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(57)【要約】
複数のアプリケーション毎のハードウェアパラメータ設
定を記憶するように構成されたメモリを含む処理装置が
提供される。また、処理装置は、メモリと通信するプロ
セッサを含み、プロセッサは、ハードウェアパラメータ
設定をメモリに記憶し、複数のアプリケーションのうち
１つのアプリケーションを現在実行中のアプリケーショ
ンとして識別し、識別されたアプリケーションの記憶さ
れたハードウェアパラメータ設定に従って複数のハード
ウェアパラメータを調整することによって、ハードウェ
アの動作を制御するように構成されている。
【選択図】図３



(2) JP 2020-513613 A 2020.5.14

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のアプリケーション毎のハードウェアパラメータ設定を記憶するように構成された
メモリと、
　前記メモリと通信するように構成されたプロセッサと、を備え、
　前記プロセッサは、
　前記ハードウェアパラメータ設定を前記メモリに記憶し、
　前記複数のアプリケーションのうち１つのアプリケーションを現在実行中のアプリケー
ションとして識別し、
　識別されたアプリケーションの記憶されたハードウェアパラメータ設定に従って複数の
ハードウェアパラメータを調整することによって、ハードウェアの動作を制御する、よう
に構成されている、
　処理装置。
【請求項２】
　前記ハードウェアは、複数のプロセッサタイプを含むアクセラレーテッド処理デバイス
であって、前記アプリケーションを実行するように構成されたアクセラレーテッド処理デ
バイスを備える、
　請求項１の処理装置。
【請求項３】
　前記プロセッサは、実行中のアプリケーションを識別するためのアプリケーション識別
子と、実行中のアプリケーションに提供されるアプリケーションプログラミングインタフ
ェースを識別するためのアプリケーションプログラミングインタフェース識別子と、を用
いて、前記ハードウェア上で実行中のアプリケーションを識別するようにさらに構成され
ている、
　請求項１の処理装置。
【請求項４】
　前記ハードウェアは、ハードウェア識別子を含み、前記ハードウェアパラメータ設定は
、前記ハードウェア識別子によって識別されたハードウェアの動作を制御するのに使用さ
れる、
　請求項１の処理装置。
【請求項５】
　前記複数のハードウェアパラメータは、実行のパフォーマンスレベルを維持しながら、
前記識別されたアプリケーションを実行するために前記ハードウェアによって消費される
電力を制御するように構成された電力管理パラメータであり、
　前記プロセッサは、前記識別されたアプリケーションの記憶されたハードウェアパラメ
ータ設定に従って複数の電力管理パラメータを調整することによって、前記ハードウェア
によって消費される電力を制御するようにさらに構成されている、
　請求項１の処理装置。
【請求項６】
　前記電力管理パラメータは、サンプリング間隔に対するクロック電圧パラメータ及びア
クティビティレベル閾値パラメータを含み、
　前記プロセッサは、
　前記サンプリング間隔中の前記ハードウェアのアクティビティレベルを、前記サンプリ
ング間隔に対するアクティビティレベル閾値パラメータと比較することと、
　前記サンプリング間隔中の前記ハードウェアのアクティビティレベルと、前記サンプリ
ング間隔に対するアクティビティレベル閾値パラメータと、の比較に基づいて前記クロッ
ク電圧パラメータの値を変更することと、
　によって、前記クロック電圧パラメータを調整するようにさらに構成されている、
　請求項５の処理装置。
【請求項７】
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　前記プロセッサは、
　前記識別されたアプリケーションのハードウェアパラメータ設定が記憶されているかど
うかを判別し、
　前記識別されたアプリケーションのハードウェアパラメータ設定が記憶されていると判
別した場合に、前記識別されたアプリケーションの記憶されたハードウェアパラメータ設
定に従って前記アプリケーションを実行するように、前記ハードウェアパラメータを調整
し、
　前記識別されたアプリケーションのハードウェアパラメータ設定が記憶されていないと
判別した場合に、記憶されたグローバルハードウェアパラメータ設定に従って前記アプリ
ケーションを実行するように、前記ハードウェアパラメータを調整する、ようにさらに構
成されている、
　請求項１の処理装置。
【請求項８】
　前記プロセッサは、構成ファイルを使用することによって前記ハードウェアの動作を制
御するように構成されたデバイスドライバとは別の構成ファイルに前記ハードウェアパラ
メータ設定を記憶するようにさらに構成されている、
　請求項１の処理装置。
【請求項９】
　前記プロセッサは、１つ以上のアプリケーションの新たなパラメータ設定を受信した場
合に、前記デバイスドライバを変更することなく前記構成ファイルを更新するようにさら
に構成されている、
　請求項８の処理装置。
【請求項１０】
　前記メモリは、実行可能なデバイスドライバを記憶するようにさらに構成されており、
　前記プロセッサは、
　前記ハードウェアパラメータ設定を非実行構成ファイルに記憶し、
　前記実行可能なデバイスドライバを使用して、前記非実行構成ファイルに記憶されてい
る前記記憶されたハードウェアパラメータ設定に従って前記複数のハードウェアパラメー
