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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレスデバイスにおけるマルチコア中央処理装置(CPU)内の電力を動的に制御する
方法であって、
　前記マルチコアCPUの少なくとも1つの物理的コア上で複数の仮想コアを実行するステッ
プと、
　前記複数の仮想コアの少なくとも1つにおいて1つまたは複数のタスク、1つまたは複数
のスレッド、あるいはタスクとスレッドの組合せを実行するステップと、
　前記複数の仮想コア上の作業負荷における並列性の度合いを示す値を受け取るステップ
と、
　前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合いを示す前記値が第1
の起動条件以上であるかどうかを判定するステップと、
　前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合いを示す前記値が前記
第1の起動条件以上であるかどうかを判定する前記ステップに少なくとも基づいて、最も
電力効率のよい電圧-周波数動作点で前記マルチコアCPU内の電力を制御するステップと
を備える方法。
【請求項２】
　並列性の前記度合いを示す前記値は、オペレーティングシステムスケジューラの1つま
たは複数の実行準備済みキューで待機しているタスク、スレッド、またはタスクとスレッ
ドの組合せの総数、前記複数の仮想コア上で仮想的に実行されているタスク、スレッド、
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またはタスクとスレッドの組合せの数、あるいはオペレーティングシステムスケジューラ
の1つまたは複数の実行準備済みキューで待機しているタスク、スレッド、またはタスク
とスレッドの組合せの総数と前記複数の仮想コア上で仮想的に実行されているタスク、ス
レッド、またはタスクとスレッドの組合せの数の組合せを備える請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合いを示す前記値が、前
記第1の起動条件以上である場合、前記第1の起動条件が満たされている時間を算出するス
テップと、
　前記時間が第1の起動確認条件と等しいかどうかを判定するステップとをさらに備える
請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記時間が前記第1の起動確認条件と等しい場合、第1の物理的コアの電源を投入するス
テップと、
　第0の物理的コア、および前記第1の物理的コアにおいて1つまたは複数のタスク、1つま
たは複数のスレッド、あるいはタスクとスレッドの組合せを物理的に実行するステップと
をさらに備える請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合いを示す前記値が第1
のスリープ条件以下であるかどうかを判定するステップをさらに備える請求項4に記載の
方法。
【請求項６】
　前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合いを示す前記値が前記
第1のスリープ条件以下である場合、前記第1のスリープ条件が満たされている時間を算出
するステップをさらに備える請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　前記第1のスリープ条件が満たされている前記時間が第1のスリープ確認条件と等しいか
どうかを判定するステップをさらに備える請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　前記第1のスリープ条件が満たされている前記時間が前記第1のスリープ確認条件と等し
い場合、前記第1の物理的コアの電源を切るステップをさらに備える請求項7に記載の方法
。
【請求項９】
　ワイヤレスデバイスのマルチコア中央処理装置(CPU)の少なくとも1つの物理的コア上で
複数の仮想コアを実行するための手段と、
　前記複数の仮想コアの少なくとも1つにおいて1つまたは複数のタスク、1つまたは複数
のスレッド、あるいはタスクとスレッドの組合せを実行するための手段と、
　前記複数の仮想コア上の作業負荷における並列性の度合いを示す値を受け取る手段と、
　前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合いを示す前記値が第1
の起動条件以上であるかどうかを判定する手段と、
　前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合いを示す前記値が前記
第1の起動条件以上であるかどうかを判定する前記手段に少なくとも基づいて、最も電力
効率のよい電圧-周波数動作点で前記マルチコアCPU内の電力を制御する手段とを備えるワ
イヤレスデバイス。
【請求項１０】
　並列性の前記度合いを示す前記値は、オペレーティングシステムスケジューラの1つま
たは複数の実行準備済みキューで待機しているタスク、スレッド、またはタスクとスレッ
ドの組合せの総数、前記複数の仮想コア上で仮想的に実行されているタスク、スレッド、
またはタスクとスレッドの組合せの数、あるいはオペレーティングシステムスケジューラ
の1つまたは複数の実行準備済みキューで待機しているタスク、スレッド、またはタスク
とスレッドの組合せの総数と前記複数の仮想コア上で仮想的に実行されているタスク、ス
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レッド、またはタスクとスレッドの組合せの数の組合せを備える請求項9に記載のワイヤ
レスデバイス。
【請求項１１】
　前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合いを示す前記値が、前
記第1の起動条件以上である場合、前記第1の起動条件が満たされている時間を算出するた
めの手段と、
　前記時間が第1の起動確認条件と等しいかどうかを判定するための手段とをさらに備え
る請求項9に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項１２】
　前記時間が前記第1の起動確認条件と等しい場合、第1の物理的コアの電源を投入するた
めの手段と、
　第0の物理的コア、および前記第1の物理的コアにおいて1つまたは複数のタスク、1つま
たは複数のスレッド、あるいはタスクとスレッドの組合せを物理的に実行するための手段
とをさらに備える請求項11に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項１３】
　前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合いを示す前記値が第1
のスリープ条件以下であるかどうかを判定するための手段をさらに備える請求項12に記載
のワイヤレスデバイス。
【請求項１４】
　前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合いを示す前記値が前記
第1のスリープ条件以下である場合、前記第1のスリープ条件が満たされている時間を算出
するための手段をさらに備える請求項13に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項１５】
　前記第1のスリープ条件が満たされている前記時間が第1のスリープ確認条件と等しいか
どうかを判定するための手段をさらに備える請求項14に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項１６】
　前記第1のスリープ条件が満たされている前記時間が前記第1のスリープ確認条件と等し
い場合、前記第1の物理的コアの電源を切るための手段をさらに備える請求項15に記載の
ワイヤレスデバイス。
【請求項１７】
　ワイヤレスデバイスのマルチコア中央処理装置(CPU)の少なくとも1つの物理的コア上の
複数の仮想コアを実行し、
　前記複数の仮想コアの少なくとも1つにおいて1つまたは複数のタスク、1つまたは複数
のスレッド、あるいはタスクとスレッドの組合せを実行し、
　前記複数の仮想コア上の作業負荷における並列性の度合いを示す値を受け取り、
　前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合いを示す前記値が第1
の起動条件以上であるかどうかを判定し、さらに、
　前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合いを示す前記値が前記
第1の起動条件以上であるかどうかの前記判定に少なくとも基づいて、最も電力効率のよ
い電圧-周波数動作点で前記マルチコアCPU内の電力を制御するように動作可能なプロセッ
サを備えるワイヤレスデバイス。
【請求項１８】
　並列性の前記度合いを示す前記値は、オペレーティングシステムスケジューラの1つま
たは複数の実行準備済みキューで待機しているタスク、スレッド、またはタスクとスレッ
ドの組合せの総数、前記複数の仮想コア上で仮想的に実行されているタスク、スレッド、
またはタスクとスレッドの組合せの数、あるいはオペレーティングシステムスケジューラ
の1つまたは複数の実行準備済みキューで待機しているタスク、スレッド、またはタスク
とスレッドの組合せの総数と前記複数の仮想コア上で仮想的に実行されているタスク、ス
レッド、またはタスクとスレッドの組合せの数の組合せを備える請求項17に記載のワイヤ
レスデバイス。
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【請求項１９】
　前記プロセッサは、
