
「ノーマリーオフコンピューティング基盤技術
開発プロジェクト」について

平成２３年４月２７日
（独）新エネルギー産業技術総合開発機構

電子・材料・ナノテクノロジー部



１．ノーマリーオフコンピューティングとは

あくまで O電 材部が提唱している造語ではあるが

１）定義：

・不揮発性素子を積極的に活用して、現行機器を大きく上
回る超低消費電力化を実現するためのコンピューティン

あくまでNEDO電・材部が提唱している造語ではあるが・・・

回る超低消費電力化を実現するためのコンピュ ティン
グ技術

現状主流のDRAMやSRAMと異なり 電源を切っても書き込まれていた情報（また

（補足：不揮発性素子とは）

現状主流のDRAMやSRAMと異なり、電源を切っても書き込まれていた情報（また
はデータ）が保持される半導体素子。既に大きな産業化しているものとしてフラッ
シュメモリがあげられるが、今後飛躍が期待されるものとして、FeRAM（強誘電体メ
モリ）、MRAM（磁性体メモリ）、PCM（相変化メモリ）、ReRAM（抵抗変化型メモリ）、
などがあげられる。

またこのようなメモリに関する動きに限らず、近年ではロジックにも不揮発性素子
を組み込む、いわゆる「不揮発性CPU」の作成に取り組む動きも出てきている。
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１．ノーマリーオフコンピューティングとは
２）様々な方式の不揮発性メモリの特徴比較２）様々な方式の不揮発性メモリの特徴比較

大容量だが書き換え
回数に限度回数 限度

高速だが大容量化に
課題

書き換え回数無制限・高
速だが大容量化に課題

大容量化が見込める
が書き換え回数に課題

（補足：各種メモリの用途等）

出典：電子・情報技術分野の技術ロードマップ2009 解説書（NEDO）

（補足：各種メモリの用途等）
・DRAM：主に各種コンピュータ（PC・サーバー・マイコン）のメインメモリとして採用。
・SRAM：主に各種コンピュータ（PC・サーバー・マイコン）のキャッシュメモリとして採用。
・フラッシュメモリ：

NOR型 ：主にデジタルOA機器・小型民生機器のプログラム保存用ファームウェアとして採用。
NAND型：主に小型民生機器のファイルメモリとして採用。

・強誘電体メモリ：主にSOCの混載メモリとして採用。特にICカード分野で活用されている。
・MRAM：現状は一部軍事用途に限られておりほとんど産業化されていない。課題である大容量化に対しては新方式

（スピン注入方式）によりある程度解決することが見込まれている。
・PCM   ：現状は実験的に一部民生機器に用いられているが、ほとんど産業化されていない。

揮発性素子 は様 な方式があるがそれぞれ 長 短 制御技術と
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不揮発性素子には様々な方式があるがそれぞれ一長一短で制御技術と
組み合わせて、柔軟に使用方法を考える必要性がある！



２．なぜ今ノーマリーオフコンピューティングか（ニーズ面）

１）IT分野での低消費電力化へのニ ズの高まり①１）IT分野での低消費電力化へのニーズの高まり①：

・産業的・社会的状況の変化により、ITシステムの低消費電力化
の重要性が向上

①バッテリー駆動端末
の新市場の誕生

の重要性が向上

中核部品としての半導体デバイスには従来以上に

（出典：apple社）

中核部品としての半導体デバイスには従来以上に

高機能と低消費電力化の両立
が強く求められるように

③IT機器の電力消費抑制の必要性

②新社会インフラへのIT技術の
活用に対する期待

（出典：経済産業省資料） （出典：経済産業省）
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２．なぜ今ノーマリーオフコンピューティングか（ニーズ面）

分 低消費電力 ズ 高ま ②１）IT分野での低消費電力化へのニーズの高まり②：

平成22年度に実施した調査事業*１において、ノーマリーオフコンピューティングの想定適
用分野と当該分野における低消費電力化のニーズを整理。 *２

想定適用分野 背景 想定技術課題

用分野と当該分野における低消費電力化のニ ズを整理。

（表：ノーマリーオフコンピューティングの想定適用分野における背景・課題）

次世代セン
サーネット

スマートグリッドや公共交通インフラ・一次産業といった新分野
にITを適用するには、必要な情報を検出するセンサー及びその
情報を伝達するネットワークが重要となると予測される。他方で
現行のセンサーネットワーク規格は性能・電力消費ともに未成
熟な段階で メンテナンスコスト 電源供給の観点等で問題が生

