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1. はじめに

近年, IoT (Internet-of-Things)の普及に伴い, 低電力かつ高
性能な LSI チップの需要が高まっている . 動作時には高速メモ
リ, 待機時には不揮発メモリとして動作するメモリが実現すれば,
高速読み書きと待機時電力ゼロの両立が可能である.

本稿では, SONOS Flash セルを不揮発素子として備えた NV-
SRAM の実装面積と消費電力について評価を行った結果を報
告する.

2. SONOS Flashセルの利点

電源 OFF 時にデータを保持する手段として外付けの不揮発
メモリを用いる手法もあるが , データの退避をシーケンシャルに
行う必要があるので混載の場合よりも消費電力が大きくなる.

混 載 の メ モ リ と し て ReRAM (Resistive RAM)[1] や MTJ
(Magnetic tunnel junction)素子[2]が用いられることがあるが, こ
れらは 1 素子のデータの書き込み・消去に μA~mA の消費電流
が必要なため同時に退避できるセル数を増やすことができない.
一方, SONOS Flash の消費電流はセルあたり数 pA 程度なので
1 Mbit のメモリを同時に書き込み・消去することができる.

3. SONOSを用いた SRAMセル

図 1 に Nonvolatile SRAM (NV-SRAM)の回路図を示す. シミ
ュレーションでは SONOS Flash セルを NMOS で代用している.
記憶素子の書き込み・消去の仕組みを図 2 に示す. 書き込み時
には DG=H, SG=L とし , MG に 10V 程度の電圧をか ける .
NB=L ならば DG, MG のゲートソース間に電位差が生じるので
書き込みを行える. NB=H ならば DG のゲートソース間に電位差
が生じず, 書き込まれない. 消去時には DG, SG=L とし, MG に
−10V 程度の電圧をかけることで電子を放出し , 消去を行う. [3]
5 V の電圧をかけるために Charge Pump (CP)を用いる. SONOS
Flash メモリの書き込み・消去時の供給電圧は 10V, 動作時間 2
ms である.[4] セルあたりの消費電流を 5 pA とすると, 書き込
み・消去を 1 度ずつ行ったときの消費エネルギーは 1 Mbit のメ
モリで 62.9 nJ と概算できる.  退避時に SONOS の消去・書き込
みを行うとすると, 退避動作に必要な消費エネルギーも等しく
62.9 nJ である. 

SRAM に値を保持した状態(BLB, BLT, NB=H)と動作時, 復

図 1  NV-SRAM の回路図      図 2  SONOS Flash セルの動作 
                                                           (a)書き込み時(b)消去時

    図 3　NV-SRAM のセルレイアウト 
帰時の消費電力をシミュレーションから求める. 動作は 2 ns 間
隔で書き込みと読み出しを n 回ずつ行う. 本シミュレーションで
は n=10 とし, 復帰動作時間は 1 ns とした.

図 3 に NV-SRAM セルのレイアウトを示す. 65 nm プロセスで
レイアウト設計を行い, RC 抽出から得られたネットリストを用いて
シミュレーションを行う. 温度は 27 , ℃ 電源電圧は 1.2 V とする.
NV-SRAM の面積は SRAM と比べて 57 %大きくなる.

4. シミュレーション結果

電源での消費電力を求めた .  シミュレーションから SRAM と
NV-SRAM のセルあたりの消費電力を表 1 に示す. 32 bit を 1 ワ
ードとして 1 つのチップに 32 k ワード, 合計で 1Mbit のメモリが
搭載されるとする. 復帰時の消費エネルギーは 5.43 nJ, 退避・復
帰時の合計は 68.3 nJ となる. SRAM のスタンバイ電力が NV-
SRAM が OFF のときに削減できる電力である . n=10 のときの
BET (Break Even Time)は 4.99 μs となる. BET とは NV-SRAM
が SRAM より消費エネルギーを削減するのに必要な電源 OFF
時間である. BET は各動作に必要なエネルギーを SRAM のスタ
ンバイ電力 13.1 nW で割ることで求められる. 同時に動作する
のは 32 bit として , BET を動作時間 top の関数として表すと
BET=top*2.76*10-1+4.99*10-6 となる. この関係を図 4 に示す.
  表 1 セルあたりの消費電力

SRAM
NV-

SRAM

スタンバイ 13.1 nW 20.1 nW

動作時 6.59 μW 6.96 μW

復帰動作 - 5.18 μW

                                              　図 4 動作時間と BET の関係

5. 結論

提案した NV-SRAM セルでは通常の SRAM セルと比較して
面積オーバーヘッドが 1.57 倍となる. 動作時間が 1 μs 以下なら
ば BET は 5 μs 程度であり, 動作時間が 100 μs を越えたあたり
から BET は動作時間の 30 %程度となる. 
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