　前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合いを示す前記値が、前
記第1の起動条件以上である場合、前記第1の起動条件が満たされている時間を算出し、さ
らに
　前記時間が第1の起動確認条件と等しいかどうかを判定するようにさらに動作可能であ
る請求項17に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項２０】
　前記プロセッサは、
　前記時間が前記第1の起動確認条件と等しい場合、第1の物理的コアの電源を投入し、さ
らに
　第0の物理的コア、および前記第1の物理的コアにおいて1つまたは複数のタスク、1つま
たは複数のスレッド、あるいはタスクとスレッドの組合せを物理的に実行するようにさら
に動作可能である請求項19に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項２１】
　前記プロセッサは、前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合い
を示す前記値が第1のスリープ条件以下であるかどうかを判定するようにさらに動作可能
である請求項20に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項２２】
　前記プロセッサは、前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合い
を示す前記値が前記第1のスリープ条件以下である場合、前記第1のスリープ条件が満たさ
れている時間を算出するようにさらに動作可能である請求項21に記載のワイヤレスデバイ
ス。
【請求項２３】
　前記プロセッサは、前記第1のスリープ条件が満たされている前記時間が第1のスリープ
確認条件と等しいかどうかを判定するようにさらに動作可能である請求項22に記載のワイ
ヤレスデバイス。
【請求項２４】
　前記プロセッサは、前記第1のスリープ条件が満たされている前記時間が前記第1のスリ
ープ確認条件と等しい場合、前記第1の物理的コアの電源を切るようにさらに動作可能で
ある請求項23に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項２５】
　プロセッサにより実行可能な命令を記録した、機械可読記録媒体であって、
　ワイヤレスデバイスのマルチコア中央処理装置(CPU)の少なくとも1つの物理的コア上の
複数の仮想コアを実行するための少なくとも1つの命令と、
　前記複数の仮想コアの少なくとも1つにおいて1つまたは複数のタスク、1つまたは複数
のスレッド、あるいはタスクとスレッドの組合せを実行するための少なくとも1つの命令
と、
　前記複数の仮想コア上の作業負荷における並列性の度合いを示す値を受け取るための少
なくとも1つの命令と、
　前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合いを示す前記値が第1
の起動条件以上であるかどうかを判定するための少なくとも1つの命令と、
　前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合いを示す前記値が前記
第1の起動条件以上であるかどうかを判定する前記少なくとも1つの命令に少なくとも基づ
いて、最も電力効率のよい電圧-周波数動作点で前記マルチコアCPU内の電力を制御するた
めの少なくとも1つの命令と
　を記録する機械可読記録媒体。
【請求項２６】
　並列性の前記度合いは、オペレーティングシステムスケジューラの1つまたは複数の実
行準備済みキューで待機しているタスク、スレッド、またはタスクとスレッドの組合せの
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総数、前記複数の仮想コア上で仮想的に実行されているタスク、スレッド、またはタスク
とスレッドの組合せの数、あるいはオペレーティングシステムスケジューラの1つまたは
複数の実行準備済みキューで待機しているタスク、スレッド、またはタスクとスレッドの
組合せの総数と前記複数の仮想コア上で仮想的に実行されているタスク、スレッド、また
はタスクとスレッドの組合せの数の組合せ
　を備える請求項25に記載の機械可読記録媒体。
【請求項２７】
　前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合いを示す前記値が、前
記第1の起動条件以上である場合、前記第1の起動条件が満たされている時間を算出するた
めの少なくとも1つの命令と、
　前記時間が第1の起動確認条件と等しいかどうかを判定するための少なくとも1つの命令
と
　をさらに記録する請求項25に記載の機械可読記録媒体。
【請求項２８】
　前記時間が前記第1の起動確認条件と等しい場合、第1の物理的コアの電源を投入するた
めの少なくとも1つの命令と、
　第0の物理的コア、および前記第1の物理的コアにおいて1つまたは複数のタスク、1つま
たは複数のスレッド、あるいはタスクとスレッドの組合せを物理的に実行するための少な
くとも1つの命令と
　をさらに記録する請求項27に記載の機械可読記録媒体。
【請求項２９】
　前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合いを示す前記値が第1
のスリープ条件以下であるかどうかを判定するための少なくとも1つの命令をさらに記録
する請求項28に記載の機械可読記録媒体。
【請求項３０】
　前記複数の仮想コア上の前記作業負荷における並列性の前記度合いを示す前記値が前記
第1のスリープ条件以下である場合、前記第1のスリープ条件が満たされている時間を算出
するための少なくとも1つの命令をさらに記録する請求項29に記載の機械可読記録媒体。
【請求項３１】
　前記第1のスリープ条件が満たされている前記時間が第1のスリープ確認条件と等しいか
どうかを判定するための少なくとも1つの命令をさらに記録する請求項30に記載の機械可
読記録媒体。
【請求項３２】
　前記第1のスリープ条件が満たされている前記時間が前記第1のスリープ確認条件と等し
い場合、前記第1の物理的コアの電源を切るための少なくとも1つの命令をさらに記録する
請求項31に記載の機械可読記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本出願は、参照により内容が本明細書に完全に組み込まれている、2009年12月16日に出
願した「SYSTEM　AND　METHOD　OF　DYNAMICALLY　CONTROLLING　A　PLURALITY　OF　COR
ES　IN　A　MULTICORE　CENTRAL　PROCESSING　UNIT」という名称の米国特許仮出願第61/
286,960号の優先権を主張するものである。
【背景技術】
【０００２】
　PCD(ポータブルコンピューティングデバイス)は、いたるところに存在する。これらの
デバイスには、セルラ電話機、PDA(携帯情報端末)、ポータブルゲームコンソール、パー
ムトップコンピュータ、およびその他のポータブル電子デバイスが含まれ得る。これらの
デバイスの一次機能に加えて、多くのデバイスは、周辺機能を含む。例えば、セルラ電話
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機は、セルラ電話通話を行う一次機能と、スチルカメラ、ビデオカメラ、GPS(全地球測位
システム)ナビゲーション、ウェブブラウジング、電子メールを送受信すること、テキス
トメッセージを送受信すること、プッシュツートーク能力などの周辺機能とを含み得る。
そのようなデバイスの機能が増大するにつれ、そのような機能をサポートするのに要求さ
れるコンピューティング能力または処理能力も増大する。さらに、コンピューティング能
力が増大するにつれ、そのコンピューティング能力を提供するプロセッサ、または複数の
プロセッサを効果的に管理する、より大きな必要性が存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、必要とされているのは、マルチコアCPU内の電力を制御する改良された方
法である。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　図において、同様の参照符号は、特に明記しない限り、様々な図面のすべてにわたって
同様の部分を指す。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】閉じられた位置におけるPCD(ポータブルコンピューティングデバイス)の第1の態
様を示す前方平面図である。
【図２】開かれた位置におけるPCDの第1の態様を示す前方平面図である。
【図３】PCDの第2の態様を示すブロック図である。
【図４】処理システムを示すブロック図である。
【図５】マルチコアCPU内の電力を動的に制御する方法の第1の態様を示す流れ図である。
【図６】マルチコアCPU内の電力を動的に制御する方法の第2の態様を示す流れ図である。
【図７】マルチコアCPU内の電力を動的に制御する方法の第3の態様を示す流れ図である。
【図８】マルチコアCPU内の電力を動的に制御する方法の第4の態様を示す流れ図である。
【図９】マルチコアCPU内の電力を動的に制御する方法の第5の態様の第1の部分を示す流
れ図である。
【図１０】マルチコアCPU内の電力を動的に制御する方法の第5の態様の第2の部分を示す
流れ図である。
【図１１】マルチコアCPU内の電力を動的に制御する方法の第5の態様の第3の部分を示す
流れ図である。
【図１２】マルチコアCPU内の電力を動的に制御する方法の第5の態様の第4の部分を示す
流れ図である。
【図１３】マルチコアCPUを試験する方法を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　「例示的」という語は、本明細書では、「例、実例、または例示の役割をする」を意味