・間歇動作志向の基本ソフトウェア
・低消費電力志向のネットワークプロト
コル

・低消費電力志向の回路技術
ロジック回路と次世代不揮発メモリの熟な段階で、メンテナンスコスト・電源供給の観点等で問題が生

じることが予測されるため更なる発展・改善が求められている。
・ロジック回路と次世代不揮発メモリの
デバイスレベルのSOC混載技術

モバイル情報
端末

近年スマートフォンやタブレット端末といったバッテリー駆動の高
機能端末機器の市場が急速に拡大している。これらの機器は

・不揮発メモリの更なる高速・大容量化
・電力の細粒度での制御手法の確立

端末 今後も高機能化することが予測されるが、他方で電源は制約が
大きく不安を抱えておりさらなる低消費電力化を強く求められて
いる。

・ロジック回路と次世代不揮発メモリの
デバイスレベルのSOC混載技術

サーバー IT端末の高度化と普及が進み、社会全体でのデータトラフィック
量が指数関数的に増加している一方で クラウドコンピューティ

・不揮発メモリの更なる高速・大容量化
・電力の細粒度での制御手法の確立量が指数関数的に増加している 方で、クラウドコンピュ ティ

ングの流れが顕在化し、サーバー側の処理は集中化しつつあり
データセンタの電力消費が増加している。
今後とも同様の傾向が続くことが予測され、データセンタの低消
費電力化は喫緊の課題と成りつつある。

・電力の細粒度での制御手法の確立
・次世代半導体を用いたストレージシス
テムの更なる高信頼化
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*１：「ノーマリーオフコンピューティングに関する技術動向調査」
*２：上の表は「ノーマリーオフコンピューティングに関する技術動向調査」における議論を参考にNEDOがまとめたもの

であり、当然ながら現実の産業における将来の適用やプロジェクトにおいて展開する技術開発項目を保証するもの
でないことを留意されたい。

（NEDO作成資料）



２．なぜ今ノーマリーオフコンピューティングか（技術面）

２）従来の低消費電力化手法の限界と新規不揮発性メモリの性能向上：

・微細化と低電圧化を中心とした低消費電力化手法はリーク電流の増加等を背景に・微細化と低電圧化を中心とした低消費電力化手法はリ ク電流の増加等を背景に
困難になっていく。今後は待機電力対策が重要になってくる。

・待機時の電力消費削減を期待できる不揮発性素子の性能が継続的に向上。先端デ
バイ の適用も期待される状況にな てきている

（図１：ノーマリーオフ化による低消費電力効果）

バイスへの適用も期待される状況になってきている。

（図２：各メモリの性能比較ポジション表）（図 リ オフ化による低消費電力効果）

5出典：電子・情報技術分野の技術ロードマップ2009 解説書（NEDO）



２．なぜ今ノーマリーオフコンピューティングか（技術面）

○前述の通り不揮発性素子は継続的な取組により、先端デバイスへの採用も検討され
るレベルにまで性能が向上している しかし現行の揮発性メモリを単に不揮発性メモ

３）求められるコンピュータアーキテクチャ自体の革新：

るレベルにまで性能が向上している。しかし現行の揮発性メモリを単に不揮発性メモ
リに置き換えるだけでは、性能が十分に発揮できないばかりか、信頼性等の面で
様々な問題が生じてしまう。

○したがって不揮発性素子を適切に用いるためには、コンピュータアーキテクチャ、基本ソ
フトウェアレベルにまで遡ってその特性に合わせて同期方式や電力制御手法や高速
データ転送手法を開発する必要がある。

（現状のアーキテクチャ）
（不揮発性メモリに最適化された

新アーキテクチャ）不揮発性素子を採用することに付随する
様々な課題をアーキテクチャ ・ ソフトのアプ

ローチで解決！

新たなメモリ階層
？？？

・同期をどのように取るのか？

・どのように誤りを補正するのか？

・どれ位の粒度で電力を遮断
するのか？

CPU処理

時間

処理中

不使用

待機中

・高速のデータ転送のために
どのような工夫が可能か？

新たな基本ソフト？？
どのように誤りを補正するのか？
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電力消費
（成果活用前）

