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要約

機器の小型化が続き、しかもこれまで以上に多機能化と高性能化が予想されるため、

バッテリ寿命に向けられる目が厳しさを増しています。将来の機器でバッテリ寿命を

効果的に延長するには、低自己消費電流に関する知識が必要です。ここでは、今日の

(そして将来の)ウェアラブル、モバイル、その他のスマート、コネクテッド機器に必須

のバッテリ寿命を提供する上で低自己消費電流が果たす役割を検証します。
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はじめに

通常はわずかな量ですが、自己消費電流はウェアラブル 
機器のバッテリ寿命の管理にとって重要な要素です。

高機能、 
小型機器の 
増加によって、
バッテリ寿命
に注目が 
集まって 
います。

ウェアラブルやモノのインターネット

(IoT)に関するすべての話題や動向を可

能にしているものは何でしょう？ 体温

を測定し、インスリンを投与し、心拍

数を監視する医療パッチは、長期間に

わたって高い信頼性で動作する必要が

あります。さらに、これらの機器は通

常は貯蔵室や薬品棚に長期間保存され

てから患者に使用されます。医者やユー

ザーは、使用する時点で機器のバッテ

リに十分な残量があるという確信が必

要です。同様に、スマートウォッチ、

イヤホン、ビデオゲームコントローラ

は、次の充電までに長期間動作する必

要があります(図1)。常にバッテリの充

電や交換を繰り返したり、機器の使用

途中に動作が停止することを望む人が

いるでしょうか？長距離トライアスロン

に参加している最中に、充電のために競

技を中断しなければならないことを想像

してみてください。さらに、電気メー

ター、ガス検知器、ビルオートメーション

システムなどの機器や、多数のフィール

ドセンサーは、バックグラウンドで継続

動作することが求められますが、頻繁に

充電や保守を行うことができないため、

フィールドでの稼働時間を高い信頼性で

備える必要があります。ヘルスケアや生

体センサーからウェアラブルや環境セン

サーまで、ほぼすべてのIoT機器は、さ

まざまな条件で高い信頼性かつ長期間に

わたって動作する必要があるバッテリに

依存しています。今、バッテリ寿命は重

要な節目を迎えています。
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図1. 長時間のバッテリ寿命が不可欠なシステム例： 
スマートウォッチとイヤホン。
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全世界の 
バッテリ駆動

ポータブル機器
は2020年には
8,654億ドル
規模になると

予想されます。

Global Industry Analysts, Inc.による

と、全世界のバッテリ動作ポータブル

製品の市場は｢現在台頭しているネッ

トワークのワイヤレス時代における遍

在的なモビリティに対するニーズ拡大

に促進されて｣、2020年には8,654億

ドルに達することが予想されます1。

個々のIoTノードは、動作のためにバッ

テリを必要とします。標準的な2人暮

しの家庭では、各機器に固有のエネル

ギー使用パターンがありますが、30〜

60の範囲のバッテリが使用されます2。

以下では、バッテリ寿命がどのように

計算されるかを検討し、なぜ自己消費

電流（IQ）が重要なのかを説明します。

バッテリ寿命を決める 
要素は何か？

多くのIoTノード機器は、製造された

あと購入され電源を入れて使用されるま

で、(通常は店頭で)シャットダウンモー

ドのままになっています。これらの機

器は、寿命の大部分をスタンバイモー

ドで過ごし、定期的に再起動して何ら

かの動作やクラウドへのデータ送信を

行います。このようなことは、ユーザーが

運動時の比較的短期間だけ身に付ける

ウェアラブルフィットネスモニタリン

グ機器などの製品に特に当てはまりま

す。これを前提に、機器がパッシブモー

ド時の省電力を向上させる方法を明ら

かにする必要があります。

システム設計者は、中央制御ユニット

(マイクロコントローラなど)のアクティ

ブ、スリープ、およびハイバネート電

流に基づいてバッテリ寿命を計算しま

す。関連するセンサーや無線も、マイ

クロコントローラと協調して機能しま

す。もちろん、電源も不可欠で、シス

テムの全機能ブロックにエネルギーを

供給します。アクティブ消費電流は

バッテリ寿命を延長する上で重要な要

素ですが、動作時間は最終的に各電力

モードで過ごす時間に影響されます。

つまり、スリープおよび休止状態が占

める時間が長いほど、各部品のスタン

バイ電流が重要になります。そのような

状況で、電源の自己消費電流はシステム

のスタンバイ消費電流の最大の要因です。

たとえば、在庫寿命1年の40mAh、

1.55Vの酸化銀コイン電池(図2)によっ

て給電されるシステムを考えてみま

す。消費電流を約4µAと想定すると、

電流を1µA低減するごとにウェアラブ

ルの在庫寿命は約3か月増大します3。
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図2. コイン電池は長い動作時間を必要と 
するポータブル機器に給電します。
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電源は通常、電圧の昇圧または降圧を

