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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
揮発性メモリと、
不揮発性メモリと、
前記揮発性メモリに結合されたメモリコントローラと、
前記メモリコントローラに結合されたプロセッサであって、前記プロセッサが通常動作
中に前記揮発性メモリをアドレッシングする、プロセッサと、
前記不揮発性メモリと前記メモリコントローラとに結合されたシャドーコピーコントロ
ーラであって、前記シャドーコピーコントローラと、前記メモリコントローラとが、バス
インターフェースによって結合され、前記プロセッサが前記揮発性メモリの指定された部
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分に情報を記憶した場合、前記シャドーコピーコントローラが、前記情報を前記不揮発性
メモリにコピーし、前記情報は前記バスインターフェースおよび前記メモリコントローラ
を介して読み取られる、シャドーコピーコントローラと
を備え、
前記プロセッサが、前記シャドーコピーコントローラを介して前記不揮発性メモリから
前記情報を読み取ることによって、電力停止から再起動する、モバイルデバイス。
【請求項２】
前記シャドーコピーコントローラは、通常動作中に前記メモリコントローラによって前
記情報が前記揮発性メモリに書き込まれるのと実質的に同時に、前記揮発性メモリの前記
指定された部分から前記情報をコピーする、請求項1に記載のモバイルデバイス。
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【請求項３】
前記モバイルデバイスの電力状態を判断する電力管理集積回路(PMIC)をさらに備え、
前記PMICが、電力停止に関する電力状態情報を前記プロセッサに与え、前記プロセッサ
が、前記電力状態情報に基づいて、どのメモリにアクセスすべきかを判断する、
請求項2に記載のモバイルデバイス。
【請求項４】
前記電力停止が、セキュリティをくぐり抜けるための無制御電力停止および/または意
図的電力中断を含む、請求項1に記載のモバイルデバイス。
【請求項５】
前記プロセッサが、瞬時オンモード中に前記不揮発性メモリからの読取りを再開する、
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請求項3のモバイルデバイス。
【請求項６】
前記不揮発性メモリが、磁気抵抗ランダムアクセスメモリ(MRAM)および/またはスピン
トランスファートルクMRAM(STT‑MRAM)を備える、請求項1に記載のモバイルデバイス。
【請求項７】
前記シャドーコピーコントローラが、前記不揮発性メモリに/からプロセッサ状態情報
を書き込む/読み取る、請求項1に記載のモバイルデバイス。
【請求項８】
前記シャドーコピーコントローラが、前記不揮発性メモリに/から瞬時オン能力を提供
するためのシステム状態データを書き込む/読み取る、請求項1に記載のモバイルデバイス
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。
【請求項９】
前記シャドーコピーコントローラが、前記不揮発性メモリに/からセキュリティ情報を
書き込む/読み取る、請求項1に記載のモバイルデバイス。
【請求項１０】
前記シャドーコピーコントローラが、前記不揮発性メモリに/からデジタル著作権管理(
DRM)情報を書き込む/読み取る、請求項1に記載のモバイルデバイス。
【請求項１１】
前記揮発性メモリと前記不揮発性メモリと前記メモリコントローラと前記シャドーコピ
ーコントローラと前記プロセッサとが、少なくとも1つの半導体ダイに組み込まれる、請
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求項1に記載のモバイルデバイス。
【請求項１２】
モバイルデバイス中の不揮発性メモリを管理するための方法であって、
前記モバイルデバイスの電力モードを判断するステップと、
前記電力モードに基づいて、電力中断が起こったかどうかを判断するステップと、
前記電力中断が起こらなかったことを判断した場合、
メモリコントローラが、動作を処理するために前記メモリコントローラに結合された
揮発性メモリにアクセスするステップと、
前記揮発性メモリの指定された部分に情報が記憶された場合、前記メモリコントロー
ラとバスインターフェースによって結合されたシャドーコピーコントローラが、前記情報
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を不揮発性メモリにコピーするステップであって、前記情報は前記バスインターフェース
および前記メモリコントローラを介して読み取られるステップと含む、ステップと、