するように使用される。本明細書で「例示的」として説明されるいずれの態様も、必ずし
も他の態様より好ましい、または有利であると解釈されるべきではない。
【０００７】
　この説明において、「アプリケーション」という用語には、オブジェクトコード、スク
リプト、バイトコード、マークアップ言語ファイル、およびパッチなどの実行可能なコン
テンツを有するファイルが含まれることも可能である。さらに、本明細書で言及される「
アプリケーション」には、開かれる必要がある可能性がある文書、またはアクセスされる
必要がある他のデータファイルなどの、実行可能でない性質のファイルが含まれることも
可能である。
【０００８】
　「コンテンツ」という用語には、オブジェクトコード、スクリプト、バイトコード、マ
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ークアップ言語ファイル、およびパッチなどの実行可能なコンテンツを有するファイルが
含まれることも可能である。さらに、本明細書で言及される「コンテンツ」には、開かれ
る必要がある可能性がある文書、またはアクセスされる必要がある他のデータファイルな
どの、実行可能でない性質のファイルが含まれることも可能である。
【０００９】
　この説明において使用される「構成要素」、「データベース」、「モジュール」、「シ
ステム」などの用語は、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの
組合せ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアであるコンピュータ関連のエンティ
ティを指すことを意図している。例えば、構成要素は、プロセッサ上で実行されているプ
ロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行可能ファイル、実行のスレッド、プログラム、
および/またはコンピュータであることが可能であるが、以上には限定されない。例とし
て、コンピューティングデバイス上で実行されているアプリケーションとそのコンピュー
ティングデバイスがともに、構成要素であることが可能である。1つまたは複数の構成要
素が、プロセス内、および/または実行のスレッド内に存在することが可能であり、さら
に構成要素は、1つのコンピュータ上に局在化されること、および/または2つ以上のコン
ピュータの間に分散されることが可能である。さらに、これらの構成要素は、様々なデー
タ構造が格納されている様々なコンピュータ可読媒体から実行されることが可能である。
これらの構成要素は、1つまたは複数のデータパケットを有する信号に従うなどして、ロ
ーカルプロセスおよび/または遠隔プロセスを介して通信することが可能である(例えば、
1つの構成要素からのデータが、その信号によってローカルシステムまたは分散システム
における別の構成要素と対話して、さらに/またはインターネットなどのネットワークを
介して他のシステムと対話して)。
【００１０】
　図1および図2を最初に参照すると、例示的なPCD(ポータブルコンピューティングデバイ
ス)が示され、全体的に100で表されている。図示されるとおり、PCD100は、筐体102を含
むことが可能である。筐体102は、上側筐体部分104と、下側筐体部分106とを含むことが
可能である。図1は、上側筐体部分104がディスプレイ108を含む可能性があることを示す
。或る特定の態様において、ディスプレイ108は、タッチスクリーンディスプレイである
ことが可能である。また、上側筐体部分104は、トラックボール入力デバイス110を含むこ
とも可能である。さらに、図1に示されるとおり、上側筐体部分104は、電源オンボタン11
2と、電源オフボタン114とを含むことが可能である。図1に示されるとおり、PCD100の上
側筐体部分104は、複数のインジケータライト116と、スピーカ118とを含むことが可能で
ある。各インジケータライト116は、LED(発光ダイオード)であることが可能である。
【００１１】
　或る特定の態様において、図2に示されるとおり、上側筐体部分104は、下側筐体部分10
6に対して動くことが可能である。具体的には、上側筐体部分104は、下側筐体部分106に
対してスライド可能であり得る。図2に示されるとおり、下側筐体部分106は、マルチボタ
ンキーボード120を含むことが可能である。或る特定の態様において、マルチボタンキー
ボード120は、標準のQWERTYキーボードであることが可能である。マルチボタンキーボー
ド120は、上側筐体部分104が下側筐体部分106に対して動かされると、あらわになること
が可能である。図2は、PCD100が、下側筐体部分106上にリセットボタン122を含む可能性
があることをさらに示す。
【００１２】
　図3を参照すると、PCD(ポータブルコンピューティングデバイス)の例示的な、限定的で
ない態様が示され、全体的に320で表されている。図示されるとおり、PCD320は、マルチ
コアCPU324を含むオンチップのシステム322を含む。マルチコアCPU324は、第0のコア325
と、第1のコア326と、第Nのコア327とを含むことが可能である。
【００１３】
　図3に示されるとおり、ディスプレイコントローラ328およびタッチスクリーンコントロ
ーラ330が、マルチコアCPU324に結合される。オンチップのシステム322の外部にあるタッ
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チスクリーンディスプレイ332が、ディスプレイコントローラ328およびタッチスクリーン
コントローラ330に結合される。
【００１４】
　図3は、ビデオエンコーダ334、例えば、PAL(位相反転線)エンコーダ、SECAM(順次カラ
ーメモリ)エンコーダ、またはNTSC(全米テレビジョン放送方式標準化委員会)エンコーダ
が、マルチコアCPU324に結合されることをさらに示す。さらに、ビデオ増幅器336が、ビ
デオエンコーダ334およびタッチスクリーンディスプレイ332に結合される。また、ビデオ
ポート338が、ビデオ増幅器336に結合される。図3に示されるとおり、USB(ユニバーサル
シリアルバス)コントローラ340が、マルチコアCPU324に結合される。また、USBポート342
が、USBコントローラ340に結合される。また、メモリ344およびSIM(加入者IDモジュール)
カード346が、マルチコアCPU324に結合されることも可能である。さらに、図3に示される
とおり、デジタルカメラ348が、マルチコアCPU324に結合されることが可能である。或る
例示的な態様において、デジタルカメラ348は、CCD(電荷結合素子)カメラまたはCMOS(相
補性金属酸化膜半導体)カメラである。
【００１５】
　図3にさらに示されるとおり、ステレオオーディオCODEC350が、マルチコアCPU324に結
合されることが可能である。さらに、オーディオ増幅器352が、ステレオオーディオCODEC
350に結合されることが可能である。或る例示的な態様において、第1のステレオスピーカ
354、および第2のステレオスピーカ356が、オーディオ増幅器352に結合される。図3は、
マイクロフォン増幅器358が、ステレオオーディオCODEC350に結合されることも可能であ
ることを示す。さらに、マイクロフォン360が、マイクロフォン増幅器358に結合されるこ
とが可能である。或る特定の態様において、FM(周波数変調)ラジオチューナ362が、ステ
レオオーディオCODEC350に結合されることが可能である。また、FMアンテナ364が、FMラ
ジオチューナ362に結合される。さらに、ステレオヘッドフォン366が、ステレオオーディ
オCODEC350に結合されることが可能である。
【００１６】
　図3は、RF(無線周波数)トランシーバ368がマルチコアCPU324に結合されることが可能で
あることをさらに示す。RFスイッチ370が、RFトランシーバ368およびRFアンテナ372に結
合されることが可能である。図3に示されるとおり、キーパッド374が、マルチコアCPU324
に結合されることが可能である。また、マイクロフォンを有するモノラルヘッドセット37
6が、マルチコアCPU324に結合されることも可能である。さらに、振動デバイス378が、マ
ルチコアCPU324に結合されることが可能である。また、図3は、電源380が、オンチップの
システム322に結合される可能性があることも示す。或る特定の態様において、電源380は
、電力を要求するPCD320の様々な構成要素に電力を供給するDC(直流)電源である。さらに
、或る特定の態様において、この電源は、充電可能なDCバッテリ、あるいはAC(交流)電源
に接続されたAC/DC変圧器から導かれるDC電源である。
【００１７】
　図3は、PCD320が、データネットワーク、例えば、ローカルエリアネットワーク、パー
ソナルエリアネットワーク、または他の任意のネットワークにアクセスするのに使用され
得るネットワークカード388を含むことも可能であることをさらに示す。ネットワークカ
ード388は、Bluetooth(登録商標)ネットワークカード、WiFiネットワークカード、PAN(パ
ーソナルエリアネットワーク)カード、PeANUT(パーソナルエリアネットワーク超低電力技
術)ネットワークカード、または当技術分野でよく知られている他の任意のネットワーク
カードであることが可能である。さらに、ネットワークカード388は、チップに組み込ま
れることが可能であり、すなわち、ネットワークカード388は、チップ内の完全なソリュ
ーションであってもよく、別個のネットワークカード388ではなくてもよい。
【００１８】