タを調整することによって、前記ハードウェアの動作を制御する、ようにさらに構成され
ている、
　請求項１の処理装置。
【請求項１１】
　電力パフォーマンス管理のコンピュータ実行方法であって、
　複数のアプリケーション毎のハードウェアパラメータ設定を受信することと、
　前記ハードウェアパラメータ設定を記憶することと、
　前記複数のアプリケーションのうち１つのアプリケーションを実行することと、
　実行中のアプリケーションを識別することと、
　識別された実行中のアプリケーションの記憶されたハードウェアパラメータ設定に従っ
てハードウェアパラメータを調整することによって、ハードウェアの動作を制御すること
と、を含む、
　方法。
【請求項１２】
　前記識別された実行中のアプリケーションのハードウェアパラメータ設定が記憶されて
いるかどうかを判別することと、
　前記識別された実行中のアプリケーションのハードウェアパラメータ設定が記憶されて
いると判別した場合に、前記識別された実行中のアプリケーションの記憶されたハードウ
ェアパラメータ設定に従って前記アプリケーションを実行するように、前記ハードウェア
パラメータを調整することと、
　前記識別された実行中のアプリケーションのハードウェアパラメータ設定が記憶されて
いないと判別した場合に、記憶されたグローバルハードウェアパラメータ設定に従って前



(4) JP 2020-513613 A 2020.5.14

10

20

30

40

50

記アプリケーションを実行するように、前記ハードウェアパラメータを調整することと、
をさらに含む、
　請求項１１の方法。
【請求項１３】
　前記実行中のアプリケーションに１つ以上のアプリケーションプログラミングインタフ
ェースを提供することをさらに含み、前記実行中のアプリケーションを識別することは、
前記実行中のアプリケーションに提供された１つ以上のアプリケーションプログラミング
インタフェースを識別することを含む、
　請求項１１の方法。
【請求項１４】
　構成ファイルに記憶されたハードウェアパラメータ設定を使用することによって前記ハ
ードウェアの動作を制御するように構成されたデバイスドライバとは別の構成ファイルに
前記ハードウェアパラメータ設定を記憶することをさらに含む、
　請求項１１の方法。
【請求項１５】
　前記ハードウェアパラメータ設定が前記複数のアプリケーションの各々に対して記憶さ
れている場合に、前記デバイスドライバを変更することなく前記構成ファイルを更新する
ことをさらに含む、
　請求項１４の方法。
【請求項１６】
　前記複数のハードウェアパラメータは、実行のパフォーマンスレベルを維持しながら、
前記識別された実行中のアプリケーションを実行するために前記ハードウェアによって消
費される電力を制御するための電力管理パラメータであり、
　前記方法は、前記記憶されたハードウェアパラメータ設定に従って複数の電力管理パラ
メータを調整することによって、前記ハードウェアによって消費される電力を制御するこ
とさらに含む、
　請求項１１の方法。
【請求項１７】
　前記電力管理パラメータは、サンプリング間隔に対するクロック電圧パラメータ及びア
クティビティレベル閾値パラメータを含み、
　前記方法は、
　前記サンプリング間隔中の前記ハードウェアのアクティビティレベルを、前記サンプリ
ング間隔に対するアクティビティレベル閾値パラメータと比較することと、
　前記サンプリング間隔中の前記ハードウェアのアクティビティレベルと、前記サンプリ
ング間隔に対するアクティビティレベル閾値パラメータと、の比較に基づいて前記クロッ
ク電圧パラメータの値を変更することと、
　によって、前記クロック電圧パラメータを調整することをさらに含む、
　請求項１６の方法。
【請求項１８】
　前記ハードウェアの動作を制御するための命令を含む実行可能デバイスドライバを記憶
することと、
　前記ハードウェアパラメータ設定を非実行構成ファイルに記憶することと、
　前記実行可能なデバイスドライバを使用して、前記非実行構成ファイルに記憶されてい
る前記記憶されたハードウェアパラメータ設定に従って前記複数のハードウェアパラメー
タを調整することによって、前記ハードウェアの動作を制御することと、をさらに含む、
　請求項１７の方法。
【請求項１９】
　電力パフォーマンス管理方法をコンピュータに実行させるための命令を含むコンピュー
タ可読記憶媒体であって、
　前記命令は、
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　複数のアプリケーション毎のハードウェアパラメータ設定を記憶することと、
　前記複数のアプリケーションのうち１つのアプリケーションを実行することと、
　実行中のアプリケーションを識別することと、
　識別された実行中のアプリケーションの記憶されたハードウェアパラメータ設定に従っ
てハードウェアパラメータを調整することによって、ハードウェアの動作を制御すること
と、を含む、
　コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２０】
　前記命令は、
　前記複数のアプリケーション毎に、構成ファイルに記憶されたハードウェアパラメータ
設定を使用することによって前記ハードウェアの動作を制御するように構成されたデバイ
スドライバとは別の構成ファイルに前記ハードウェアパラメータ設定を記憶することと、
　前記ハードウェアパラメータ設定が前記複数のアプリケーションの各々に対して記憶さ