前記電力中断が起こったことを判断した場合、前記揮発性メモリを介さずに前記不揮発
性メモリから前記情報を読み取ることによって再起動するステップと
を含む、方法。
【請求項１３】
前記電力中断が、セキュリティをくぐり抜けるための無制御電力停止および/または意
図的電力中断を含む、請求項12に記載の方法。
【請求項１４】
前記不揮発性メモリが、磁気抵抗ランダムアクセスメモリ(MRAM)および/またはスピン
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トランスファートルクMRAM(STT‑MRAM)を備える、請求項12に記載の方法。
【請求項１５】
プロセッサによって実行されたとき、前記プロセッサに動作を実行させる命令を記録す
るコンピュータ可読記録媒体であって、前記命令が、
モバイルデバイスの電力モードを判断するための命令と、
前記電力モードに基づいて、電力中断が起こったかどうかを判断するための命令と、
電力中断が起こらなかったことを判断した場合、
メモリコントローラが、動作を処理するために前記メモリコントローラに結合された
揮発性メモリにアクセスするための命令と、
前記プロセッサが前記揮発性メモリの指定された部分に情報を記憶した場合、前記メ
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モリコントローラとバスインターフェースによって結合されたシャドーコピーコントロー
ラが、前記情報を不揮発性メモリにコピーするための命令であって、前記情報は前記バス
インターフェースおよび前記メモリコントローラを介して読み取られる命令とを
含む、命令と、
電力中断が起こったことを判断した場合、前記揮発性メモリを介さずに前記不揮発性メ
モリから前記情報にアクセスすることによって再起動するための命令と
を記録する、コンピュータ可読記録媒体。
【請求項１６】
モバイルデバイス中の不揮発性メモリを管理する装置であって、
前記モバイルデバイスの電力モードを判断するための手段と、
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前記電力モードに基づいて、電力中断が起こったかどうかを判断するための手段と、
電力中断が起こらなかったことを判断した場合、
動作を処理するために揮発性メモリにアクセスするための手段と、
前記揮発性メモリの指定された部分に情報が記憶された場合、不揮発性メモリにアク
セスするとともに前記情報を不揮発性メモリにコピーするための手段であって、前記揮発
性メモリにアクセスするための手段とバスインターフェース手段によって結合され、前記
情報は、前記バスインターフェース手段および前記揮発性メモリにアクセスするための手
段を介して読み取られる、手段と
を含む、手段と、
電力中断が起こったことを判断した場合、前記揮発性メモリを介さずに前記不揮発性メ
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モリから前記情報を読み取ることによって再起動するための手段と
を備える、装置。
【請求項１７】
前記電力中断が、セキュリティを回避するための無制御電力停止および/または意図的
電力中断を含む、請求項16に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
開示する実施形態は、モバイルデバイスメモリアーキテクチャに関する。より詳細には
、実施形態は、様々な揮発性メモリ不揮発性メモリ構成を使用して、モバイルデバイスの
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電力循環特性を改善することに関する。
【背景技術】
【０００２】
現代のモバイルデバイスの能力が向上し、それに対応して使用が増加するとともに、様
々な動作モードにわたるモバイルデバイスの電力問題がますます重要になり得る。たとえ
ば、いくつかの状態下では、モバイルデバイスへの電力が損失すると、揮発性メモリに記
憶されたデータのコンテンツが失われることがある。そのような電力損失は、(電話を落
としてバッテリーが切断されることがあるなど)モバイルデバイスの衝撃、または適時の
再充電を受けないことによりバッテリーが消耗したことによる、偶発的電力停止(power d
isruption)に起因し得る。他の状況では、ユーザが、たとえば、入力パスコード、身分証
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明書および/または金融証明書、デジタル著作権管理など、セキュリティ対策をくぐり抜
けるために、意図的に電力停止を引き起こすことがある。最も一般的な状況では、電力停
止は、ユーザが、単にモバイルデバイスのスイッチを切るか、または完全にモバイルデバ
イスの電源を切ったときに起こり得る。そのような電力停止の後、従来のモバイルデバイ
