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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レジスタを有するＣＰＵと、
　キャッシュメモリと、
　前記キャッシュメモリとデータの授受を行うメインメモリと、
　前記キャッシュメモリと前記メインメモリとの間のデータの授受を制御する制御部と、
　前記レジスタ、前記キャッシュメモリ、及び前記メインメモリに電源供給を行う電源部
と
　を含み、
　前記レジスタ及び前記キャッシュメモリは、不揮発性メモリであり、前記メインメモリ
は、不揮発性メモリ、又は、前記電源部の異常時にバックアップ用電源から電力が供給さ
れる揮発性メモリであり、
　さらに前記制御部は、前記ＣＰＵが設定する電源異常フラグが前記電源部の異常を表す
時に、前記ＣＰＵからの、前記レジスタ、前記キャッシュメモリ、及び前記メインメモリ
へのアクセスを停止し、前記電源部の異常発生後に前記電源部が復旧して電源異常フラグ
が前記電源部の異常を表さなくなると、前記ＣＰＵに前記レジスタ、前記キャッシュメモ
リ、及び前記メインメモリの各々に保持されたデータを用いて処理を再開させる処理を行
う
ことを特徴とするデータ処理装置。
【請求項２】
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　前記ＣＰＵは、前記電源部の異常発生後に前記電源部が復旧されると、前記電源部の異
常の発生時に実行していたプログラムを前記電源部の異常発生時のステップ、又は、前記
異常発生時のステップよりも１ステップ前のステップから再開する、請求項１に記載のデ
ータ処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　電源に異常が発生しても、データを退避させる必要のないデータ処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、従来のデータ処理装置の構成を示す図である。従来のデータ処理装置は、ＣＰ
Ｕ（Central Processing Unit：中央処理装置）１、キャッシュメモリ２、制御部３、メ
インメモリ４、ＨＤＤ（Hard Disk Drive：ハードディスクドライブ）５、及び電源部６
を含む。キャッシュメモリ２、制御部３、メインメモリ４、及びＨＤＤ５の間はバスで接
続される。
【０００３】
　ＣＰＵ１は、ＨＤＤ５に記憶されたプログラムやデータ等を読み込み、プログラムに従
った演算処理を行い、演算結果を出力する。ＣＰＵ１は、演算結果やメインメモリ４を読
み書きする際のアドレス等のデータを一時的に保持するレジスタ１Ａを含む。
【０００４】
　レジスタ１Ａとしては、典型的には、揮発性のレジスタが用いられる。
【０００５】
　ＣＰＵ１には、データを一時的に保持する高速小容量メモリであるキャッシュメモリ２
が接続される。キャッシュメモリ２としては、典型的には、ＳＲＡＭのような揮発性のメ
モリが用いられる。
【０００６】
　制御部３は、ＣＰＵ１によって制御され、キャッシュメモリ２とメインメモリ４の間で
データの受け渡しを行う制御部である。
【０００７】
　メインメモリ４は、ＣＰＵ１が利用するデータをＨＤＤ５から読み込んで一時的に保持
するためのメモリであり、典型的には、ＤＲＡＭ（ＤＲＡＭ（Dynamic RAM：リフレッシ
ュ等の記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリ）のような揮発性のメモリが用
いられる。
【０００８】
　ＨＤＤ５は、ＣＰＵ１の演算処理に必要なプログラムや演算結果等のデータを記憶する
ための大容量記憶装置である。
【０００９】
　電源部６は、外部の電源から供給される電圧値を変換してＣＰＵ１、レジスタ１Ａ、キ
ャッシュメモリ２、制御部３、メインメモリ４、及びＨＤＤ５に電力を供給する。電源部
