JP 3893463 B2 2007.3.14

(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
第１のメモリと、この第１のメモリよりも容量の小さい第２のメモリと、リーク電流制
御回路とを具え、
前記第２のメモリのアクティブ状態において、前記リーク電流制御回路からのリーク電
流制御信号に基づき、前記第１のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を第１
の電圧とし、前記第２のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を前記第１の電
圧よりも小さい第２の電圧とし、
前記第２のメモリのインアクティブ状態において、前記リーク電流制御回路からのリー
ク電流制御信号に基づき、前記第１のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を
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前記第２の電圧とし、前記第２のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を前記
第１の電圧とすることを特徴とする、キャッシュメモリ。
【請求項２】
前記第１のメモリ及び前記第２のメモリに対する分岐予測器を具え、
前記リーク電流制御回路からのリーク電流制御信号に基づき、前記第２のメモリのアク
ティブ状態において、前記分岐予測器を構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を前記第
１の電圧とし、前記第２のメモリのインアクティブ状態において、前記分岐予測器を構成
する前記ＭＯＳトランジスタの閾値電圧を前記第２の電圧とすることを特徴とする、請求
項１に記載のキャッシュメモリ。
【請求項３】
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前記第２のメモリのアクティブ状態において、前記分岐予測器の状態の参照及び更新を
実施しないことを特徴とする、請求項２に記載のキャッシュメモリ。
【請求項４】
第１のメモリと、この第１のメモリよりも容量の小さい第２のメモリと、リーク電流制
御回路とを具え、
前記第２のメモリのアクティブ状態において、前記リーク電流制御回路からのリーク電
流制御信号に基づき、前記第１のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を第２
の電圧とし、前記第２のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を前記第２の電
圧よりも大きい第１の電圧とし、
前記第２のメモリのインアクティブ状態において、前記リーク電流制御回路からのリー
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ク電流制御信号に基づき、前記第１のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を
前記第１の電圧とし、前記第２のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を前記
第２の電圧とすることを特徴とする、キャッシュメモリ。
【請求項５】
前記第１のメモリ及び前記第２のメモリに対する分岐予測器を具え、
前記リーク電流制御回路からのリーク電流制御信号に基づき、前記第２のメモリのアク
ティブ状態において、前記分岐予測器を構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を前記第
２の電圧とし、前記第２のメモリのインアクティブ状態において、前記分岐予測器を構成
する前記ＭＯＳトランジスタの電源電圧を前記第１の電圧とすることを特徴とする、請求
項４に記載のキャッシュメモリ。
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【請求項６】
前記第２のメモリのアクティブ状態において、前記分岐予測器の状態の参照及び更新を
実施しないことを特徴とする、請求項５に記載のキャッシュメモリ。
【請求項７】
第１のメモリと、この第１のメモリよりも容量の小さい第２のメモリと、リーク電流制
御回路とを具えたキャッシュメモリの電力削減方法であって、
前記第２のメモリのアクティブ状態において、前記リーク電流制御回路からのリーク電
流制御信号に基づき、前記第１のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を第１
の電圧とし、前記第２のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を前記第１の電
圧よりも小さい第２の電圧とする工程と、
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前記第２のメモリのインアクティブ状態において、前記リーク電流制御回路からのリー
ク電流制御信号に基づき、前記第１のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を
前記第２の電圧とし、前記第２のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を前記
第１の電圧とする工程と、
を具えることを特徴とする、キャッシュメモリの電力削減方法。
【請求項８】
前記キャッシュメモリは、前記第１のメモリ及び前記第２のメモリに対する分岐予測器
を具え、
前記リーク電流制御回路からのリーク電流制御信号に基づき、前記第２のメモリのアク
ティブ状態において、前記分岐予測器を構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を前記第
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１の電圧とする工程と、
前記リーク電流制御回路からのリーク電流制御信号に基づき、前記第２のメモリのイン
アクティブ状態において、前記分岐予測器を構成する前記ＭＯＳトランジスタの閾値電圧
を前記第２の電圧とする工程と、
を具えることを特徴とする、請求項７に記載のキャッシュメモリの電力削減方法。
【請求項９】
前記第２のメモリのアクティブ状態において、前記分岐予測器の状態の参照及び更新を
実施しないようにしたことを特徴とする、請求項８に記載のキャッシュメモリの電力削減
方法。
【請求項１０】