れている場合に、前記デバイスドライバを変更することなく前記構成ファイルを更新する
ことと、をさらに含む、
　請求項１９のコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本願は、２０１６年１１月１８日に出願された米国特許出願第１５／３５５，５６９号
の利益を主張するものであり、この内容は参照により本明細書に完全に記載されているも
のとして援用される。
【背景技術】
【０００２】
　いくつかの処理デバイスのハードウェアは、ハードウェアの動作を制御するのに使用さ
れるデバイス（例えば、ファームウェア）に記憶されたハードウェアパラメータによって
管理される。これらのパラメータの設定（すなわち、動的電力管理（ＤＰＭ）設定）は、
ハードウェアのパフォーマンスと、アプリケーションの実行等の様々な機能を実行するた
めにハードウェアによって消費される電力と、の両方に影響を及ぼす。また、パフォーマ
ンスと消費電力とは相互に依存する。例えば、ハードウェアのパフォーマンスレベルを上
げると、多くの場合、消費電力量が増える。一方、ＤＰＭ設定は、従来、ドライバソフト
ウェアにハードコードされており、ドライバソフトウェアを変更しない限り変更すること
ができない。
【０００３】
　添付図面と併せて例として与えられる以下の説明から、より詳細な理解を得ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】電力パフォーマンス管理のためのアプリケーションプロファイリングが実施され
る例示的なデバイスの図である。
【図２】図１に示すアクセラレーテッド処理デバイスにおける処理タスクの実行に関連す
る更なる詳細を示すブロック図である。
【図３】例示的な電力パフォーマンス管理システムにおける例示的な相互接続及び情報フ
ローを示すブロック図である。
【図４】電力パフォーマンスを管理するためのハードウェアパラメータ設定を受信する例
示的な方法を示すフローチャートである。
【図５】アプリケーション実行時の例示的な電力パフォーマンス管理方法を示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
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【０００５】
　特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）等の特定の集積回路（ＩＣ）に対してグローバルＤ
ＰＭ設定を提供する取組みが進められている。しかしながら、このようなグローバル設定
によって、パフォーマンスレベルが変化する。例えば、グローバル設定にてＩＣ上で実行
されるアプリケーションが第１パフォーマンスレベル（例えば、高品質のビデオ表示をレ
ンダリングするパフォーマンスレベル）で実行される一方で、当該ＩＣ上で実行される別
のアプリケーションが第２パフォーマンスレベル（例えば、低品質のビデオ表示をレンダ
リングするパフォーマンスレベル）で実行される。
【０００６】
　本願は、デバイス上で実行されるアプリケーション毎にカスタマイズされたハードウェ
アパラメータ設定を利用することによって、電力及びパフォーマンスを管理する装置及び
方法を開示する。また、カスタマイズには、各アプリケーションプログラミングインタフ
ェース（ＡＰＩ）及びデバイスの各プロセッサのハードウェアパラメータ設定が含まれる
。ハードウェアパラメータ設定は、デバイスドライバを変更せずにドライバスタックの構
成ファイルを変更する（すなわち、上書きする）ことによって、アプリケーション毎にカ
スタマイズされる。アプリケーションのハードウェアパラメータ設定は、デバイスのファ
ームウェアに記憶されたハードウェアパラメータを調整して（例えば、ハードウェアパラ
メータの値を設定して）、ハードウェアによって消費される電力を制御し、他のアプリケ
ーションの実行時にパフォーマンスに影響を与えることなく当該アプリケーションを実行
し、パフォーマンスレベルを維持するために使用される。
【０００７】
　本願は、複数のアプリケーション毎のハードウェアパラメータ設定を記憶するように構
成されたメモリを含む処理装置を提供する。また、処理装置は、メモリと通信するように
構成されたプロセッサを備え、プロセッサは、ハードウェアパラメータ設定をメモリに記
憶し、複数のアプリケーションのうち１つのアプリケーションを現在実行中のアプリケー
ションとして識別し、識別されたアプリケーションの記憶されたハードウェアパラメータ
設定に従って複数のハードウェアパラメータを調整することによって、ハードウェアの動
作を制御するように構成されている。
【０００８】
　本願は、電力パフォーマンス管理のコンピュータ実行方法を提供する。方法は、複数の
アプリケーション毎のハードウェアパラメータ設定を受信することと、ハードウェアパラ
メータ設定を記憶することと、複数のアプリケーションのうち１つのアプリケーションを
実行することと、実行中のアプリケーションを識別することと、識別された実行中のアプ
リケーションの記憶されたハードウェアパラメータ設定に従ってハードウェアパラメータ
を調整することによって、ハードウェアの動作を制御することと、を含む。
【０００９】
　本願は、電力パフォーマンス管理方法をコンピュータに実行させる命令を含む非一時的
なコンピュータ可読記憶媒体を提供する。命令は、複数のアプリケーション毎のハードウ
ェアパラメータ設定を記憶することと、複数のアプリケーションのうち１つのアプリケー
