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低消費電力マイコンのさ

まざまな応用分野

マイコンはさまざまな機器

に組み込まれている｡低消費

電力が要求されるメータ関連

機器や携帯機器用に,8ビッ

トマイコン｢H8/300Lスーパー

ローバワーシリーズ+と16ビッ

トマイコン｢H8S/2200シリー

ズ+をラインアップした｡

マイコンは,さまざまな機器に組み込まれるようになった｡メータや携帯機器の消費電力では,組み込まれているマイコン

が大きな割合を占めており,電池寿命の面からも,低消費電力化のニーズが強まってきた｡

日立製作所は,かねてから低電圧･低消費電力を実現したマイコンを製品化し,これらのニーズにこたえてきた｡1999年,

さらに飛躍的な低消費電力を実現した8ビットマイコン｢H8/300Lスーパーローバワーシリーズ+を製品化した｡スーパーローバ

ワーシリーズでは,低消費電力化のほか,液晶ディスプレイ馬区動昇圧電源の内蔵や低放射ノイズなどを実現し,一段と使いや

すい製品としている｡

はじめに

今日では,民生や産業,通信その他の分野でさまざま

な機器にマイコンが組み込まれている｡)家電品などの民

生機器や大部分の産業機器に搭載されるマイコンの消費

電力は,機器全体の消費電力に比べてきわめて′トさいた

め,低消費電力化の要求はそれほど強いものではなかっ

た｡一方,携帯機器などの電池駆動の機器では,電池の

終端電上二‾l‾三との関連で低電1･i三(1.8V)駆動が要求されてきて

おり,電池寿命をできるだけ長くするために,低電圧化

に加えて低消費電力のマイコンの要求が強まってきた｡

ここでは,低消費電力化技術と低消費電力マイコンの

止りJ-J分野,および最新の製品について述べる｡

低消費電力マイコンの応用分野

低消費電力マイコンが要求される機器は一三に電池駆動

で用いられる機器であり,次のようなものがある｡

(1)産業分野:各種メータ(ガス,電力,水道),メータ

関連機器(ネットワーク コントロールユニットなど),

保安機器(煙感知器など)

(2)通信分野:ページャ,コードレス電話,携帯電乱

携帯型撫線機,ラジオなど

(3)民生分野:ゲーム機器,健康器具,ディジタル ス

チルカメラ,カーオーディオ矧与7■,ミニディスクプレー

ヤ,カムコーダ,家各製品など

これらの中で,とりわけ低消費電力が必要とされるも
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のとして,メータとその関連機器があげられる｡例えば,

ガスメータでは,ガス消費量,データ伝送,安全監視な

どのテレメータリング(遠隔測定)システム化が促進され

つつある｡搭載されるマイコンの電源用電池は,約10年

間交換することなく動作し続けることが要求される｡ま

た,コードレス電話やページャ,カメラなどの携帯機器

では,ページャの双方向通信化やカメラのディジタル処

理などに見られるように,応用機器の高性能化が進めら

れる一方で,携帯機器の小型･軽量化に伴う電池の長寿

命化,小型化もI判られ,低電圧かつ低消費電力で動作す

るマイコンが要求されている｡

日立製作所は,これら産業,通信,民生分野へのマイ

コンとして,8ビットマイコン(H8/300Lシリーズ),16ビッ

トマイコン(H8S/2200シリーズ)などをラインアップして

いる｡

低消費電力化技術の概要

低消費電力化の基本技術としては,従来,｢セルの低

消費電力化+,｢内部動作電圧の降下+,｢モジュールストッ

プ+が採用されていた｡口立製作所は,これらに加え,

新しく｢発振安定時間の短縮+を図ることにより,いっそ

うの低消費電力化を実現した｡これらの技術について以

下に述べる｡

(1)セルの低消費電力化

基本MOS(Metal-0Ⅹide Semiconductor)ゲートの最適

設計の概念を図1に示す｡スイッチング時間と消費電流

とは,トレードオフの関係にある｡従来の設計では,消

費電流を多少犠牲にしても,スイッチング時間が短いこ

とを優先していた｡日立製作所の｢H8/300Lスーパーロー

バワーシリーズ+では,ユーザーの求める動作速度を満足

し,かつ低消費電流が実現できるように,MOSゲート幅

を設定した｡

(2)内部動作電圧の降下

マイコンの動作は,MOSゲートのスイッチングで行わ

れる｡MOSゲートのスイッチングのたびに,配線浮遊容

量やゲート容量に蓄えられた電荷が配線抵抗などを通し

て放電されることにより,消費電力が発生する｡マイコ

ンが実際に動作する電圧を低下させれば消費電力は小さ

くなるので,低い値の走電圧(約2V)を発生させる降圧

回路を内部に設けて消費電力の低7■を図る｡

(3)モジュールストップ

マイコンは,タイマやA-D(アナログーディジタル)変

換器などの機器の制御に必要なモジュールを内部に多数
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図1MOSスイッチング時間･消費電流とMOSゲート幅の関係

