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あ ら ま し

従来のLSI設計ではLSI全体にわたって均一の電源が供給されることを想定していたの
に対し，複数電源電圧設計や電源遮断設計を行う場合には，LSI内部を複数の電源領域に
分けて設計する必要があり，LSI設計が複雑になる。
本稿では，このようなLSIにおいても高い信頼性で設計を行う富士通セミコンダクター

の画像LSIに適用した低消費電力技術について紹介する。富士通セミコンダクターでは，
電源制御を行うことで，低消費電力化を図る一連の技術をCoolAdjustとして，注力開発
を行っている。そこで，主にダイナミック電力の削減に対して効果のある複数電源電圧

設計と，リーク電力の削減に対して効果のある電源遮断設計の技術を中心に説明する。

また電源遮断設計においては，電源スイッチをONして回路に電源を供給する際に，回路
の寄生容量を充電するための突入電流と言われる大きな電流が流れることで，既に電源

ONして動作している回路が影響を受けるということが知られている。2種類の電源スイッ
チを時間差を付けて制御することによりこの問題を解決したので，これについても紹介

する。

Abstract

The conventional LSI design assumed power would be supplied uniformly to all 
parts of an LSI.  For a design with multiple power supply voltages and a power gating 
design, the inside of an LSI must be divided into multiple power supply regions, which 
complicates the LSI design.  This paper introduces the low-power technology applied to 
imaging LSIs of Fujitsu Semiconductor, which designs such complicated LSIs with high 
reliability.  Fujitsu Semiconductor engages in intensive development with CoolAdjust, 
a set of technologies to reduce power consumption by implementing power supply 
control.  Accordingly, this paper mainly focuses on describing technologies for a design 
with multiple power supply voltages that can effectively reduce the dynamic power and 
a power gating design that can effectively reduce the amount of leakage power.  In a 
power gating design, when the power switch is turned on to supply power to a circuit, 
a large current called an inrush current runs so as to charge the parasitic capacitance 
of the circuit.  It is known that this inrush current affects the circuits that are already 
powered on.  This problem has been solved by controlling two types of power switches 
with a time interval, which is also presented here.
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ま　え　が　き

デバイスの微細化は，近年鈍化傾向にあるが，
それでも2年に寸法ベースで0.7倍程度の微細加工
が実現されており，これは，シリコンの単位面積
あたりに集積される素子数が2年に2倍程度増加す
ることに対応する。動作周波数についても高速化
してきており，ハイエンドシステム向けのLSIのみ
ならず，コンシューマ系のLSIや本特集号で取り上
げる画像LSIにおいても傾向は同じである。
特に携帯機器向けの画像LSIでは，バッテリの長
寿命化や軽量化の観点から消費電力を下げること
が強く求められている。携帯機器以外の据置き型
機器向け画像LSIにおいても，パッケージなどの実
装コストの観点から，低電力化が求められている
が，最近の環境意識の高まりから，消費電力を低
減することが強く要請される状況となっている。
このようにデバイスの高集積化と高性能化によ
り消費電力が増大してしまう傾向に対し，装置側
の制約や環境の観点からの低消費電力化の要請に
応えるために，低消費電力技術のソリューション
を継続的に提供していかなければならない状況に
ある。

ま　え　が　き
富士通セミコンダクターでは，図-1に示すよう
にシステムLSIの低消費電力化に対して，ソフト
ウェア設計，上位レベル設計，アーキテクチャ設計，
論理設計，回路設計，レイアウト設計，更にデバ
イスプロセスといった設計の各階層レベルにおい
て低消費電力化への取組みを行っている。一般的
には，上位の階層で消費電力への対策を行うと電
力削減効果が大きいことが知られている。一方で
下位の階層で適用する低消費電力技術は，特定の
システム構成や設計に依存せず，多くの種類のLSI
に適応可能であることが多い。
この低消費電力化への取組みと同時に，これを
評価するツールである電力評価CADへの取組みも
行っている。電力評価CADで得られたLSIの電力
解析結果を基に消費電力上の課題を抽出する。い
わゆる消費電力の見える化であり，電力低減の観
点で問題箇所を発見し集中的に対処するための手
段として使っている。これについては，本誌掲載
の「大規模画像LSIの検証技術」で説明する。
本稿では，画像LSIに適用されている主な低消費
電力技術を紹介する。
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図-1　設計階層ごとの低消費電力技術
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も深刻となってきている。
富士通セミコンダクターでは，電源を制御する
ことで低電力化を図る一連の低消費電力設計技術
をCoolAdjustとして体系化し注力開発している。
画像LSIにおいては，CoolAdjustのうち複数電源電
圧設計，電源遮断設計を適用しており，次章以降，
これらを中心に紹介する。