50

(3)

JP 3893463 B2 2007.3.14

第１のメモリと、この第１のメモリよりも容量の小さい第２のメモリと、リーク電流制
御回路とを具えるキャッシュメモリの電力削減方法であって、
前記第２のメモリのアクティブ状態において、前記リーク電流制御回路からのリーク電
流制御信号に基づき、前記第１のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を第２
の電圧とし、前記第２のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を前記第２の電
圧よりも大きい第１の電圧とする工程と、
前記第２のメモリのインアクティブ状態において、前記リーク電流制御回路からのリー
ク電流制御信号に基づき、前記第１のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を
前記第１の電圧とし、前記第２のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を前記
第２の電圧とする工程と、
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を具えることを特徴とする、キャッシュメモリの電力削減方法。
【請求項１１】
前記キャッシュメモリは、前記第１のメモリ及び前記第２のメモリに対する分岐予測器
を具え、
前記リーク電流制御回路からのリーク電流制御信号に基づき、前記第２のメモリのアク
ティブ状態において、前記分岐予測器を構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を前記第
２の電圧とする工程と、
前記リーク電流制御回路からのリーク電流制御信号に基づき、前記第２のメモリのイン
アクティブ状態において、前記分岐予測器を構成する前記ＭＯＳトランジスタの電源電圧
を前記第１の電圧とする工程と
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を具えることを特徴とする、請求項１０に記載のキャッシュメモリの電力削減方法。
【請求項１２】
前記第２のメモリのアクティブ状態において、前記分岐予測器の状態の参照及び更新を
実施しないようにしたことを特徴とする、請求項１１に記載のキャッシュメモリの電力削
減方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発朋は、キャッシュメモリ及びキャッシュメモリの電力削減方法に関するものである
。
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【０００２】
【従来の技術】
キャッシュメモリは、主記憶とＣＰＵとの間に設けられた小容量のメモリであり、ＣＰ
Ｕから主記憶へのアクセス速度を高速化する目的で使用される。したがって、キャッシュ
メモリはＣＰＵの動作速度と同程度の高速性が要求される。キャッシュメモリに用いられ
る現在の主流である半導体回路は、ＣＭＯＳ回路であるが、一般に高速な半導体回路は消
費電力が大きい。ここで、ＣＭＯＳ回路の消費電力は、充放電による電力消費、短絡電流
による電力消費、そしてリーク電流による電力消費の３つに分類される。
【０００３】
近年、ＣＭＯＳ回路に供給する電源電圧の低下に伴うＭＯＳトランジスタの閾値電圧の
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低下によって、ＣＭＯＳ回路のリーク電流による電力消費が急増し、この電力消費量を削
減することが大きな課題となっている。ＣＭＯＳ回路のリーク電流は、ＭＯＳトランジス
タの閾値電圧を高く保持したり、電源電圧を低く保持することによって抑制できるが、閾
値電圧を高く保持したり、電源電圧を低く保持するとＣＭＯＳ回路の動作速度が低下して
しまう。
【０００４】
一方、充放電による消費電力を削減する試みには、特開平１０−１５４０９８および特
開平１０−２３２８３０により開示されているループキャッシュがある。それらによれば
、ループキャッシュは、フロー変化（ＣＯＦ）命令に応答して、キャッシュをアクティブ
状態に遷移させるために状態遷移機械を用いる。フロー変化命令は、所定の変位未満の短
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い 後 方 分 岐 （ SBB:Short backward branch） で あ る 。 所 定 の 変 位 は 、 キ ャ ッ シ ュ 内 の エ ン
トリ数未満であるので、キャッシュに全体的に収容可能なループをプログラムが実行して
いる限り、キャッシュはアクティブ状態であり続けることができる。ループキャッシュは
小容量であるため、充放電に要する電力を従来の大容量キャッシュに比べて小さくできる
。しかしながら、これらの発明においては、リーク電流による電力消費には全く注意が払
われていない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、キャッシュメモリの、動作の高速性の維持と、リーク電流による電力消費の
削減とを実現することを目的とする。
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【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成すべく、本発明は、
