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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成２９年４月８日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局  九州工業大学・情報工学研究院                

（ふりがな）      （おん ぎょうせい） 

職・氏 名  教授・温 暁青                
 

1. 事 業 名 相手国（ ドイツ ）との共同研究  振興会対応機関（     ＤＡＡＤ     ） 

2. 研 究 課 題 名  テストクロック危険性の検出と除去に基づく高品質 LSIテスト方式に関する研究                                               

3. 全 採 用 期 間 

平成２７年４月１日 ～ 平成２９年３月３１日 （２年０ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

本事業により執行した研究経費総額     研究交流経費（直接経費）： 2,257,600 円 

                     間接経費：     0円 

初年度経費  研究交流経費（直接経費）：1,195,200 円、間接経費：    0円 

２年度経費   研究交流経費（直接経費）：1,062,400 円、間接経費：    0円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（実施期間中の参加者全員（途中から参加／不参加となった方も含む）） 

   ※途中から参加／不参加となった場合は、参加期間も記入してください。 

氏 名 所 属・職 名 

梶原 誠司 

宮瀬 紘平 

ホルスト シュテファン 

三宅 庸資 

加藤 隆明 

李 富強 

章 御聡 

浅田 浩嗣 

篠田 陸 

九州工業大学・教授 

九州工業大学・助教(１年度目)／准教授(２年度目) 

九州工業大学・助教 

九州工業大学・博士課程学生(１年度目)／研究員(２年度目) 

