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1. 研究の背景と達成目標 

本研究は、光環境エネルギー利用システム基盤の創生を目指し、電池レス・光環境エネルギーで動作

するシステム創出に向けた超低消費電力で動作する集積システム基盤技術の構築を行うものである。 

超低電力・超低電圧アナログ・デジタル要素回路技術（電圧源電力 50nW，0.3V 動作デジタル回路）

を実現する。RTC 回路の消費電力として、50nW 以下の超低消費電力動作の実現を行う。また、デジ

タル回路の消費電力削減に向け、0.3V 以下の超低電圧動作が可能なデジタル回路技術の構築を行う。

スイッチトキャパシタ技術を用いた昇圧回路技術（消費電力＜150nW）と高効率パワーマネジメント

技術（電力変換効率>80%）を実現する。  
 

2. 主な研究成果と社会、学術へのインパクト 

・ 32.7kHz、54.2nW のリアルタイムクロック（RTC）回路を実現  

本成果は、システムの時間計測を極めて低い消費電力で、オンチップで実現した点にインパクトがあ

る。100nW を下回る消費電力で動作するシステムの報告は今後の進展が想定され、及ぼす影響は大

きい。 

・ 0.3V 以下の 42mV の超低電圧で動作するデジタル回路技術を実現 

本成果は、CMOS デジタル回路の理論動作限界に迫る 42mV での動作を確認した。極めて低い電圧

でのデジタル回路動作は新しいデジタル回路の応用を拡げる可能性がある。デジタル回路の低消費電

力化とともに、超低電圧エネルギーハーベスティング技術に向けた基本回路となることが想定される。 

・ 126nW の極めて低い消費電力で SC 型電源システムを実現 

本成果は、極めて低い消費電力で SC 型電源回路を構築したことにインパクトがある。126nW での

電源回路の動作は学術的に報告例がなく、小型ハーベスタの利用拡大に向け、大きなインパクトを与

える成果である。 
 

3. 研究成果 

提案した SC 型電源システムの研究成果を説明する。図 1（左）に、提案システムのブロック図を示

す。システムは、スタートアップ用のリング発振器、ドライバ回路、6 倍昇圧コンバータ、そして MPPT 

制御回路から構成される。出力電圧が生成できていないコールドスタート時、シリコン太陽電池から

の入力電圧 VIN_PV でリング発振器を動作させて昇圧動作を行う。昇圧コンバータの出力電圧が増加し、

1.3 V 以上になると、PG_MPPT 信号が生成され、昇圧回路へ入力される。PG_MPPT 信号が立ち上

がると、リング発振器による昇圧動作から MPPT 制御回路による昇圧動作へ切り替わり、出力電圧の

最大化が行われる。図 1（右）に、試作回路のチップ写真を示す。TSMC CMOS プロセスを使用し、

面積は 0.46 mm2 であった。オンチップの負荷容量 CL を 30 pF とし、6 倍昇圧コンバータを用いた昇

圧回路を評価した。入力電圧を 0.5V としたとき、1.2 V 以上を出力する負荷電流範囲は、0 -1.46 μA 

であった。最大電力変化効率は、負荷電流 IL = 0.4 μA 時の 68.3%であった。また、動作時の消費電



 

 

力は 126nW、待機時の消費電力は 1.7 nW であった。IL = 0 A 時の昇圧比率が 5.5 以上となる入力電

圧を、昇圧回路の動作電圧を定義すると、6 倍昇圧コンバータの最低動作電圧は 220 mV であった。

極めて低い消費電力で、低電圧を昇圧可能であることを実証した。 

図 1 提案する SC型電源回路のブロック図（左）と試作したチップ写真（右） 

4. 今後の展開 

本研究により、微弱な光エネルギーを有効化する回路技術の実現に見通しを得た。今後、センサ、信

号処理回路を組み合わせたシステム構築を行っていく予定である。また、デジタル回路の動作限界に

迫る極低電圧での動作を可能とする回路技術を開拓した。本成果は、ウェアラブルシステム向けの熱

電変換素子などのエネルギー源を有効化する技術となることが期待される。次世代システム構築向け

た研究開拓を推進する予定である。 
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