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プロジェクト概要 

作成日 H15年5月8日 

施策（プログラム）

名 
即効的・革新的エネルギー環境技術開発 

事業(プロジェク

ト)名 
極低電力情報端末用ＬＳＩの研究開発 

プ ロ ジ ェ

クト番号 
T98084 

事業担当推進部

室・担当者 
省エネルギー技術開発室  湯屋 俊一 

事業の概要 
2010 年のCO2削減目標を達成するためには、近年の情報化社会の急速な発展に伴う情

報機器・電子機器のエネルギー消費の拡大を抑えることが重要な課題となっている。

そこで本プロジェクトでは、半導体の更なる省エネルギー効果を目指し、極低電圧で

も高速動作可能なマルチしきい値型CMOS-LSI技術の研究開発を目的とする。現行のデ

バイスと比較し、トランジスタの駆動能力の向上、負荷容量の削減、及び小面積化を

可能とする極薄膜完全空乏型シリコンオンインシュレータ(SOI)デバイスを主体とし

た極低電圧LSIを実現するための基盤技術を開発する。 

１．事業の目的・

政策的位置付けに

ついて      
【ＮＥＤＯが関与する

意義】【実施の効果（費

用対効果）】【事業の

背景・目的・位置付け】 

【NEDO が関与する意義】 

国際的なCO2削減目標を着実に達成するためには、民間の努力だけでは困難であり、

NEDO（国）がイニシアティブを取りつつ着実に事業を推進することが必要である。現

在の半導体産業における技術開発力を検討した結果、民間独自の開発では、本制度で

求めるある程度の普及、実用化の段階にはたどり着かない。NEDO(国)の支援の下での

開発を行うことにより、開発を加速して目標を早期に達成可能とし、さらに共通的基

盤技術としてのプロセスルール等を実現することにより、プロジェクト終了後の普及

を促進する効果も期待できる。このような観点からNEDO（国）による開発の加速化が

重要である。 

【実施の効果（費用対効果）】 

総予算額約20億円の開発費により、現在研究段階にある低電圧化技術を支援し、そ

の結果、2003年の研究終了時点までに0.5V駆動のLSIデバイス技術を確立し、その後

早期実用化を図ることにより半導体低電圧化の流れを加速し、電力消費量の抑制に資

するものである。本研究成果をパーソナルコンピュータのみに適用したと仮定しても

2010年に約５万klの原油削減効果が期待でき、他の機器への適用も含めればCOP3の実

現に大きな効果が期待できる。 

【事業の背景･目的･位置付け】 

情報化社会の到来により、情報端末台数の驚異的な増大によるエネルギー消費は莫大

なものである。この大半は LSI による消費電力であり、今後も増大の見込みである。

そこで、2010 年の温室効果ガス削減目標を達成するために、情報端末機器の省エネ

ルギー化を目指し、中でも電力消費量が大きい LSI のエネルギー消費の削減を実現す

るため、本研究開発事業を行うものである。 

２．研究開発マネ

ジメントについて 

【事業の目標】 

0.5V程度の電源電圧で極低電力（MPU、DSP等の大規模LSIで既存LSIの1/100程度と

なる、mW級の極低消費電力）・高速動作（100MHz以上）を可能とする極薄膜完全空乏

型SOIデバイスを主体とした極低電圧マルチしきい値型CMOS LSIを実現するため、必

要となる基盤技術の開発を行う。 

なお、本プロジェクトの前期三年間の研究目標としては、SOI基板を用いた総合試

作試験におけるマルチしきい値型・極薄膜完全空乏型SOIデバイス要素技術の確立、

および上記総合試作試験を通じた極低電圧SOI要素回路の性能把握を行う。また後期

二年間は、極低電圧SOIデバイスの機能ブロック回路での基盤技術の確立、および自

然エネルギー駆動情報端末への適用と市場調査により、極薄膜完全空乏型SOIデバイ

スの有用性の検証と適用先の明確化を行なう。 
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主な実施事項 H10fy H11fy H12fy H13fy H14fy  

デバイス・プロセス基盤

技術 

   中間評価   

シミュレーション技術開

発 

   中間評価   

設計基盤技術開発    中間評価   

【事業の計画内

容】 

基盤技術を含む総合試作

試験 

      