ションを実行することと、実行中のアプリケーションを識別することと、識別された実行
中のアプリケーションの記憶されたハードウェアパラメータ設定に従ってハードウェアパ
ラメータを調整することによって、ハードウェアの動作を制御することと、を含む。
【００１０】
　本明細書において、プログラムは、手順又はルーチン（例えば、動作、計算、機能、プ
ロセス、ジョブ）を実行するために、１つ以上のプロセッサを使用して実行される任意の
命令シーケンスを含む。本明細書において、プログラムされた命令（例えば、アプリケー
ション、ドライバ、オペレーティングシステム又は他のソフトウェア等）のプロセッサ上
での実行には、プログラムされた命令の特定の部分（例えば、フルスクリーンでのビデオ
のレンダリング）のフェッチ、デコード、実行のスケジューリング、実行の開始及び実行
等の複数のステージの何れかが含まれるが、これらに限定されない。プログラムされた命
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令には、ハードウェアの動作を制御するのに使用される調整可能な（すなわち、変更可能
な）値を有するパラメータ設定（例えば、ハードウェアパラメータ設定等）及びパラメー
タ（例えば、ハードウェアパラメータ）が含まれる。
【００１１】
　図１は、例示的なデバイス１００のブロック図である。デバイス１００は、例えば、コ
ンピュータ、ゲーム機、ハンドヘルドデバイス、セットトップボックス、テレビ、携帯電
話又はタブレットコンピュータ等を含む。図１に示すように、例示的なデバイス１００は
、プロセッサ１０２と、メモリ１０４と、ストレージ１０６と、１つ以上の入力デバイス
１０８と、１つ以上の出力デバイス１１０と、入力ドライバ１１２と、出力ドライバ１１
４と、を含む。デバイス１００は、図１に示されていない別のコンポーネントを含み得る
ことが理解されるであろう。
【００１２】
　プロセッサ１０２の例示的なプロセッサタイプは、ＣＰＵ、ＧＰＵ、同じダイ上に配置
されたＣＰＵ及びＧＰＵ、又は、１つ以上のプロセッサコアを含み、各プロセッサコアは
、ＣＰＵ又はＧＰＵである。メモリ１０４は、例えば、プロセッサ１０２と同じダイ上に
配置されるか、プロセッサ１０２とは別に配置されている。メモリ１０４の例示的なメモ
リタイプは、揮発性メモリ（例えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ダイナミック
ＲＡＭ又はキャッシュ）と、以下により詳細に説明するように、例えばハードウェアパラ
メータを含むファームウェアを記憶するように構成された不揮発性メモリ（例えば、ハー
ドディスク、マザーボードのブートリードオンリメモリ（ＲＯＭ）及びＢＩＯＳメモリ）
と、を含む。
【００１３】
　ストレージ１０６の例示的なストレージタイプは、固定又は着脱可能なストレージ（例
えば、ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ、光ディスク若しくはフラッ
シュドライブ等）を含む。入力デバイス１０８の例示的な入力デバイスタイプは、キーボ
ード、キーパッド、タッチスクリーン、タッチパッド、検出器、マイクロフォン、加速度
計、ジャイロスコープ、バイオメトリクススキャナ又はネットワーク接続（例えば、無線
ＩＥＥＥ８０２信号の送信及び／若しくは受信用の無線ローカルエリアネットワークカー
ド）を含む。出力デバイス１１０の例示的な出力デバイスタイプは、ディスプレイ、スピ
ーカ、プリンタ、触覚フィードバックデバイス、１つ以上のライト、アンテナ又はネット
ワーク接続（例えば、無線ＩＥＥＥ８０２信号の送信及び／若しくは受信用の無線ローカ
ルエリアネットワークカード）を含む。
【００１４】
　入力ドライバ１１２は、プロセッサ１０２及び入力デバイス１０８と通信し、プロセッ
サ１０２が入力デバイス１０８から入力を受信するのを可能にする。出力ドライバ１１４
は、プロセッサ１０２及び出力デバイス１１０と通信し、プロセッサ１０２が出力デバイ
ス１１０に出力を送信するのを可能にする。入力ドライバ１１２及び出力ドライバ１１４
はオプションのコンポーネントであり、入力ドライバ１１２及び出力ドライバ１１４が存
在しない場合であっても、デバイス１００が同様に動作することに留意されたい。
【００１５】
　図１に示すように、出力ドライバ１１４（例えば、グラフィックスカード）は、ディス
プレイデバイス１１８に接続されたアクセラレーテッド処理デバイス（ＡＰＤ）１１６を
含む。ＡＰＤ１１６は、プロセッサ１０２から計算コマンド及びグラフィックスレンダリ
ングコマンドを受信し、これらの計算コマンド及びグラフィックスレンダリングコマンド
を処理し、表示用のピクセル出力をディスプレイデバイス１１８に提供するように構成さ
れている。以下にさらに詳細に説明するように、ＡＰＤ１１６は、単一命令複数データ（
ＳＩＭＤ）パラダイムに従って計算を実行するように構成された１つ以上の並列処理装置
を含む。本明細書では、様々な機能が、ＡＰＤ１１６によって又はＡＰＤ１１６と共に実
行されるものとして説明されているが、ＡＰＤ１１６によって実行されると説明された機
能は、ホストプロセッサ（例えば、プロセッサ１０２）によって駆動されずに、グラフィ
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ックス出力をディスプレイデバイス１１８に提供するように構成された同様の機能を有す