ダイナミック電力の削減技術

画像LSIにおけるダイナミック電力の削減に向け
て，無駄な回路動作による電力を削減する回路最
適化や，複数電源電圧設計といった低消費電力化
手法を適用している。
回路の最適化は，先にも述べた電力評価CADの
結果を使い，目標電力仕様に対して大きな電力を
消費している部分を抽出し，電力効率の良いアル
ゴリズムや回路方式に置き換えるとともに，回路
動作の止め忘れを抽出してきめ細かく動作停止制
御をするように回路変更を行うものである。
複数電源電圧設計による手法は，LSIのうち高速
で動作する必要のある回路を高い電圧で動作させ，
低速動作の回路を低い電圧で動作させる。異なる
電圧の回路同士を接続する信号線には，信号電圧

ダイナミック電力の削減技術

消費電力トレンド

画像LSIをはじめとするシステムLSIの消費電
力トレンドを図-2に示す。これは，プロセスルー
ルが180 nm世代の消費電力に対して，図-1に示す
低消費電力設計技術を適用せずに，各世代ともに
5 mm角のサイズのLSIを実現したことを想定した
場合の消費電力を示しており，40 nm世代では，
回路動作に伴うダイナミック電力が180 nm世代の
6.9倍，回路動作に関係なく消費されるリーク電力
が31倍になってしまうことを示している。

LSIの消費電力低減には，電源電圧を下げること
が効果的に寄与する。ダイナミック電力は，電源
電圧の2乗に比例することが知られており，電源電
圧を下げることができれば，低消費電力化の効果
が極めて大きい。130 nm世代までは，電源電圧が
順調に下がってきたので，これが低消費電力化に
大きく寄与してきた。しかし，130 nm世代以降標
準的な電源電圧は，主にSRAMの低電圧動作の制
約により1 V付近で下げ止まっており，むしろ高集
積化や動作周波数の高速化によるダイナミック電
力の増大が起きている。また高集積化やプロセス
ばらつきの増大によるリーク電力の増大について

消費電力トレンド
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図-2　システムLSIの消費電力のトレンド
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レベルの変換を行うレベルシフタ回路を図-3のよ
うに挿入する必要がある。
以下に，画像LSIにおける複数電源電圧設計の例
を述べる。外部からの割込み信号などを待つ回路
や時計動作を行う回路については，高速で動作さ
せる必要はないものの，常に動作させておく必要
があるので，バッテリ動作機器向けには，消費電
力を極めて低いレベルに下げる必要がある。これ
らの回路については，SRAMを使っていないため，
電源電圧を通常の回路に対して半分近い電圧にま
で下げることが可能であり，これによりダイナミッ
ク電力を削減している。リーク電力も併せて削減
するために，ゲート長の長い低リークのトランジス
タを使って，併せて低消費電力化を達成している。