６は、電源部６に異常が発生した後に後述するデータ退避処理を行う間に必要な電力を蓄
積するための電源保持用の大容量のコンデンサを有する。なお、電源部６の電圧値はＣＰ
Ｕ１によって常時監視されている。
【００１０】
　このように、従来のデータ処理装置は、ＨＤＤ５から必要なプログラムやデータをメイ
ンメモリ４に読み出し、ＣＰＵ１で様々な演算処理を行っていた。
【００１１】
　図２は、従来のデータ処理装置で電源部６の電力供給系に異常が発生した際にＣＰＵ１
によって実行される処理手順を示す図である。ここで、電源部６の電力供給系の異常とは
、電源部６に電力を供給する電力供給系の停電や電源部６の故障が生じることをいう。
【００１２】
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　ＣＰＵ１は、電源部６から入力される監視結果に基づき、電源部６から供給される電圧
値に故障や停電等の異常による低下が生じていないか否かを判定する（ステップＳ１）。
この処理は、電源部６から供給される電圧値の低下が発生するまで繰り返し実行される。
【００１３】
　ＣＰＵ１は、電源部６からの供給電圧の低下が発生したと判定した場合は、電源異常フ
ラグを"１"に設定する（ステップ２）。
【００１４】
　ＣＰＵ１は、レジスタ１Ａ及びキャッシュメモリ２のデータをＨＤＤ５に退避させるデ
ータ退避処理を実行してデータをＨＤＤ５に保存し、この保存処理が終了したか否かを判
定する（ステップＳ３）。この処理は、レジスタ１Ａ及びキャッシュメモリ２のデータの
ＨＤＤ５へのデータ退避処理が終了したと判定するまで繰り返し実行される。
【００１５】
　ＣＰＵ１は、ＨＤＤ５への保存が終了したと判定すると、ＣＰＵ１の処理履歴をＨＤＤ
１へ保存する（ステップＳ４）。
【００１６】
　次いで、ＣＰＵ１は、メインメモリ４のデータをＨＤＤ５に退避させるデータ退避処理
を実行してデータをＨＤＤ５に保存し、データ退避処理が終了したか否かを判定する（ス
テップＳ５）。この処理は、メインメモリ４のデータのＨＤＤ５へのデータ退避処理が終
了したと判定するまで繰り返し実行される。
【００１７】
　ＣＰＵ１は、全ての処理を停止させる（ステップＳ６）。
【００１８】
　これにより、電源部６の交換又は修理等を行える状態になる。
【００１９】
　ＣＰＵ１は、電源部６の交換又は修理等が行われた後に再起動されると、電源異常フラ
グが"１"であるか否かを判定する（ステップＳ７）。これは、再起動される前の軌道状態
において、電源部６の電圧値の低下が発生したか否かを判定するために行われる処理であ
る。
【００２０】
　ＣＰＵ１は、ステップＳ３でＨＤＤ５に退避させたデータをレジスタ１Ａ、キャッシュ
メモリ２、及びメインメモリ４に展開し、この展開処理が終了したか否かを判定する（ス
テップＳ８）。この処理は、展開処理の終了が確認されるまで繰り返し実行される。
【００２１】
　ＣＰＵ１は、電源部６の異常が発生する前の処理を継続する（継続ジョブを開始する）
（ステップＳ９）。
【００２２】
　以上で電源部６に異常が発生した場合におけるデータ退避処理と再起動処理が終了する
。電源部６に異常が発生した後にデータ退避処理を行う間に必要な電力は、電源部６内の
電源保持用の大容量のコンデンサから供給される。
【００２３】
　また、図１に示すデータ処理装置とは異なり、図３に示すように、メインメモリ４にバ
ックアップ用の電力を供給するバックアップ電源(バッテリバックアップ等)７を有し、電
源部６に異常が発生した場合に、メインメモリ４のＤＲＡＭに記憶されるデータを保護す
るデータ処理装置もあった。バックアップ電源７には、例えば、バッテリが用いられてい
た。
【特許文献１】特開平７－２５３９３５号公報
【特許文献２】特開平６－２５１５７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