微細化検証       
 

適用化技術検討       

（単位：百万円） H10fy H11fy H12fy H13fy H14fy 総額 
当

初
      一般会計 

実

績
      

当

初
      特別会計 

（電特） 
実

績
      

当

初
410 420 378 380 422 2,010特会 

（高度化） 
実

績
390 393 353 350 392 1,878

当

初
      特会 

（石油） 
実

績
      

当

初
410 420 378 380 422 2,010

【開発予算】 

総予算額 

実

績
390 393 353 380 392 1,878

経済省担当原課 
産業技術開発局研究開発課 

（商務情報政策局 情報通信機器課） 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

プロジェクトリーダー 
日本電信電話株式会社 NTT マイクロシステムインテグレ
ーション研究所 スマートデバイス研究部長 

  久良木 億 

委託先 
(社)電子情報技術産業協会、日本電信電話㈱、日本
電気㈱、シャープ㈱、沖電気工業㈱、セイコーエ

プソン㈱、㈱東芝、キヤノン㈱、セイコーインス

ツルメンツ㈱、松下電器産業㈱ 

【開発体制】 

共同研究先  

【情勢変化への対

応】 

H13年度中間評価を受けて基本計画を修正 

【今後の事業の方

向性】 

事業化に対する課題としてはコストが挙げられる。コスト競争力を高めるには、本プ

ロジェクトによる極低電力 LSI 技術の適用領域が拡がり生産量が増大することによ
るＳＯＩ基板のさらなる低価格化、および他の技術と比べてコスト競争可能な適切な

応用、すなわち適切なチップサイズと機能の選択が必要である。 
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加工技術、イオン

技術等を確立し

用の 0.5～1V で

） 

0.5V動作 
３．研究開発成果 

 

(写真、図、表の使

用可) 

 

(要素技術含む) 

1.デバイス・プロセス基盤技術 

 ソース・ドレイン部の抵抗低減化技術、表面シリコン薄膜の均一

注入等のプロセス条件の最適化、大容量キャパシター製造プロセス

た。この結果を 0.25～0.35μm の設計ルールへ適用し、情報通信端末

動作する種々の LSI を総合試作し、良好な特性を確認した。（図 1

 

2.回路シミュレーション技術 

 要素回路を設計･試作してデバイスのパラメー 
1V動作 

DA変換器

2.4GHz帯 
1VRF回路
タを抽出し、SOI のデバイスモデルを作成した。 

このデバイスモデルを用いることにより、回路 

の特性予測や自己発熱効果および基板浮遊効果に 

よる影響を事前に評価することが可能となった。 

更に、このモデルを発展させ、ディジタル回路だ 

けでなくアナログ回路や RF 回路の特性予測も行え 

るようになった。 

 

3.設計基盤技術 

 0.5V 程度の極低電圧で高速に 

動作する極低電圧ディジタル回路、       図

アナログ RF 回路、電源変換回路 

の LSI 設計技術を確立した。更に 

これらの成果を総合して、外部電源 

や電池が不要で、熱や光、運動エネ 

ルギーだけで動作する情報通信端末 

を試作し、良好に動作することを 

確認した。（図 2） 

 

 

 

 

                  図 2．自然エ

 

(特許・論文等につ

いて件数を記載) 