第１のメモリと、この第１のメモリよりも容量の小さい第２のメモリと、リーク電流制
御回路とを具え、
前記第２のメモリのアクティブ状態において、前記リーク電流制御回路からのリーク電
流制御信号に基づき、前記第１のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を第１
の電圧とし、前記第２のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を前記第１の電
圧よりも小さい第２の電圧とし、
前記第２のメモリのインアクティブ状態において、前記リーク電流制御回路からのリー
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ク電流制御信号に基づき、前記第１のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を
前記第２の電圧とし、前記第２のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を前記
第１の電圧とすることを特徴とする、キャッシュメモリ（第１のキャッシュメモリ）に関
する。
【０００７】
また、本発明は、
第１のメモリと、この第１のメモリよりも容量の小さい第２のメモリと、リーク電流制
御回路とを具えたキャッシュメモリの電力削減方法であって、
前記第２のメモリのアクティブ状態において、前記リーク電流制御回路からのリーク電
流制御信号に基づき、前記第１のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を第１
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の電圧とし、前記第２のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を前記第１の電
圧よりも小さい第２の電圧とする工程と、
前記第２のメモリのインアクティブ状態において、前記リーク電流制御回路からのリー
ク電流制御信号に基づき、前記第１のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を
前記第２の電圧とし、前記第２のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を前記
第１の電圧とする工程と、
を具えることを特徴とする、キャッシュメモリの電力削減方法（第１の電力削減方法）に
関する。
【０００８】
本発明の第１のキャッシュメモリ及び第１の電力削減方法においては、第１のメモリと
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しての従来の大容量のキャッシュメモリ（以下、「Ｌ１キャッシュ」という）に加えて、
第 ２ の メ モ リ と し て の 小 容 量 の キ ャ ッ シ ュ メ モ リ (以 下 、 「 ル ー プ キ ャ ッ シ ュ 」 と い う )と
、リーク電流制御回路とを準備する。そして、前記ループキャッシュがアクティブ状態の
場合、前記リーク電流制御回路からのリーク電流制御信号に基づき、前記Ｌ１キャッシュ
を構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を第１の電圧とし、前記ループキャッシュを構
成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を第２の電圧とする。また、前記ループキャッシュ
のインアクティブ状態において、前記リーク電流制御回路からのリーク電流制御信号に基
づき、前記Ｌ１キャッシュを構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を前記第２の電圧と
し、前記ループキャッシュを構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を前記第１の電圧と
する。
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【０００９】
前記第１の電圧及び前記第２の電圧は（第１の電圧＞第２の電圧）の関係を満足するの
で、前記ループキャッシュのアクティブ状態及びインアクティブ状態において、前記Ｌ１
キャッシュ及び前記ループキャッシュの閾値電圧を上述のように規定することにより、前
記ループキャッシュに全体が収容可能なループをプログラムが実行している限り、前記Ｌ
１キャッシュはリーク電流を削減可能な状態になり、同時に前記ループキャッシュにより
キャッシュメモリの高速動作が維持できるようになる。したがって、動作の高速性を維持
しつつ、リーク電流による電力消費を削減可能なキャッシュメモリを提供できる。
【００１０】
さらに、本発明は、
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第１のメモリと、この第１のメモリよりも容量の小さい第２のメモリと、リーク電流制
御回路とを具え、
前記第２のメモリのアクティブ状態において、前記リーク電流制御回路からのリーク電
流制御信号に基づき、前記第１のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を第２
の電圧とし、前記第２のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を前記第２の電
圧よりも大きい第１の電圧とし、