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　ところで、上述のようなデータ退避処理には、数秒～数十秒程度の時間を有するため、
電源保持の為に大容量のコンデンサが必要となり、装置の大型化、コスト高の要因になっ
ていた。特に、メインメモリ４はレジスタ１Ａやキャッシュメモリ２よりも容量が大きい
ため、データ退避処理に時間を要していた。
【００２５】
　また、電源部６が復旧した後の再起動においても、退避データの展開処理に長時間を要
するため、データ処理装置をすぐに利用することができなかった。特に、システムの利用
者が多い機関等、早期の復旧が求められるデータ処理装置では、利用者の要求に応じて迅
速に復旧できることが必要とされていた。
【００２６】
　そこで、電源に異常が発生した場合に、データを退避させなくてもデータを保存するこ
とのできるデータ処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　本発明は、上記目的を達成するために、レジスタ及びキャッシュメモリを不揮発性メモ
リとし、メインメモリを、不揮発性メモリ、又は、前記電源部の異常時にバックアップ用
電源から電力が供給される揮発性メモリとし、さらに前記制御部は、前記ＣＰＵが設定す
る電源異常フラグが前記電源部の異常を表す時に、前記ＣＰＵからの、前記レジスタ、前
記キャッシュメモリ、及び前記メインメモリへのアクセスを停止し、前記電源部の異常発
生後に前記電源部が復旧して電源異常フラグが前記電源部の異常を表さなくなると、前記
ＣＰＵに前記レジスタ、前記キャッシュメモリ、及び前記メインメモリの各々に保持され
たデータを用いて処理を再開させる処理を行うようにしたものである。

【発明の効果】
【００２８】
　電源に異常が発生した場合に、データを退避させなくてもデータを保存することのでき
るデータ処理装置を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明のデータ処理装置を適用した実施の形態について説明する。
【００３０】
　［実施の形態１］
　図４は、実施の形態１のデータ処理装置の構成を示すブロック図である。実施の形態１
のデータ処理装置の説明において、従来のデータ処理装置と同一又は同等の構成要素には
同一符号を付し、その説明を省略する。
【００３１】
　実施の形態１のデータ処理装置は、ＣＰＵ１０、ＣＰＵ１０に内蔵されるレジスタ１０
Ａ、キャッシュメモリ１２、制御部３、メインメモリ１４、ＨＤＤ５、及び電源部１６を
含む。
【００３２】
　ＣＰＵ１０に含まれるレジスタ１０Ａとしては、ＭＲＧ（Magnetoresistive Register
：磁気レジスタ）、又は、ＭＲＡＭ（Magnetoresistive Random Access Memory：磁気Ｒ
ＡＭ）を用いることができる。ＭＲＧとＭＲＡＭは、不揮発性メモリであるため、電源部
１６に異常が生じてもデータは揮発せずに保存される。なお、レジスタ１０Ａを除いた中
央処理装置としてのＣＰＵ１０自体は、従来のデータ処理装置におけるＣＰＵ１と同一で
あってよい。
【００３３】
　キャッシュメモリ１２としては、例えば、ＭＲＡＭを用いることができる。上述のよう
にＭＲＡＭは不揮発性メモリであるため、レジスタ１０Ａと同様に、電源部１６に異常が
生じてもキャッシュメモリ１２内のデータは揮発せずに保存される。
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【００３４】
　メインメモリ１４としては、例えば、大容量のＭＲＡＭを用いることができる。上述の
ようにＭＲＡＭは不揮発性メモリであるため、レジスタ１０Ａ及びキャッシュメモリ１２
と同様に、電源部１６に異常が生じてもメインメモリ１４内のデータは揮発せずに保存さ
れる。
【００３５】
　電源部１６は、外部の電源から供給される電圧値を変換してＣＰＵ１０、レジスタ１０
Ａ、キャッシュメモリ１２、制御部３、メインメモリ１４、及びＨＤＤ５に電力を供給す
