
 
 

 
 

SPARC64 V/VIの省電力技術と将来展開 

Power Saving Techniques of SPARC64 V/VI and Its Future Design  
Direction 

あらまし  

高性能マイクロプロセッサは，集積度の向上によって性能向上を果たしてきたが，同時

に消費電力が大きくなってきた。 
本稿では，はじめに消費電力について，回路がスイッチングして消費するアクティブ電

力と，回路が動作しなくても電源を入れただけで流れるリーク電流に起因するスタティック

電力に分けて説明する。つぎに，SPARC64 V/VIに適用したアクティブ電力，スタティック

電力などの省電力技術について説明する。アクティブ電力の削減については，回路のスイッ

チングを減らす設計上の工夫を説明する。また，スタティック電力についても設計上の工夫

を説明し，さらに使いこなしの工夫による電力削減について説明する。そして，これらの技

術を適用したSPARC64 V/VIの消費電力について分析し， 後に今後の方向性に言及する。 

Abstract 

The performance of high-end microprocessors has increased along with improvements in 
semiconductor integration.  Unfortunately, this performance increase has been accompanied 
by an increase in power consumption.  This paper describes the techniques we used to save 
power in the SPARC64 V/VI microprocessor for mission-critical servers.  First, we describe 
how we reduced the dynamic power consumption with designs that reduced circuit switching.  
We then describe the circuit management techniques we used to reduce the static power 
consumption, which is due to transistor leakage current in a static state.  Lastly, we 
analyze the power consumption of the SPARC64 V/VI with these technologies applied and 
discuss the future design direction for this microprocessor. 
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ま え が き 