　図3に示されるとおり、タッチスクリーンディスプレイ332、ビデオポート338、USBポー
ト342、カメラ348、第1のステレオスピーカ354、第2のステレオスピーカ356、マイクロフ
ォン360、FMアンテナ364、ステレオヘッドフォン366、RFスイッチ370、RFアンテナ372、
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キーパッド374、モノラルヘッドセット376、振動器378、および電源380は、オンチップの
システム322の外部にある。
【００１９】
　或る特定の態様において、本明細書で説明される方法ステップの1つまたは複数が、コ
ンピュータプログラム命令としてメモリ344の中に格納されることが可能である。これら
の命令は、本明細書で説明される方法を実行するためにマルチコアCPU324によって実行さ
れることが可能である。さらに、マルチコアCPU324、メモリ344、またはマルチコアCPU32
4とメモリ344の組合せが、マルチコアCPU324内の各CPU、つまり、各コアに対する電力を
制御するために、本明細書で説明される方法ステップの1つまたは複数を実行するための
手段の役割をすることが可能である。
【００２０】
　図4を参照すると、処理システムが示され、全体的に400で表されている。或る特定の態
様において、処理システム400は、図3に関連して前述したPCD320に組み込まれることが可
能である。図示されるとおり、処理システム400は、マルチコアCPU(中央処理装置)402と
、そのマルチコアCPU402に接続されたメモリ404とを含むことが可能である。マルチコアC
PU402は、第0のコア410と、第1のコア412と、第Nのコア414とを含むことが可能である。
第0のコア410は、第0の動的クロックと、第0の動的クロックの上で実行されるDCVS(電圧
スケーリング)アルゴリズム416とを含むことが可能である。第1のコア412は、第1のコア4
12上で実行される第1のDCVSアルゴリズム417を含むことが可能である。さらに、第Nのコ
ア414は、第Nのコア414上で実行される第NのDCVSアルゴリズム418を含むことが可能であ
る。或る特定の態様において、各DCVSアルゴリズム416、417、418は、それぞれのコア410
、412、414上で独立に実行されることが可能である。
【００２１】
　さらに、図示されるとおり、メモリ404は、メモリ404上に格納されたオペレーティング
システム420を含むことが可能である。オペレーティングシステム420は、スケジューラ42
2を含むことが可能であり、さらにスケジューラ422は、第1の実行キュー424と、第2の実
行キュー426と、第Nの実行キュー428とを含むことが可能である。また、メモリ404は、メ
モリ404上に格納された第1のアプリケーション430と、第2のアプリケーション432と、第N
のアプリケーション434とを含むことも可能である。
【００２２】
　或る特定の態様において、アプリケーション430、432、434が、マルチコアCPU402内の
物理的コア410、412、414において処理されるべき1つまたは複数のタスク436をオペレー
ティングシステム420に送ることが可能である。タスク436は、単独のタスクとして、単独
のスレッドとして、またはそのようなタスクとスレッドの組合せとして処理される、また
は実行されることが可能である。さらに、スケジューラ422が、マルチコアCPU402内で実
行されるように、それらのタスク、スレッド、またはタスクとスレッドの組合せをスケジ
ュールすることが可能である。加えて、スケジューラ422は、それらのタスク、スレッド
、またはタスクとスレッドの組合せを実行キュー424、426、428の中に入れることが可能
である。物理的コア410、412、414が、物理的コア410、412、414においてそれらのタスク
およびスレッドを処理するため、または実行するために、例えば、オペレーティングシス
テム420によって、命令されるとおりに、実行キュー424、426、428からそれらのタスク、
スレッド、またはタスクとスレッドの組合せを取り出すことが可能である。
【００２３】
　また、図4は、メモリ404が、メモリ404上に格納されたハイパーバイザ440と、MP(マル
チコアプロセッサ)コントローラ442とを含む可能性があることも示す。ハイパーバイザ44
0は、オペレーティングシステム420およびMPコントローラ442に接続されることが可能で
ある。具体的には、ハイパーバイザ440は、オペレーティングシステム420内のスケジュー
ラ422に接続されることが可能である。ハイパーバイザ440は、PM(並列性モニタ)444を含
むことが可能である。代替として、並列性モニタ444は、ハイパーバイザ440とは別個であ
るが、ハイパーバイザ440に接続されていてもよい。図示されるとおり、メモリ404は、第
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0の仮想コア446と、第1の仮想コア448とを含むことも可能である。仮想コア446、448がス
レッドを実行しているかのように、OS420は、ハイパーバイザ440を介して仮想コア446、4
48と対話することが可能である。しかし、タスク、スレッド、またはタスクとスレッドの
組合せは、実際には、物理的コア410、412、414上で実行されることが可能である。仮想
コア446、448は、OS420がアクセスすることが可能な仮想化された環境を表すことが可能
である。
【００２４】
　本明細書で説明されるとおり、ハイパーバイザ440が、仮想コア446、448上の作業負荷
を監視することが可能であり、さらにMPコントローラ442が、後段で説明されるとおり、
物理的コア410、412、414に対する電力を制御することが可能である。或る特定の態様に
おいて、本明細書で説明される、例えば、コンピュータプログラム命令などの、方法ステ
ップの1つまたは複数を実行することによって、ハイパーバイザ440、MPコントローラ442
、並列性モニタ444、または以上の組合せは、マルチコアCPU402内のコア410、412、414に
対する電力を動的に制御するための手段の役割をすることが可能である。
【００２５】
　或る特定のデュアル仮想コア態様において、動作中、MPコントローラ442は、ハイパー
バイザ440から入力を受け取ることが可能である。この入力は、作業負荷における並列性
の度合いの移動平均であることが可能である。この入力に基づいて、MPコントローラ442
は、単一の物理的コアの電源がオンにされるべきか、2つの物理的コアの電源がオンにさ
れるべきかを判定することが可能である。さらに、MPコントローラ442は、マルチコアCPU
402に制御信号を出力することが可能である。この制御信号は、さらなるコアをオンにす
るかどうか、またはオフにするかどうかを示すことが可能である。このデュアル仮想コア
実施例において、MPコントローラ442は、物理的コアの電源をオンにする決定、およびオ
フにする決定を制御するための4つのしきい値を含むことが可能である。この4つのしきい
値には、コア起動をトリガするOSスケジューラキュー内の実行準備済みのスレッドの数、
Nw、コア起動を確認するNwを超えている時間、Tw、コアスリープをトリガするOSスケジュ
ーラキュー内の実行準備済みのスレッドの数、Ns、およびコアスリープを確認するNsを超
えている時間、Tsが含まれることが可能である。
【００２６】
　単一のコア、例えば、第0のコア410が活性である状態から始めて、第0のコア410上の作
業負荷における並列性の度合いの移動平均が、少なくともTwの時間にわたってNwを満たす
、または超える場合、MPコントローラ442が、第2のコア、例えば、第1のコア412を起動す
ることが可能である。逆に、両方のコア、例えば、第0のコア410と第1のコア412が活性で
あり、さらに作業負荷における並列性の度合いが、少なくともTsの時間にわたってNsを下
回る場合、MPコントローラ442は、第2のコア、例えば、第1のコア412をスリープに入れる
ことを決定することが可能である。
【００２７】
　或る特定の態様において、時間Twを超えてしきい値並列性が維持されることは、その単
一の仮想コアが飽和していることを暗示する。さらに、これらの物理的コアは、最も電力
効率のよいVF(電圧-周波数)動作点で開始されることが可能である。特定の態様において
、最適なVFで動作している2つの物理的コアが、最大VFで動作している単一のコアと比べ
て、より大きいDMIPS(Dhrystone million instructions per second)をもたらす。デュア
ルコア態様において、二重の、独立したDCVSアルゴリズムが、非対称の作業負荷に適応す
ることが可能であり、さらに一部の事例において、異種のコアに適応することが可能であ
る。さらに、デュアルコア態様において、その2つの物理的コアは、2倍になるパフォーマ
ンスペナルティを回避するためにマルチタスキング作業負荷中に活性のままでいなければ
ならない。また、並列性が、規定された時間TsにわたってNsを下回ると、第2のコアが、
スタンバイにされるのではなく、電源をオフにされなければならない。或る特定の態様に
おいて、第2のコアをスタンバイにすることは、電力漏洩を増加させる可能性があり、さ
らにパフォーマンスを低下させる可能性もある。
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【００２８】
　パラメータNw、Tw、Ns、およびTsの最適な値は、システム400の厳密な電力消費特性に
依存する可能性がある。しかし、一態様において、それらの値は、以下のとおりであり得
る。すなわち、
Nw=1.2
Tw=40ms(ミリ秒)
Ns=0.8、および