る装置である。電源部１６は、従来のデータ処理装置の電源部６とは異なり、大容量のコ
ンデンサは有しない。なお、電源部１６の電圧値はＣＰＵ１０によって常時監視されてい
る。
【００３６】
　図５は、実施の形態１のデータ処理装置で電源部に異常が発生した際に実行される処理
手順を示す図である。ここで、電源部に異常が発生するとは、電源部１６の異常（故障や
停電等）が発生することをいう。なお、この処理はＣＰＵ１０によって実行される処理で
ある。
【００３７】
　ＣＰＵ１０は、電源部１６から入力される監視結果に基づき、電源部１６から供給され
る電圧値に故障や停電等の異常による低下が生じていないか否かを判定する（ステップＳ
１１）。この処理は、電源部１６から供給される電圧値の低下が発生するまで繰り返し実
行される。
【００３８】
　ＣＰＵ１０は、電源部１６からの供給電圧の低下が発生したと判定した場合は、電源異
常フラグを"１"に設定する（ステップ１２）。
【００３９】
　ＣＰＵ１０は、プログラムが停止されたか否かを判定する（ステップＳ１３）。この処
理は、プログラムが停止されるまで繰り返し実行される。なお、プログラムの停止は、Ｃ
ＰＵ１０が実行する。この処理は、プログラムの停止が確認されるまで繰り返し実行され
る。
【００４０】
　次いで、ＣＰＵ１０は、レジスタ１０Ａ、キャッシュメモリ１２、及びメインメモリ１
４へのアクセスが停止されたか否かを判定する（ステップＳ１４）。なお、アクセスの停
止は、ＣＰＵ１０が実行する。この処理は、アクセスの停止が確認されるまで繰り返し実
行される。
【００４１】
　ＣＰＵ１０は、ＣＰＵ１０の制御信号及びＣＰＵ１０のアドレス信号がレジスタ１０Ａ
内に保存されたか否かを判定する（ステップＳ１５）。なお、制御信号及びアドレス信号
のレジスタ１０Ａへの保存は、ＣＰＵ１０が実行する。この処理は、制御信号及びアドレ
ス信号の保存が確認されるまで繰り返し実行される。
【００４２】
　次いで、ＣＰＵ１０は、全ての処理を停止させる（ステップＳ１６）。
【００４３】
　これにより、電源部１６の交換又は修理等を行える状態になる。
【００４４】
　ＣＰＵ１０は、電源部１６の交換又は修理等の後に再起動されると、電源異常フラグが
"１"であるか否かを判定する（ステップＳ１７）。これは、再起動の前に電源部１６の電
圧値の低下が発生したか否かを判定するために行われる処理である。
【００４５】
　ＣＰＵ１０は、レジスタ１０Ａ、キャッシュメモリ１２、及びメインメモリ１４に保持
されたデータを使用し、電源部１６の異常の発生時に実行していたプログラムを電源部１
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６の異常発生時のステップから再開するかを判定する（ステップＳ１８）。再開が確認さ
れると処理が終了する。
【００４６】
　以上で電源部１６に異常が発生した場合におけるＣＰＵ１０による処理が終了する。
【００４７】
　このように実施の形態１のデータ処理装置によれば、レジスタ１０Ａ、キャッシュメモ
リ１２、及びメインメモリ１４は不揮発性のメモリであるため、電源部１６の電力供給系
に異常が発生した場合でも、従来のようなデータ退避処理を実行しなくても、各メモリの
データは保存される。
【００４８】
　なお、実際には、電源部１６に異常が発生した後から全ての動作を終了させるまでに電
力が必要であるが、そのような電力は微小であり、微小な電力であれば電源部１６内に残
留する電力で十分に賄うことが可能である。このため、電源部１６には、従来のような電
源保持用の大容量のコンデンサを設ける必要はない。
【００４９】
　次に、図６を用いて実施の形態１のデータ処理装置の動作例について説明する。ここで
は、比較のために、従来のデータ処理装置の動作例についても併せて説明する。
【００５０】
　図６は、実施の形態１のデータ処理装置の動作例を示す図であり、（ａ）は電源部１６