 微細化によってもたらされるメリットを追求しな

がら半導体テクノロジは進化し，マイクロプロセッ

サは爆発的な性能向上を果たしてきた。しかし，よ

り多くの回路をより高速で動作させるというアプ

ローチは確実に消費電力を押し上げ，物理的な限界

が見え始める中で方向転換を余儀なくされている。

富士通は自社ファブ（製造施設）を有する強みを生

かして，高性能で消費電力が小さい，いわゆる消費

電力あたり性能の観点で世界トップクラスのマイク

ロプロセッサを開発してきた。 
 本稿では，半導体消費電力の性質に触れた後に，

SPARC64 V/VIプロセッサ(1)-(7)に適用した高性能を

保ちつつ省電力を実現する技術について概説し，

後に今後の方向性について言及する。 

消費電力の性質 

 CMOS半導体の特徴は消費電力が小さく，高い

集積度が達成できることである。消費電力P は，式

（1）に示すように回路がスイッチングすることに

起因するアクティブ分Paと，それ以外のスタ

ティック分Ps に分けて考えることができる。 

P ＝Pa＋Ps …（1） 

● アクティブ電力 
 アクティブ電力Paは回路がスイッチングして負

荷を充放電することによる電力であることから，

チップの等価容量をCeff，電源電圧をVdd，動作周波

数をf として式（2）で表すことができる。 

Pa＝Ceff×Vdd 2×f …（2） 

 式（2）で表されるように，電源電圧を下げ動作

周波数を下げれば，消費電力は小さくなるが，それ

は性能を犠牲にする。また，Ceff は回路規模と半導

体テクノロジに依存するが，回路規模が同じであれ

ば半導体の世代ごとに，微細化によっておよそ0.7
～0.8倍に小さくなっている。回路はクロックが

入っただけですべてがスイッチングするわけでは

ないので，Ceff は回路の容量そのものよりも小さ

くなる。 
 以上から高性能を維持しつつ消費電力を削減する

ためには，Ceff の削減が重要である。すなわち，

先端の半導体テクノロジを使い，効率の良いコンパ

クトな回路を構成し，さらに必要なときだけ回路が

スイッチングするように工夫する。 
● スタティック電力 
 スタティック電力Ps は，回路が動作しなくても

電源を入れただけで流れるリーク電流に起因する電

力である。 近の微細化が進んだ半導体（主に

90 nm以降の世代）で，無視できない大きさとなっ

ている。 
 スタティック電力の素性を明らかにするために，

90 nm半導体テクノロジのSPARC64 V/VIを用いた

実験を行ってリーク電流Ileakを求めた。この求め方

については参考文献（8）で説明している。 

Ps＝Vdd×Ileak 

 ＝Vdd×Iddq×e｛α(Vdd －V0)＋β(t －t0)｝ …（3） 

 ここで，Iddqは基準となる条件で測ったリーク電

流，Vdd は電源電圧，V0はIddq測定時の基準電圧，t 
はジャンクション温度，t0はIddq測定時の基準温度，

αは電圧係数，βは温度係数である。 
 また，SPARC64 Vの場合の実測値は，V0＝1 V，

t0 ＝ 85 ℃ で α ＝ 3.06 ， β ＝ 0.0157 で あ り ，

SPARC64 VIの場合の実測値は，V0＝1 V，t0＝

85℃でα＝2.86，β＝0.0168である。 
 式（3）で示したように，リーク電流Ileakは電源

電圧Vdd と温度t の両方に対して指数関数的に増加

する。実測から，Iddqは数アンペアから数十アンペ

アの広い範囲にばらつくことが分かっている。個体

差であるこのばらつきは，半導体テクノロジの微細

化に伴い拡大する。ばらつきの縮小は微細化技術の

課題であるが，リーク電流を小さくするためには稼

働時の温度上昇を抑える必要がある。 

SPARC64 V/VIの省電力技術 

 SPARC64 V/VIに適用した省電力技術の概要を

表-1に示す。省電力技術はアクティブ電力の削減を

ねらうものと，スタティック電力の削減をねらうも

のに大別される。さらに，同じチップでも使いこな

しによって電力を削減できる。以下で，これらにつ

いて説明する。 
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表-1 SPARC64 V/VIに適用した省電力技術 
主なねらい 

 
アクティブ電力 スタティック電力

SPARC64 V 
（130 nm） 

SPARC64 V 
（90 nm） 

SPARC64 VI 
（90 nm） 

省電力Latch ○ － △ △ △ 

Latch-IH制御 ○ － ○ ◎ ◎ 

RAM-CE制御 ○ － ○ ○ ○ 

Chopper-IH制御 ○ － － － △ 

Multi-Vth － ○ △ ○ ○ 

キャパシタセルのリーク削減 － ○ － ○ ○ 

チップごとの電源電圧Vdd 制御 ○ ○ － － ○ 
◎ 適用拡大     ○ 適用     △ 一部適用 

データ入力

Master出力

クロック

IH Slaveへのクロック分配なし

クロック　ゲーティング

Master
スキャン用

Slave

図-1 省電力Latchの回路図 
Fig.1-Circuit diagram of low power type latch. 

 

スタティック

アクティブ (ロジック)

アクティブ (クロック)

相
対

消
費

電
力

(％
)

従来 省電力Latch
使用

省電力
Latch使用

＋
クロック制御

26％

76％

図-2 Latchの消費電力 
Fig.2-Power consumption of latches. 

 ● アクティブ電力の削減 
（1） 省電力Latch(注 )1

 省電力Latchの回路の一例を図-1に示す。このタ

イプのLatchは，通常Master-Slaveの両方に配るク

ロックをMasterのみに限定することでクロックの

負荷容量を減らし，図-2に示すように従来に比べて

26％の消費電力の削減が可能である。スキャン動

作時以外はMasterの値を常にSlave側へと伝搬させ，

Slave側出力は少し遅いMaster出力として使用する。

Slave側出力の動作タイミングが異なるため従来の

タイプからそのまま置き換えられるとは限らないが，

SPARC64 V/VIでは一部でこのタイプを採用した。 
（2） Latch-IH制御 
 Latchには内部のクロック伝搬を抑止するInhibit
（IH）ピンを設けた。図-2に示すように，このIHピ

