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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の固有識別子を有する第一のコア、第二の固有識別子を有する第二のコアならびに
前記第一のコアおよび前記第二のコアが利用する共有キャッシュを少なくとも備えるプロ
セッサに加えられる動作電圧を、０．５ボルト以下に減少させるゼロ電圧電力管理状態へ
遷移する段階と、
　前記プロセッサの状態変数を保存する段階と、
　前記プロセッサに加えられる動作電圧が０．５ボルトよりも高い状態で、前記ゼロ電圧
電力管理状態を抜ける段階と、
　前記ゼロ電圧電力管理状態を抜けた後に、前記第一のコアの前記状態変数と前記第二の
コアの前記状態変数との復元を同期させて、前記プロセッサの前記状態変数を復元する段
階と、
　を有し、
　前記プロセッサの状態変数を保存する段階は、前記プロセッサに加えられる前記動作電
圧が０．５ボルト以下に減少されている間電力を供給され続ける専用キャッシュメモリに
前記プロセッサの状態変数を保存する段階を含み、
　前記専用キャッシュメモリに前記プロセッサの状態変数を保存する段階は、前記プロセ
ッサが前記ゼロ電圧電力管理状態に遷移する際、前記第一のコアの状態変数、前記第二の
コアの状態変数および前記共有キャッシュの内容を前記専用キャッシュメモリに保存する
段階を含み、
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　前記第一のコアの状態変数、前記第二のコアの状態変数および前記共有キャッシュの内
容を前記専用キャッシュメモリに保存する段階は、
　前記第一のコアおよび前記第二のコアのうちスリープ状態に移行すべき最後のコアの状
態変数を前記専用キャッシュメモリに保存する前に、前記共有キャッシュの内容を前記専
用キャッシュメモリに保存する段階と、
　前記最後のコアの固有識別子を、前記専用キャッシュメモリに記録する段階と、
　を含み、
　前記第一のコアの前記状態変数と前記第二のコアの前記状態変数との復元を同期させて
、前記プロセッサの前記状態変数を復元する段階は、前記専用キャッシュメモリに記録さ
れた前記固有識別子に対応するコアが、前記共有キャッシュの前記内容を復元する段階を
含む、
　方法。
【請求項２】
　前記ゼロ電圧電力管理状態への前記遷移中に、現在の電圧レベルを監視する段階をさら
に含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記プロセッサの状態変数を保存する段階は、
　前記プロセッサのゼロ電圧電力管理状態への遷移が開始されると、前記第一のコアの状
態変数を前記専用キャッシュメモリに保存する段階と、前記第二のコアの状態変数を前記
専用キャッシュメモリに保存する段階とを、独立して実行する段階を含む、
　請求項１または請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　自身に関連付けられる専用キャッシュメモリを含むプロセッサと、
　前記プロセッサに連結されて前記プロセッサに動作電圧を供給する電圧レギュレータと
、
　を含み、
　前記プロセッサは、第一の固有識別子を有する第一のコアと、第二の固有識別子を有す
る第二のコアと、前記第一のコアおよび前記第二のコアが利用する共有キャッシュをさら
に含み、
　前記電圧レギュレータは、前記プロセッサのゼロ電圧電力管理状態への遷移中に、前記
プロセッサに加えられる前記動作電圧を０．５ボルト以下に減少させ、
　前記専用キャッシュメモリは、前記プロセッサに加えられる前記動作電圧が０．５ボル
ト以下に減少されている間電力を供給され続ける電源に連結され、
　前記専用キャッシュメモリは、
　前記第一のコアの状態変数、前記第二のコアの状態変数および前記共有キャッシュの内
容を受け取り、前記第一のコアおよび前記第二のコアのうちスリープ状態に移行すべき最
後のコアの状態変数を保存する前に、前記共有キャッシュの内容を保存し、
　前記最後のコアの固有識別子を、前記専用キャッシュメモリに記録し、
　前記第一のコアおよび前記第二のコアは、前記ゼロ電圧電力管理状態を抜けた後、それ
ぞれの状態変数の復元を同期させて、前記プロセッサの前記状態変数を復元し、
　前記専用キャッシュメモリに記録された前記固有識別子に対応するコアは、前記ゼロ電
圧電力管理状態を抜けた後、前記共有キャッシュの前記内容を復元する
　装置。
【請求項５】
　前記電圧レギュレータは、前記ゼロ電圧電力管理状態を抜けた後、０．５ボルトよりも
高い電圧を供給することで、前記プロセッサに加えられる前記動作電圧を動作電圧状態に
増加させ、前記プロセッサの動作状態が前記専用キャッシュメモリから復元される、
　請求項４に記載の装置。
【請求項６】
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　前記専用キャッシュメモリは、前記プロセッサを含むパッケージの内部にある同期ラン
ダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）である、
　請求項４または請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記第一のコアは第一の固有識別子を有し、
　前記第二のコアは第二の固有識別子を有し、
　前記専用キャッシュメモリは、特定のコアの状態変数を、前記特定のコアの固有識別子
に基づき復元する、
　請求項４から請求項６までの何れか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記第一のコアおよび前記第二のコアは、前記プロセッサのゼロ電圧電力管理状態への
遷移が開始されると、独立して、前記専用キャッシュメモリに前記状態変数を保存する、
　請求項４から請求項７までの何れか一項に記載の装置。
【請求項９】
　コンピュータに、
　第一の固有識別子を有する第一のコア、第二の固有識別子を有する第二のコアならびに
前記第一のコアおよび前記第二のコアが利用する共有キャッシュを少なくとも備えるプロ
セッサに加えられる動作電圧を、０．５ボルト以下に減少させるゼロ電圧電力管理状態へ
遷移する手順と、
　前記プロセッサの状態変数をメモリに保存する手順と、
　前記プロセッサに加えられる動作電圧が０．５ボルトより高い動作電圧で前記ゼロ電圧
電力管理状態を抜ける手順と、
　前記ゼロ電圧電力管理状態を抜けた後に、前記第一のコアの前記状態変数と前記第二の
コアの前記状態変数との復元を同期させて、前記メモリから前記プロセッサの前記状態変
数を復元する手順と、
　を実行させる、プログラムであって、
　前記プロセッサの状態変数をメモリに保存する手順は、前記プロセッサに加えられる前
記動作電圧が０．５ボルト以下に減少されている間電力を供給され続ける専用キャッシュ
メモリに前記プロセッサの状態変数を保存する手順を含み、
　前記専用キャッシュメモリに前記プロセッサの状態変数を保存する手順は、前記プロセ
ッサが前記ゼロ電圧電力管理状態に遷移する際、前記第一のコアの状態変数、前記第二の
コアの状態変数および前記共有キャッシュの内容を前記専用キャッシュメモリに保存する
手順を含み、
　前記第一のコアの状態変数、前記第二のコアの状態変数および前記共有キャッシュの内
容を前記専用キャッシュメモリに保存する手順は、
　前記第一のコアおよび前記第二のコアのうちスリープ状態に移行すべき最後のコアの状