Ts=80msである。
【００２９】
　この特定の態様において、Nw=1.2は、並列性が維持されてから、第2のコアが起動され
ることを確実にすることが可能である。Ns=0.8は、並列性がないことが維持されてから、
第2のコアがスリープに入れられることを確実にすることが可能である。Ts=80msは、シス
テム400の電力崩壊しきい値に基づく。Tw=40msは、マルチコア応答性を向上させるように
Tsの半分である。
【００３０】
　図5を参照すると、マルチコアプロセッサ内の電力を制御する方法の第1の態様が示され
、全体的に500で表されている。方法500は、ブロック502で、マルチコアプロセッサを有
するデバイスの動作中、後続のステップが実行されることが可能なDo　Loopを開始する。
ブロック504で、物理的プロセッサ内で仮想CPU(中央処理装置)プログラムが実行されるこ
とが可能である。実行されると、仮想CPUプログラムは、物理的プロセッサ上で2つ以上の
仮想CPUが実行されるようにする。仮想CPUは、デバイス内で動作する2つ以上の物理的プ
ロセッサをシミュレートすることが可能である。ブロック506で、OS(オペレーティングシ
ステム)が、仮想CPUにアクセスすることを許されることが可能である。或る特定の態様に
おいて、OSは、物理的CPUにアクセスするのに通常、使用されるのと同一の仕方で仮想CPU
にアクセスすることが可能である。
【００３１】
　ブロック508に移ると、仮想マシンマネージャとしても知られるハイパーバイザが、仮
想CPUがアイドル状態に入ったことを、例えば、仮想CPUがアイドル状態に入るたびに、検
出することが可能である。ブロック510で、ハイパーバイザが、各仮想CPU上の利用率を算
出することが可能である。この利用率は、実際の仮想サイクルの数をまず算出することに
よって算出されることが可能である。実際の仮想サイクルは、仮想CPUがアイドル状態に
ない、またはOSアイドルタスクを実行していないサイクルである。その後、活性の仮想サ
イクルの数を仮想CPUサイクルの総数で割ることによって、利用率が算出されることが可
能である。
【００３２】
　ブロック512に進むと、ハイパーバイザが、各仮想CPU上の利用率に基づいて、その仮想
CPUの作業負荷における並列性の度合いを算出することが可能である。次に、ブロック514
で、コントローラ、例えば、並列性モニタが、仮想CPUの作業負荷における並列性の度合
いに少なくとも部分的に基づいて、物理的コアの電源を投入する、または切ることが可能
である。つまり、並列性モニタは、仮想コアにおける作業負荷に基づいて、コアをオンに
する、またはオフにすることが可能である。
【００３３】
　判定516で、並列性モニタが、デバイスの電源がオフにされているかどうかを判定する
ことが可能である。デバイスの電源がオフにされている場合、方法は、終了することが可
能である。そうではなく、デバイスの電源がオンにされたままである場合、方法500は、
ブロック504に戻ることが可能であり、方法500は、説明されるとおり進むことが可能であ
る。
【００３４】
　図6は、マルチコアプロセッサ内の電力を制御する方法の第2の態様を示す。この方法は
、全体的に600で表される。方法600は、ブロック602で、マルチコアプロセッサを有する
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デバイスの動作中、後続のステップが実行されることが可能なDo　Loopを開始する。ブロ
ック604で、物理的プロセッサ内で仮想CPU(中央処理装置)プログラムが実行されることが
可能である。実行されると、仮想CPUプログラムは、物理的プロセッサ上で2つ以上の仮想
CPUが実行されるようにする。仮想CPUは、デバイス内で動作する2つ以上の物理的プロセ
ッサをシミュレートすることが可能である。ブロック606で、OS(オペレーティングシステ
ム)が、仮想CPUにアクセスすることを許されることが可能である。或る特定の態様におい
て、OSは、物理的CPUにアクセスするのに通常、使用されるのと同一の仕方で仮想CPUにア
クセスすることが可能である。
【００３５】
　ブロック608に移ると、仮想マシンマネージャとしても知られるハイパーバイザが、仮
想CPUのアイドル状態を示す呼出しを、OS(オペレーティングシステム)から、例えば、仮
想CPUがアイドル状態に入るたびに、受け取ることが可能である。ブロック610で、ハイパ
ーバイザが、各仮想CPU上の利用率を算出することが可能である。この利用率は、実際の
仮想サイクルの数をまず算出することによって算出されることが可能である。実際の仮想
サイクルは、仮想CPUがアイドル状態にない、またはOSアイドルタスクを実行していない
サイクルである。その後、活性の仮想サイクルの数を仮想CPUサイクルの総数で割ること
によって、利用率が算出されることが可能である。
【００３６】
　ブロック612に進むと、ハイパーバイザが、各仮想CPU上の利用率に基づいて、その仮想
CPUの作業負荷における並列性の度合いを算出することが可能である。次に、ブロック614
で、ハイパーバイザが、仮想CPUの作業負荷における並列性の度合いに少なくとも部分的
に基づいて、物理的コアの電源を投入する、または切ることが可能である。つまり、電源
コントローラは、作業負荷に基づいて、コアをオンにする、またはオフにすることが可能
である。
【００３７】
　判定616で、電源コントローラが、デバイスの電源がオフにされているかどうかを判定
することが可能である。デバイスの電源がオフにされている場合、方法は、終了すること
が可能である。そうではなく、デバイスの電源がオンにされたままである場合、方法600
は、ブロック604に戻ることが可能であり、方法600は、説明されるとおり進むことが可能
である。
【００３８】
　次に図7を参照すると、マルチコアプロセッサ内の電力を制御する方法の第3の態様が示
され、全体的に700で表されている。方法700は、ブロック702で、マルチコアプロセッサ
を有するデバイスの動作中、後続のステップが実行されることが可能なDo　Loopを開始す
る。
【００３９】
　ブロック704で、物理的プロセッサ内で仮想CPU(中央処理装置)プログラムが実行される
ことが可能である。実行されると、仮想CPUプログラムは、物理的プロセッサ上で2つ以上
の仮想CPUが実行されるようにする。仮想CPUは、デバイス内で動作する2つ以上の物理的
プロセッサをシミュレートすることが可能である。ブロック706で、OS(オペレーティング
システム)が、仮想CPUにアクセスすることを許されることが可能である。或る特定の態様
において、OSは、物理的CPUにアクセスするのに通常、使用されるのと同一の仕方で仮想C
PUにアクセスすることが可能である。
【００４０】
　ブロック708に移ると、電力コントローラ、例えば、並列性モニタが、仮想CPU内の、ま
たはコア内の作業負荷並列性の度合いを算出するために、仮想CPU利用率を周期的にサン
プリングすることが可能である。ブロック710に移ると、仮想CPU内の作業負荷並列性の度
合いに少なくとも部分的に基づいて、電力コントローラが、物理的コアの電源を投入する
、または切ることが可能である。つまり、電源コントローラは、作業負荷に基づいて、コ
アをオンにする、またはオフにすることが可能である。
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【００４１】
　判定712で、電源コントローラが、デバイスの電源がオフにされているかどうかを判定
することが可能である。デバイスの電源がオフにされている場合、方法は、終了すること
が可能である。そうではなく、デバイスの電源がオンにされたままである場合、方法700
は、ブロック704に戻ることが可能であり、方法700は、説明されるとおり進むことが可能
である。
【００４２】
　図8は、マルチコアプロセッサ内の電力を制御する方法の第4の態様を示し、この方法は
、全体的に800で表される。方法800は、ブロック802で、マルチコアプロセッサを有する
デバイスの動作中、後続のステップが実行されることが可能なDo　Loopを開始する。ブロ
ック804で、物理的プロセッサ内で仮想CPU(中央処理装置)プログラムが実行されることが
可能である。実行されると、仮想CPUプログラムは、物理的プロセッサ上で2つ以上の仮想
CPUが実行されるようにする。仮想CPUは、デバイス内で動作する2つ以上の物理的プロセ
ッサをシミュレートすることが可能である。ブロック806で、OS(オペレーティングシステ
ム)が、仮想CPUにアクセスすることを許されることが可能である。或る特定の態様におい
て、OSは、物理的CPUにアクセスするのに通常、使用されるのと同一の仕方で仮想CPUにア
クセスすることが可能である。
【００４３】
　ブロック808に移ると、電力コントローラ、例えば、並列性モニタが、OS実行キューに
エントリが追加されるといつでも、またはOS実行キューからエントリが削除されるといつ
でも、ハイパーバイザから呼戻しを受け取ることが可能である。ブロック810で、電力コ
ントローラが、仮想CPU内の作業負荷における並列性の度合いの移動平均を算出すること
が可能である。その後、ブロック812で、仮想CPU内の作業負荷並列性の度合いに少なくと
も部分的に基づいて、電力コントローラが、物理的コアの電源を投入する、または切るこ
とが可能である。つまり、電源コントローラは、作業負荷に基づいて、コアをオンにする
、またはオフにすることが可能である。
【００４４】
　判定814で、電源コントローラが、デバイスの電源がオフにされているかどうかを判定
することが可能である。デバイスの電源がオフにされている場合、方法は、終了すること
が可能である。そうではなく、デバイスの電源がオンにされたままである場合、方法800