の異常の発生を時系列で示す特性、（ｂ）は従来のデータ処理装置による電源異常フラグ
、プログラムの動作の有無、データ退避処理及びデータ展開処理の有無、及び電源保持の
有無を時系列で示す特性、（ｃ）は実施の形態１のデータ処理装置による電源異常フラグ
、プログラムの動作の有無、及び電源残留電力の利用の有無を時系列で示す特性である。
【００５１】
　「従来のデータ処理装置の動作」
　図６（ｂ）に示すように、時刻ｔ＝０では、電源異常フラグは"０"、プログラムは動作
（オン）状態にあり、データ退避処理は行われておらず（ＯＦＦ）、電源部６のコンデン
サによる電源保持は行われていない（無）。
【００５２】
　図６（ａ）に示すように、時刻ｔ＝ｔ１で電源部６の異常が発生すると、時刻ｔ＝ｔ２
で電源異常フラグが"１"に設定される。これにより、データ退避処理が実行され（ＯＮ）
、電源部６のコンデンサによる電源保持が行われる（有）。
【００５３】
　時刻ｔ＝ｔ３でデータ退避処理が終了（ＯＦＦ）し、さらに時刻ｔ＝ｔ４では電源部６
のコンデンサによるバックアップが終了する（無）。
【００５４】
　時刻ｔ＝ｔ５では、電源部６の電圧値がＣＰＵ１、レジスタ１Ａ、キャッシュメモリ２
、及びメインメモリ４の動作電圧を下回り、時刻ｔ＝ｔ６では電源部６の電圧値が略零と
なる。
【００５５】
　その後、電源部６の交換及び電源の再投入により時刻ｔ＝ｔ７から電源部６の電圧値が
徐々に上昇される。
【００５６】
　時刻ｔ＝ｔ８において再起動がかけられると、ＣＰＵ１によって電源異常フラグが"０"
に設定され、退避されていたデータの展開処理が実行される（ＯＮ）。
【００５７】
　時刻ｔ＝ｔ９でデータの展開処理が終了すると（ＯＦＦ）、時刻ｔ＝ｔ１０でＣＰＵ１
が展開されたデータを用いてジョブを継続する。
【００５８】
　以上で、従来のデータ処理装置による処理が終了する。なお、時刻ｔ＝ｔ２～ｔ４は、
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例えば、数秒から数十秒程度である。
【００５９】
　このように、従来のデータ処理装置では、データ退避処理及びデータ展開処理が必要な
ため、再起動を迅速に行うことができず、また、データ退避処理を行うための電力供給源
が必要であった。このような電力供給源は、大容量のコンデンサとして電源部６内に実装
されていたため、従来のデータ処理装置は、小型化が困難で、コストも嵩んでいた。
【００６０】
　「実施の形態１のデータ処理装置の動作」
　図６（ｃ）に示すように、時刻ｔ＝０では、電源異常フラグは"０"、プログラムは動作
（オン）状態にあり、電源部１６の残留電力は使用されていない（無）。
【００６１】
　図６（ａ）に示すように、時刻ｔ＝ｔ１で電源部６の異常が発生すると、時刻ｔ＝ｔ２
で電源異常フラグが"１"に設定される。これにより、プログラムが停止される（ＯＦＦ）
。なお、プログラムの停止とともに、データ処理装置の全ての処理が停止される。
【００６２】
　また、時刻ｔ＝ｔ２からの数ミリ秒程度の間は、プログラムの停止やデータ処理装置の
全ての処理の停止を行うために、電源部１６の残留電力が利用される。
【００６３】
　その後、電源交換が行われ、時刻ｔ＝ｔ８にデータ処理装置の再起動がかけられると、
ＣＰＵ１０は、電源部１６の異常発生時のステップから再開する。
【００６４】
　以上のように、実施の形態１のデータ処理装置は、電源部１６に異常が発生し、電圧値
が低下した場合でも、ＣＰＵ１０は、レジスタ１０Ａ、キャッシュメモリ１２、及びメイ
ンメモリ１４へのアクセスを禁止し、全ての処理を停止させるだけである。
【００６５】
　レジスタ１０Ａ、キャッシュメモリ１２、及びメインメモリ１４は不揮発性のメモリで
あるため、従来のようなデータ退避処理を実行しなくても、各メモリのデータは保存され
る。
【００６６】
　このため、実施の形態１のデータ処理装置によれば、電源部１６の電力供給系に異常が
発生した場合でも、従来のようなデータ退避処理は不要である。