特許出願 82 件 

論文 90 件（内、査読付 30 件）、新聞発表数 4

４．実用化、事業

化の見通し 

本プロジェクトにより、デバイス･プロセス技術を含

する高速動作可能な極低電力 LSI 基盤技術が実証され

術を用いた実用化がプロジェクト参加各社および外

高い。実際、平成 14 年 5 月には完全空乏型 SOI デバ

べ消費電流を 40%も削減したソーラー電波腕時計用 L

端末機器間を無線で通信でき、乾電池 1 個で動作可能

の開発例も報告されている。プロジェクト開始時では

類、品質も実用上問題の無いレベルまで向上している

LSI の実用化を阻んでいた基板コストも低下の傾向に

ものと考える。 

実施時期 H1評価履歴 

評価項目・評価基準 標

実施時期 H1

５．評価に関する

事項 

【評価実施時期】 

【評価項目・評価

基準】 
評価予定 

評価項目・評価基準 標

0.5V動作 0.5V動作 

32bit RISC 
CPU 

0.5V動作 
AD変換器

4 
電

源

変

換

回

1．0.35μmFD-SOI による LSI 

ネルギー駆動情報通信端末 

件 

めた 0.5V 程度の電源電圧で動作

た。これらの確立された基盤技

部機関等で開始される可能性が

イスの特長を活かし、従来に比

SI が実用化された。また、情報

な Bluetooth 用 RF 送受信回路

、課題の多かった SOI 基板の種

。また、SOI を用いた極低電力

あり、今後の普及を後押しする

3年度 中間評価実施 

準的評価項目・評価基準による

5年度 6月事後評価実施予定 

準的評価項目・評価基準による

8bit CPU 256k SRAM路



 

「極低電力情報端末用ＬＳＩの研究開発」（事後評価） 

評価概要（案）  

１．総論 

１）総合評価 

本プロジェクトは即効的・革新的エネルギー環境技術開発という観点

からの省エネルギーに対する直接的な貢献度だけでは評価できない部

分がある。むしろ、新しいビジネスチャンスを生み出す可能性など、技

術の波及効果によって評価すべきである。 

現在のIT産業やユビキタス機器の隆盛を予想できなかった時点で計

画されたプロジェクトとしては、極めて適切な目標を設定したといえる。

また、完全空乏型SOIが今後、携帯情報機器を中心としたIT技術の中核

技術になっていく可能性を秘めていることを考えると、本プロジェクト

の重要性は極めて高い。 

研究開発マネジメントとしては、中間評価での指摘を盛り込み研究開

発計画を一部修正したので、結果的には評価すべき成果が得られといえ

る。 

研究開発成果としては全体的にほぼ目標も達成され、すぐに応用でき

る成果や意義のある成果も上がっていると評価できる。完全空乏型SOI

デバイスを用いた超低電力LSI実用化への道は開かれたと判断でき、本

技術を用いることにより新しい技術のシーズが生み出されると期待で

きる。特に、携帯型情報機器への応用や組込み型超小型電子機器などの、

ユビキタス・コンピューティング社会へのインパクトが期待できる。 

 

２）今後への提言 

米国に遅れを取った部分空乏型SOIの二の舞にならないように、早期

の実用化を目指して今後とも研究開発に力を入れて頂きたい。特に、

日本の技術の強さを生かせる低電力の携帯情報端末LSIの実用化では

完全空乏型SOIで世界の先鞭をつけて頂きたい。 

また、大体一層の低電力化に向けては、MOSFETのサブスレッショル

ド特性を積極的に利用したサブスレッショルドLSIの応用分野を開拓

することも考えられる。SOIはアナログ、ディジタル混載システムに対

して基板雑音低減効果等が見込まれるため、SOIの特長を生かした回路、

方式等の研究の展開を期待する。 

一方、さらに実用化を促進するためには、基準電圧発生回路、静電
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破壊防止回路の実現に工夫が必要であることやコスト、信頼性の追求

など重要な課題が残されている。 

 

２．各論 

１）事業の位置付け・必要性について 

本プロジェクトが、省エネルギー政策を事業目的とするならば、エネ

ルギーの削減量という点だけから見ると、他の代替エネルギーの開発

と比べてその量的効果の点で妥当性は低いと言わざる負えない。むし

ろ、プロジェクトの特徴から考えると新産業創出の可能性やSOI基盤技

術の構築を主目的とするべきであった。 

ユビキタス社会を迎えつつあり、今後のIT産業は携帯情報機器がその

先導役になると考えられている。その場合の大きな問題は情報端末LSI

の低電力化であり、完全空乏型SOIデバイスの実現が大きな鍵を握って

いる。しかし、完全空乏型SOIデバイスを用いた低電力情報端末LSIの

具体的な実用化の時期が明確でなかったことや、プロセス・デバイス

のレベルからディジタルおよびアナログの回路設計に至るまでの、広

範な技術開発が必要であることから単一の研究機関や企業では本格的

な研究開発に取り組めないでいた。そのような状況の中で、NEDOの事

業として取り上げたことは大いに評価でき、事業として妥当であった

と判断する。 

また、外部電源を必要としないあるいは極めて小さな電池で作動する

集積回路を実現しうるので、現在の集積回路を超える広く新しい応用

分野を開拓しうるポテンシャルを秘めており、新産業創出の観点から

事業目的の妥当性は高いと評価できる。 

 