九州工業大学・博士課程学生 

九州工業大学・博士課程学生 

九州工業大学・博士課程学生（２年度目） 

九州工業大学・修士課程学生（２年度目） 

九州工業大学・修士課程学生（２年度目） 

（2）相手国側研究代表者  

所属・職名・氏名   University of Stuttgart・Professor・Hans-Joachim Wunderlich                                  

（3）相手国参加者（実施期間中の参加者全員（途中から参加／不参加となった方も含む）） 

   ※途中から参加／不参加となった場合は、参加期間も記入してください。 

氏  名 所 属・職 名 

Michael Kochte 

Eric Schneider 

Alexander Schoell 

University of Stuttgart・研究員＜ポスドク相当＞ 

University of Stuttgart・博士課程学生 

University of Stuttgart・博士課程学生  

*(1)、(3)共に代表者は除きます。
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

【研究目的】 

 半導体集積回路（LSI）は、情報化社会と現代産業の米としての役割が高まる一方、LSI製造の日本やドイ

ツ等の先進国からの流出が止まらず、国の戦略的競争力強化のためにも、LSI 設計における技術優位性の確

保が急務になっている。本共同研究は、LSI 設計の内、特に LSI の品質・信頼性を決定付けるテスト設計（す

なわち、LSI に欠陥の有無を調べるための回路構成とテスト入力生成）において、機能電力より極端に高い

テスト電力によるテストクロック変形に起因する誤テストやテスト能力低下という深刻な問題を提起し、世

界トップレベルの LSI テスト研究実績を有している日独双方の「強・強」連携によって、テストクロック危

険性の検出と除去に基づく革新的な LSIテスト高品質化方式（T*CR2: TestClock Risk Checking and Removal）

を世界に先駆けて確立する。T*CR2方式は、車、医療機器、航空宇宙機器、ウェアラブル・携帯機器、ユビキ

タスネットワーク等に必要不可欠な高品質・高信頼な LSI の創出を通じて、半導体産業の技術的優位性の確

保、及び、高度情報化社会と現代産業の米として安全・安心で豊かな社会の実現に貢献する。 

【実施状況】 

（１）共同研究 

 本研究では、テストクロックへの電力影響を捉えるため、クロックパス近傍の論理素子の論理遷移量をゲ

ートレベルやスイッチレベルの論理シミュレーションで求め、それが与えられた基準値を超えた場合は、ク

ロックパスにおいて大きなクロック遅延が発生し、シフト時のホールドタイム違反及びキャプチャ時のクロ

ックストレッチが起こると判定するというテストクロック危険性検出技術を確立した。次に、見つかった危

険テストクロックに対して、その近傍を構成する論理素子の信号値遷移が最小になるように、影響 X ビット

に対して最適な論理値を割り当てることによって、危険テストクロックの除去を図るという影響 X ビット抽

出・埋込みによるテストクロック危険性除去技術を確立した。更に、残存危険テストクロックの影響を完全

に除去できるマスク手法や低下した故障検出率を回復させるためのテスト再生成という X マスク・テスト入

力再生成によるテストクロック危険性除去技術を確立した。 

（２）研究交流 

 相互訪問、Skype 会議、電子メール、講演会、共同セミナー、国際シンポジウムなどを通じて、相手チー

ムと活発で効果的な交流を実施した。その結果、共同研究をスムーズに進めることができ、LSI 分野のトッ

プ国際学術誌での論文掲載や LSI テスト分野の主要国際会議での最優秀論文賞受賞などといった顕著な研究

成果を得ることができた。 

【実施成果】 

（１）研究成果 

    学術論文誌論文：１（共同＊）、４（単独） （＊LSI 分野のトップ国際学術誌で掲載） 

    学会等発表論文：２（共同＊）、２５（単独） （＊LSIテスト分野の主要国際会議で最優秀論文賞受

賞１件） 

（２）交流成果 

    派遣実績：延べ５名 

    受入実績：延べ８名 

    講演会：２回 

   共同ワークショップ：２回 

   国際シンポジウム：１回 
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7．派遣・受入実績 

（１） 各研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。委託費から支出し

た出張のみ記載してください。ただし、日本国内出張は除きます。） 

 
氏名・所属・職名 

期      間 

（現地到着日～現地出発日） 

主たる訪問先 

（機関名・国名） 

1

年

度

目 

宮瀬紘平・九州工業大学・
助教 
 
三宅庸資・九州工業大学・
博士課程学生 
 
ホルスト シュテファン・
九州工業大学・助教 
 

2016/3/3〜2016/3/11 
 
 
2016/3/3〜2016/3/11 
 
 
2016/3/7〜2016/3/18 
 
 
 

訪問先１：University of Stuttgart(ﾄﾞｲﾂ) 

訪問先２：Sporthotel Slivretta Montafon(ｵｰ

ｽﾄﾘｱ) 

訪問先１：University of Stuttgart(ﾄﾞｲﾂ) 

訪問先２：Sporthotel Slivretta Montafon(ｵｰ

ｽﾄﾘｱ) 

訪問先１：Sporthotel Slivretta Montafon(ｵｰ

ｽﾄﾘｱ) 

訪問先２：Maritim Hotel & Internationales 

Congress Center Dresden(ﾄﾞｲﾂ) 

 小計 ３名（延べ人数）   

2

年

度

目 

宮瀬紘平・九州工業大学・
准教授 
 
ホルスト シュテファン・
九州工業大学・助教 
 

2016/12/7〜2016/12/16 
 
 
2016/12/5〜2016/12/20 

University of Stuttgart (ﾄﾞｲﾂ) 
 

 

University of Stuttgart (ﾄﾞｲﾂ) 
 

 小計 ２名（延べ人数）   

 合計 ５名（延べ人数）   

 

（２）各研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（振興会から滞在費等の支給

を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

 
氏名・所属・職名 

期      間 

（来日日～離日日） 

主たる訪問先 

（機関名） 

1

年

度

目 

Hans-Joachim Wunderlich・
University of Stuttgart・
教授 
 
Michael Kochte・University 
of Stuttgart・研究員 
 
Eric Schneider・University 
of Stuttgart・博士課程学生 

2015/9/2〜2015/9/5 
 
 
 
2015/9/2〜2015/9/5 
 
 
2015/9/2〜2015/9/5 

九州工業大学 
 
 
九州工業大学 
 
九州工業大学 
 

 小計 ３名（延べ人数）   

2

年

度

目 

Hans-Joachim 
Wunderlich・University of 
Stuttgart・教授 
 
Michael Kochte・University 
of Stuttgart・研究員 
 
Eric Schneider・University 
of Stuttgart・博士課程学生 

2016/11/21〜2016/11/30 
 
 
 
2016/9/5～2016/9/11 
2016/11/21〜2016/11/30 
 
2016/9/5〜2016/9/11 
2016/11/21〜2016/11/30 
 

九州工業大学 
 
 
 
九州工業大学 
九州工業大学 
 
九州工業大学 
九州工業大学 
 

 小計 ５名（延べ人数）   

 合計 ８名（延べ人数）   