態変数を前記専用キャッシュメモリに保存する前に、前記共有キャッシュの内容を前記専
用キャッシュメモリに保存する手順と、
　前記最後のコアの固有識別子を、前記専用キャッシュメモリに記録する手順と、
　を含み、
　前記第一のコアの前記状態変数と前記第二のコアの前記状態変数との復元を同期させて
、前記メモリから前記プロセッサの前記状態変数を復元する手順は、前記専用キャッシュ
メモリに記録された前記固有識別子に対応するコアが、前記共有キャッシュの前記内容を
復元する手順を含む、
　プログラム。
【請求項１０】
　前記キャッシュメモリは同期ランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）である、
　請求項９に記載のプログラム。
【請求項１１】
　前記コンピュータに、
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　前記ゼロ電圧電力管理状態への前記遷移中に、現在の電圧レベルを監視する手順をさら
に実行させる、
　請求項９または請求項１０に記載のプログラム。
【請求項１２】
　前記プロセッサの状態変数をメモリに保存する手順は、
　前記プロセッサのゼロ電圧電力管理状態への遷移が開始されると、前記第一のコアの状
態変数を前記専用キャッシュメモリに保存する手順と、前記第二のコアの状態変数を前記
専用キャッシュメモリに保存する手順とを、独立して実行する手順を含む、
　請求項９から請求項１１までの何れか一項に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２００４年８月３１日出願の発明者Ｋｕｒｔｓらによるインテル・コーポレ
ーションに譲渡された米国特許出願番号１０／９３１，５６５、２００４年９月３日出願
の発明者Ｎａｖｅｈらによるインテル・コーポレーションに譲渡された米国特許出願番号
１０／９３４，０３４、２００４年１２月２８日出願の発明者Ｎａｖｅｈらによるインテ
ル・コーポレーションに譲渡された米国特許出願番号１１／０２４，５３８、２００４年
７月２７日出願の発明者Ｎａｖｅｈらによるインテル・コーポレーションに譲渡された米
国特許出願番号１０／８９９，６７４、および同時に出願された発明者Ｊａｈａｇｉｒｄ
ａｒによるインテル・コーポレーションに譲渡された「ダイナミックメモリサイジングの
レイテンシを最適化する方法およびシステム」というタイトルの特許出願（事件整理番号
０４２３９０．Ｐ２２０７６）に関している。
【背景技術】
【０００２】
　本発明の実施形態は、電子システムおよび電源管理の分野に関している。より具体的に
は、本発明の実施形態は、ゼロ電圧プロセッサスリープ状態のための方法および装置に関
している。
【０００３】
　より多くのトランジスタおよびより高い周波数を持つ中央処理装置（ＣＰＵ）などの進
化したマイクロプロセッサの増加に呼応して、コンピュータ設計者および製造者はしばし
ば電力・エネルギー消費の増加に直面する。携帯機器においては特に電力消費増加は過熱
に繋がり、これにより性能に悪い影響が及ぼされ得、バッテリ寿命が著しく減少され得る
。バッテリは典型的に限られた容量を持ち、携帯機器のプロセッサを必要以上に稼働させ
ることは、望ましい以上に速く容量を枯渇させ得る。
【０００４】
　故に、電力消費はラップトップコンピュータ、無線送受信器、携帯情報端末等を含む携
帯機器にとって依然重要な課題である。例えば今日の携帯機器においては、ある部材をア
クティビティあるいは需要の減少に基づくより低い電力スリープ状態に移行させることが
電力損失課題の一解決法となっている。
【０００５】
　一方策としてオペレーティングシステムは、電力制御インタフェース（ＡＣＰＩ）（例
えば、電力制御インタフェース、バージョンｘ２８５、２００４年６月）などの内蔵電力
管理ソフトウェアインタフェースをサポートすることもある。ＡＣＰＩはプロセッサおよ
び／またはチップセットによりサポートされ得る様々な「Ｃ状態」を含む電力管理ポリシ
ーを記述する。このポリシーのためには、Ｃ０はプロセッサが高電圧および高周波数で動
作するＲｕｎ　Ｔｉｍｅ状態として定義される。Ｃ１はコアクロックが内部停止するＡｕ
ｔｏ　ＨＡＬＴ状態として定義される。Ｃ２は、コアクロックが外部停止する、Ｓｔｏｐ
　Ｃｌｏｃｋ状態として定義される。Ｃ３は、全てのプロセッサクロックが停止されるＤ
ｅｅｐ　Ｓｌｅｅｐ状態として定義され、Ｃ４は、全てのプロセッサクロックが停止され
、プロセッサ電圧がより低いデータ維持点にまで減少されるＤｅｅｐｅｒ　Ｓｌｅｅｐ状
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態として定義される。さらに、より深いスリープ電力状態Ｃ５...Ｃｎも提案されている
。これらさらなる電力状態は、電力状態Ｃ１からＣ４の等価セマンティックス（ｅｑｕｉ
ｖａｌｅｎｔ　ｓｅｍａｎｔｉｃｓ）により特徴付けられるが、異なるｅｎｔｒｙ／ｅｘ
ｉｔレイテンシおよび節電を持つ。
【０００６】
　操作中、より深いスリープ状態に移行すべく、ＡＣＰＩはモバイルプロセッサに対して
何ら新たなあるいは待ち状態の中断がないタイムスロットを検知してよい。ＡＣＰＩポリ
シーはその後、入力／出力（Ｉ／Ｏ）コントローラあるいはその他のチップセット機能を
利用して、モバイルプロセッサをより深いスリープ状態へ移行させる。
【０００７】
　ひとたびプロセッサがより深いスリープ状態に移行すると、オペレーティングシステム
あるいは別のソースからのブレークイベントあるいは中断がチップセットに送られ、チッ
プセットはその後プロセッサをより深いスリープ状態から抜けさせる。より深いスリープ
状態を含む様々な電力管理状態間を遷移できる能力により、電力損失が減少しバッテリ寿
命が増加する。
【０００８】
　現在のところ、より深いスリープ状態への移行は、ＤＰＲＳＬＰＶＲ信号あるいは他の
類似した信号などのプラットフォーム「Ｄｅｅｐｅｒ　Ｓｌｅｅｐ」信号がＩ／Ｏコント
ローラあるいは他の集積回路によりアサートされる都度、プロセッサ電圧レギュレータ回
路の外部電圧基準を参照すること、およびこの基準電圧に調節することで行われる。電圧
レギュレータはその後、第一の電圧からより深いスリープ状態に関連付けられた第二のよ
り低い電圧へ遷移する。より深いスリープ状態を抜け出ると、他の方向の電圧遷移が、類
似する特定のタイムウィンドウで起こる。
【０００９】
　先に述べたように、低電力のスリープ状態は、携帯機器においてより良好なバッテリ寿
命を達成するのに重要である。携帯機器市場は非常に競争の激しい商品区分であり、この
区分において進化のための鍵となる分野の一つは、バッテリ寿命を保つための低電力によ
る解決である。
【００１０】
　不幸なことに、携帯機器内のプロセッサ用の既存のより深いスリープ状態は、プロセッ
サに対して電圧を依然加える必要があることから、依然無視できない量の電力を消費して
、完全にパワーオフすることができない。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態による、プロセッサのゼロ電圧電力管理状態に入る、および
そこから出る遷移プロセスを示すフロー図である。
【００１２】
【図２】本発明の一実施形態による、ゼロ電圧電力管理状態を実施するのに利用され得る
システムの一例のブロック図である。
【００１３】
【図３】本発明の一実施形態による、専用スリープ状態ＳＲＡＭキャッシュおよびＳＲＡ
Ｍインタフェースの一例を示すブロック図である。
【００１４】