る他のコンピューティングデバイスによっても実行される。本明細書で説明する機能は、
例えば、ＳＩＭＤパラダイムに従って処理タスクを実行する任意の処理システムによって
実行される。或いは、本明細書で説明する機能は、ＳＩＭＤパラダイムに従って処理タス
クを実行しないコンピューティングシステムによって実行される。
【００１６】
　図２は、図１に示すデバイス１００のＡＰＤ１１６における処理タスクの実行に関連す
る更なる詳細を示すブロック図である。プロセッサ１０２は、プロセッサ１０２によって
実行されるプログラムされた命令を含む１つ以上の制御論理モジュールをシステムメモリ
１０４内に保持している。また、プログラムされた命令は、プロセッサ１０２（例えば、
ＣＰＵ）に含まれてもよい。制御論理モジュールは、オペレーティングシステム１２０と
、デバイスドライバ１２２（例えば、カーネルモードドライバ、ユーザモードドライバ、
ユニバーサルモードドライバ）と、ＡＰＤ１１６上で実行されるアプリケーション１２６
と、実行可能アプリケーション１２６の各々に対する所定のハードウェアパラメータ設定
を記憶する構成命令１２４（例えば、構成ファイル、ＢＬＯＢファイル、拡張ファイル等
の内部の命令）と、を含む。図２に示すように、デバイスドライバ１２２及び構成命令１
２４は、ドライバスタック１２５の一部である。また、ドライバスタック１２５は、例え
ば、各アプリケーションの実行中にハードウェアによる電力消費を管理するためのハード
ウェアパラメータ（例えば、クロック速度パラメータ、クロック電圧パラメータ、クロッ
クゲーティングパラメータ）の調整をサポートする、プログラムされた命令を含む。
【００１７】
　これらの制御論理モジュールは、プロセッサ１０２及びＡＰＤ１１６の動作の様々な態
様を制御する。例えば、オペレーティングシステム１２０は、ハードウェア（例えば、Ｃ
ＰＵ、ＧＰＵ及び計算ユニット１３２）と直接通信し、プロセッサ１０２上で実行される
他のソフトウェアのためのハードウェアへのインタフェースを提供する。デバイスドライ
バ１２２は、例えば、ＡＰＤ１１６の様々な機能にアクセスするために、プロセッサ１０
２上で実行されるソフトウェア（例えば、アプリケーション１２６）にＡＰＩを提供する
ことによって、ＡＰＤ１１６の動作を制御する。また、デバイスドライバ１２２は、ＡＰ
Ｄ１１６のコンポーネントを処理することによって、実行されるプログラムをコンパイル
するジャストインタイムコンパイラを含む。
【００１８】
　ＡＰＤ１１６は、例えば、並列処理を実行するのに適したグラフィックス動作や非グラ
フィックス動作等の選択された機能のためのコマンド及びプログラムを実行する。ＡＰＤ
１１６は、例えば、ピクセル演算、幾何学的計算、及び、プロセッサ１０２から受信した
コマンドに基づいて画像をディスプレイデバイス１１８にレンダリングする等のグラフィ
ックスパイプライン動作を実行するために使用される。また、ＡＰＤ１１６は、プロセッ
サ１０２から受信したコマンドに基づいて、ビデオ、物理シミュレーション、計算流体力
学、又は、他のタスクに関連する動作等のように、グラフィックス動作に直接関連しない
計算処理動作を実行する。
【００１９】
　ＡＰＤ１１６の例示的なプロセッサタイプは、ＣＰＵ、ＧＰＵ、同じダイ上に配置され
たＣＰＵ及びＧＰＵ、又は、１つ以上のプロセッサコア（すなわち、計算ユニット）１３
２を含み、各プロセッサコアは、ＣＰＵ又はＧＰＵである。各計算ユニット（すなわち、
計算コア）１３２は、ＳＩＭＤパラダイムに従って、プロセッサ１０２の要求に応じて動
作を並列に実行するように構成された１つ以上のＳＩＭＤユニット１３８を含む。ＳＩＭ
Ｄパラダイムは、複数の処理要素が単一のプログラム制御フローユニット及びプログラム
カウンタを共有し、これにより同じプログラムを実行するが、異なるデータを用いてその
プログラムを実行することができるというものである。一例では、各ＳＩＭＤユニット１
３８は、１６個のレーンを含み、各レーンは、ＳＩＭＤユニット１３８内の他のレーンと
同時に同じ命令を実行するが、異なるデータを用いてその命令を実行することができる。
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全てのレーンが特定の命令を実行する必要がない場合には、予測（predication）を用い
てレーンをオフにすることができる。また、予測を用いて、異なる制御フローを有するプ
ログラムを実行することができる。より具体的には、制御フローが、個々のレーンによっ
て実行される計算に基づく条件付き分岐又は他のプログラムの場合には、現在実行されて
いない制御フローパスに対応するレーンの予測、及び、異なる制御フローパスを順次実行
することにより、任意の制御フローが可能になる。
【００２０】
　スケジューラ１３６は、異なる計算ユニット１３２及びＳＩＭＤユニット１３８上で様
々な実行ユニット（例えば、ワークグループ及びウェーブフロント等）のスケジューリン
グに関連する動作を実行するように構成されている。ＡＰＤ１１６上での処理タスクの実
行は、ピクセル値計算、頂点変換、及び、他のグラフィックス動作等のグラフィックス関
連動作に適している。したがって、プロセッサ１０２からグラフィックス処理コマンドを
受信するグラフィックスパイプライン１３４は、並列実行のために計算タスクを計算ユニ
ット１３２に提供することができる。
【００２１】
　また、計算ユニット１３２は、グラフィックスに関連しない計算タスク、又は、グラフ