【００６７】
　また、再起動がかけられた後においても、従来のデータ処理装置のように、ＨＤＤ５に
退避させたデータをレジスタ１Ａ、キャッシュメモリ２、及びメインメモリ４に展開させ
る必要がない。
【００６８】
　ＣＰＵ１０は、再起動がかけられた後には、レジスタ１０Ａ、キャッシュメモリ１２、
及びメインメモリ１４の各々で保持されたデータを用いてジョブ継続を行う。
【００６９】
　このため、電源部１６の電力供給系に異常が発生した場合でも、短時間に復旧し、ジョ
ブ継続を実現することができる。このように早期に復旧が可能なため、早期にコンピュー
タ装置の使用が可能となる。これは、特に、システムの利用者が多い機関等、早期復旧が
求められるデータ処理装置において有益である。
【００７０】
　また、上述のように、電源部１６には、レジスタ１０Ａ、キャッシュメモリ１２、及び
メインメモリ１４の長時間の電源保持は必要ないため、大容量のコンデンサを電源部１６
内に備える必要がない。
【００７１】
　このため、電源部１６の小型化を図ることができ、これにより、データ処理装置も小型
化される。また、データ展開処理のコストダウンを図ることができる。
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【００７２】
　また、従来のデータ処理装置では、バックアップ用のコンデンサ自体に短絡等の異常が
生じた場合には、データの退避処理を行うことができない。
【００７３】
　これに対して、実施の形態１のデータ処理装置では、レジスタ１０Ａ、キャッシュメモ
リ１２、及びメインメモリ１４の全てが不揮発性のメモリであるため、データの退避処理
を行う必要が無く、データを保存するため、信頼性の高いデータ処理装置を提供すること
ができる。
【００７４】
　また、以上では、ＣＰＵ１０は、再起動がかけられた際に、電源部１６の異常の発生時
に実行していたプログラムを電源部１６の異常発生時のステップから再開する形態につい
て説明したが、異常発生時のステップよりも１ステップ前のステップから再開してもよい
。
【００７５】
　このように、実施の形態１によれば、電源部１６に電源保持用の大容量のコンデンサを
設ける必要がないため、安価でデータ処理装置を提供することができる。
【００７６】
　また、以上では、レジスタ１０Ａ、キャッシュメモリ１２、及びメインメモリ１４の全
てが不揮発性のメモリであり、電源保持用のコンデンサを有しない形態について説明した
。
【００７７】
　しかしながら、データ退避処理とデータ展開処理を不要にしてデータ展開処理の復旧を
急ぐという観点からは、レジスタ１０Ａ、キャッシュメモリ１２、及びメインメモリ１４
のすべてに電源保持用のコンデンサが接続されていてもよい。また、同様に、レジスタ１
０Ａ、キャッシュメモリ１２、及びメインメモリ１４のうちのいずれかが不揮発性のメモ
リであり、揮発性メモリのものにバックアップ用電源が接続されていてもよい。
【００７８】
　［実施の形態２］
　図７は、実施の形態２のデータ処理装置の構成を示す図である。実施の形態２のデータ
処理装置は、メインメモリ２４が揮発性のメモリであり、バックアップ用電源（バッテリ
バックアップ等）７が接続されている点が実施の形態１のデータ処理装置と異なる。その
他の構成は、実施の形態１のデータ処理装置と同一であるため、同一の構成要素には同一
符号を付し、その説明を省略する。
【００７９】
　実施の形態２のデータ処理装置においても、電源部１６の異常が発生した場合には、メ
インメモリ２４のデータはバックアップ用電源７によって保持される。
【００８０】
　このため、実施の形態１と同様に、ＣＰＵ１０が全ての処理を停止することにより、デ
ータ退避処理は不要であり、再起動をかけるまでの時間が大幅に短縮化され、短時間に復
旧し、ジョブ継続を実現することができる。
【００８１】
　以上、本発明の例示的な実施の形態のデータ処理装置について説明したが、本発明は、