【図４】本発明の一実施形態による、ゼロ電圧プロセッサスリープ状態に移行するのに利
用され得るプロセスを示すフロー図である。
【００１５】
【図５】本発明の一実施形態による、ゼロ電圧プロセッサスリープ状態から抜ける（ｅｘ
ｉｔ）のに利用され得るプロセスを示すフロー図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
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　以下の記載において、本発明の幾多の実施形態を詳述する。しかし、この詳細は本発明
の理解を促す目的から、および本発明を利用する実施形態の例を記載する目的から含めら
れている。この詳細は本発明を記載された特定の実施形態に制限するのに利用されるべき
ではない、というのも本発明の範囲内において他の変形例および実施形態も可能だからで
ある。さらに、本発明の完全な理解を促すことを目的として幾多の詳細を述べるが、当業
者にとっては本発明の実施形態を実施するのにこれら特定の詳細が必須ではないことが明
白であろう。
【００１７】
　以下の記載において、特定の部材、回路、状態図、ソフトウェアモジュール、システム
、タイミングなどが例示目的で記載される。しかし、他の種類の部材、回路、状態図、ソ
フトウェアモジュール、システム、および／またはタイミングなどには他の実施形態が適
用可能であることを理解されたい。
【００１８】
　図１を参照して、一実施形態においては、プロセッサなどの集積回路デバイスが、ブロ
ック１０５においてゼロ電圧電力管理状態への遷移を開始する。ゼロ電圧電力管理状態は
、例えば、電力制御インタフェース（ＡＣＰＩ）仕様、２００２年３月３１日改訂版２．
０ａ（Ｃｏｍｐａｑ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、インテル・コーポレ
ーション、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｐｈｏｅｎｉｘ　Ｔｅｃｈｎ
ｏｌｏｇｉｅｓ　Ｌｔｄ．，およびＴｏｓｈｉｂａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎにより発行
）に則ったＤｅｅｐｅｒ　Ｓｌｅｅｐ状態であってよい。この遷移中、プロセッサのクリ
ティカル状態が保存される（ブロック１１０）。プロセッサのクリティカル状態には、ア
ーキテクチャ、マイクロアーキテクチャ、デバッグ状態に関連付けられた状態変数、およ
び／または、該プロセッサに関連付けられた類似した状態変数が含まれる。プロセッサの
動作電圧は略ゼロに実質的に減少され、これによりプロセッサは非常に低い電力消費特性
を持つ非常に深いスリープ状態に入る（ブロック１１５）。今後プロセッサあるいはＣＰ
Ｕの状態あるいはクリティカル状態についての言及している箇所は、プロセッサあるいは
ＣＰＵに関する状態変数を含むことが意図されている。
【００１９】
　この後、ゼロ電圧電力管理状態を抜ける要求を受けると、プロセッサは、ブロック１２
０にてより高い基準動作電圧においてゼロ電圧電力管理を抜ける。該プロセッサに関する
クリティカル状態変数も復元される（ブロック１２５）。実施形態によっては、基準動作
電圧は例えば最小アクティブ状態動作電圧であってよい。
【００２０】
　本実施形態およびその他の実施形態のさらなる詳細を以下に記載する。
【００２１】
　本発明の実施形態は、ハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアのうちの一
つ、あるいはこれらの組み合わせに実装され得る。本発明の実施形態は、その全体が、あ
るいは部分的に、機械読み取り可能な媒体に記憶され、これに記述された動作を実行する
少なくとも一つのプロセッサにより読み取られ、実行されてよい、命令により実施されて
もよい。機械読み取り可能な媒体は、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセス
メモリ（ＲＡＭ）、磁気ディスク記憶媒体、光記憶媒体、フラッシュメモリデバイス、電
気的、光学的、音声的、あるいはその他の形式の伝播信号（運搬波、赤外信号、デジタル
信号など）などを含んでよい。
【００２２】
　図２は、一以上の実施形態のゼロ電圧電力管理状態遷移法を実施し得る例示的なシステ
ム２００のブロック図である。図２は２Ａと２Ｂとに分割されていることに注意されたい
。システム２００はノートブックあるいはラップトップコンピュータシステムであってよ
く、あるいは携帯機器、携帯情報端末、無線電話／送受信器など他の種類の携帯電子シス
テムであってよく、あるいはデスクトップあるいはエンタープライズ計算システムなどの
非携帯システムであってさえもよい。他の種類の電子システムが様々な実施形態の範囲内
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であってもよい。
【００２３】
　システム２００は、プロセッサ２０５、プラットフォームレベルのクロックジェネレー
タ２１１、プロセッサ２０５に連結される電圧レギュレータ２１２、バス２１７を介して
プロセッサ２０５に連結されるメモリ制御ハブ２１５、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）、フラッシュメモリおよび／または別の種類のメモリのうちの一以上を含んでよいメモ
リ２２０、バス２２７を介してメモリ制御ハブ２１５に連結される入力／出力（Ｉ／Ｏ）
制御ハブ２２５、およびバス２３２を介してＩ／Ｏ制御ハブ２２５に連結される大容量記
憶デバイス２３０を含む。一実施形態においては、システム２００が上述のサブシステム
を持つ携帯機器であってよいが、システム２００は、上述のサブシステムより多いまたは
少ないサブシステムを有する、異なる種類の携帯機器あるいは非携帯機器であってよいこ
とは理解されるべきである。
【００２４】
　一実施形態においては、プロセッサ２０５は、例えば、命令を処理すべく一以上の処理
コア（例えば３２０および３２２）と少なくとも一つの実行部３１０とを含むインテルペ
ンティアム（登録商標）Ｍプロセッサの後継プロセッサなどのインテル（登録商標）アー
キテクチャマイクロプロセッサであってよい。このような実施形態においては、プロセッ
サ２０５は、二つ以上の電圧／周波数動作点を提供するインテルスピードステップ（登録
商標）技術あるいは別の電力管理に関する技術を含むことができる。関連するクロック／
電力管理３５０も、二以上の電圧／周波数対間の遷移を制御すべくプロセッサに含まれて
よい。
【００２５】
　他の実施形態においては、プロセッサ２０５はデジタル信号プロセッサ、エンベデッド
プロセッサ、あるいは異なるソースからのマイクロプロセッサなどの別の種類のプロセッ
サであってよい。
【００２６】
　さらに、プロセッサ２０５は、後に説明するが、プロセッサがゼロ電圧スリープ状態に
入る際にプロセッサのクリティカル状態変数を記憶するのに利用される専用キャッシュメ
モリ３４０（同期ランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ））を含んでもよい。キャッシュメ
モリはプロセッサのチップに内蔵されてもよく、プロセッサチップと同じ筐体内にパッケ
ージされてもよい。
【００２７】
　インテルスピードステップ（登録商標）技術あるいは別の種類の電力管理技術がプロセ
ッサ２０５に含まれる場合、該技術に関連付けられた利用可能な電圧／周波数対には、完