ンによってLatch単体で70～80％の電力を削減でき

る。さらに出力につながっている論理の動作が抑え

                                                      
                                                     （注1） 0と1の2値の安定状態を持ち，クロックのエッジで1ビッ

トまたは数ビットの入力データを取り込み，つぎのク

ロックエッジまでその値を記憶する回路 

られるので電力削減効果が周囲に及ぶ。 
 IHをオンにするとLatchは元の値を保持するため，

すべてのLatchのIHをオンにしたままではコン

ピュータは動作しない。しかし，データを保持して

実行機会を待ったり，つぎの処理までの間はデータ

を入れ替えたりする必要がないなど，個々の回路の

動作を詳細に見ていくと，IHをオンにできる時間

の割合が高いケースがほとんどである。SPARC64 
V/VIでは，全Latchの50％以上にIHピンの制御を

適用した。 
（3） RAM-CE制御 
 RAMマクロ(注 )2 には内部の回路を活性化する指示

を行うChip Enable（CE）ピンを設けた。読出し

も書込みも行わず，データを保持するだけのときに

は，CEピンをオフにして電力を削減できる。

SPARC64 V/VIでは2次キャッシュ部はブロック分

割して，これを構成するRAMマクロを必要なとき

 
（注2） スタティック型でリフレッシュ動作不要な揮発性のラン

ダムアクセスメモリ 
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だけ活性化するようにした。 
（4） Chopper-IH制御 
 クロック分配系の 終段はChopperとなっており，

チョップして幅を細くしたクロックパルスをLatch
に供給する。このChopperに動作を抑止するIHピ

ンを設けた。複数個のLatchが1個のChopperから

クロックを供給されるが，それらをまとめて止める

ことができる場合には，IHピンをオンにして電力

を削減することができる。Latch-IHのように個々

の論理で細かい対応をすることはできず，またIH
ピンへの信号はディレイがクリティカルとなって制

約が大きいものの，LatchのIHピンで行うよりも更

に電力を削減できる。SPARC64 VIで部分的ではあ

るがChopper-IHの制御を取り入れた。 
● スタティック電力の削減 
（1） 複数の閾

いき

値電圧の採用（Multi-Vth） 
 半導体の微細化に伴って電源電圧Vddとともに閾

値電圧（Vth）は低下してきた。速度を確保するた

めにはVthは低くなければならないがオフリーク

（ゲート-ソース間電圧を0 Vにしてもソース-ドレイ

ン間に漏れ流れる電流）は増加する。反対にVthを

高くすればオフリークが減少するが速度が低下する。

そこでVthの異なる数種類のトランジスタを用意し

て，回路に応じて使い分けることが性能と消費電力

を両立する有効な手段となる。SPARC64 V/VIでは

論理回路用に3種類のVthのトランジスタを用意し使

い分けた。 
（2） キャパシタセルのリーク削減 
 高周波数で動作するLSIではLSI内部電圧が動作

に応じて局所的に変動することがあり，それを防ぐ

ためにLSI内部にキャパシタセルを配置する。キャ

パシタセルの容量を上げるためにはゲート酸化膜を

薄くする必要があるが，ゲート酸化膜を薄くすれば

するほどゲートリーク（トンネル効果によってゲー

ト酸化膜を電子が通り抜けることによって漏れ流れ

る電流）が増大する。このためキャパシタセルの配

置面積を大きくとり，キャパシタセルには厚いゲー

ト酸化膜を使用することにより，ゲートスタティッ

ク電力の削減を行う。SPARC64 V，SPARC64 VI
でそれぞれ，チップ内のキャパシタセルの78％，

90％を低リークのタイプにした。 
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図-3 SPARC64 V/VIの消費電力 
Fig.3-Power consumption of SPARC64 V/VI. 

 
 