ィックスパイプライン１３４の「通常」動作の一部として実行されない計算タスク（例え
ば、グラフィックスパイプライン１３４の動作のために実行される処理を補足するために
実行されるカスタム動作）を実行するために使用される。プロセッサ１０２上で実行され
るアプリケーション１２６又は他のソフトウェアは、このような計算タスクを定義するプ
ログラムを、実行のためにＡＰＤ１１６に送信する。
【００２２】
　図３は、例示的な電力パフォーマンス管理システムにおける例示的な相互接続及び情報
フローを示すブロック図３００である。図３に示すように、システムは、ＡＰＩ３０２（
１つ以上のＡＰＩを表す）が設けられたアプリケーション１２６と、デバイスドライバ１
２２及び構成命令１２４を含むドライバスタック１２５と、デバイス３０４で実行するよ
うに構成されたファームウェア３０６を含むデバイス３０４（例えば、図１に示す出力ド
ライバ１１４）と、を含む。
【００２３】
　ドライバスタック１２５は、オペレーティングシステム１２０と、ファームウェア３０
６及び構成命令１２４との間のインタフェースに使用されるデバイスドライバ１２２を含
む。構成命令１２４は、処理されるアプリケーション１２６毎に、各アプリケーション１
２６の実行中にハードウェアの動作を制御するように構成された複数のハードウェアパラ
メータを調整するのに使用される所定の（例えば、アプリケーションの実行時に決定され
る）ハードウェアパラメータ設定を含む。
【００２４】
　ファームウェア３０６は、デバイス３０４（例えば、グラフィックスカード）のハード
ウェアの動作を制御し、デバイス３０４のハードウェア（例えば、ＡＰＤ１１６）とデバ
イスドライバ１２２との間のインタフェースを提供するためのハードウェアパラメータ及
び関連値を含む。上述したように、ファームウェアは、不揮発性メモリ（例えば、ハード
ディスク、マザーボードブートリードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ＢＩＯＳメモリ）に記憶
されている。プロセッサ１０２は、実行中のアプリケーションを識別するように構成され
ている。例えば、図３に示すように、デバイス３０４のＡＰＤ１１６上で実行されている
アプリケーション（例えば、出力ドライバ１１４）が識別され、ファームウェア３０６が
不揮発性メモリ（例えば、メモリ１０４の一部）から読み出され、デバイス３０４で処理
される。或いは、出力ドライバを含まないデバイス１００のプロセッサ上で実行されるア
プリケーションが識別される。ファームウェア３０６は、デバイスドライバ１２２と共に
、ハードウェア（例えば、出力ドライバ１１４のＡＰＤ１１６、デバイス１００の１つ以
上の他のプロセッサ、並びに、エンコーダ、デコーダ、メモリセル及び回路（図示省略）
）の動作を制御するために使用される。
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【００２５】
　ハードウェアパラメータの例には、動的電力管理（ＤＰＭ）パラメータ（例えば、クロ
ック速度パラメータ、クロック電圧パラメータ、クロックゲーティングパラメータ）、メ
モリタイミングパラメータ、発熱（例えば、熱設計電力（ＴＤＰ））、及び、識別された
アプリケーションを実行するために電力分配を制御するのに使用される他のパラメータが
含まれる。ＡＰＤ１１６は、例えば、オペレーティングシステム１２０と、デバイスドラ
イバ１２２と、構成命令１２４とを使用して、アプリケーション１２６を実行する（例え
ば、実行をスケジュールし、実行する）ように構成されている。例えば、オペレーティン
グシステム１２０は、ファームウェア３０６と通信し、ＡＰＤ１１６上で実行されている
アプリケーション１２６に対してハードウェアへのインタフェースを提供する。デバイス
ドライバ１２２は、例えば、ＡＰＤ１１６上で実行されているアプリケーション１２６に
ＡＰＩ３０２を提供して、ＡＰＤ１１６の様々な機能にアクセスすることによって、ＡＰ
Ｄ１１６の動作を制御する。
【００２６】
　プロセッサ１０２は、例えば、アプリケーション名を介して、デバイス３０４で実行さ
れているアプリケーションを識別する。また、プロセッサ１０２は、アプリケーション１
２６によって使用されるＡＰＩ３０２を識別するＡＰＩ識別子を介して、実行中のアプリ
ケーション１２６を識別するように構成されている。ＡＰＩ３０２は、例えば、デバイス
ドライバ１２２とインタフェースする（例えば、デバイスドライバ１２２に要求する）た
めに使用される命令を含む。ＡＰＩの例としては、オープンコンピューティング言語（Ｏ
ｐｅｎＣＬ）、オープングラフィックスライブラリ（ＯｐｅｎＧＬ）及びＤｉｒｅｃｔＸ
　ＡＰＩが挙げられるが、これらに限定されない。
【００２７】
　アプリケーション１２６用のハードウェアパラメータ設定は、構成命令１２４に記憶さ
れている。新たなアプリケーションが特定のプロセッサ又はデバイス（例えば、グラフィ
ックスカード）による実行のために利用可能（例えば、実行可能）になると、アプリケー
ション１２６は、提供されたＡＰＩ３０２を使用して、異なる電力消費レベル及びパフォ
ーマンスレベルをもたらす異なるパラメータ設定を有するデバイスに対してテストされる
（例えば、実行される）。各デバイス（例えば、デバイス１００、出力ドライバ１１４、
デバイス３０４）は、ハードウェア（例えば、ＩＣ、プロセッサ１０２又はＡＰＤ１１６
等のプロセッサ、メモリセル、エンコーダ、デコーダ及び回路）を含む。ハードウェアは
