
ICTの持続的な発展を支える低消

費電力化技術

我が国では，フレッツ光のFTTH

（Fiber To The Home）サービスと

「Xi」（クロッシィ）などの高速モバイ

ル通信サービスが同時に普及し，屋

内，屋外を問わず，日常的なインター

ネット利用が浸透してきました．多く

の人々が先進的なブロードバンドネッ

トワークの恩恵にあずかり，新たな

サービスの展開や，斬新な端末群の普

及を期待し，ICTによる利便性の向上

やQoL（Quality of Life）の充実が

大いに望まれています．このような中

で，映像系サービスを中心に，通信

トラフィック量は爆発的な伸びを示し

ており，関係する装置群の電力消費が

増えないような工夫をすることが大切

になっています．豊かな社会の創造を

支えるネットワークサービスの持続的

な発展を推し進めるうえで，低消費電

力化は研究開発の重要な課題の１つ

と考えられます．

NTTマイクロシステムインテグ

レーション研究所で進めている研

究開発テーマ

NTTグループは，2020年度に向

けた新たな環境ビジョン「TH E

GREEN VISION 2020」を2010年

11月に策定し，「Green of ICT」の

実現と「Green by ICT」の利活用の

観点から循環型社会の形成を目指し

た取り組みと研究開発を推進していま

す（1）．NTTマイクロシステムインテ

グレーション研究所では，通信用ハー

ドウェアの研究開発において，機能や

性能を上げても電力消費を増やさない，

むしろ減らす技術の開発と，極限的な

省電力システムを目指した革新研究の

両輪で低消費電力化の課題に取り組

んでいます．

光IPネットワークは，図１に概念図

を示すように，広域をカバーするコア

ネットワーク，そこから張り出すアク

セスネットワーク，そしてアクセスネッ

トワークにつながるネットワークアプラ

イアンスに分けられます．この中で，ア

クセスネットワークが消費する電力の

割合が大きいとの分析があり（2），この

部分の省電力化が検討されています．

我々は，FTTHサービスの次期アッ
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低消費電力化の動向と基盤技術開発の取り組み

近年，映像系サービスやスマートフォンの普及で通信トラフィック量は爆
発的に増えつつあり，ネットワーク装置や端末の消費電力も増大していく傾
向にあります．本稿では，グリーンICTの実現のための低電力化と省電力化
技術を概観し，NTT研究所で取り組んでいるハードウェア低消費電力化技術
開発を紹介します．
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プグレード版となる1 0 G - E P ON