前記第２のメモリのインアクティブ状態において、前記リーク電流制御回路からのリー
ク電流制御信号に基づき、前記第１のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を
前記第１の電圧とし、前記第２のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を前記
第２の電圧とすることを特徴とする、キャッシュメモリ（第２のキャッシュメモリ）に関
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する。
【００１１】
また、本発明は、
第１のメモリと、この第１のメモリよりも容量の小さい第２のメモリと、リーク電流制
御回路とを具えるキャッシュメモリの電力削減方法であって、
前記第２のメモリのアクティブ状態において、前記リーク電流制御回路からのリーク電
流制御信号に基づき、前記第１のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を第２
の電圧とし、前記第２のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を前記第２の電
圧よりも大きい第１の電圧とする工程と、
前記第２のメモリのインアクティブ状態において、前記リーク電流制御回路からのリー
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ク電流制御信号に基づき、前記第１のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を
前記第１の電圧とし、前記第２のメモリを構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を前記
第２の電圧とする工程と、
を具えることを特徴とする、キャッシュメモリの電力削減方法（第２の電力削減方法）に
関する。
【００１２】
本発明の第２のキャッシュメモリ及び第２の電力削減方法においては、第１のメモリと
しての従来の大容量のキャッシュメモリ（以下、「Ｌ１キャッシュ」という）に加えて、
第 ２ の メ モ リ と し て の 小 容 量 の キ ャ ッ シ ュ メ モ リ (以 下 、 「 ル ー プ キ ャ ッ シ ュ 」 と い う )と
、リーク電流制御回路とを準備する。そして、前記ループキャッシュがアクティブ状態の
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場合、前記リーク電流制御回路からのリーク電流制御信号に基づき、前記Ｌ１キャッシュ
を構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を第２の電圧とし、前記ループキャッシュを構
成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を第１の電圧とする。また、前記ループキャッシュ
のインアクティブ状態において、前記リーク電流制御回路からのリーク電流制御信号に基
づき、前記Ｌ１キャッシュを構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を前記第１の電圧と
し、前記ループキャッシュを構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を前記第２の電圧と
する。
【００１３】
前記第１の電圧及び前記第２の電圧は（第１の電圧＞第２の電圧）の関係を満足するの
で、前記ループキャッシュのアクティブ状態及びインアクティブ状態において、前記Ｌ１
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キャッシュ及び前記ループキャッシュの電源電圧を上述のように規定することにより、前
記ループキャッシュに全体が収容可能なループをプログラムが実行している限り、前記Ｌ
１キャッシュはリーク電流を削減可能な状態になり、同時に前記ループキャッシュにより
キャッシュメモリの高速動作が維持できるようになる。したがって、動作の高速性を維持
しつつ、リーク電流による電力消費を削減可能なキャッシュメモリを提供できる。
【００１４】
なお、本発明のキャッシュメモリは分岐予測器を有することができる。分岐予測器は、
例えば、特開２００２−２８７９５８号公報などに開示されており、ＣＰＵの命令フロー
の分岐によるペナルティーを改善するために設けられる。これは、分岐先や、分岐をする
か否かの情報を、分岐命令の存在するアドレスなどに関連つけて記憶させておき、次回に
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同一の分岐命令が実行される際に、記憶された履歴情報から次に実行すべき命令のアドレ
スを予測し、このアドレスに基づいて所定の分岐予測信号を出力するものである。
【００１５】
分岐予測器はキャッシュメモリと同様の構成をしており、高精度の予測を達成するため
には大容量とならざるを得ず、キャッシュメモリと同じ消費電力上の問題を持っている。
【００１６】
したがって、上述した第１のキャッシュメモリ及び第１の電力削減方法においては、前
記リーク電流制御回路からのリーク電流制御信号に基づき、前記ループキャッシュのアク
ティブ状態において、前記分岐予測器を構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を前記第
