価	

制御の信頼性低下	
 	

現状では，HILSによる評価のみ．一般
性を持たせた評価は今後．	

２重化実行等を意識さ
せないソフトウェア開発
環境	

ＥＣＵプログラマの開発効率低下	
プラットフォーム開発計画を前倒しして，
この項目に取り組む時間を捻出する
必要がある．	

２０１１．１０．２９版	



アプローチが明確となっていない項目 
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項目	 ユーザにとってのデメリット	 実現のための障壁	

IOコア、センサ、アク
チュエータの多重化	

ディペンダビリティ向上の妨げ	
カーメーカにフィージビリティを確認す
る必要がある（既存の設計スタイルを
大幅に変更する可能性があるため）．	

リアルタイムOSの導入	 ＥＣＵプログラマの開発効率低下	 研究期間不足のため．	

オンチップネットワーク
のリアルタイム性評価	

制御の信頼性低下	
 	

現状では，HILSによる評価のみ．一般
性を持たせた評価は今後．	

２重化実行等を意識さ
せないソフトウェア開発
環境	

ＥＣＵプログラマの開発効率低下	

現状	

IOコアの２重化は検討済み 
センサ等についてはカーメーカとの 
打ち合わせ必要	

HILSによる評価に加え，理論的最悪	
値の検討済み	

開発中	



研究実用化までの工程	

w 実用化する上で行うべきこと，障害は？ 
n  カーメーカの立場から 

l ミーティングを設定済み 
l  ISO26262のmetricsによる提案プラットフォームのASIL

評価 
w  一部検討中 

n  VLSIメーカの立場から 
l  （次の講演で回答頂ける予定）	
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