、例えば、ハードウェア識別子（例えば、デバイスＩＤやリビジョンＩＤ等）を用いて識
別される。識別されたハードウェアのハードウェアパラメータ設定が新たなアプリケーシ
ョン１２６に対して決定されると、この設定は、例えば、更新された構成命令の一部（例
えば、構成ファイル、ＢＬＯＢファイル又は他のファイル）として、ネットワーク（図示
省略）を介して送信される。デバイス（例えば、出力ドライバ１１４、デバイス３０４）
及びハードウェア（例えば、ＡＰＤ１１６）を含む設定が、（例えば、デバイス１００に
おいて）受信される。更新された構成命令がデバイス１００で受信されると、新たなアプ
リケーション１２６のパラメータ設定は、デバイスドライバ１２２を変更することなくド
ライバスタック１２５の構成命令１２４を上書きすることによって、（例えば、プロセッ
サ１０２を介して）デバイス１００の揮発性メモリ（例えば、メモリ１０４の揮発性部分
）に記憶される。
【００２８】
　実行中のアプリケーション１２６が識別されると、プロセッサ１０２は、（例えば、デ
バイス３０４において）ファームウェアを実行し、実行中のアプリケーション１２６に対
応する構成命令１２４に記憶されたハードウェアパラメータ設定に従って複数のハードウ
ェアパラメータ（例えば、クロック電圧）を調整することによって、ハードウェアの動作
を制御する。調整は、構成命令１２４に記憶されたハードウェアパラメータ設定に従って
、ハードウェアパラメータに関連する値を設定することによって実行される。例えば、実
行中のアプリケーション１２６が識別されると、デバイスドライバ１２２は、構成命令１
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２４を解析し、識別されたアプリケーション１２６及びＡＰＩ３０２についての設定を構
成命令１２４から読み出す。記憶されたデータは、記憶された設定をサポートして電力及
びパフォーマンスを管理するデバイスドライバ１２２（例えば、カーネルモードドライバ
）及び追加の構造体に渡される。
【００２９】
　記憶された設定には、例えば、ハードウェアのアクティビティレベルと、アクティビテ
ィレベル閾値パラメータの値との比較に基づいて、クロック電圧パラメータの値を増減す
ることが含まれる。ハードウェアのアクティビティレベルと、アクティビティレベル閾値
パラメータの値とは、例えば、プロセッサがサンプリング間隔（例えば、１０ｍｓ）中に
実行する時間の割合若しくは比率、プロセッサがサンプリング間隔中に実行する回数、又
は、サンプリング間隔中に実行するプロセッサのアクティビティレベルを測定するための
別のメトリックに対応する。例えば、サンプリング間隔中のハードウェアのアクティビテ
ィレベルがアクティビティレベル閾値パラメータの値よりも小さい場合には、クロック電
圧パラメータの値が減少し、サンプリング間隔中のハードウェアのアクティビティレベル
がアクティビティレベル閾値パラメータの値以上の場合には、クロック電圧パラメータの
値が増加する。また、この設定には、例えば、クロック電圧パラメータの値に対する制限
を設定することが含まれる。
【００３０】
　図４は、電力パフォーマンスを管理するためのハードウェアパラメータ設定を受信する
例示的な方法を示すフローチャート４００である。
【００３１】
　図４のブロック４０２に示すように、方法４００は、ハードウェアの動作を制御するた
めに使用される複数のハードウェアパラメータに対するハードウェアパラメータ設定を、
（例えば、デバイス識別子を介して）デバイスにおいて受信することを含む。例えば、カ
スタマイズされたハードウェア設定は、現在記憶されている構成命令を更新するために、
ネットワーク（図示省略）を介して、構成命令（例えば、構成ファイル）のセットの一部
としてデバイスにおいて受信される。
【００３２】
　方法４００のブロック４０４において、構成ファイルが更新される。構成命令を更新す
ることは、例えば、構成ファイルの各部分を上書きすること（すなわち、ファイル自体を
上書きすること）と、構成ファイルの１つ以上の部分を上書きすること（例えば、１つ以
上のアプリケーションについて以前に受信した設定に対するハードウェアパラメータ設定
を更新すること）と、１つ以上の新たにテストされたアプリケーション用のハードウェア
パラメータ設定を追加することと、を含む。現在記憶されているパラメータ設定（例えば
、１つ以上のアプリケーションについて以前に受信した設定）は、例えば、アプリケーシ
ョン名又はＡＰＩ識別子を介して識別される。命令は、デバイスドライバを上書き又は変
更することなく、構成命令を上書きすることによって記憶される。つまり、設定は、デバ
イスドライバにハードコードされておらず、デバイスドライバを変更せずに変更すること
ができる。
【００３３】
　更新された構成命令は、不揮発性メモリ（例えば、ハードディスク、マザーボードブー
トＲＯＭ等）に（例えば、ファームウェアとして）記憶される。また、識別子（例えば、
アプリケーション名及びＡＰＩ識別子）は、アプリケーションに提供された対応するアプ
リケーション名及びＡＰＩ識別子を用いてハードウェアパラメータ設定を識別するために
記憶される。アプリケーションが実行されると、対応するアプリケーションの識別された
ハードウェアパラメータ設定を含む命令が、デバイスのメモリを介して実行される。
【００３４】
　図５は、アプリケーション実行時の例示的な電力パフォーマンス管理方法を示すフロー
チャート５００である。
【００３５】