１の電圧とするとともに、前記ループキャッシュのインアクティブ状態において、前記分
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岐予測器を構成する前記ＭＯＳトランジスタの閾値電圧を前記第２の電圧とする。したが
って、前記分岐予測器のリーク電流を削減できるようになる。
【００１７】
また、前記ループキャッシュのアクティブ状態において、分岐予測器の参照及び更新を
実施せずに停止状態とすることができる。この場合、前記リーク電流に加えて充放電によ
る電力消費をも削減することができるようになる。
【００１８】
上述した第２のキャッシュメモリ及び第２の電力削減方法においては、前記リーク電流
制御回路からのリーク電流制御信号に基づき、前記第２のメモリのアクティブ状態におい
て、前記分岐予測器を構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を前記第２の電圧とし、前
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記第２のメモリのインアクティブ状態において、前記分岐予測器を構成する前記ＭＯＳト
ランジスタの閾値電圧を前記第１の電圧とする。したがって、前記分岐予測器のリーク電
流を削減できるようになる。
【００１９】
また、この場合においても、前記ループキャッシュのアクティブ状態において、分岐予
測器の参照及び更新を実施せずに停止状態とすることができる。この場合、前記リーク電
流に加えて充放電による電力消費をも削減することができるようになる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を発明の実施の形態に基づいて詳細に説明する。
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図１は、本発明のキャッシュメモリを用いたデータ処理システムの一例を示すブロック
図である。図１に示すデータ処理システムは、中央演算装置（ＣＰＵ）１０、ループキャ
ッシュ２０、Ｌ１キャッシュ３０、状態遷移機械４０、マルチプレクサ５０、リーク電流
制御回路６０、及び分岐予測部７０を具えている。ＣＰＵ１０などは公知のものを採用す
ることができる。状態遷移機械４０は、例えば特開平１０−１５４０９８号公報及び特開
平１０−２３２８３０号公報に開示されたものを使用することができる。分岐予測器７０
は、例えば特開２００２−２８７９５８号公報に開示されているものを使用することがで
きる。ループキャッシュ２０はＴＡＧアレイを有することもできる。
【００２１】
ＣＰＵ１０より命令アドレスバス１１を通じて供給される命令アドレスに基づき、小容
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量のループキャッシュ２０及び大容量のＬ１キャッシュ３０は、それぞれ命令バス２１及
び命令バス３１に命令を出力する。
【００２２】
状態遷移機械４０は、ループキャッシュ２０のアクティブ／インアクティブ状態に対応
してセレクト信号４１を決定する。マルチプレクサ５０は、セレクト信号４１に基づき、
命令バス２１又は命令バス３１を選択して、命令を命令バス５１に出力する。また、状態
遷移機械４０は、ＣＰＵ１０により与えられるフロー信号１２に基づき、ループキャッシ
ュ２０のアクティブ／インアクティブ状態を決定し、セレクト信号４１、ループキャッシ
ュ制御信号４２、そしてリーク電流制御回路制御信号４３を生成する。
【００２３】
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分岐予測器７０は、ＣＰＵ１０より命令アドレスバス１１を通じて供給される命令アド
レスに基づき、分岐予測信号７１を出力する。ＣＰＵ１０は分岐予測信号７１を用いて、
次に実行すべき命令のアドレスを決定し、命令アドレスバス１１に出力する。リーク電流
制御回路６０は、リーク電流制御信号４３に従って、ループキャッシュ２０、Ｌ１キャッ
シュ３０、及び分岐予測器７０に、それぞれリーク電流制御信号６１、６２、６３を供給
する。
【００２４】
状態遷移機械４０は、ループキャッシュ２０またはＬ１キャッシュ３０のどちらが命令
をＣＰＵ１０に供給するのか判定し制御する。同時に、同じ判断によりリーク電流制御回
路６０が制御される。
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【００２５】
図１に示すデータ処理システムが本発明の第１のキャッシュメモリから構成される場合
、ループキャッシュ２０が命令を供給する場合（ループキャッシュのアクティブ状態）に
は、リーク電流制御信号６１は、ループキャッシュ２０を構成するＭＯＳトランジスタの
閾値電圧を所定の第２の電圧に設定し、リーク電流制御信号６２は、Ｌ１キャッシュ３０
を構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を前記第２の電圧よりも高い所定の第１の電圧
に改定し、さらに、リーク電流制御信号６３は、分岐予測器７０を構成するＭＯＳトラン
ジスタの閾値電圧を前記第１の電圧に設定する。
【００２６】
その結果、Ｌ１キャッシュ３０及び分岐予測器７０におけるリーク電流が抑制される。
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加えて、リーク電流制御信号６３は、分岐予測器７０の参照・更新を停止するように設定