リーク電力の削減技術

画像LSIのリーク電力の削減技術に向けて，複数
しきい値設計，電源遮断設計といった低消費電力
化手法を適用している。
複数しきい値設計は，回路のうち高速で動作す
べき回路部分に，しきい値が低く高速であるがリー
ク電力が大きなトランジスタを限定的に使い，そ
れ以外の大部分の高速性を要求されない回路につ
いて，しきい値が高く低速でリーク電力の小さな
トランジスタを使う設計手法である。リーク電力
が大きなトランジスタの使用を少量に限定するこ
とで，回路のリーク電力を低く保ったまま高速な
動作を実現することができる。
電源遮断設計の概念を図-4に示す。電源遮断設
計は，回路が未使用の間，回路と電源線の間に直
列に挿入されている電源スイッチトランジスタを
OFFすることで電源ON/OFF回路への給電を停止
するもので，電源スイッチを切断している間，回
路のリーク電力を給電状態に対して2桁から3桁程
度と大幅に削減できるという効果がある。電源ON/
OFFする回路から出力される信号については，電
源OFF時に状態が不確定となるので，この信号が
常時電源ON回路などに入力されると，常時電源
ON回路の誤動作につながる。これを避けるために
電源ON/OFF回路からの不定信号の伝播

ぱ

を抑止す
るためのアイソレータと呼ばれる回路を挿入する
必要がある。
電源スイッチに要求される特性について述べる。

リーク電力の削減技術
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図-4　電源遮断設計の概念
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源スイッチ（wg信号で制御されるWeakスイッチ）
を先にONさせる。Weakスイッチは回路のON/
OFF電源線を充電できる程度のサイズに調整して
ある。WeakスイッチによりON/OFF電源線の電
位が十分に上昇した後に，回路の動作電流を供給
可能な電源スイッチ（sg信号で制御されるStrong
スイッチ）を制御する。回路の電源線を充電する
電流特性と回路へ供給する電源電流，電圧変動を
独立に最適化することが可能になり，結果として，
突入電流による誤動作を回避しつつ，電源スイッ
チ部分での電圧変動を抑制し，立ち上がり時間を
数µ秒に短縮できる。
突入電流による悪影響を更に減らす方法として，
図-5（c）に示すような方式（1）を考案した。Weak
スイッチによりON/OFF電源線を充電する際に発
生する突入電流について，Vdd電源線を流さずに，
専用の突入電流バイパスVdd電源線を通して流す
ことで，Vdd電源線に発生する電源電圧変動を最
小化できる。

複数電源の設計と検証技術

ここまで，画像LSI向けの種々の低消費電力設計
技術のうちCoolAdjustに属するものとして，複数

複数電源の設計と検証技術

まず回路へ供給される電源電圧が電源スイッチ部
分の抵抗により変動することを極力抑える必要が
ある。また電源スイッチを投入してから回路が使
えるようになる時間を極力短くすることが求めら
れる。更に，電源スイッチを不用意に投入すると，
電源ON/OFF回路の静電容量を充電するために，
突入電流という大きな電流がLSIの電源線に流れ，
これによりLSIの電源電圧が変動し，常時電源ON
回路などほかの回路の動作に悪影響を及ぼすこと
があり，これを避けなければならない。
従来の電源スイッチは図-5（a）の構成を使って
いた。突入電流の問題を回避するために，回路の
動作電流を供給できる大きなサイズの電源スイッ
チトランジスタを制御するg信号の電圧をゆっくり
と変化させることで，電源スイッチに大きな電流
が流れることを防ぎ，Vdd電源線に発生する電源
電圧変動を抑えていた。この場合，g信号の電圧が
完全に遷移するまで，回路動作をスタートすること
ができない。突入電流によるほかの回路への悪影響
を避けつつ，回路が使用可能になるまでの時間を短
縮するという課題を解決する方法として，図-5（b），
図-5（c）に示すような構成がある。図-5（b）では，
回路の容量を充電できる程度の小さなサイズの電

回路突入電流を削減
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図-5　電源スイッチの制御方式
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だLSI設計フローを世界で最初に確立し，各種の
LSI製品に適用している。2012年7月時点で50品種
以上のLSI設計への適用実績がある。

CPFとは独立にIEEE（Institute of Electrical 
and Electronic Engineers）において標準化され
た電源情報記述フォーマットであるUPF（Unifi ed 
Power Format）を使った設計も可能なようにLSI
の設計フローを整備している。