動作速度と消費電流は,トレードオフの関係にある｡従来の設

計では動作速度を重視していたが∴肖費電力を重視した設計では｡

要求される動作速度ぎりぎりまでMOSゲート幅を絞り込んだ｡

持っているが,すべてのモジュールの動作が同時に要求

されることはない｡したがって,動作が必要ではないモ

ジュールへはソフトウェアでクロックの供給を停止し,

むだな電力の消費を無くす｡

(4)発振安定時間の短縮

マイコンの動作モードの例を図2に示す｡マイコンは,

数メガヘルツの高速動作が必要な制御動作(｢アクティブ

モード+と呼ぶ｡)と,数十キロヘルツで時計機能だけを

動作させて待機している状態(｢ウォッチモード+と呼ぶ｡)

を繰り返している｡マイコンは,アクティブモードでの

発振器(メイン発振器)とウォッチモードでの発振器(サ

発振安定 プログラム

待ち 実行

大L{l｢

醤買†m
モード: アクティブ
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図2 マイコンの動作モード例

マイコンは,高速でのソフトウエア実行動作(アクティブ)と時

計機能だけの動作で,待機(ウォッチ)を繰り返している｡ウォッ

チモードからアクティブモードヘ遷移する発振安定時間待ちの間

は電力をむだに消費しているので,この時間を短縮することは,

消費電力の低減に効果的である｡
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ブ発振器)をそれぞれ別個に持つ｡ウォッチモードでは,

メイン発振器は停止している｡ウォッチモードからアク

ティブモードへ遷移するとき,メイン発振旨旨の周波数と

振幅が定常他になるまでに必安とされるロー､川口(発振安定

待ち時間)は,竜力をむだに消資していることになる｡

ガスメータや煙感知卜皆旨などのテレメータリングでは1口10

〟川にも及ぶモード遷移を繰り返してお-),このむだな

消費電力を無視しうる程度に発振安走時間待ちを短縮す

ることが,電池寿命の向から奄要となる｡

メイン発振器の回路の新方式を図3に示すく〕新発振回

路は,従来の発振回路に｢トリガ発生凹路+と｢増幅回路+

を付加した構成としている｡.メイン発振片注の発振開始時

に,トリガ発生l可掃から微小の振幅を強制的に発牛させ

る｡この微小の振幅がきっかけとなって発振インバータ

は小さい振幅の周波数を発生する.ので,これを増幅旨旨で

増幅することによって所定の振幅が速やかに得られる｡

新発振回蹄では,発振安定時間を従来のものに比べて

約志程度に短縮し,発振安定待ち時間でのむだな消費

電力を撫脱しうる程度に小さくすることができた｡

低消費電力マイコンが要求される機器

●メータとメ【タ周辺機器

●保安機器(煙感知器など)

●通信機器(携帯電話,ページャ,ラジオなど)

●携帯機器(ディジタルカメラなど)

●家庭用電化製品(電子レンジなど)

●健康器具(血圧計体脂肪計体温計など)

H8/3877

H8/3877N

144ピン

･LCDドライバなし

･マルチトーンジェネレータ

･LCDドライバ弓翁イヒ
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●DVD-ROM

プレーヤ

●CD-Rプレーヤ

●ABS
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H8S/2100

シリーズ
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＼
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図3 新方式発振回路