全機能動作モード用にプロセッサ２０５に関連付けられた最小アクティブモード動作電圧
および最小動作周波数に対応する最小電圧／周波数対が含まれる。これらはここで、最小
動作電圧および最小動作周波数あるいは最小アクティブモード動作電圧および周波数とそ
れぞれ呼ばれてよい。最大動作電圧および周波数も同様に定義してよい。他の利用可能な
周波数対を、動作電圧／周波数対と呼ぶ場合も、単に他の電圧／周波数対と呼ぶ場合もあ
る。
【００２８】
　ゼロ電圧ｅｎｔｒｙ／ｅｘｉｔロジック３５４が、ゼロ電圧スリープ状態に入るあるい
はそこから抜けるのを制御すべく、プロセッサ２０５内の電源管理ロジック３５０の中あ
るいは外に含まれてもよく、ここではＣ６状態とも称される。低電力ゼロ電圧プロセッサ
スリープ状態に関しては後でより詳細に説明する。
【００２９】
　ゼロ電圧ｅｎｔｒｙ／ｅｘｉｔロジック３５４によりアクセス可能な電圧識別（ＶＩＤ
）メモリ３５２は電圧識別コードルックアップテーブルを記憶すべく含めることができる
。ＶＩＤメモリはオンチップあるいはオフチップレジスタあるいは別の種類のメモリであ
ってよく、ＶＩＤデータはメモリ内にソフトウェア、基本入力／出力システム（ＢＩＯＳ
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）コード２７８（ファームウェアハブ２７９あるいは別のメモリ内に記憶することのでき
る）、オペレーティングシステム、その他のファームウェアであってよく、および／また
はハードコードされていてもよい。また、ＶＩＤおよび関連データを含むソフトウェアル
ックアップテーブルはロジック３５０によりアクセスされてもよい。ＶＩＤ情報もＣＰＵ
上にヒューズ（例えばプログラム可能なＲＯＭ（ＰＲＯＭ））として記憶されてよい。
【００３０】
　アナログ／デジタル変換器（ＡＤＣ）３５６はさらにゼロ電圧ｅｎｔｒｙ／ｅｘｉｔロ
ジック３５０の一部として、後に詳述するように、電圧供給レベルを監視すべくおよび関
連デジタル出力を提供すべく、提供されてもよい。
【００３１】
　電圧レギュレータ２１２はプロセッサ２０５に対して動作電圧を供給して、例えばＩＭ
ＶＰ－６仕様などのインテルモバイル電圧ポジショニング（ＩＭＶＰ）仕様のバージョン
に則ってよい。このような実施形態においては、電圧レギュレータ２１２は、バス２３５
を介してプロセッサ２０５からＶＩＤ信号を受信するよう連結され、ＶＩＤ信号に呼応し
て、関連する動作電圧をプロセッサ２０５に信号線２４０を介して提供する。電圧レギュ
レータ２１２は一以上の信号に呼応してプロセッサ２０５への電圧２４０をゼロ状態に減
少させ、ゼロ電圧スリープ状態を出た後、該電圧をプロセッサバックアップへ増加して元
に戻す（ｒａｍｐ）するゼロ電圧スリープロジック３０２を含んでよい。その他の実施形
態においては、異なる仕様に準拠する電圧レギュレータを含む異なる種類の電圧レギュレ
ータを利用することができる。さらに、幾つかの実施形態において電圧レギュレータは、
プロセッサ２０５を含むシステム２００の別の部材と統合されてもよい。設計上の考慮に
よっては、電圧レギュレータはＣＰＵと統合されてもされなくてもよいことは理解されよ
う。
【００３２】
　メモリ制御ハブ２１５はグラフィックおよびメモリ制御機能両方を含むことができ、こ
こでは別にグラフィックおよびメモリ制御ハブ（Ｇ／ＭＣＨ）あるいはノースブリッジと
称す。グラフィックおよびメモリ制御ハブ２１５およびＩ／Ｏ制御ハブ２２５（サウスブ
リッジと称されることもある）は、集合的にチップセットと称されてよい。他の実施形態
においては、チップセット機能は異なる様式にパーティションされてよく、および／また
は、異なる数の集積回路チップを利用して実装されてよい。例えば、実施形態によっては
、グラフィックおよびメモリ制御機能を、異なる集積回路デバイスを利用して提供しても
よい。
【００３３】
　一実施形態のＩ／Ｏ制御ハブ２２５は、別にＣ状態制御ロジックと称される電力管理状
態制御ロジック２４２を含む。電力管理状態制御ロジック２４２は、プロセッサ２０５に
関する幾つかの電力管理および／または通常動作状態間の遷移の幾つかの局面を、自動的
にあるいはオペレーティングシステムあるいは他のソフトウェア・ハードウェアイベント
に呼応して、管理してよい。例えば、Ｃ０、Ｃ１、Ｃ２、およびＣ４と称される少なくと
もアクティブモードおよび電力管理状態がサポートされる、インテル（登録商標）アーキ
テクチャプロセッサにおいては、電源管理状態制御ロジック２４２は少なくとも部分的に
、これら状態の少なくとも一つのサブセット間の遷移を、ストップクロック（ＳＴＯＰＣ
ＬＫ＃）、プロセッサスリープ（ＳＬＰ＃）、ディープスリープ（ＤＰＳＬＰ＃）、より
深いストップ（ＤＰＲＳＴＰ＃）および／またはストッププロセッサ（ＳＴＰＣＰＵ＃）
信号のうちの一以上を利用して制御してよく、これを以下に詳述する。
【００３４】
　さらに、一実施形態においては、残りのプロセッサ２０５は動作電圧２４０をゼロ状態
にまで減少させることでパワーダウンされる間、プロセッサ２０５に関するクリティカル
状態変数を記憶できるよう、Ｉ／Ｏ制御ハブ２２５（ＶＩ／Ｏ３４９）からの電圧が、専
用キャッシュメモリ３４０へ充分な電力を提供すべく提供されてよい。
【００３５】
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　異なる種類のアーキテクチャにおいては、および／または異なる電源管理および／また
は通常動作状態をサポートするプロセッサにおいては、電力管理状態制御ロジック２４２
は二以上の異なる電力管理および／または通常の動作状態間の遷移を、図２に示す信号と
類似したあるいは異なってよい一以上の信号を利用して制御してよい。
【００３６】
　大容量デバイス２３０は一以上のコンパクトディスク読み取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯ
Ｍ）ドライブおよび関連するディスク、一以上のハードドライブおよび関連するディスク
、および／または計算システム２００がネットワークを介してアクセス可能な一以上の大
容量デバイスを含むことができる。例えば光ドライブおよび関連する媒体などの、他の種
類の大容量デバイスが様々な実施形態の範囲内にある。
【００３７】
　一実施形態においては、大容量デバイス２３０は、電力制御インタフェース（ＡＣＰＩ
）仕様の現在のおよび／または後継のバージョンサポートすることを目的としてコード２
５０を含むオペレーティングシステム２４５を記憶する。ＡＣＰＩは以下に詳述する電力
管理の幾つかの局面を制御するのに利用されてよい。オペレーティングシステム２４５は
、Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ州ＲｅｄｍｏｎｄのＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
ｎから利用可能なウィンドウズ（登録商標）あるいは別の種類のオペレーティングシステ
ムであってよい。また、他の実施形態においては、例えばＬｉｎｕｘオペレーティングシ
ステムなどの異なる種類のオペレーティングシステム、および／または異なる種類のオペ
レーティングシステムに基づく電源管理が利用されてよい。さらに、ここにＡＣＰＩに関
連するものとして記載する電力管理機能および能力は異なるソフトウェアあるいはハード
ウェアにより提供されてよい。
【００３８】