は、ブロック804に戻ることが可能であり、方法800は、説明されるとおり進むことが可能
である。
【００４５】
　図9から図12を参照すると、マルチコアプロセッサ内の電力を制御する方法の第5の態様
が示され、全体的に900で表されている。方法900は、ブロック902で、マルチコアプロセ
ッサを有するデバイスの電源がオンにされていると、以下のステップが実行されることが
可能なDo　Loopを開始する。ブロック904で、物理的プロセッサ内で仮想CPU(中央処理装
置)プログラムが実行されることが可能である。実行されると、仮想CPUプログラムは、物
理的プロセッサ上で2つ以上の仮想CPUが実行されるようにする。仮想CPUは、デバイス内
で動作する2つ以上の物理的プロセッサをシミュレートすることが可能である。
【００４６】
　ブロック906で、第0の物理的コアの電源が投入される、すなわち、通電されることが可
能である。ブロック907で、第0のDCVSアルゴリズムが、第0の物理的コアにおいてローカ
ルで実行されることが可能である。ブロック908で、1つまたは複数のタスク、スレッド、
またはタスクとスレッドの組合せが、仮想CPUにおいて仮想的に実行されることが可能で
ある。さらに、ブロック910で、1つまたは複数のタスク、スレッド、またはタスクとスレ
ッドの組合せが、第0の物理的コアにおいて実行されることが可能である。
【００４７】
　判定912に移ると、MPコントローラが、デバイスの電源がオフにされているかどうかを
判定することが可能である。オフにされている場合、方法900は、終了することが可能で
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ある。そうではなく、デバイスの電源がオンにされたままである場合、方法900は、ブロ
ック914に移ることが可能であり、MPコントローラが、ハイパーバイザから仮想コア上の
作業負荷における並列性の度合いの移動平均を受け取ることが可能である。或る特定の態
様において、任意の時点で、OS(オペレーティングシステム)の実行準備済みキューで待機
しているタスク、スレッド、またはタスクとスレッドの組合せの総数に、実際に実行され
ているタスクの数を足した数が、仮想コア上の作業負荷における並列性の度合いに関する
近似値であることが可能である。
【００４８】
　判定916で、MPコントローラが、並列性の度合いが第1の起動条件と等しいかどうかを判
定することが可能である。或る特定の態様において、第1の起動条件は、仮想コア上の作
業負荷における並列性の度合いに関連するしきい値であることが可能である。例えば、こ
のしきい値は、OSスケジューラキューの中の実行準備済みスレッドの最大限度数であるこ
とが可能であり、さらに並列性がこのしきい値以上である場合、第1の起動条件が満たさ
れることが可能である。
【００４９】
　判定916に戻ると、並列性の度合いが第1の起動条件と等しくない場合、方法900は、ブ
ロック914に戻ることが可能であり、方法900は、本明細書で説明されるとおり続くことが
可能である。そうではなく、並列性の度合いが第1の起動条件と等しい場合、方法900は、
ブロック918に移ることが可能であり、MPコントローラが、第1の起動条件が満たされてい
る時間を算出することが可能である。判定920で、MPコントローラが、その時間が第1の起
動確認条件と等しいかどうかを判定することが可能である。或る特定の態様において、第
1の起動確認条件は、しきい時間値であることが可能であり、さらに第1の起動条件が満た
される時間が、このしきい値以上である場合、第1の起動確認条件が満たされることが可
能である。
【００５０】
　判定920に戻ると、第1の起動条件が満たされている時間が第1の起動確認条件と等しく
ない場合、方法900は、ブロック914に戻ることが可能であり、方法900は、本明細書で説
明されるとおり続くことが可能である。逆に、第1の起動確認条件が満たされる場合、方
法900は、ブロック922に移ることが可能であり、MPコントローラが、2つのコア、すなわ
ち、第0の物理的コア、および第1の物理的コアが動作し、スレッドおよびタスクを実行す
るように第1の物理的コアの電源を投入することが可能である。ブロック924で、第1のDCV
Sアルゴリズムが、第1の物理的コアにおいてローカルで実行されることが可能である。そ
の後、方法900は、図10のブロック1002に進むことが可能である。
【００５１】
　次に、図10のブロック1002に移ると、1つまたは複数のタスク、スレッド、またはタス
クとスレッドの組合せが、第0の物理的コア、および第1の物理的コアにおいて物理的に実
行されることが可能である。判定1004で、MPコントローラが、デバイスの電源がオフにさ
れているかどうかを判定することが可能である。オフにされている場合、方法900は、終
了することが可能である。そうではなく、デバイスの電源がオンにされたままである場合
、方法900は、ブロック1006に移ることが可能であり、MPコントローラが、ハイパーバイ
ザから仮想コア上の作業負荷における並列性の度合いの移動平均を受け取ることが可能で
ある。
【００５２】
　判定1008で、MPコントローラが、並列性の度合いが第1のスリープ条件と等しいかどう
かを判定することが可能である。或る特定の態様において、第1のスリープ条件は、仮想
コア上の作業負荷における並列性の度合いに関連するしきい値であることが可能である。
例えば、このしきい値は、OSスケジューラキューの中の実行準備済みのスレッドの最小限
度数であることが可能であり、さらに並列性が、このしきい値以下である場合、第1のス
リープ条件が満たされることが可能である。
【００５３】
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　判定1008に戻ると、並列性の度合いが第1のスリープ条件と等しくない場合、方法900は
、図11のブロック1102に進むことが可能であり、方法900は、本明細書で説明されるとお
り続くことが可能である。そうではなく、並列性の度合いが第1のスリープ条件と等しい
場合、方法900は、ブロック1010に移ることが可能であり、MPコントローラが、第1のスリ
ープ条件が満たされている時間を算出することが可能である。判定1012で、MPコントロー
ラが、その時間が第1のスリープ確認条件と等しいかどうかを判定することが可能である
。或る特定の態様において、第1のスリープ確認条件は、しきい時間値であることが可能
であり、さらに第1のスリープ条件が満たされている時間がそのしきい値以上である場合
、第1のスリープ確認条件が満たされることが可能である。
【００５４】
　判定1012に戻ると、第1のスリープ条件が満たされている時間が、第1のスリープ確認条
件と等しくない場合、方法900は、図11のブロック1102に進むことが可能であり、方法900
は、本明細書で説明されるとおり続くことが可能である。逆に、第1のスリープ確認条件
が満たされる場合、方法900は、ブロック1014に移ることが可能であり、MPコントローラ
が、1つのコア、すなわち、第0の物理的コアが動作し、スレッドおよびタスクを実行する
ように第1の物理的コアの電源を切ることが可能である。その後、方法900は、図9のブロ
ック910に戻ることが可能であり、方法900は、本明細書で説明されるとおり続くことが可
能である。
【００５５】
　次に図11を参照すると、ブロック1102で、MPコントローラが、ハイパーバイザから仮想
コア上の作業負荷における並列性の度合いの移動平均を受け取ることが可能である。判定
1104で、MPコントローラが、並列性の度合いが第Nの起動条件と等しいかどうかを判定す
ることが可能である。或る特定の態様において、第Nの起動条件は、仮想コア上の作業負
荷における並列性の度合いに関連するしきい値であることが可能である。例えば、このし
きい値は、OSスケジューラキューの中の実行準備済みスレッドの最大限度数であることが
可能であり、さらに並列性がこのしきい値以上である場合、第Nの起動条件が満たされる
ことが可能である。
【００５６】
　判定1104に戻ると、並列性の度合いが第Nの起動条件と等しくない場合、方法900は、図
10のブロック1002に戻ることが可能であり、方法900は、本明細書で説明されるとおり続
くことが可能である。そうではなく、並列性の度合いが第Nの起動条件と等しい場合、方
法900は、ブロック1106に移ることが可能であり、MPコントローラが、第Nの起動条件が満
たされている時間を算出することが可能である。判定1108で、MPコントローラが、この時
間が第Nの起動確認条件と等しいかどうかを判定することが可能である。或る特定の態様
において、第Nの起動確認条件は、しきい時間値であることが可能であり、さらに第Nの起
動条件が満たされている時間がそのしきい値以上である場合、第Nの起動確認条件が満た
されることが可能である。
【００５７】
　判定1108に戻ると、第Nの起動条件が満たされている時間が第Nの起動確認条件と等しく
ない場合、方法900は、図10のブロック1002に戻ることが可能であり、方法900は、本明細
書で説明されるとおり続くことが可能である。逆に、第Nの起動確認条件が満たされる場
合、方法900は、ブロック1110に移ることが可能であり、MPコントローラが、N個のコア、
すなわち、第0の物理的コア、第1の物理的コア、および第Nの物理的コアが動作し、スレ
ッドおよびタスクを実行するように第Nの物理的コアの電源を投入することが可能である
。ブロック1112で、第NのDCVSアルゴリズムが、第Nの物理的コアにおいてローカルで実行
されることが可能である。その後、方法900は、図12のブロック1202に進むことが可能で
ある。
【００５８】
　図12のブロック1202で、1つまたは複数のタスク、スレッド、またはタスクとスレッド