スは、通常動作に戻るためにコールドリブート(cold reboot)を実行しなければならない
ことがある。
【０００３】
図1に、電力状態が電力管理集積回路(PMIC)130によって監視および/または制御され得
る、従来のモバイルデバイスを表す。電力は、たとえば、発呼および/または着信呼に対
する応答など、モバイルデバイスの通常動作中に、プロセッサ110、不揮発性メモリ(たと
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えば、フラッシュメモリ)150およびシンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ(S
DRAM)140を含む、(ブロック105として示される)モバイルデバイス内の複数の構成要素にP
MICによって供給され/制御され得る。PMICはさらに、図示されていない、モバイルデバイ
ス100内の他のサブシステムおよび/または構成要素に電力を供給し、監視し、および/ま
たは制御し得る。プロセッサ110は、モバイルデバイス動作のための論理とアナログイン
ターフェースとを含み得、さらに1つまたは複数のマイクロプロセッサおよび/またはデジ
タル信号プロセッサ(DSP)を含むことができる。図1に示すようなSDRAM140は、一般にラン
ダムアクセスメモリ(RAM)のサブセットである。RAMは、スタンドアローンデバイスであり
得、および/またはマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(
ASIC)、システムオンチップ(SoC)、および他の同様のデバイスなど、RAMを使用するデバ
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イス内に組み込まれるか、またはその中に埋め込まれ得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】欧州特許出願公開第１１３２８１９号公報
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１０／０１５３６３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
RAMは揮発性または不揮発性であり得る。揮発性RAMは、電力が除去されたときはいつで
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も、それの記憶された情報を失う。不揮発性メモリ(たとえば、フラッシュメモリ)は、メ
モリから電力が除去されたときでも、それのメモリコンテンツを維持することができる。
フラッシュメモリは、電力を印加させることなしに、それのコンテンツを維持することが
できる点で有利であるが、揮発性RAMよりも読取り/書込み時間が遅くなり得る。その上、
フラッシュメモリに対して実行され得る書込み動作の回数に関して制限があることがある
。
(上記で説明したような意図的または偶発的電力停止の後に)モバイルデバイスがコール
ドリブートを実行したとき、デバイスに再電力供給することにより、一般に、モバイルデ
バイス中のプロセッサおよび他のサブシステムのリブートに時間がかかることがある。従
来のシステムでは、プロセッサ/システム状態、およびモバイルデバイスをリブートする
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際に使用される他の情報は、フラッシュメモリに記憶され得る。リブートプロセスは、フ
ラッシュメモリから情報をコピーして揮発性メインメモリに戻し得る。このプロセスは、
フラッシュメモリに関連する速度の不足に部分的に起因して遅くなり得る。さらに、リブ
ートシーケンスは、プロセッサおよびシステム集約的であり得、したがって相当量のバッ
テリー電力を消費し得る。
【０００６】
したがって、上述の従来のメモリ構成を仮定すれば、システム設計者は、モバイルデバ
イス性能と電力消費量とセキュリティとユーザビリティとの間の妥協に挑戦することに取
り組み得る。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
開示する実施形態は、揮発性メモリおよび不揮発性メモリの様々な並列構成を利用する
ことによって、モバイルデバイスの動作性能およびセキュリティを改善するための装置お
よび方法を対象とする。
【０００８】
一実施形態は、揮発性メモリと、不揮発性メモリと、不揮発性メモリと揮発性メモリと
に機能的に結合されたメモリコントローラとを含み得るモバイルデバイスを含むことがで
きる。本実施形態は、メモリコントローラに結合されたプロセッサであって、そのプロセ
ッサが、連続メモリマップを利用して、不揮発性メモリと揮発性メモリの両方をアドレッ
シングし得る、プロセッサをさらに含み得る。