時間

時間

電力消費
（成果活用後）

電力消費量激減 ※必要なときだけ電力を消費

不使用状態使用状態
不使用
状態使用状態 使用状態

電源ON 電源OFF

どのような工夫が可能か？



２．なぜ今ノーマリーオフコンピューティングか（まとめ）

・高機能モバイル端末やスマートグリッド分野など次世代産高機能モバイル端末やスマ トグリッド分野など次世代産
業を支える半導体デバイスに対しては、高機能と低消費電
力化の両立が求められている。

・他方で従来の微細化を中心とした低消費電力手法は微細
化自体 技術的難易度が向上 る と ク電流化自体の技術的難易度が向上していること、リーク電流の
増加等から早晩限界を迎えることが見込まれており、新し
いアプロ チが求められているいアプローチが求められている。

・不揮発性素子と電力制御手法を組み合わせて電力削減・不揮発性素子と電力制御手法を組み合わせて電力削減
を図る「ノーマリーオフコンピューティング」は次世代の低
消費電力技術の主流になると見込まれ、早急に取り組む
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消費電力技術の主流になると見込まれ、早急に取り組む
必要がある。



３．「ノーマリーオフコンピューティング基盤技術開発プ
ロジェクト」のねらいロジェクト」のねらい

本事業のねらい 我が国が優位性を持つ不揮発性素子に関わるハ ドウ ア技術の更な本事業のねらい 我が国が優位性を持つ不揮発性素子に関わるハードウェア技術の更な
る高度化と併せて、不揮発性素子を用いる機器等のアーキテクチャ、ソ
フトウェアおよびシステム化の要素技術を世界に先駆けて確立すること
により、同素子の特性を生かした新市場を創出し、併せて超低消費電力により、同素子の特性を生かした新市場を創出し、併せて超低消費電力
機器の普及により、温室効果ガスの削減に寄与すること。

期間 H23～H27（5年間）期間 H23 H27（5年間）

H23年度予算規模 約9.7億（1/2共同研究方式のため事業規模では約19.4億となることを予定）

研究開発目標 次世代センサーネットワーク、モバイル情報機器、サーバー等、次世代
不揮発性素子を用いると想定される機器・システムにおいて、事業終了
時に求められると予測される処理性能を満たすことを前提に、不揮発性時 求 れる 予測される処 性能を満 す を前提 、不揮発性
素子を用いたハードウェア技術、ソフトウェア技術、コンピューターアーキ
テクチャの一体的な開発により、システムとしての低消費電力性能（電
力あたりの性能）を本事業開始時に対して１０倍とすることを実証する。

8
（「ノーマリーオフコンピューティング基盤技術開発」基本計画より抜粋）



３．「ノーマリーオフコンピューティング基盤技術開発プ
ロジェクト」のねらい（産業競争力強化）

○電機・半導体分野においては我が国企業の主戦場は部材レベルの製品提供にとど
まっており、アジア勢との熾烈な競争に陥り利益水準が低下している。

○この状況を踏まえて本プロジェクトでは、我が国が強みを有する不揮発性素子の技術
を世界に先駆けてコンピューターアーキテクチャレベルでの取り組みと連動させること
で、新たなIT分野の新市場での我が国の競争力強化につなげることを目指す。
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３．「ノーマリーオフコンピューティング基盤技術開発プ
ロジェクト」のねらい（技術的側面）ロジェクト」のねらい（技術的側面）

研究開発項目１：「次世代不揮発性素子を活用した電力制御技術の開発」

○半導体デバイスの高機能と低消費電力化という観点で、次
世代不揮発性素子の性能を最大限生かすための電力制御
技術を開発。

CPU処理

時間

処理中 待機中

（開発イメージ：間歇動作志向の基本ソフトウェアの開発）

電力消費
（成果活用前）

時間

電力消費量激減 ※必要なときだけ電力を消費

不使用状態使用状態
不使用
状態使用状態 使用状態

電源ON 電源OFF

○また必要に応じて電力制御技術の前提となるデバイスその
ものの技術開発も行う。

研究開発項目２：「将来の社会生活を支える新しい情報システムにおいて飛躍的なノーマ
リ オフ化を実現する新しいコンピ ティング技術の検討」

時間

電力消費
（成果活用後）

電源ON 電源OFF

リーオフ化を実現する新しいコンピューティング技術の検討」

（開発イメージ：ノーマリーオフコンピュータの実現）
○従来技術の延長線上にとどまらない、次世代不揮発性素子

ならではの機能を生かした画期的なコンピュ ティング技術ならではの機能を生かした画期的なコンピューティング技術
を開発。

○また新規コンピューティング技術の優位性を適切に評価する
ための電力消費性能評価の基盤・プラットフォームを併せて
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ための電力消費性能評価の基盤 プラットフォ ムを併せて
開発。