する。その結果、分岐予測器７０における充放電による電力消費が削減される。
【００２７】
一方、Ｌ１キャッシュ３０が命令を供給する場合（ループキャッシュのインアクティブ
状態）には、リーク電流制御信号６１は、ループキャッシュ２０を構成するＭＯＳトラン
ジスタの閾値電圧を上記第１の電圧に設定し、リーク電流制御信号６２は、Ｌ１キャッシ
ュ３０を構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を上記第２の電圧に設定し、さらに、リ
ーク電流制御信号６３は、分岐予測器７０を構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を上
記第２の電圧に設定する。その結果、ループキャッシュ２０におけるリーク電流が抑制さ
れる。
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【００２８】
多くのプログラムにおいては、小さなループの実行が実行時間の大半を占めていること
が知られており、多くの場合、ループキャッシュ２０が命令を供給する。したがって、ル
ープキャッシュ２０及びＬ１キャッシュ３０を構成するそれぞれのＭＯＳトランジスタの
閾値電圧、並びに分岐予測器７０を構成するＭＯＳトランジスタの閾値電圧を、ループキ
ャッシュ２０のアクティブ／インアクティブ状態に応じて上述のように設定することによ
り、リーク電流の削減と高速動作とを実現することができる。また、分岐予測器７０を停
止するようにしておけば、充放電による電力削減をも実現することができる。
【００２９】
図１に示すデータ処理システムが本発明の第２のキャッシュメモリから構成される場合
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、ループキャッシュ２０が命令を供給する場合（ループキャッシュのアクティブ状態）に
は、リーク電流制御信号６１は、ループキャッシュ２０を構成するＭＯＳトランジスタの
電源電圧を所定の第１の電圧に設定し、リーク電流制御信号６２は、Ｌ１キャッシュ３０
を構成するＭＯＳトランジスタの電源電庄を上記第１の電圧よりも低い所定の第２の電圧
に設定し、さらに、リーク電流制御信号６３は、分岐予測器７０を構成するＭＯＳトラン
ジスタの電源電圧を上記第２の電圧に設定する。
【００３０】
その結果、Ｌ１キャッシュ３０及び分岐予測器７０におけるリーク電流が抑制される。
加えて、リーク電流制御信号６３は、分岐予測器７０の参照・更新を停止するように設定
する。その結果、分岐予測器７０における充放電による電力消費も削減される。
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【００３１】
一方、Ｌ１キャッシュ３０が命令を供給する場合（ループキャッシュのインアクティブ
状態）には、リーク電流制御信号６１は、ループキャッシュ２０を構成するＭＯＳトラン
ジスタの電源電圧を上記第２の電圧に設定し、リーク電流制御信号６２は、Ｌ１キャッシ
ュ３０を構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を上記第１の電圧に設定し、さらに、リ
ーク電流制御信号６３は、分岐予測器７０を構成するＭＯＳトランジスタの電源電圧を上
記第１の電圧に設定する。その結果
、ループキャッシュ２０におけるリーク電流が抑制される。
【００３２】
したがって、リーク電流の削減と高速動作とを実現することができる。また、分岐予測
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器７０を停止するようにしておけば、充放電による電力削減をも実現することができる。
【００３３】
以上、具体例を挙げながら発明の実施の形態に基づいて本発明を詳細に説明してきたが
、本発明は上記内容に限定されるものではなく、本発明の範疇を逸脱しない限りにおいて
あらゆる変形や変更が可能である。
【００３４】
【発明の効果】
本発明によれば、キャッシュメモリの領域を、高速動作可能な領域とリーク電流抑制可
能な領域とに分割し、繰り返し参照されると予想されるデータを高速動作可能な領域に配
置することで、その高速動作を維持でき、また、リーク電流による電力消費を削減可能に
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したキャッシュメモリを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】

本発明のキャッシュメモリを用いたデータ処理システムの一例を示すブロック

図である。
【符号の説明】
１０

中央演算装置（ＣＰＵ）

１１

命令アドレスバス

１２

フロー信号

２０

ループキャッシュ

２１

命令バス

３０

Ｌ１キャッシュ

３１

命令バス

４０

状態遷移機械

４１

セレクト信号

４２

ループキャッシュ制御信号

４３

リーク電流制御信号

５０

マルチプレクサ（ＭＵＸ）

５１

命令バス

６０

リーク電流制御回路

６１

リーク電流制御信号
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６２

リーク電流制御信号

６３

リーク電流制御信号

７０

分岐予測器

７１

分岐予測信号

【図１】
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