の組合せが、第0の物理的コア、第1の物理的コア、および第Nの物理的コアにおいて物理
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的に実行されることが可能である。判定1204で、MPコントローラが、デバイスの電源がオ
フにされているかどうかを判定することが可能である。オフにされている場合、方法900
は、終了することが可能である。そうではなく、デバイスの電源がオンにされたままであ
る場合、方法900は、ブロック1206に移ることが可能であり、MPコントローラが、ハイパ
ーバイザから仮想コア上の作業負荷における並列性の度合いの移動平均を受け取ることが
可能である。
【００５９】
　判定1208で、MPコントローラが、並列性の度合いが第Nのスリープ条件と等しいかどう
かを判定することが可能である。或る特定の態様において、第Nのスリープ条件は、仮想
コア上の作業負荷における並列性の度合いに関連するしきい値であることが可能である。
例えば、このしきい値は、OSスケジューラキューの中の実行準備済みのスレッドの最小限
度数であることが可能であり、さらに並列性が、このしきい値以下である場合、第Nのス
リープ条件が満たされることが可能である。
【００６０】
　判定1208に戻ると、並列性の度合いが第Nのスリープ条件と等しくない場合、方法900は
、ブロック1202に進むことが可能であり、方法900は、本明細書で説明されるとおり続く
ことが可能である。そうではなく、並列性の度合いが第Nのスリープ条件と等しい場合、
方法900は、ブロック1210に移ることが可能であり、MPコントローラが、第Nのスリープ条
件が満たされている時間を算出することが可能である。判定1212で、MPコントローラが、
その時間が第Nのスリープ確認条件と等しいかどうかを判定することが可能である。或る
特定の態様において、第Nのスリープ確認条件は、しきい時間値であることが可能であり
、さらに第Nのスリープ条件が満たされている時間がそのしきい値以上である場合、第Nの
スリープ確認条件が満たされることが可能である。
【００６１】
　判定1212に戻ると、第Nのスリープ条件が満たされている時間が第Nのスリープ確認条件
と等しくない場合、方法900は、ブロック1202に戻ることが可能であり、方法900は、本明
細書で説明されるとおり続くことが可能である。逆に、第Nのスリープ確認条件が満たさ
れる場合、方法900は、ブロック1214に移ることが可能であり、MPコントローラが、Nから
1を引いた数のコア、例えば、第0の物理的コア、および第1の物理的コア(Nが2であり、第
2のコアの電源が切られる場合)が動作し、スレッドおよびタスクを実行するように第Nの
物理的コアの電源を切ることが可能である。その後、方法900は、図10のブロック1002に
戻ることが可能であり、方法900は、本明細書で説明されるとおり続くことが可能である
。
【００６２】
　次に図13を参照すると、マルチコアプロセッサを試験するための方法が示され、全体的
に1300で表されている。図示されるとおり、方法1300は、試験プログラムが作成されるこ
とが可能なブロック1302で始まることが可能である。この試験プログラムは、本明細書で
説明されるとおり、複数のコアが、並列性の度合いに依存して、電源を投入されたり、切
られたりすることをもたらす、様々な並列性の度合いを有する定常状態の作業負荷を含む
ことが可能である。
【００６３】
　ブロック1304に移ると、この試験プログラムが、マルチコアプロセッサを含むワイヤレ
スデバイス上にロードされることが可能である。ブロック1306で、複数のコアが、ワイヤ
レスデバイス上で監視されることが可能である。例えば、各コアに関するコア起動/停止
状態が監視されることが可能である。起動/停止状態は、各コア上の電力を監視すること
によって、消費される総電力、作業負荷が完了される速度、またはそのような総電力と速
度の組合せを監視することによって、監視されることが可能である。
【００６４】
　ブロック1308で、この試験プログラムが、ワイヤレスデバイスにおいて実行されること
が可能である。さらに、判定1310で、ワイヤレスデバイス内のコアが試験プログラムの実
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行に正しく応答するかどうか判定されることが可能である。つまり、試験プログラムの実
行に応答して、コアの電源が正しく投入されているかどうか、および/または正しく切ら
れているかどうかが判定されることが可能である。判定1310で、コアが、試験プログラム
の実行に正しく応答しない場合、方法1300は、ブロック1312に移ることが可能であり、失
敗結果が示されることが可能である。その後、方法1300は、終了することが可能である。
【００６５】
　判定1310で、コアが、試験プログラムの実行に正しく応答しない場合、方法は、ブロッ
ク1314に進むことが可能であり、合格結果が示されることが可能である。その後、方法13
00は、終了することが可能である。
【００６６】
　本明細書で説明される方法ステップは、必ずしも説明されるとおりの順序で実行されな
くてもよいことを理解されたい。さらに、「その後」、「すると」、「次に」などの語は
、ステップの順序を限定することを意図していない。これらの語は、単に、方法ステップ
の説明において読者を案内するために使用される。さらに、本明細書で説明される方法は
、PCD(ポータブルコンピューティングデバイス)上で実行可能であるものとして説明され
る。PCDは、モバイル電話デバイス、携帯情報端末デバイス、スマートブックコンピュー
ティングデバイス、ネットブックコンピューティングデバイス、ラップトップコンピュー
ティングデバイス、デスクトップコンピューティングデバイス、または以上の組合せであ
ることが可能である。
【００６７】
　或る特定の態様において、本明細書で説明されるシステムおよび方法は、仮想化された
システムにおける仮想CPUの利用率を監視することによって、作業負荷並列性の度合いを
動的に推測することが可能である。CPU仮想化を用いて、HLOS(高レベルオペレーティング
システム)からいくつかのソフトウェア要件が取り除かれて、ハイパーバイザに移される
ことが可能である。このため、単一のハイパーバイザおよびMP-DCVSの設計が、理論上、
多様なHLOSにわたって一貫して機能することが可能である。或る特定の態様において、MP
-DCVSソフトウェアは、ハイパーバイザの一部であることが可能であり、あるいはハイパ
ーバイザに対する特権のあるインターフェースを有することが可能である。
【００６８】
　仮想化されたシステムにおいて、ハードウェアCPUリソースが、仮想CPUとして抽象化さ
れることが可能である。単一のハードウェアCPUが、1つまたは複数の仮想CPUとしてオペ
レーティングシステムに提示されることが可能である。この能力を使用して、2ハードウ
ェア(すなわち、物理的)コアシステムに関して、いくつの物理的コアに実際に電源が投入
されているかにかかわらず、2つの仮想コアがオペレーティングシステムに提示されるこ
とが可能である。HLOSが、MP(マルチプロセッサ)システム上に常時、存在するかのように
、実行されることが可能であり、さらにHLOSは、1つの仮想CPUに対して、または両方の仮
想CPUに対してタスクをスケジュールすることが可能である。
【００６９】
　ハイパーバイザの並列性モニタMP-DCVS構成要素が、作業負荷における並列性のレベル
を示す、2つの仮想CPUのHLOS使用量を監視することが可能である。一態様において、並列
性の度合いは、単に、2つの仮想CPUの利用率の合計である。各仮想CPU上の利用率は、活
性のCPUサイクルの数を、合計の仮想CPUサイクルの数で割った値である。活性の仮想サイ
クルとは、仮想CPUがアイドルでなく、OSアイドルタスクも実行していないサイクルであ
る。
【００７０】
　完全に仮想化されたシステムにおいて、仮想CPUがアイドル状態に入ることは、ハイパ
ーバイザが、ARM命令、WFIまたはWFE(割り込みを待つ、またはイベントを待つ)などの命
令をインターセプトすることによって、検出されることが可能である。これらの命令は、
通常、オペレーティングシステムのアイドルタスクによって呼び出される。これらの命令
は、現実のハードウェアリソースに影響を与えるため、これらの命令は、完全に仮想化さ
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れたシステム上でハイパーバイザエントリを生じさせる可能性がある。
【００７１】
　準仮想化されたシステムにおいて、オペレーティングシステムは、WFI/WFEを直接に実
行しようと試みる代わりに、特別な命令(SVC、スーパーバイザ呼出し)を介して、アイド
ル状態を示すハイパーバイザ呼出しを直接に呼び出すことが可能である。この態様におい
て、ハイパーバイザは、WFI/WFEの試みをインターセプトする必要がなく、アイドル状態
について直接に通知を受ける。
【００７２】
　本明細書で開示されるシステムおよび方法は、仮想CPU利用率の合計を監視することが
可能である。一態様において、並列性モニタが、1ミリ秒ごとになど、周期的に仮想CPU利
用率をサンプリングすることが可能である。別の態様において、並列性モニタは、仮想CP
Uがアイドル状態に入るといつでも、またはアイドル状態を抜けるといつでも、ハイパー
バイザから呼戻しを受け取ることが可能である。両方の事例において、並列性モニタは、
瞬間的な読取り値を蓄積して、作業負荷における並列性の度合いの移動平均にする。
【００７３】
　本明細書で開示されるマイクロプロセッサコントローラは、仮想コアにおける並列性の
度合いに基づいて、いくつの物理的コアに電源供給すべきかを決定することが可能である