新発振回路では,微小振幅を発生させるトリガ発生回路と発振

インバータの出力を増幅する増幅回路を設け,発振安定時間を従

来の約丁志に短縮した｡

低消費電力マイコン

H立製作所は,低消費電力の8ビットマイコンと16ビ

ットマイコンをラインアップしている(図4参照)｡8ビッ

トマイコン｢H8//300Lシリーズ+ではLCD(液晶デイスプ

●ドットLCDドライバ

●フラッシュメモリ

スーパーローバワーシリーズ

100ピン

80ピン

64ピン

H8/3887

H8/3867

･LCD昇圧定電圧
電源内蔵

H8/3802

H8/3847

H8/3827

H8/3847R

H8/3827R

･高速動作版

･発振安定時間向上

･EMlノイズ低減

●EMSノイズ耐性向上

(a)H8/300Lシリーズ低消費電力マイコンの展開

H8S/2200シリーズ

●カーオーディオ機器

●MDプレーヤ

●カムコーダ

●携帯電話 大容量

●ページャ ブラ･シソユメモリ

サブクロック内蔵

H8S/2245

H8S/2237

機能スリム版

H8S/2227

**

lEBus

H8S/2238

H8S/2258

(b)H8Sシリーズ低消費電力マイコンの展開

注:略語説明ほか

EMS(Electromagnetic

Susceptibility)

EMl(Electromagnetic

】nterference)

DVD-ROM(Digital
Video Disc Read-

0nlyMemory)

CD-R(CompactDisc-

Rewrjtable)

CD-ROM(CompactDisc

Read-0nlyMemory)

ABS(Anti-LockBrake

System)

MD(MiniDisc)

*(開発中)

**lEBusは日本電気株式

会社の商標である｡

図4 低消費電力マイコ

ンの製品展開

日立製作所の低消費電力

マイコンのラインアップの

うち,今回新しく消費電力

を大幅に低減した｢H8/300L

スーパーローバワーシリー

ズ+の晶ぞろえを行った｡

H8Sシリーズは,H8/300

とH8/300Hの命令互換性を

持たせて機能強化を図った

もので,中でもH8S/2200シ

リーズは,低消費電力を追

求したシリーズである｡
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レイ)ドライバなど充実した周辺機能を持ち,それぞゴt

分野への応用に適するような製品をそろえてラインアッ

プの充実を図っている｡今回,特に低消費電力が求めら

れる分野用に,スーパーローバワーシリーズのラインアッ

プを行った｡スーパーローバワーシリーズは,3辛で述べ

た才支術によって消費電力を低減し,これまで低消費電ノJ

版に位置づけていたH8/3837Sよりも,アクティブ動作時

では70～50%の低減を,サブアクティブ動作時でも50%

の低減をそれぞれ実現した｡

このほかスーパーローパワーシリーズでは,使い勝手

を良くするくふうも盛り込んだ｡例えばLCD電源として

出力電圧5Vの昇庄回路を内蔵しているので,LCD駆動

のための外付け昇圧回路を設ける必要がない｡また,マ

イコンが発生するノイズ(EMIノイズ)の低減や電源ライ

ンなどを通してマイコンにじょう乱をり一えるノイズ

(EMSノイズ)への耐性向上を図っているので,ユーザー

による基板設計が容易になる｡

16ビットマイコン｢H8Sシリーズ+は,H8/′300(8ビット

マイコン)とH8/300H(16ビットマイコン)の命令上位互

換性を持ち,機能強化と低消費電力化を図ったものであ

る｡この中でH8S/2200シリーズは,低消費電力を追求

したシリーズであり,カーオーディオ横器やミニディス

クプレーヤ,カムコーダ,携帯電吉れページャなど,幅広
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図5 動作モードと消費電流

H8S/2245では13MHz～32.3kHzと広範囲に動作が可能であり,

入力周波数や動作モードの切換により∴肖費電力を相対的に志ま

で下げて動作させることができる｡

16

い分野に採用されている｡H8S/2245シリーズでは,外部

人力周波数の切換や,CPUのギヤ機能(クロック周波数

の分周)などの低消費電ノJモードを組み合わせることに

よって消費電流を相対比で志にまで下げることができる

など,システムに適切な低消費電ノJ動作を実現すること

ができる(図5参照)｡H8S/2237シリーズでは,いっそう

の低消費電力化を図るため,H8Sシリーズで初めてサブ

発振器を内蔵した｡サブクロック動作モードでは,マイ

クロアンペアオーダーの消費電流で機器を容易に動作さ

せることができる｡

おわりに

ここでは,R荘製作所のマイコン｢H8/300Lスーパー

ローバワーシリーズ+を中心として,低消費電ノJ化枝術

と低消費電力マイコンの応用分野について述べた｡

マイコンはさまざまな機器に搭載されており,高機能

化への要求とともに,利二会的ニーズである省エネルギー

化すなわち低消費電力化の安求はますます強くなってく

る〔〕今後も,これらの要求にこたえる製品のラインアッ

プを凶っていく考えである｡
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