● 使いこなしによる電力削減：チップごとの電源

電圧Vdd 制御 
 半導体チップは製造上のばらつきが避けられず，

微細化が進むと，ますますばらつきは大きくなる。

しかし，一般的に速度が速い側にばらついたチップ

はスタティック電力が大きく，遅い側にばらついた

チップはスタティック電力が小さい。スタティック

電力は指数関数的に電源電圧の影響を受ける一方，

動作周波数は電源電圧に依存する。そこでチップご

とに電源電圧を設定する方法が，速度と消費電力を

両立する有効な手段となる。すなわち，製造後にス

タティック電力が大きく動作速度に余裕のあるチッ

プに対しては，動作電圧を低く制御して，スタ

ティック電力とアクティブ電力を低減させ，スタ

ティック電力は小さいが動作速度に余裕がないチッ

プに対しては，動作電圧を高く制御して動作速度を

確保する。SPARC64 VIでは，製造工程でチップご

との情報を一元管理する仕組みを構築して実現した。 
● そのほかの電力削減技術 
 ここでは詳細は割愛するが，クロック分配方式や

Latchの駆動方式，設計手法といったことが，無駄

な電力を消費せずに無理なく高い動作周波数を達成

するためになくてはならない。これらについては参

考文献（9）に詳述している。 

SPARC64 V/VIの消費電力とその分析 

 SPARC64 V/VIの消費電力を図-3に示す。図中の

MAXは出荷基準を満たす範囲内で電力が 大とな

るチップであり，TYPは製造ばらつき中心のチッ

プである。これを装置に搭載して 大使用環境温度
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で消費電力が 大となるベンチマークを流したケー

スを示す。 
 SPARC64 Vは消費電力が 大65 Wとハイエンド

のプロセッサとしては小さく，消費電力あたりの性

能はトップクラスである。一方，SPARC64 VIは
120 Wと消費電力が小さいとは言い難い。しかしア

クティブ分について見るとおよそ55 Wであり，

SPARC64 Vの1.4倍ほどに抑えられている。半導体

テクノロジはいずれも90 nm世代である。そして

SPARC64 VIは，SPARC64 Vをエンハンスして性

能向上したCPUコアをデュアルコア化したもので

あるから，むしろ，省電力技術の適用範囲を拡大し

た効果を見ることができる。そして通常は製造ばら

つき，温度，ワークロードがすべて 悪となること

はないので，消費電力は図に示すよりもかなり小さ

くなる。 
 つぎに，SPARC64 VIのコンポーネントごとの消

費電力の内訳をシミュレーションによって分析した

結果を図-4に示す。製造ばらつきは中心値の場合を

示す。消費電力が 大となるケースであっても動作

率が低く抑えられているために，ロジックとLatch
が消費電力に占める割合は，それぞれ11％，17％
と小さい。一方，RAMは26％と大きな部分を占め

ている。しかし，同じくシミュレーションによって

求めたRAM-CE制御を行わない場合の消費電力と

比較すると半減している。 

今後の取組み 

 電力の削減は，どれだけ徹底して実施するかに

よって結果が異なり，設計努力の志向すべきター

ゲットとして，結果を見極めながら，さらに推し進

める必要がある。 
 また，SPARC64 VIで消費電力の半分以上を占め

るスタティック分の削減には，稼働中のジャンク

ション温度を下げることが効果的であり，装置や更

に設置環境まで含めて電力消費のバランスを考えて

いく必要がある。 
 これと同時にシステムの観点では，一つのプロ

セッサチップに複数のCPUコアを搭載するマルチ

コア化やシステム機能をプロセッサチップに取り込

むシステムオンチップ化を進める。これによって大

きな処理能力を持ったシステムを少数のチップで構

成して，サーバ装置として消費電力あたりの処理量

の拡大を図る。 

む  す  び 

 本稿では，半導体消費電力の性質を説明するとと

もに，SPARC64 V/VIプロセッサの省電力技術を説

明した。コンピューティングパワーは人々の生活に

大きな影響を与えてきた。そして，PCやサーバの

みならず，車，家電，携帯機器など人々の生活のあ

りとあらゆるところに浸透している。半導体の集積

度は今後も向上していくと考えられ，ほかのどんな

工業製品よりも革新を可能にするプラットフォーム

であり続けるだろう。 
 その一方で，単位体積あたりの消費電力という観

点では，プロセッサはあらゆる工業製品の中で 大

に類するものである。今後ますますコンピューティ

ングパワーの拡大が期待される中で，消費電力をど

うするのかは地球と人類の未来像をも左右しかねな

い課題である。  

ロジック

11％

クロック

13％

Latch

17％

RAM

26％

リーク

33％

 
図-4 SPARC64 VIの消費電力内訳 

Fig.4-Breakdown of power consumption of SPARC64 VI.

 本稿で説明したことはどれも地味な努力の積み重

ねに思われるかもしれない。しかし，シリコンテク

ノロジが生み出す巨大なコンピューティングパワー

に取って代わるようなものが容易には見つからない

であろうから，今後ますます重要な技術となると考

え，プロセッサの開発を進めていく中でノウハウを

蓄積して磨きをかけていきたい。 
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