。デュアルコアシステムに関する一態様において、以下の決定パラメータが、マイクロプ
ロセッサコントローラによって適用されることが可能である。すなわち、平均並列性に関
する起動しきい値、Nw、第2のコアが起動される前にNwしきい値を超えていることが続い
ている時間、Tw、平均並列性に関するスリープしきい値、Ns、および第2のコアがスリー
プに入れられる前にNsしきい値を超えていることが続いていなければならない時間、Tsで
ある。
【００７４】
　並列でない作業負荷を実行している場合、HLOSは、0.5を超える利用率に両方の仮想CPU
を保つことができない可能性がある。したがって、このことは、任意の監視期間にわたっ
て、せいぜい0.5+0.5=1という並列性の度合いを示す。これらの状況下で、その値が、>Ts
の期間にわたって<Nsである場合、マイクロプロセッサコントローラは、第2のコアの電力
を崩壊させる可能性がある。
【００７５】
　真に並列の作業負荷を実行している場合、HLOSは、0.5を超える利用率で両方の仮想CPU
をビジーに保つことができる。この場合も、利用率値の合計は、任意の監視期間にわたる
平均レベルの並列性を示す。これらの状況下で、その値が、>Twの期間にわたって>Nwであ
る場合、MP-DCVSは、第2のコアの電力を復元することが可能である。
【００７６】
　本明細書で開示されるシステムおよび方法は、複数のオペレーティングシステム/動作
環境からの並列性を同時にサポートするように拡張されることが可能である。その場合、
Nコアハードウェアシステムに関して、実行されている動作環境ごとにN個の仮想CPUが与
えられる。M個のオペレーティングシステム/動作環境が実行されているものと想定すると
、M*N個の仮想CPUがインスタンス化されることが可能である。並列性の度合いを計算する
のに、並列性モニタが、その複数のオペレーティングシステムにわたるM*N個すべての仮
想CPUの合計利用率を計算する。
【００７７】
　別の態様において、本明細書で説明されるシステムおよび方法は、複数のプロセッサ、
マルチコアプロセッサ、複数のマルチコアプロセッサ、または以上の任意の組合せを動的
に制御するのに使用されることが可能である。さらに、本明細書で説明されるシステムお
よび方法は、任意の数のプロセッサ、またはマルチコアプロセッサを動的に制御するのに
使用されることが可能である。一態様において、各オペレーティングシステムに与えられ
る仮想コアの数は、そのオペレーティングシステムにアクセスすることが可能な物理的コ
アの数と等しいことが可能である。別の態様において、各オペレーティングシステムに与
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えられる仮想コアの数は、そのオペレーティングシステムにアクセスすることが可能な物
理的コアの数より少ないことが可能である。加えて、さらに別の態様において、各オペレ
ーティングシステムに与えられる仮想コアの数は、そのオペレーティングシステムにアク
セスすることが可能な物理的コアの数より多いことが可能である。さらに、本明細書で説
明されるシステムおよび方法は、合計システム負荷、例えば、並列性の度合いに基づいて
、複数のコア、または複数のプロセッサの電源をオンにしたり、オフにしたりするように
使用されることが可能である。例えば、4コアシステムにおいて、作業負荷が、急に低下
することが可能であり、3つのコアが同時に電源をオフにされることが可能である。
【００７８】
　本明細書で開示される方法は、アプリケーション、またはそれらのアプリケーションを
実行しているオペレーティングシステムの変更を全く要求せず、さらに本明細書で開示さ
れる方法は、複数のオペレーティングシステムにわたって適用されることが可能である。
さらに、本明細書で開示される方法は、潜在的なオープンソースコードを含め、オペレー
ティングシステムコードにはかかわり合いにならないことが可能である。本明細書で開示
される方法は、複数の同時のオペレーティングシステムまたは動作環境にわたる並列性を
発見し、活用することが可能である。本明細書で開示される方法は、並列性が、単一のOS
内のスレッドレベルで見られるか、単一のOS内のプロセスレベルで見られるか、または複
数のOSにわたるスレッドレベルもしくはプロセスレベルで見られるかにとらわれないと考
えられることが可能である。
【００７９】
　1つまたは複数の例示的な態様において、説明される機能は、ハードウェアで、ソフト
ウェアで、ファームウェアで、または以上の任意の組合せで実施されることが可能である
。ソフトウェアで実施される場合、それらの機能は、マシン可読媒体、すなわち、コンピ
ュータ可読媒体などのコンピュータプログラム製品上に格納される、またはそのようなコ
ンピュータプログラム製品上の1つまたは複数の命令もしくはコードとして伝送されるこ
とが可能である。コンピュータ可読媒体には、1つの場所から別の場所にコンピュータプ
ログラムを移すことを円滑にする任意の媒体を含め、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の
両方が含まれる。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされることが可能である任
意の利用可能な媒体であることが可能である。例として、限定としてではなく、そのよう
なコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROMまたは他の光ディスクストレージ
、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデー
タ構造の形態で所望されるプログラムコードを伝送する、または格納するのに使用される
ことが可能であり、さらにコンピュータによってアクセスされることが可能である他の任
意の媒体を備えることが可能である。また、任意の接続が、コンピュータ可読媒体と適切
に呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、
DSL(デジタル加入者線)、あるいは赤外線、電波、およびマイクロ波などのワイヤレス技
術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースから伝送される場合、その
同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、DSL、あるいは赤外線、電波、およびマ
イクロ波などのワイヤレス技術が、媒体の定義に含められる。本明細書で使用されるディ
スク(Disk)およびディスク(Disc)には、CD(コンパクトディスク)、レーザディスク、光デ
ィスク、DVD(デジタルバーサタイルディスク)、フレキシブルディスク、およびブルーレ
イディスクが含まれ、ただし、ディスク(Disk)は、通常、データを磁気的に再現するのに
対して、ディスク(Disc)は、データを、レーザを使用して光学的に再現する。また、以上
の媒体の組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲に含められなければならない。
【００８０】
　選択された態様が、図示され、詳細に説明されてきたが、添付の特許請求の範囲によっ
て規定される、本発明の趣旨および範囲を逸脱することなく、様々な代替および変更が行
われ得ることが理解されよう。
【符号の説明】
【００８１】
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　　100、320　ポータブルコンピューティングデバイス
　　102　筐体
　　104　上側筐体部分
　　106　下側筐体部分
　　108　ディスプレイ
　　110　トラックボール入力デバイス
　　112　電源オンボタン
　　114　電源オフボタン
　　116　インジケータライト
　　118　スピーカ
　　120　マルチボタンキーボード
　　122　リセットボタン
　　322　オンチップのシステム
　　324、402　マルチコアCPU
　　325、326、327、410、412、414　CPUコア
　　328　ディスプレイコントローラ
　　330　タッチスクリーンコントローラ
　　334　ビデオエンコーダ
　　336　ビデオ増幅器
　　338　ビデオポート
　　340　USBコントローラ
　　342　USBポート
　　344、404　メモリ
　　346　SIMカード
　　348　デジタルカメラ
　　350　ステレオオーディオCODEC
　　352　オーディオ増幅器
　　354、356　ステレオスピーカ
　　358　マイクロフォン増幅器
　　360　マイクロフォン
　　362　ラジオチューナ
　　364　アンテナ
　　366　ステレオヘッドフォン
　　368　トランシーバ
　　370　スイッチ
　　372　アンテナ
　　374　キーパッド
　　376　モノラルヘッドセット
　　378　振動デバイス
　　380　電源
　　388　ネットワークカード
　　400　システム
　　416、417、418　アルゴリズム
　　420　オペレーティングシステム
　　422　スケジューラ
　　424、426、428　実行キュー
　　430、432、434　アプリケーション
　　436　タスク
　　440　ハイパーバイザ
　　442　マルチコアプロセッサコントローラ
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　　444　並列性モニタ
　　446、448　仮想コア
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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