具体的に開示された実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲から逸脱する
ことなく、種々の変形や変更が可能である。
【００８２】
　以上の実施の形態１、２に関し、さらに以下の付記を開示する。
（付記１）
　レジスタを有するＣＰＵと、
　キャッシュメモリと、
　前記キャッシュメモリとデータの授受を行うメインメモリと、
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　前記キャッシュメモリと前記メインメモリとの間のデータの授受を制御する制御部と、
　前記レジスタ、前記キャッシュメモリ、及び前記メインメモリに電源供給を行う電源部
と
　を含み、
　前記レジスタ、前記キャッシュメモリ、及び前記メインメモリの各々は、前記電源部か
らの電源供給がなくとも記憶しているデータの内容が消失しない構成であり、
　さらに前記制御部は、前記電源部の異常時に、前記ＣＰＵからの、前記レジスタ、前記
キャッシュメモリ、及び前記メインメモリへのアクセスを停止する
ことを特徴とするデータ処理装置。
（付記２）
　前記制御部は、前記電源部の異常発生後に前記電源部が復旧されると、前記ＣＰＵに前
記レジスタ、前記キャッシュメモリ、及び前記メインメモリの各々に保持されたデータを
用いて処理を再開させる処理を行う、付記１に記載のデータ処理装置。
（付記３）
　前記ＣＰＵは、前記電源部の異常時に、前記ＣＰＵの制御信号、又は前記ＣＰＵのアド
レス信号を前記レジスタ内に保存する、付記１または付記２のいずれか一項に記載のデー
タ処理装置。
（付記４）
　前記ＣＰＵは、前記電源部の異常発生後に前記電源部が復旧されると、前記電源部の異
常の発生時に実行していたプログラムを前記電源部の異常発生時のステップ、又は、前記
異常発生時のステップよりも１ステップ前のステップから再開する、付記１乃至３に記載
のデータ処理装置。
（付記５）
　前記レジスタ、前記キャッシュメモリ、及び前記メインメモリの各々は、不揮発性メモ
リであることを特徴とする付記１乃至４に記載のデータ処理装置。
（付記６）
　前記レジスタ、前記キャッシュメモリ、及び前記メインメモリの各々は、前記電源部の
異常時にバックアップ用電源から電力が供給される揮発性メモリであることを特徴とする
付記１乃至４に記載のデータ処理装置。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】従来のデータ処理装置の構成を示す図である。
【図２】従来のデータ処理装置で電源部６の電力供給系に異常が発生した際に実行される
処理手順を示す図である。
【図３】従来のデータ処理装置の構成を示す図である。
【図４】実施の形態１のデータ処理装置の構成を示すブロック図である。
【図５】実施の形態１のデータ処理装置で電源部に異常が発生した際に実行される処理手
順を示す図である。
【図６】実施の形態１のデータ処理装置の動作例を示す図であり、（ａ）は電源部１６の
異常の発生を時系列で示す特性、（ｂ）は従来のデータ処理装置による電源異常フラグ、
プログラムの動作の有無、データ退避処理及びデータ展開処理の有無、及び電源保持の有
無を時系列で示す特性、（ｃ）は実施の形態１のデータ処理装置による電源異常フラグ、
プログラムの動作の有無、及び電源残留電力の利用の有無を時系列で示す特性である。
【図７】実施の形態２のデータ処理装置の構成を示す図である。
【符号の説明】
【００８４】
　３　制御部
　５　ＨＤＤ
　１、１０　ＣＰＵ
　１Ａ、１０Ａ　レジスタ
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　２、１２　キャッシュメモリ
　４、１４、２４　メインメモリ
　６、１６　電源部
　７　バックアップ用電源

【図１】 【図２】
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