将来に向けて

消費電力トレンドの章でも述べたように，プロ
セス微細化の進展により，特にSRAMの低電圧動
作が困難となっている。これはSRAMのトランジ
スタがLSIの中で最も微細であり，プロセスばら
つきの影響を受けやすく，動作マージンが低下し
やすいためである。このような課題に対して，ト
ランジスタのばらつきを小さくできる新規のトラ
ンジスタ技術（2）やSRAMセルの動作マージンを
確保する技術を導入することで，SRAMを低電圧
においても動作させることが可能となる。その結
果，低電圧動作により消費電力を削減することが
容易となるとともに，本稿で紹介した複数電源電
圧設計の効果を大きくすることが期待できる。ま
た，必要とされる処理能力に応じて動作周波数と
電源電圧を制御し低電力化を図るDVFS（Dynamic 
Voltage Frequency Scaling）と呼ばれる技術，プ
ロセスばらつきの中心値がfast側にばらついたチッ
プについてばらつきに応じて電源電圧を下げるよ
うに制御し低電力化を図るASV（Adoptive Supply 
Voltage）と呼ばれる技術があるが，これら電源電
圧を制御して低電力化を図る技術についても，そ
の効果を高めることができる。

む　　す　　び

本稿では，最近の消費電力トレンドについて述
べるとともに，画像LSIに適用されている低消費電
力技術のうち，複数電源電圧設計と電源遮断設計
を中心に紹介した。また，これらの低消費電力化
手法は，LSI内部を複数の電源領域に分けるとと
もに，レベルシフタ，アイソレータ，電源スイッ
チなどもインプリメントする必要があり，このよ
うな設計を高い信頼性で実施するために導入した
CPFを使った設計手法について述べた。将来的に

将来に向けて

む　　す　　び

電源電圧設計と電源遮断設計を中心に述べた。こ
れらの低消費電力設計技術を適用するためにはLSI
上を複数の電源の領域に分けるとともに，領域間
を接続する信号にレベルシフタやアイソレータを
挿入することが必要となる。また電源遮断設計に
おいては，電源スイッチを電源と回路の間に挿入
する必要がある。
過去にも複数の電源領域を有するLSIの設計事例
はあったが，RTL（Register Transfer Level）設
計，論理検証，論理合成の段階では，電源仕様を
意識せずに設計し，最終的なLSIの物理実装段階で
ある配置配線やレイアウト段階で，複数電源電圧
や電源遮断といった電源仕様を適用して設計する
ということが行われていた。このように，電源仕
様が，RTL設計段階で考慮されないため，例えば，
電源OFF状態の回路からの信号を使う回路を設計
してしまったり，電源OFF状態から復帰後の回路
については，電源OFF以前の内部状態が消失して
いるが，これを想定せずに設計してしまったりと
いったことが生じてしまう。更に設計ツールごと
に，個別に電源仕様を与えることから，設計の一
貫性が保たれず，設計品質に問題を生じやすい状
況にあった。
富士通セミコンダクターでは，業界標準のLSI
電源情報記述フォーマットであるCPF（Common 
Power Format）の標準化に早期から参画し，LSI
の設計フローに導入している。CPFは，LSI設計
技術の標準化コンソーシアムであるSi2（Silicon 
Integration Initiative）傘下のLow Power Coalition
が，保有管理している低消費電力LSIの電源仕様や
回路仕様を記述する言語であり，一度仕様設計や
RTL設計でCPFに基づいて回路の仕様を記述すれ
ば，論理合成や配置配線，シミュレーション，検証，
テストなどの設計段階においても，元のCPFをマ
スターにして設計ツールに入力することができる。
その結果，従来，各設計段階で，曖昧だった電
源情報の受渡しが明確化され，信頼性の高い設計
が可能になる。
また，従来の論理シミュレーションではできな
かった回路の電源OFFの状態をシミュレーション
できるようになり，複数の電源領域を有するLSIの
論理検証の品質を向上させることができる。
富士通セミコンダクターでは，CPFを組み込ん
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著 者 紹 介

は，プロセスの微細化に伴い下げ止まりを見せて
いる電源電圧を更に下げ，今後も低消費電力化を
進める上で，プロセスばらつきの低減への取組み
や，SRAMの動作マージンを確保し動作電圧を低
減する取組みが重要である。
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