（ 10Gigabit-Ethernet Passive Opti-

cal Network）システムの通信制御

LSI（ Large Scale Integrated cir-

cuit：大規模集積電子回路）の研究

開発において，回路アーキテクチャの

工夫と回路規模削減による低電力化

に取り組み，また，数が多く省電力化

に大きな効果が期待できるONU

（Optical Network Unit）のスリー

プ制御機能の実装を行い，技術検証

を進めています．ユーザ側に近いとこ

ろでは，装置の平均的な利用頻度（稼

動時間）は低くなる傾向にあるため，

未使用時の電力を省く余地が多くあり

ます．

一方，コアネットワークはアクセス

ネットワークからトラフィックが集積さ

れ，コアルータなどの装置は，大容量

の処理機能をコンパクトに効率的に収

容することが要求されます．ここでは，

低消費電力化は，環境・エネルギーに

対する寄与とともに，通信設備の発

熱に関する設計マージンを緩和して，

高密度な実装を可能とすることで設

置空間，CAPEX（CAPital Expen-

diture：設備投資），OPEX（OPer-

ating Expense：運用コスト）の削

減にも寄与する技術だと考えることが

できます．

そして，ネットワークアプライアンス

をみると，モバイルやセンサ端末に低

消費電力化のチャレンジの必要を見出

します．省電力化技術は，電池寿命

延伸に直接関係し，利便性の向上や

メンテナンス作業の軽減に貢献する技

術となります．図２はネットワークア

プライアンスの変遷を示しています．

我々は，今後M2M（Machine to

Machine）形態の多様なセンサ端末

が広く普及するようになると予想し，

またそのために必要となる桁違いの省

電力化端末構成技術やエネルギーハー

ベスト技術の研究開発にも取り組んで

います．

LSIの低電力化技術と研究開発の

方向性

ここで，信号処理，通信制御装置

の心臓部となるLSIの低電力化技術を

俯瞰しておきましょう．はじめにデバ

イステクノロジについてですが，通信

用LSIは，光や無線のトランシーバ送

受信部には，速度重視で化合物半導

体技術やSiGe Bi-CMOS（Bipolar

Complementary Metal Oxide

Semiconductor）技術を用いる場合

があります．一方で，電力性能重視の

場合，また高度なデジタル信号処理や

通信制御を行う大規模回路は，シリ

コンCMOS技術で実現します．以下

では，CMOS回路の消費電力につい

て復習しましょう．

CMOSデジタル回路の消費電力は

と書くことができます．右辺第一項目

が論理回路の動作に伴う電荷の充放

電で消費される電力を表します．第二

項目は，トランジスタの微細化ととも

に増加してきたリーク電流による電力

消費であり，何もしなくても漏れて消

費してしまう項になります．第三項目

は，ネットワーク用の信号処理LSIに

特徴的な項ですが，LSIチップに大容

量のデータを出し入れするための周辺

I/O回路部分の電力消費を明示的に

加えてみました．この部分は，信号の

シリアル―パラレル変換や入出力のタ

イミングを制御する回路，外部負荷を

駆動するアナログ的な回路などで成り，

特に大容量なフレームやパケットを入

出力するLSIや大容量の信号処理を行

うLSIでは電力消費が大きな値となっ

ています．引き続く大容量化，高集積

実装化に対して大きな課題となるとこ

ろです．
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図２　ネットワークにつながるアプライアンス 



第一項目に着目するとCは，論理

ゲート（基本回路）が駆動する負荷容

量です．配線のレイアウトにも依存し

ますが，製造プロセスの世代（ノード）

を決めると大まかには決まってしまう

値になります．VDDは，電源電圧であ

り，プロセスの微細化とともに５V，

3.3 Vと下げ，消費電力もこれに伴っ

て下がってきました．最近の最先端プ

ロセスを使用した場合，内部のデジタ

ル回路は１V程度の電源電圧で動かす

設計をしています．そして，fが回路の

実動作速度（周波数）です．このfに

注目すると，通信状況により回路の動

作が緩慢で良かったり，一時的に止め

てしまっても良かったりする場合は fを

下げることにより第一項目が下がるこ

とが分かります．この様子を模式的に

図３に赤線で示しました．fの制御は

回路に分配されるクロックを一時的に，

あるいは部分的に止める，クロック

ゲーティングにより行うことができ

ます．

一方，第二項目のリーク電流に起因

する電力消費は，クロックゲーティン

グでは減らすことができず，電源の供

給を断たなければ削れないものです．

電源を一時的に，あるいは部分的に遮

断する方法をパワーゲーティングと呼

んでいます．パワーゲーティングを行う

回路技術にMTCMOS（Mu l t i -

Threshold voltage CMOS） 技 術

があり，NTTのオリジナル技術として

よく知られています（3）．

パワーゲーティングを巧みに活用し，

必要な機能に必要な時間間隔だけ電源

を供給し，不要な期間は眠らせるよう

にすることができます．この様子を模

式的に図３の緑線，青線で示しまし

た．さらには，通信プロトコルの見直

しや，処理すべきトラフィックの状況

に応じて制御を行うことにより，より

きめ細やかな省電力化が図れると考え

られます．通信用LSIに対する回路技

術をベースとした低消費電力化の技術

開発の１つの方向性が，こうした通信

制御と連携した省電力化であると考え

ています（図４）．

本特集のトピックスと構成

本特集では， NTTマイクロシステ

ムインテグレーション研究所で取り組

んでいる以下の６つのトピックスを紹

介します．

本特集記事『次世代PONシステム

における省電力LSI技術』では，10G-

EPON用制御LSIの低消費電力化技

極限的な低消費電力を目指したハードウェア技術
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図４　低消費電力化技術開発の方向 
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術を詳しく解説します．信号処理や通

信制御の回路規模削減による低消費

電力化の取り組みを紹介します．また，

レーザを駆動するアナログ回路におい

ても，我々の強み技術であるバースト

信号処理技術により，通信の状況に

応じた省電力化が可能となることを紹

介しています．

『パケット転送処理回路の省電力

技術』では，100 Gbit/s級の高性能

ルータ用パケット転送回路をトラフィッ

クの状況に応じて部分的にパワーダウ

ンする技術を記載します．転送処理機

能を並列化して２つの同等な回路ブ

ロックで構成し，フル稼動時は両方の

回路ブロックを使い，処理性能を下げ

て良いときは一方をパワーダウンする

手法を新たに考案しています．

また，以下の３つの記事では，

M2Mセンサ端末に関する話題を取り

上げます．『ナノワット級超小型バッテ

リレス・無線センサ端末技術』は，極

限の低消費電力センサ端末をターゲッ

トにした研究的な検討内容の紹介で

す．電力を周囲の環境エネルギーから

まかない，自立的，永続的に動作する

センサ端末を目指して，ナノワットの

オーダで動作するセンシング回路や無

線伝送回路を考案します（図５）．

続く『テレメトリーに適用可能な低

消費電力センサインタフェース端末構

成技術』では，現行のサービスに適用

でき，かつ多種のセンサを汎用的に収

容可能とする端末構成技術を解説し

ています．テレメトリー用途では電池

動作で５～10年メンテナンスフリーの

要求があり，それにどうこたえるかが

技術的なチャレンジになります．

さらに，『MEMSを用いた振動エネ

ルギーハーベスト技術』は，ナノワッ

トオーダの電力で動作する回路の研究

と対になる内容で，その電力供給を身

の周りにある振動エネルギーから収穫

しようという試みを紹介しています．

MEMS（ Micro ElectroMechanical

System）技術を利用した振動発電技

術の詳細と状況を報告します．

最後に，『電子回路システムの省電

力化・高速化・小型化に向けたシリ

コン光配線集積回路』では，大容

量の信号を扱う装置の入出力インタ

フェースを光化し，前述の消費電力の

PI/Oの項を削減するとともに，光と電

気の処理の集積，融合により一層の小

型化，高集積化に貢献しようとするシ

リコンフォトニクス技術の研究開発状

況を紹介します．
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ICTの持続的発展に向けたハードウェアの
高性能化と低消費電力化の研究開発を通し
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図５　センサ端末の低消費電力化の挑戦 
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