　さらに、システム２００は、ユーザに情報を表示する目的上、陰極線管（ＣＲＴ）ある
いは液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などの表示デバイスを含んでよい。さらに、システム２
００は、英数字およびその他のキーを含む英数字入力デバイス（キーボードなど）を含ん
で、プロセッサ２０５に情報およびコマンド選択を通信することができる。さらなるユー
ザ入力デバイスには、方向情報およびコマンド選択をプロセッサ２０５に通信し、且つ表
示デバイス上のカーソルの動きを制御する、マウス、トラックボール、トラックパッド、
スタイラス、あるいはカーソル方向キーなどの、カーソル制御デバイスであってもよい。
【００３９】
　システム内に含まれうる別のデバイスには、紙、フィルム、あるいは類似した種類の媒
体などの媒体上の命令、データあるいは他の情報の印刷に利用されうるハードコピーデバ
イスがある。さらに、スピーカおよび／またはマイクロフォン（不図示）などの音声記録
および再生デバイスをオプションとして音声インタフェースとしてシステム２００に含め
てもよい。
【００４０】
　システム２００が携帯あるいは可搬システムの場合、バッテリあるいはバッテリコネク
タ２５５を含んで排他的にあるいは別の種類の電源なしにシステム２００を動作させてよ
い。さらに、幾つかの実施形態においては、アンテナ２６０が含まれ、例えば無線ローカ
ルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）デバイス２６１を介してシステム２００に連結され、
システム２００への無線接続を提供してよい。
【００４１】
　（ＷＬＡＮ）デバイス２６１は、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌを利用してよい無線通信モジュールを含んで無線通信チャネルを構築してよい
。無線通信モジュールは、１９９９年発行の米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１
規格、１９９９年発行のＩＥＥＥ規格８０２．１１－１９９９などの無線ネットワーク規
格を実装してよい。
【００４２】
　一実施形態においては、図２のプロセッサ２０５は様々な既知のＣ状態間を遷移してよ
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いことは理解されるべきである。プロセッサ２０５の通常動作状態あるいはアクティブモ
ードは、プロセッサがアクティブに命令を処理するＣ０状態である。Ｃ０状態においては
、プロセッサ２０５は最大電圧／周波数対が電圧／周波数設定を提供しうる高周波数モー
ド（ＨＦＭ）にある。
【００４３】
　例えば電力を保持すべくおよび／または熱負荷を減少すべく、プロセッサ２０５は可能
な場合において、より低い電力状態に遷移してよい。例えば、プロセッサ２０５は、マイ
クロコードなどのファームウェア、あるいはオペレーティングシステム２４５などのソフ
トウェア、さらには場合によってはＡＣＰＩソフトウェアのＨＡＬＴあるいはＭＷＡＩＴ
命令（不図示）実行に呼応して、Ｃ０状態から、Ｃ１あるいはＡｕｔｏ－ＨＡＬＴ状態に
遷移してよい。Ｃ１状態においては、プロセッサ２０５回路の幾つかの部分がパワーダウ
ンして、ローカルクロックがゲート（ｇａｔｅ）されてもよい。
【００４４】
　プロセッサは、例えばＩ／Ｏコントローラ２２５によるＳＴＰＣＬＫ＃あるいは類似信
号のアサーションを受けて、ストップグラントあるいはＳＬＥＥＰ状態とも称されるＣ２
状態へ遷移することもできる。Ｉ／Ｏコントローラ２２５は、オペレーティングシステム
２４５がより低い電力モードに入ってよいあるいは入るべきであると決定しこれをＡＣＰ
Ｉソフトウェア２５０を介して示すことに呼応して、ＳＴＰＣＬＫ＃信号をアサートして
よい。特に、一以上のＡＣＰＩレジスタ（不図示）がＩ／Ｏコントローラ２２４に含まれ
てよく、ＡＣＰＩソフトウェア２５０が、状態間の少なくとも幾つかの遷移を制御すべく
これらレジスタに書き込みを行ってよい。Ｃ２状態の動作中、プロセッサ２０５回路の幾
つかの部分はパワーダウンされてよく、内部および外部コアクロックはゲートされてよい
。幾つかの実施形態においては、プロセッサは直接Ｃ０状態からＣ２状態へ遷移してよい
。
【００４５】
　同様にプロセッサ２０５は、Ｄｅｅｐ　Ｓｌｅｅｐ状態とも称されるＣ３状態に、Ｉ／
Ｏコントローラ２２５あるいは他のチップセット機能のＣＰＵＳＬＰ＃信号と、その後の
ＤＰＳＬＰ＃信号あるいはその他の類似信号とのアサートに呼応して、遷移してよい。Ｄ
ｅｅｐ　Ｓｌｅｅｐ状態においては、内部プロセッサ回路のパワーダウンに加えて、プロ
セッサ２０５内の全てのフェーズロックループ（ＰＬＬ）がディセーブルされる。さらに
、実施形態によっては、ＳＴＯＰ＿ＣＰＵ信号が入力／出力コントローラ２２５によりア
サートされ、クロックジェネレータ２１１により受け取られ、クロックジェネレータがＣ
ＰＵ２０５へクロック信号ＣＬＫを送るのを停止してよい。
【００４６】
　図２のシステム２００においては、Ｃ４状態へのあるいはゼロ電圧スリープ状態への遷
移は、例えばＡＣＰＩソフトウェア２５０が待ち状態のプロセッサ中断がないことを検知
するのに呼応して行われてよい。ＡＣＰＩソフトウェアはこれを、例示的なＤｅｅｐｅｒ
　Ｓｔｏｐ（ＤＰＲＳＴＰ＃）信号および例示的なＤＰＳＬＰ＃信号などの、一以上の電
力管理関連の信号をＩＣＨ２２５にアサートさせることで行ってよい。Ｄｅｅｐｅｒ　Ｓ
ｔｏｐ（ＤＰＲＳＴＰ＃）信号はチップセットからプロセッサへ直接提供され、プロセッ
サ上のクロック／電力管理ロジック３５０に低周波数モード（ＬＦＭ）を開始させる。低
周波数モードにおいては、例えばプロセッサは最小から別の低動作周波数へ遷移してよい
。
【００４７】
　本発明の幾つかの実施形態においては、以下に記載するように、ＤＰＲＳＴＰ＃信号の
アサートにより、さらに内部ＶＩＤ目標がゼロ電圧レベルに設定され、これによりゼロ動
作電圧が電圧レギュレータ２１２によりプロセッサ２０５に対して加えられ、プロセッサ
は、非常に低い電力消費特性を持つ非常に深いスリープ状態へと遷移する。
【００４８】
　本発明の一実施形態においては、例えばプロセッサ２０５などの集積回路はゼロ電圧電
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力管理状態への遷移を開始してよい。一例においては、プロセッサ２０５は中央処理装置
（ＣＰＵ）２０５であってよい。さらに、ゼロ電圧管理状態は、例えば、ＡＣＰＩ規格に
則ったより深いスリープ状態であってよい。この遷移中、ＣＰＵ２０５のクリティカル状
態は保存されてよい。例えば、ＣＰＵ２０５に関するクリティカル状態変数は専用キャッ
シュメモリ（ＳＲＡＭ）３４０に保存されてよい。
【００４９】
　その後ＣＰＵ２０５の動作電圧を略ゼロに減少させて、ＣＰＵ２０５を非常に低い電力
消費特性を持つ非常に深いスリープ状態としてよい。特に、ゼロ電圧スリープ状態ロジッ
ク３０２を利用する電力レギュレータ２１２は動作電圧２４０をゼロにまで減少させてよ
い。前述のように、これはＣＰＵ２０５のクロック／電力管理ロジック３５０のゼロ電圧
ｅｎｔｒｙ／ｅｘｉｔロジック３５４と連携して行われてよい。
【００５０】
　一実施形態においては、このゼロ電圧電力管理状態は、ＡＣＰＩ規格と連携して実装さ
れると、Ｃ６状態と呼ばれてよい。
【００５１】
　その後、ゼロ電圧電力管理状態を出る要求を受けると、ＣＰＵ２０５はより高い基準動