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【０００９】
別の実施形態は、揮発性メモリと、不揮発性メモリと、揮発性メモリに結合されたメモ
リコントローラとを含み得るモバイルデバイスを備え得る。本実施形態は、メモリコント
ローラに結合されたプロセッサであって、そのプロセッサが通常動作中に揮発性メモリを
アドレッシングし得る、プロセッサをさらに含み得る。不揮発性メモリとメモリコントロ
ーラとに、シャドーコピーコントローラが結合され得る。揮発性メモリの指定された部分
に記憶された情報を不揮発性メモリにコピーすることができるシャドーコピーコントロー
ラが含まれ得る。
【００１０】
さらに別の実施形態では、モバイルデバイス中の不揮発性メモリを管理するための方法
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が提示される。本方法は、モバイルデバイスの電力モードを判断するステップと、電力モ
ードに基づいて、電力中断が起こらなかったことを判断するステップとを含み得る。本方
法は、動作を処理するために揮発性メモリにアクセスするステップと、揮発性メモリの所
定の部分に記憶された情報を不揮発性メモリにコピーするステップとをさらに含み得る。
添付の図面は、実施形態の説明を助けるために提示し、実施形態の限定ではなくそれの例
示のためのみに与えるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】従来のメモリ構成を有するモバイルデバイスのブロック図。
【図２】連続アドレッシングメモリマップを使用するメモリ構成を有する例示的なモバイ
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ルシステムのブロック図。
【図３】シャドーアドレッシングメモリマップを使用するメモリ構成を有する例示的なモ
バイルシステムのブロック図。
【図４】シャドーアドレッシングメモリマップを利用して移動局によって実行される例示
的なプロセスを示すフローチャート。
【図５Ａ】様々な実施形態に関連する例示的なメモリパッケージング構成のブロック図。
【図５Ｂ】様々な実施形態に関連する例示的なメモリパッケージング構成のブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
実施形態の態様を、そのような実施形態を対象とする以下の説明および関連する図面に
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おいて開示する。本発明の範囲から逸脱することなく代替実施形態が考案され得る。さら
に、実施形態において使用され、適用されるよく知られている要素については、関連する
詳細を不明瞭にしないように、詳細には説明しないか、または省略する。
【００１３】
「例示的」という単語は、本明細書では、「例、事例、または例示の働きをすること」
を意味するために使用する。「例示的」として本明細書で説明するいかなる実施形態も、
必ずしも他の実施形態よりも好適または有利なものと解釈すべきではない。同様に、「実
施形態」という用語は、すべての実施形態が、論じられた特徴、利点または動作モードを
含むことを必要としない。
【００１４】

50

(6)

JP 6158135 B2 2017.7.5

本明細書で使用する用語は、特定の実施形態について説明するためのものにすぎず、様
々な実施形態を限定するものではない。本明細書で使用する単数形「a」、「an」、およ
び「the」は、文脈が別段に明確に示すのでなければ、複数形をも含むものとする。さら
に、本明細書で使用する「含む(comprises)」、「含んでいる(comprising)」、「含む(in
cludes)」、および/または「含んでいる(including)」という用語は、述べられた特徴、
整数、ステップ、動作、要素、および/または構成要素の存在を明示するが、1つまたは複
数の他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、構成要素、および/またはそれらのグルー
プの存在または追加を排除しないことを理解されたい。
【００１５】
さらに、多くの実施形態については、たとえば、コンピューティングデバイスの要素に
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よって実行すべき一連のアクションに関して説明する。本明細書で説明する様々なアクシ
ョンは、特定の回路(たとえば、特定用途向け集積回路(ASIC))によって、1つまたは複数
のプロセッサによって実行されるプログラム命令によって、あるいは両方の組合せによっ
て実行され得ることを認識されよう。さらに、本明細書で説明するこれらの一連のアクシ
ョンは、実行時に、関連するプロセッサに本明細書で説明する機能を実行させるコンピュ