行うスイッチングレギュレータやロー

ドロップアウトレギュレータ(LDO)な

どのレギュレータで構成されます。一

部の電源は、複数の電源アーキテク

チャおよび場合によってはバッテリ

チャージャまで内蔵したパワーマネー

ジメントIC (PMIC)も備えています。

自己消費電流の影響を 
過小評価してはならない

電源がスタンバイモード時、消費電力

は自己消費電流(IQ)によって定義され

ます。これは、まったく負荷を駆動せ

ず入力がサイクルされていない、回路

の静止状態に該当します。わずかな値

ですが、自己消費電流も軽負荷動作時

のシステムの電力伝達効率に大きく影

響します。

自己消費電流は、シャットダウン電流

と混同されることがありますが、自己

消費電流の場合、システムはアイドル

状態ですがいつでも再起動して何らか

の動作を行うことが可能で、一般的に

それがユーザーの望む機器の状態で

す。これに対して、シャットダウン

電流はスリープ状態の機器に該当し

ます。

設計者は、自己消費電流を使って軽負

荷時の電源の消費電力を評価します。

また、シャットダウン電流を使って機

器が電源オフでバッテリがレギュレー

タに接続されている場合のバッテリ寿

命を計算します。

機器のバッテリ寿命を延長するには、

常に低電力マイクロコントローラ、

センサ、無線、および効率的な電源な

どの部品を使って設計します。先進的

ノードのCMOS製造プロセスなどの設

計技法も製品の全体的消費電力の低減

に役立ち、ひいてはバッテリ寿命にプ

ラスの影響を与えます。バッテリ電圧

が低レベルになる場合、ブーストコン

バータによるバッテリ寿命の延長を選

ぶ設計者もいます。しかし、適切な

コンバータを選択しない限り、この方

法は実際には自己消費電流を増大さ

せ、バッテリの消耗を早める結果にな

ります。

最終製品の形状も、重要な考慮事項で

す。消費者は(したがって設計者も)、

小型化と軽量化を追求しています。問

題は、機器のバッテリが通常は機器の

ボード上で最大かつ最も重い部品だと

いうことです。もちろん、より小型の

バッテリは容量が小さく、バッテリ寿

命の延長という要求に反します。その

ため、設計者は効率的なパワーマネー

ジメント手法によって容量とサイズの

バランスを取る必要があります。シス

テムの電力効率向上は、バッテリ寿命

を延長するための一般的な方法の1つ

です。

4 of 8

電源の自己 
消費電流は、
システムの
スタンバイ
消費電力の
主要な要因
です。

自己消費 
電流は、
シャット
ダウン電流
と同じでは
ありません
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超小型、 
コネクテッド

設計は、 
電流の流れが

nAである 
ことの恩恵を
受けることが

できます。
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ブーストコンバータなどのパワーレ

ギュレータの自己消費電流の仕様は、

十分な注意を払うに値します。この電

流が小さいほど、より長くバッテリ寿

命を延長することができます。特に今

日の超小型設計の場合、必要なのは、

より低い自己消費電流と現在市販され

ているものより小型の形状の両方を実

現することができる技術です。この場

合、バッテリ寿命に影響を与えるため

にはmA単位の電流でさえ十分に低く

はありません。今日のウェアラブル、

モバイル、およびIoT設計では、電流

の流れがわずか数nAであることが要求

されます。

適切なブーストコンバータ
の選択

ブーストコンバータは、出力電圧が電

力源の電圧より高いDC-DCコンバータ

です。業界アナリストによると、ブー

ストコンバータ市場の中で、VIN (5V)

のブーストパワーマネージメント回路

が最も急成長している分野です(図3：

全世界のブーストコンバータ市場の売

上予測)。この成長を促進しているIoT

アプリケーションの要件に基づいて、

設計者はより低い電圧レール、より長

いバッテリ寿命、およびより小型のソ

リューションサイズを提供するブース

トコンバータを求めています。

図3. 全世界のブーストコンバータの売上予測
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バッテリ寿命の延長を実現する適切な