作電圧でゼロ電圧電力管理状態を抜ける。特に、ＣＰＵ２０５のゼロ電圧ｅｎｔｒｙ／ｅ
ｘｉｔロジック３５４および電圧制御器２１２のゼロ電圧スリープロジック３０２の制御
下においては、前述のように、電圧制御器２１２は基準動作電圧２４０を適切なレベルに
上げて、ＣＰＵ２０５が適切に動作するようにしてよい。ＣＰＵ２０５のクリティカル状
態変数はその後専用キャッシュメモリ３４０に復元される。
【００５２】
　故に、電力管理スキームにより、ＣＰＵ２０５はその状態の保存、電力の停止、その後
必要に応じて起動、クリティカル状態の復元、およびＣＰＵが停止している状態の継続、
を行うことができる。これは、実施形態によっては、オペレーティングシステム２４５か
らの明確なサポートなしに行われてよいし、極端に短いレイテンシで行うことができる。
【００５３】
　より具体的には、一実施形態においては、ゼロ電圧プロセッサスリープ状態（ＡＣＰＩ
規格においてＣ６状態と称されてよい）においては、ＣＰＵ２０５のクリティカル状態が
専用スリープ状態ＳＲＡＭキャッシュ３４０に保存され、これによりＣＰＵ２０５のコア
動作電圧２４０が略０ボルトに下げられる中、Ｉ／Ｏ電力供給（ＶＩ／Ｏ）３４９をパワ
ーオフしてよい。この時点でＣＰＵ２０５は略完全にパワーオフされ、極僅かの電力しか
消費しない。
【００５４】
　ｅｘｉｔイベントに呼応して、ＣＰＵ２０５は電圧制御器２１２に動作電力２４０を増
加（ｒａｍｐ）して元に戻すことを示し（ＶＩＤコード２３５とともに）、フェーズロッ
クループ（ＰＬＬ）をリロック（ｒｅｌｏｃｋ）して、クロック／電力管理ロジック３０
５およびゼロ電圧ｅｎｔｒｙ／ｅｘｉｔロジック３５４を介してクロックを戻す。さらに
、ＣＰＵ２０５は内部ＲＥＳＥＴを行って状態をクリアしてよく、その後ＣＰＵ２０５の
状態を専用スリープ状態ＳＲＡＭキャッシュ３４０から復元してよく、ＣＰＵ２０５は実
行ストリームにある状態から継続してよい。これら動作は、オペレーティングシステム２
４５および既存の電力管理ソフトウェアインフラストラクチャに対して透明であるように
、ＣＰＵ２０５ハードウェアにおいて非常に短い時間に行われ（約１００マイクロセカン
ド）てよい。
【００５５】
　一実施形態においては、この方法は特にマルチプルプロセッサコアを持つＣＰＵ２０５
に適している。この例においては、コア３２０（例えばコア＃０）およびコア３２２（例
えばＣｏｒｅ＃１）、つまりデュアルコアＣＰＵ、は一例として説明される。しかし、任
意の適切な数のＣＰＵコアを利用することができることは理解されるべきである。デュア
ルコア構造においては、ＣＰＵコア３２０、３２２は共有キャッシュ３３０を利用する。
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例えば、この共有キャッシュ３３０はコア３２０、３２２が共有するレベル２（Ｌ２）キ
ャッシュ３２０であってよい。
【００５６】
　さらに、各コア３２０、３２２はコアＩＤ３２１、マイクロコード３２３、共有状態３
２４、および専用状態３２５を含む。コア３２０、３２２のマイクロコード３２３は、Ｃ
ＰＵ状態の保存／復元機能を実行するために、およびＣＰＵ２０５のクロック／電力管理
ロジック３５０のゼロ電圧ｅｎｔｒｙ／ｅｘｉｔロジック３５４と連携したゼロ電圧プロ
セッサスリープ状態の実行における様々なデータのフローのために利用される。さらに、
専用スリープ状態ＳＲＡＭキャッシュ３４０を利用してコア状態を保存するが、これを以
下に詳述する。
【００５７】
　システム２００および／または様々な実施形態の他のシステムは、図２に示されていな
い他の部材あるいは要素を含んでよいこと、および／または図２に示す全ての要素が全て
の実施形態のシステムになくてもよいことが理解されよう。
【００５８】
　図３を簡単に見てみると、図３は本発明の一実施形態による専用スリープ状態ＳＲＡＭ
キャッシュ３４０およびＳＲＡＭインタフェース３６４の一例を示すブロック図である。
専用スリープ状態ＳＲＡＭキャッシュ３４０は、ＣＰＵ２０５が前述のゼロ電圧スリープ
状態（Ｃ６状態）にある際に、アーキテクチャ、マイクロアーキテクチャ、デバッグ状態
、およびマイクロコードパッチに関する状態変数を保存することができる。
【００５９】
　一例においては、ＳＲＡＭ３４０のサイズはＣＰＵコアにつき８ＫＢ、および３２ビッ
ト幅であってよく、およびクロック／電力管理ロジック３５０によりクロックされてよい
。前述のように、専用スリープ状態ＳＲＡＭキャッシュ３４０はＩ／Ｏ電圧（ＶＩ／Ｏ３
４９）により、ＣＰＵ２０５への動作電圧が遮断された際にもその内容が維持されるよう
に電源供給されてよい。
【００６０】
　専用スリープ状態ＳＲＡＭ３４０は各々３２ビットの２Ｋ入力として構築されてよく、
単一ビットエラー検知および訂正についてＥＣＣ保護を持ってよい。データパスは３２ビ
ットであってアレイへの２サイクルのレイテンシをサポートしてよい。図３から分かるよ
うに、ＳＲＡＭインタフェース３６４は３２ビットデータを利用するデータバッファ３７
０から３２ビットデータバスを含んでよい。
【００６１】
　一例においては、制御レジスタバスインタフェースを利用して、前端クラスタインタフ
ェースを利用してＳＲＡＭをアドレッシングする複雑さを減少させることで、簡単な方法
でマイクロコードへインタフェースしてよい。インタフェースは２Ｋ制御レジスタおよび
２レベルアドレッシングスキームを利用してよい。二つのレジスタを定義してＳＲＡＭを
アドレッシングしてよく、この一つ目はＳＲＡＭベースレジスタであり、二つ目はＳＲＡ
Ｍデータレジスタであってよい。マイクロコードはＳＲＡＭアクセスを開始する前にベー
スレジスタを開始してよい。ベースレジスタの内容はデータレジスタへの次の読み取り／
書き込みのためにＳＲＡＭにインデックスとして利用されてよい。データレジスタへの全
てのアクセスの後に、ＳＲＡＭへのインデックスを自動的に１増分させてよい。
【００６２】
　図３に示すように、一例においては、ＳＲＡＭインタフェース３６４は、アドレスデコ
ーダ３８０からの読み出し／書き込みイネーブル信号に基づきＳＲＡＭ３４０に書き込む
、およびそこから読み出す３２ビットデータをバッファするデータバッファ３７０を含ん
でもよい。アドレスデコーダ３８０はさらに、ベースレジスタ３８２およびリセットポイ
ンタに書き込みイネーブルをイネーブルしてよい。ベースレジスタ３８２を利用して、１
２ビットポインタおよび２ビット読み出し／書き込みイネーブルによりＳＲＡＭ３４０上
で動作するレジスタ３８４を増分させてよい。ベースレジスタ３８２の内容を、データレ
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ジスタへの次の読み出し／書き込み用のＳＲＡＭへのインデックスとして利用してよい。
データレジスタへの全てのアクセスの後に、ＳＲＡＭへのインデックスを自動的に１増分
させてよい。さらに、リセットポインタに基づき、レジスタ３８４はＳＲＡＭをリセット
してよい。
【００６３】
　図４を参照すると、図４は本発明の一実施形態によるゼロ電圧プロセッサスリープ状態
に入るのに利用されてよいプロセス４００を示すフロー図である。一実施形態においては
、次の一連の動作がＣＰＵ２０５のＣＰＵコア３２０、３２２のマイクロコード３２３に
より方向付けられてよい。ＡＣＰＩ実施形態においては、Ｃ６状態を述べると、前述のよ
うにゼロ電圧プロセッサスリープ状態がＭＷＡＩＴ命令を介して開始されてよい。