２）研究開発マネジメントについて 

研究開発が計画された時点では、一般には今日のモバイル機器の隆

盛は予想されていなかったので、設定された研究開発目標（LSIの動作

性能として、電源電圧0.5Vで100MHz、1mW）は時代を先取りするもので

あり、かなり高い目標であったと評価できる。ただし、実用化に際す

るLSIの規模が明記されていないので、目標設定にやや不明確さが残る。

集積回路は総合技術であるので、３つのワーキンググループの成果を

横断的にまとめられる目標が必要であったのではないか。 

研究開発体制は、先駆的技術を持つ研究者をプロジェクトリーダー

とし、低抵抗技術やSOI基板開発の実績を持つ企業から構成されており、

国内の英知を結集できたことは妥当だった。 

研究開発マネジメントとしては、中間評価での指摘を盛り込み研究
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開発計画を一部修正したので、結果的には評価すべき成果が得られこ

とから、評価に値する。 

 

３）研究開発成果について 

全体的には、ほぼ目標も達成され、すぐに応用できる成果や意義のあ

る成果も上がっていると評価できる。特に、アナログRFにおける「LC

タンク回路折り返し技術による低電圧ミキサ」は一般の携帯端末LSIに

すぐ応用できる技術である。低雑音増幅器や発振回路の技術も応用範

囲が広い。電源・I/Oの高効率電源回路も面白い成果である。これらの

技術は近距離無線通信システムなどの新しい無線システムを利用する

携帯端末の進歩に大きく貢献すると考える。研究成果はIEDM、ISSCCな

ど超一流の学会で発表されていることから、成果の意義も十分である

と評価できる。 

極低電力集積回路を実際に試作し、1mWの微弱電力で電波を飛ばす実

証実験を行うなど、先端的なプロセス技術を使って超低電力LSIの可能

性を評価した点は高く評価できる。また、ユビキタス社会基盤の構築

を目指した応用についての検討結果も意義深い。 

完全空乏型SOIデバイスの特長は明らかとなったが、基準接合素子、

キャパシタ、静電破壊防止素子など、他の構成素子の集積化について

の検討も併せて行う必要があった。 

 

４）実用化、事業化の見通しについて 

いまの段階で事業化のシナリオができているとは言い難い。しかし、

完全空乏型SOIデバイスを用いた超低電力LSI実用化への道は開かれた

と判断できる。本技術を用いることにより、新しい技術のシーズが生

み出されると期待できる。特に、携帯型情報機器への応用や組込み型

超小型電子機器などの、ユビキタス・コンピューティング社会へのイ

ンパクトが期待できる。プロジェクト参加企業の中から近い将来に応

用製品が生まれると期待できる。 

得られた成果を専門書の形で上梓し技術に関する知識、ノウハウを

公開する計画だが、公共性に資する意味からも適切な措置であり、早

急に実行してSOI 技術の我が国での普及に貢献して欲しい。 

さらに、実用化を促進するためには、基準電圧発生回路、静電破壊

防止回路の実現に工夫が必要であることやコスト、信頼性の追求など

重要な課題が残されている 
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評点結果 

 

１

２

３

４

 
 ＜判

(1)事

・非

・重

・概

・妥

(2)研
・非

・よ

・概

・適

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

2.7

2.0

1.8

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

平均値

評価項目 平均値 素点（注） 

．事業の位置付け・必要性について 2.7 A B A B A A

．研究開発マネジメントについて 2.0 B B B B B B

．研究開発成果について 2.3 A B B B B A

．実用化・事業化の見通しについて 1.8 A C A C C B

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。  

定基準＞  

業の位置付け・必要性について  (3)研究開発成果について  

常に重要          →A 
要             →B 
ね妥当           →C 
当性がない、又は失われた  →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

究開発マネジメントについて  (4)実用化・事業化の見通しについて  
常によい          →A 
い             →B 
ね適切           →C 
切とはいえない       →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 
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