４．今後のスケジュール

４月27日 公募開始４月27日：

５月10日： 公募説明会
（ 川崎別館）

公募開始

５月31日：

（14:00～NEDO川崎別館）

公募締め切り５月31日： 公募締め切り

採択結果公開７月中旬：

（本プレスリリ スの内容についての問い合わせ先）（本プレスリリースの内容についての問い合わせ先）
NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部： 田崎 島津 宇佐美
TEL：044-520-5220
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（参考：平成23年02月25日衆議院予算委員会第七分科会におけ
る国会でのやりとり）

○橘（慶）分科員： ～前略～
まず最初に、ノーマリーオフコンピューティング基盤技術開発というものからお話を始めたいと思います。これは、電力消費をできるだけ減

らす、超低消費電力型コンピューター、こういうものを実現しようと。やはりコンピューターはどうしても電気を食うものでありますから、これを
食わないようにするためにはどうするんだということで そうすると 計算をする 演算をする演算素子 あるいはＣＰＵと言われる部分 こう食わないようにするためにはどうするんだということで、そうすると、計算をする、演算をする演算素子、あるいはＣＰＵと言われる部分、こう
いった部分を電力を食わないものにかえていかなきゃいけないということなんですが、この分野は非常に国際的にも競争の厳しい分野であ
ります。

国際的にある意味で優位に立つためにも、そういう電力消費が少ないＣＰＵということになれば、やはり我が国の一つの売りにもなるんじゃ
ないか、このように期待も申し上げるわけですが、お取り組みをお伺いいたします。

○富田政府参考人 （商務情報政策局審議官）
お答えを申し上げます。
議員御指摘のノーマリーオフコンピューティング基盤技術開発でございますけれども、御指摘のとおり、このコンピューティングの技術は、

必要なときだけ電源をオンにいたしまして、それ以外の通常時はオフにするという、これまでにない新しいタイプのコンピューティング技術で
ございまして 我が国として世界に先駆けて研究開発に着手をしてまいりたいというふうに考えているところでございますございまして、我が国として世界に先駆けて研究開発に着手をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。

こうした技術が実現をいたしますと、ＣＰＵの消費電力、これは大体平均で、今、五十ワットとか六十ワットぐらいかかってございますけれど
も、これが現状の十分の一程度にまで削減が可能であるということと、それから、ＣＰＵを含めたパソコン全体でも消費電力を四分の一程度
まで減らすことが可能になるというふうに承知をいたしております。

こういった技術を実現いたしますと、圧倒的な超低消費電力の性能を持った、競争力を持った製品の開発が可能になるということで、私ど
も大きく期待をしているところでございますも大きく期待をしているところでございます。

○橘（慶）分科員 そこで、一つ夢を広げますと、私どもの世代というのは、そろばんから電卓へかわっていくという世代でありました。初め電
卓ができたときは、大きいもので、しかもコンセントがないとつながらなかった。それが、やがて電池式になり、今や電卓の場合は太陽電池と
いうことで、全く電池も要らない。太陽電池がそれについていればすぐ計算できちゃう、こういうものにかわってきているわけです。

多少思い切った話になるかもしれませんが やがてパソコンも 結構電池でもつものもふえてはいますけれども いっそのこと もうパソコン多少思い切った話になるかもしれませんが、やがてパソコンも、結構電池でもつものもふえてはいますけれども、いっそのこと、もうパソコン
だって今の電卓のように太陽電池だけで動くような、そういうパソコンというのは可能じゃないかという夢も開けてくるんですが、そういったとこ
ろはいかがでしょうか。

○富田政府参考人 お答えを申し上げます。
議員御指摘のとおり このプロジェクトが成功いたしますれば 例えば 太陽光だけで動くパソコンが実現できるといったような まさに超低

12

議員御指摘のとおり、このプロジェクトが成功いたしますれば、例えば、太陽光だけで動くパソコンが実現できるといったような、まさに超低
消費電力型のコンピューターの実現が可能になる可能性も十分ございます。そういう夢のあるプロジェクトでございますので、当省としても積
極的に取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。