【００６４】
　ソフトウェアの観点からすると、各ＣＰＵコア３２０、３２２はＭＷＡＩＴ命令を独立
して実行してよい。一実施形態においては、ＣＰＵコア３２０、３２２はＬ２共有キャッ
シュ３３０および同じ電圧平面（ｖｏｌｔａｇｅ　ｐｌａｎｅ）を利用する。故に本実施
形態においては、パッケージレベルＣ状態のＣＰＵ２０５のハードウェア整合が必要であ
り、特にＣ６状態が必要である。
【００６５】
　本実施形態においては、各コア３２０、３２２はＭＷＡＩＴ命令を実行してよく、開始
しているＣＰＵコアは待ち状態（例えばＣＣ６）に移行して、パッケージ全体（例えば、
コア３２０、３２２両方を含む）がパッケージＣ６スリープ状態と称されうる状態に遷移
する前に、他のコアもＣＣ６状態に移行するのを待ってよい。
【００６６】
　特に図４を見ると、ゼロ電圧プロセッサスリープ状態に入る例が示されている。図４に
示すように、各コアは、ゼロ電圧プロセッサスリープ状態が開始されると独立して状態保
存を行う。特に、ＣＰＵコア＃０　３２０を見ると、第一ＣＰＵコア＃０がアクティブで
あり（丸４０２）、その後ゼロ電圧スリープ状態へのコマンドが開始される（例えば、ス
リープあるいはＭＷＡＩＴ命令を介して）（丸４０４）。これに呼応して、丸４０６にお
いてＣＰＵコア３２０の状態が専用キャッシュメモリ３４０に保存される。これには、専
用状態３２５および共有状態３２４が含まれる。ＣＰＵコア３２０はその後第一スリープ
状態４０８に移行し（例えばＣＣ６）、ここではパッケージ全体が総合パッケージスリー
プ状態に遷移する前に（例えばＣ６）他のコアもＣＣ６に移行するのを待つ。
【００６７】
　同じように、他のＣＰＵコア（例えばＣＰＵコア＃１　３２２）も同様に、丸４１４に
おいてスリープ命令（例えばＭＷＡＩＴ）をコマンドし、その状態（例えば共有状態３２
４および専用状態３２５両方）も専用キャッシュメモリ３４０に保存される（丸４１８）
。しかしこの場合、これがスリープ状態に移行すべき最後のコアであるので、共有キャッ
シュ３３０もまた圧縮されて専用キャッシュメモリ３４０に保存される（丸４１６）。そ
して丸４２０において、第二ＣＰＵコア３２２も同様にスリープ状態に移行する（例えば
ＣＣ６）。
【００６８】
　ＣＰＵコア３２０、３２２のマイクロコード３２３は一般的にどの制御レジスタがゼロ
電圧プロセッサスリープ状態に保存および復元が必要か知る必要がある。レジスタのリス
トはＣＰＵ２０５上の全レジスタのサブセットであってよい。例えば、リストはビットベ
クタとして保存されてよい（例えば１０２４ビット長）。ベクタ内の各ビットは制御レジ
スタアドレスベースの一つの制御レジスタに対応してよい。例えばビットが１であればマ
イクロコードはビット位置を制御レジスタアドレスに翻訳してレジスタを保存／復元して
、ビットが０であればスキップしてよい。制御レジスタが特別な処理を要する場合、ベク
タ内の保存／復元ビットは０に設定されてよく、特別なマイクロコードが処理する保存／
復元は主たる保存／復元ループの外で流れてよい。
【００６９】
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　前述のようにマイクロコード動作が行われると、クロック／電力管理ロジック３５０の
ｅｎｔｒｙ／ｅｘｉｔロジック３５４はデータフローを引き継ぐ（例えばＣ６フロー）。
特に、これは状態保存に関して（４０６および４１８）マイクロコード動作が終わった後
で、および各ＣＰＵコア３２０、３２２が独立したスリープ状態４０８、４２０に達した
後で起こる（例えばＣＣ６状態）。
【００７０】
　この時点で、ＣＰＵ２０５が必要とする状態は保存されるまたはＣＰＵ２０５からフラ
ッシュされている。クロック／電力管理ロジック３５０のゼロ電圧ｅｎｔｒｙ／ｅｘｉｔ
ロジック３５４はその後外部プラットフォームレベルエントリシーケンス（例えばＣ６）
を、ＩＣＨ２２５から読み出すＩ／Ｏレジスタを行うことで開始する。一実施形態におい
ては、これはＣＰＵ「Ｃ」状態に入るＡＣＰＩ定義方法であってよい。
【００７１】
　この点からの外部バスの観点からのイベントシーケンスを図４に示す。Ｉ／Ｏコマンド
４１０はＩＣＨ２２５／ＭＣＨ２１５から発行されてよい。特に、ストップクロック信号
は丸４３０でアサートされてよい（ＳＴＰＣＬＫ＃）。そしてスリープ信号がアサートさ
れてよい（丸４３１）（例えばＳＬＰ＃）。さらに、丸４３２において、深いスリープ信
号がアサートされてよい（ＤＰＳＬＰ＃）。これらコマンドは前述の順序で、ＣＰＵ２０
５が内部クロック分配を遮断してその後ＰＬＬを遮断することで応答してよい。
【００７２】
　丸４３５において、より深いストップ信号がアサートされ（例えばＤＰＲＳＴＰ＃）、
電圧レギュレータ２１２に対して電力を取り除くべく、またそうするのが安全なので、Ｃ
ＰＵ２０５はＶＩＤをゼロ電圧レベルに切り替える。これはＣ６ＶＩＤと称されてよい。
このようにして、電力をディアサートする。しかし、ゼロボルトの代わりに、非常に少量
の電圧をＶＩＤとして選んでもよいことは理解されるべきである。
【００７３】
　正確なゼロ電圧レベルの代わりに、電圧レベルは「略ゼロの電圧レベル」に設定されて
よい。この略ゼロの電圧レベルは、０．３Ｖあるいは０．５Ｖといった非常に低い電圧レ
ベルであってよい。実施形態によっては、このような非常に低い略ゼロの電圧レベルは、
スリープ状態へのおよびスリープ状態からのｅｎｔｒｙ／ｅｘｉｔレイテンシをそれぞれ
最適化することができる。さらには、略ゼロの電圧レベルは、製造中（例えばテープアウ
ト後）システム用（シリコン中の）に選択されてよく、ＣＰＵの異なるステッピングおよ
びリビジョン毎に異なるようにプログラムされてよい。
【００７４】
　丸４４０において、電圧レギュレータ２１２からの動作電圧２４０がゼロボルトあるい
は別の実質的に小さなレベルに達する際、ＣＰＵコア（例えばコア３２０、コア３２２）
のパッケージは、パッケージスリープ状態（Ｃ６）にあると考えられる。動作電圧を引き
下げるアクティブデバイスは存在しないので、ＣＰＵ２０５からのリークによって、電荷
がリークするのにつれ、動作電圧は単純にゆっくり下がる。故に、ＣＰＵ２０５はゼロ電
圧パッケージスリープ状態（Ｃ６）に移行した。前述の動作シーケンスは様々な異なる順
序で実現されてよく、しかも前述の動作順序は単なる一例に過ぎない。
【００７５】
　今度は図５を参照すると、図５はゼロ電圧プロセッサスリープ状態からのｅｘｉｔシー
ケンスのプロセス５００の一例を示すフロー図である。典型的に、ゼロ電圧プロセッサス
リープ状態からの退出（ｅｘｉｔ）は、チップセットが、ＣＰＵ２０５の起動を必要とす
るイベント、最も可能性のあるのは中断イベントであるが、を検知すると始まる。しかし
、チップセットはスヌープ中にＣＰＵを起動することなしにメモリへのマスタアクセス続
行をできることは注意されたい。ゼロ電圧プロセッサスリープ状態から退出中のチップセ
ットとＣＰＵ２０５との間に起こる外部イベントおよびハンドシェークシーケンスを、図
５を参照しながら説明する。特に、このシーケンスは、前述のエントリフェーズ中に起こ
る事の逆と考えられる。
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【００７６】
　一実施形態においてはパッケージスリープ状態（Ｃ６）から、より深いストップ信号（
ＤＰＲＳＴＰ＃）がディアサートされ（丸５０２）、これはクロック／電力管理ロジック