ブーストコンバータを選ぶには、以下

のような主要な基準について注意深く

検討する必要があります。

1. 自己消費電流：この電流が低いほ

ど、システムのスタンバイモード

時にコンバータがバッテリ寿命

をより温存することができます。

2. True Shutdown：シャットダウン

時に入力からの電流出力を阻止

することによって、この機能は最

終製品の効率を向上させ在庫寿

命を延長します。コンバータの内

蔵機能として提供される場合、高

コストの外付け部品も不要にな

ります。

3. 入力電圧範囲：ほぼ｢デッド｣状態

のバッテリでの動作を可能にし

ます。

4. 効率：VIN、VOUT、およびIOUTで

測定され、%値が高いほどバッ

テリ寿命の延長に有効です(µAレ

ベルで90%以上の効率が理想的

です)。

パワーマネージメント技術に関する

ベンダの実績を調べることも重要で

す。信頼すべきベンダは、さまざまな

業界のあらゆる規模のお客様に先進技

術を提供してきた長い歴史があり、長

年にわたって継続的に自社の専門知識

と製品を強化しています。設計仕様に

基づいて効率グラフと部品表(BOM)コ

ストを評価するオンラインシミュレー

ションツールをお客様に提供している

ベンダもあります。評価キットや評価

ボードへのアクセスは、さまざまなサ

イズの設計のプロトタイプを作成する

迅速な方法を提供します。さらに、コ

ストとサイズを重視する設計にとって

超小型パッケージの提供が必須です。

True Shutdown内蔵 
超低自己消費電流 
ブーストコンバータ

マキシムは現在、超低自己消費電流

(300nA)とTrue ShutdownTM技術を備

えたブースト(ステップアップ) DC-DC

コンバータを提供しており、長いバッテ

リ寿命を必要とするバッテリ駆動アプ

リケーションに最適です。nanoPower

ブーストレギュレータのMAX17222

は、0.5Aのピークインダクタ電流制限

を備えています(図4)。True Shutdown

技術によって、出力は入力から切断さ

れて順方向または逆方向の電流がゼロ

になります。出力電圧は、1つの標準

1%抵 抗 を 使 用 し て 選 択 可 能 で す。

MAX17222は起動後イネーブル過渡

保護(ETP)を備え、負荷電流に応じて、

最低400mVの入力電圧まで出力の安

定化を維持することが可能です。この

ブ ー ス ト コ ン バ ー タ は6ピ ンWLP 

(0.88mm x 1.4mm) お よ び 6 ピ ン

300nAの 
自己消費電流と
True Shutdown 
モードを 
提供します。

http://www.maximintegrated.com/jp
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µDFNパッケージで提供され、95%の

ピーク効率によって発熱を最小限に抑

えます。

高効率ブーストレギュレータの利点を

最大限活用するためには、低電力マイ

クロコントローラと組み合わせる必要

があります。しかし、すべての低電力

マイクロコントローラが同じように設

計されているわけではありません。ここ

で取り上げている対象アプリケーション

は実装面積の最小化を必要としバッテ

リで駆動されるので、使用するマイク

ロコントローラも小型形状に対応して

いる必要があります。

マキシムのDARWINマイクロコント

ローラはnanoPower ICに最適な組み

合わせであり、それぞれが連携して動

作することで最長のバッテリ寿命と最

小サイズの製品を実現します。

図4. nanoPowerブーストレギュレータのブロック図

DARWINマイクロコントローラは

ウェアラブル機器に求められる電力制

御技術を特長としており、最小のアク

ティブモード消費電力および利用可能

なSRAMサイズに応じた保持電力、よ

り大きなスタックおよびアプリケー

ションの実行が可能なクラス最大のエン

ベデッドメモリ容量、アプリケーション

サイズの拡張や新しい市場要件に迅速

に対応するための外部フラッシュメモ

リからのコード実行や外部SRAMへの

アクセスを可能にするスケーラブルな

メモリアーキテクチャを採用し、サイ

バー攻撃による脅威から設計を保護す

る高度なエンベデッドセキュリティを

備えています。DARWINマイクロコン

トローラとnanoPower ICの責任ある

電力管理によって、最終製品に使用さ

れる小型バッテリへの負担が軽減され

ます。

http://www.maximintegrated.com/jp
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まとめ
次の設計でバッテリ寿命を延長する方法を検討する場合、自己消費電流の影響を過小評価しない

でください。まず、最終製品の電力プロファイルを理解することが重要です。それによって、目指

すべき目標が与えられます。実装する部品を検討する段階では、nAの範囲で可能な限り最小の自

己消費電流を提供する電源および処理回路を探してください。低自己消費電流と、True Shutdown、

低入力電圧範囲、およびµAレベルでの最高効率などの仕様との組み合わせは、充電1回当りの長い

稼働時間に対する顧客の需要を満たすスマート、コネクテッド製品を実現するために役立ちます。

詳細
お客様の次の設計を支援することができるnanoPower製品の詳細については、 

www.maximintegrated.com/jp/nanoPowerをご覧ください。
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