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　図５のブロック５０２に示すように、方法５００は、アプリケーションを実行すること
を含む。アプリケーションは、例えば、アプリケーションをフェッチし、アプリケーショ
ンをデコードし、アプリケーションの実行をスケジューリングし、アプリケーションの実
行を開始し、アプリケーションの特定の部分（例えば、フルスクリーンでのビデオのレン
ダリング）を実行することによって、実行される。
【００３６】
　図５のブロック５０４に示すように、方法５００は、実行中のアプリケーションを識別
することを含む。アプリケーションは、例えば、アプリケーションを識別するアプリケー
ション識別子と、アプリケーションに提供されたＡＰＩを識別するＡＰＩ識別子と、によ
って識別される。各アプリケーション及び各ＡＰＩは、同じ電力分配値を使用して異なる
パフォーマンスレベルをもたらす可能性があるため、アプリケーション毎及びＡＰＩ毎に
設定がカスタマイズされ、アプリケーションを実行するハードウェアによって消費される
電力を制御し、別のアプリケーションの実行時にパフォーマンスに影響を与えることなく
パフォーマンスレベルを維持する。
【００３７】
　図５の判別ブロック５０６に示すように、方法は、識別されたアプリケーション用のハ
ードウェアパラメータ設定が記憶されているかどうかを判別することを含む。例えば、識
別されたアプリケーションのハードウェアパラメータ設定が、図４で説明した構成ファイ
ルに記憶されているかどうかを判別する。
【００３８】
　図５の方法５００のブロック５０８に示すように、（例えば、アプリケーション識別子
及びＡＰＩ識別子を介して）識別されたアプリケーションのハードウェアパラメータ設定
が記憶されていると判別した場合、識別されたアプリケーションの記憶されたハードウェ
アパラメータ設定に従ってアプリケーションを実行するように、ハードウェアパラメータ
を調整する。設定は、デバイスのメモリを介して実行される。調整は、実行のパフォーマ
ンスレベルを維持しながら、識別されたアプリケーションを実行するためにハードウェア
によって消費される電力を制御する等のように、ハードウェアの動作を制御するために用
いられる。例えば、サンプリング間隔中のハードウェアのアクティビティレベルと、サン
プリング間隔に対するアクティビティレベル閾値パラメータと、の比較に基づいてクロッ
ク電圧パラメータを調整すること（例えば、クロック電圧パラメータの値を変更すること
）によって、電力分配を管理する。図５の方法５００のブロック５１０に示すように、識
別されたアプリケーションのハードウェアパラメータ設定が記憶されていない（例えば、
識別されたアプリケーションのハードウェアパラメータ設定を未だ受信していない）と判
別した場合、記憶されたグローバルハードウェアパラメータ設定に従ってアプリケーショ
ンを実行するように、ハードウェアパラメータを調整する。
【００３９】
　本明細書の開示に基づいて多くの変形が可能であることを理解されたい。機能及び要素
を特定の組み合わせで上記のように説明されているが、各機能又は要素は、他の機能や要
素なしに単独で使用されてもよいし、他の機能や要素を伴って若しくは伴わずに様々な組
み合わせで使用されてもよい。
【００４０】
　提供された方法には、汎用コンピュータ、プロセッサ又はプロセッサコアにおける実施
が含まれる。適切なプロセッサには、例として、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来
のプロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰ
コアに関連する１つ以上のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、
特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ
）回路、任意の他のタイプの集積回路（ＩＣ）、及び／又は、ステートマシンが含まれる
。このようなプロセッサは、処理されたハードウェア記述言語（ＨＤＬ）命令、及び、ネ
ットリストを含む他の中間データ（このような命令はコンピュータ可読媒体に記憶され得
る）の結果を使用して製造プロセスを構成することによって製造されてもよい。このよう
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な処理の結果は、本実施形態の態様を実施するプロセッサを製造するために半導体製造プ
ロセスにおいて使用されるマスクワークであってもよい。
【００４１】
　本明細書で提供される方法又はフローチャートは、汎用コンピュータ若しくはプロセッ
サによる実行のために非一時的なコンピュータ可読記憶媒体に組み込まれたコンピュータ
プログラム、ソフトウェア、ファームウェアにおいて実施されてもよい。非一時的なコン
ピュータ可読記憶媒体の例には、ＲＯＭ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ
、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードディスク及びリムーバブルディ
スク等の磁気媒体、光磁気媒体、光学媒体（ＣＤ－ＲＯＭディスク等）、デジタル多用途
ディスク（ＤＶＤ）等が含まれる。

【図１】 【図２】
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