３５０のＣＰＵ２０５およびゼロ電圧ｅｎｔｒｙ／ｅｘｉｔロジック３５４により検知さ
れ、低周波数モード（ＬＦＭ）ＶＩＤが電圧レギュレータ２１２に送られる。これは、電
圧レギュレータ２１２に対して、コア動作電圧バックアップを必要なＶＩＤへ駆動するべ
きことを示す。
【００７７】
　所定の時間において（例えばＩＣＨ２２５のタイマ制御により）、クロックをアサート
バックする信号がアサートされ、深いスリープ（ＤＰＳＬＰ＃）信号がディアサートされ
る（丸５０５）が、これによりクロック／電力管理ロジック３５０のＰＬＬを開始する。
この後、ＣＰＵ２０５は内部ＲＥＳＥＴを開始する（丸５０６）。このリセットが完了す
ると、ＣＰＵ２０５は電力およびクロックがエンゲージされ、ＣＰＵ２０５に関するクリ
ティカル状態変数の復元の準備が整う。
【００７８】
　一例としては、ＡＣＰＩ実施形態において、典型的にＣ状態退出イベント中に、ＣＰＵ
２０５は、ＳＴＰＣＬＫ＃ディアサートがＣＰＵ内部に何かをするのを待つ。しかし、本
発明の実施形態によると、ゼロ電圧プロセッサスリープ状態（例えばＣ６）において、状
態を復元するより長いレイテンシなどにより、ＳＴＰＣＬＫ＃はオーバーライドされ、電
力およびクロックが利用可能になるとすぐにＣ６退出の準備としてＣＰＵ２０５のコア３
２０、３２２各々に対して状態復元（丸５１０および丸５３０）が始まる。ひとたびコア
３２０、３２２の状態が復元されると、ＣＰＵ２０５は停止した箇所から継続する準備が
できる。ＣＰＵ２０５のコア３２０、３２２両方からのマイクロコード３２３がそれぞれ
リセットされる（丸５１２および５３２）。
【００７９】
　しかし、ＣＰＵコア３２０、３２２のいずれもアクティブにはならず（丸５１４および
５３４）、スリープ信号がディアサートされ（丸５４０）、ストップクロック信号（ＳＴ
ＰＣＬＫ＃）がディアサートされるまでの実行命令である。しかし、ひとたびストップク
ロックがディアサートされスリープ信号がディアサートされると、ＣＰＵ２０５およびコ
ア３２０、３２２、およびチップセット全てが電源を投入され、稼働中となり、両方のコ
アがアクティブになる（丸５１４および丸５３４）。ＣＰＵ２０５はその後、そのキャッ
シュが空でありその後通常動作を始めるので、典型的に幾つかのコードフェッチを行う。
より具体的には、両方のコアはＣ０状態において起動される。オペレーティングシステム
はどのＣＰＵコアにイベント処理をさせるか決めてよく、他のコアをその後直ぐにスリー
プ状態に戻してよい。
【００８０】
　前述の通り、利点は、ＣＰＵ２０５がハードウェアのＣ状態整合の大半を行うので、他
のコアとのソフトウェア整合なしに、ソフトウェアが独立して各コアのゼロ電圧プロセッ
サスリープ状態（例えばＣ６）に入る要求ができることである。より具体的には、ゼロ電
圧プロセッサスリープ状態（例えばＣ６）を利用することで、ＣＰＵ２０５がスリープ状
態で必要とする電力は実質的にゼロに減らされる。
【００８１】
　さらに、Ｃ６状態が記述されるＡＣＰＩ実施形態においては、コアＩＤフィールド３２
１を利用してプロセッサ２０５のコア３２０および３２２の共有状態３２４の状態保存お
よび復元を達成する効率的な方法も開示されている。この方法はＣ０へのコア退出同期の
役目を果たす。コア識別子３２１は各コア３２０、３２２へヒューズを介してハードワイ
ヤードされ、いつでもＣＰＵ２０５のコアにとって利用可能である。
【００８２】
　コア３２０、３２２両方は、エントリ時に専用状態３２５および共有状態３２４を保存
してよい。コア３２０、３２２は状態保存中にはなんらオーダ方法（セマフォのような）
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を利用しないのが望ましい。状態保存終了時に、各コアは自身の固有のコア識別子３２１
をハードウェア状態に記録してよい。
【００８３】
　第二のコアが状態保存を完了すると、そのコアは自身の固有のコア識別子３２１を同じ
ハードウェア状態に書き込み、第一のコアのコア識別子を効率的にオーバーライドしてよ
い。コア識別子を含むこのハードウェア状態は、常にＯＮ電源で電力供給されることでＣ
６にある間に保存される。Ｃ６退出時に、前述のように、コア３２０および３２２が状態
復元を行う際には、保存されているコア識別子に整合するコア識別子が、共有状態３２４
の復元を行うことを許される。コア３２０および３２２両方が専用状態３２５の復元を行
うことができる。コアはその後保存されているコア識別子３２１にアクセスして、それら
の保存状態の復元を行う必要があるかをチェックする。一つのコアのみが復元を行う必要
がある。他のコアは共有状態３２４が復元中には待ち状態であってよい。復元が完了する
と、両方のコアがＣ０状態へ移行する。
【００８４】
　一実施形態においては、コア３２０、３２２はハードウェアセマフォ「Ｃ６オーダのセ
マフォ」を利用して、コア識別子３２１フィールドへ復元中に排他的アクセスを保証する
。共有状態復元を可能とする擬似コードの一例を以下に示す。
ＣＣ６に最初に入るコア
　Ｒｅｓｔｏｒｅ　ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｓｔａｔｅ
　Ｇｒａｂ　Ｃ６　Ｏｒｄｅｒ　Ｓｅｍａｐｈｏｒｅ
　Ｒｅａｄ　Ｃ６　ｗａｋｅｕｐ．ｃｏｒｅＩＤ
　Ｍａｔｃｈ　Ｃ６　ｗａｋｅｕｐ．ｃｏｒｅＩＤ　ａｇａｉｎｓｔ　ｏｗｎ　ｃｏｒｅ
ＩＤ
　Ｎｏ　ｍａｔｃｈ，ｒｅｌｅａｓｅ　Ｃ６　Ｏｒｄｅｒ　Ｓｅｍａｐｈｏｒｅ
　Ｒｅｓｔｏｒｅ＿Ｃｏｍｐｌｅｔｅ：Ｗａｉｔ
　Ｒｅａｄ　Ｃ６ｗａｋｅｕｐ．ｃｏｒｅＩＤ
　Ｉｆ　ｃｏｒｅＩＤ！＝００ｊｕｍｐ　ｔｏ　Ｒｅｓｔｏｒｅ＿Ｃｏｍｐｌｅｔｅ
　Ｉｆ　ｃｏｒｅＩＤ＝０ｊｕｍｐ　ｔｏ　ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　ａｆｔｅｒ　ｍｗ
ａｉｔ
ＣＣ６に最後に入るコア
　Ｒｅｓｔｏｒｅ　ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｓｔａｔｅ
　Ｇｒａｂ　Ｃ６　Ｏｒｄｅｒ　Ｓｅｍａｐｈｏｒｅ
　Ｒｅａｄ　Ｃ６　ｗａｋｅｕｐ．ｃｏｒｅＩＤ
　Ｍａｔｃｈ　Ｃ６　ｗａｋｅｕｐ．ｃｏｒｅＩＤ　ａｇａｉｎｓｔ　ｏｗｎ　ｃｏｒｅ
ＩＤ
　Ｍａｔｃｈ，ｌｏｃｋ　Ｃ６　Ｏｒｄｅｒ　Ｓｅｍａｐｈｏｒｅ
　Ｇｏ　ｔｏ　ｓｈａｒｅｄ　ｓｔａｔｅ　ｒｅｓｔｏｒｅ
【００８５】
　例示的な実施形態を、中央処理装置および電圧レギュレータとの関連でより深いスリー
プＣ６状態に入るおよびそこから出るという遷移を行うゼロ電圧プロセッサスリープ状態
を参照しながら記載してきたが、様々な実施形態を異なる種類の電力管理構成および／ま
たは異なる種類の集積回路に対して適用することができる。さらに、ここで記載した例示
的な実施形態においては電圧制御はＶＩＤ信号を利用して達成されたが、電圧制御を提供
する他の方策も様々な実施形態の範囲内である。
【００８６】
　ゼロ電圧プロセススリープ状態のための方法および装置の様々な実施形態を記載してい
る。上述の明細書においては、本発明の実施形態を特定の例示的な実施形態により記載し
てきた。しかし、それに対して付随する請求項に述べる本発明のより幅広い精神、範囲か
ら逸脱しないよう様々な変形例、変更例を加えることができることは理解されたい。故に
、明細書及び図面は、限定的ではなくて例示的な意味合いで捉えられるべきである。
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