ータ命令の対応するセットを記憶した任意の形態のコンピュータ可読記憶媒体内で全体と
して実施すべきものと見なすことができる。したがって、本発明の様々な態様は、すべて
が請求する主題の範囲内に入ることが企図されているいくつかの異なる形態で実施され得
る。さらに、本明細書で説明する実施形態ごとに、そのような実施形態の対応する形態に
ついて、たとえば、記載の行為を実行する「ように構成された論理」として本明細書で説
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明することがある。
【００１６】
本明細書で使用する「通常動作」という用語は、モバイルデバイスが、通常コールドブ
ートプロセスまたは瞬時オン(instant on)ブートプロセスの後に、たとえば、ボイスおよ
び/またはデータパケットを転送すること、ページング、データを表示すること、インタ
ーネットをサーフィンすることなど、ルーチン動作を実行し得る状態を指し得る。通常動
作は、システム状態データが失われていることがある、無制御電力停止イベントの後に再
起動するモバイルデバイスには適用されない。
【００１７】
本明細書で使用する「電力停止」という用語は、プロセッサへの電力が中断されるどの
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ようなタイプのイベントをも指し得る。これは、モバイルデバイスがスリープまたはシャ
ットダウンするための規則的なプロセスを通過し得、それによりモバイルデバイスのシス
テム状態が保持され得る、被制御電力停止イベントを含み得る。被制御電力停止は、たと
えば、ユーザによって開始され得るスリープコマンド、シャットダウン、または電力サイ
クルにより起こり得る。プロセッサは、「ウォームリブート(warm reboot)」または「コ
ールドリブート」のいずれかを実行することによって被制御電力停止から再起動し得る。
「瞬時オン」と呼ばれこともあるウォームリブートでは、モバイルデバイスは動作状態に
迅速に戻り得る。コールドリブート中、プロセッサ状態は回復され得ず、フルブートプロ
セスが追従されなければならず、したがって動作状態に戻るためにはるかに長い時間がか
かることがある。
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【００１８】
本明細書で使用する「無制御電力停止」という用語は、プロセッサへの電力が中断され
、モバイルデバイスのシステム状態が保持されないことがあるイベントを指す。無制御電
力停止は、モバイルデバイスの衝撃またはバッテリーの消耗により起こり得る。他の状況
では、ユーザが、たとえば、パスコード、身分証明書および/または金融証明書、デジタ
ル著作権管理など、セキュリティ対策をくぐり抜けるために、無制御電力停止を意図的に
引き起こすことがある。
【００１９】
「コールドリブート」という用語は、プロセッサが、完全な電力中断から再起動し、高
速不揮発性メモリに依拠せずにシステム状態を回復し得る電力循環イベントを指す。コー

50

(7)

JP 6158135 B2 2017.7.5

ルドリブート中、プロセッサは、より遅いタイプの不揮発性メモリ(たとえば、従来のフ
ラッシュメモリ)から起動データを読み取ることによってシステム初期化を実行し、およ
び/または読取り専用メモリ(ROM)から初期化データを取得し得る。
【００２０】
本明細書で使用する「モバイルデバイス」という用語は、ネットワークを介して情報を
転送し得る任意のタイプのワイヤレス通信デバイスを指し得る。モバイルデバイスは、任
意のセルラーモバイル端末、パーソナル通信システム(PCS)デバイス、パーソナルナビゲ
ーションデバイスなどのポータブルデータユニット、GPS対応デバイス、ラップトップ、
セットトップボックス、音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、携帯情報端末、メータ読取り機
器などの固定ロケーションデータユニット、あるいはデータもしくはコンピュータ命令ま
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たはそれらの任意の組合せを記憶または検索する任意の他の好適なデバイスであり得る。
【００２１】
モバイルデバイスは、ネットワーク信号および/または衛星位置システム信号を受信し
、処理することが可能であり得る。その上、本明細書で使用する「ネットワーク」という
用語は、ワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)、ワイヤレスローカルエリアネット
ワーク(WLAN)、ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク(WPAN)などを含む任意のワイヤ
レス通信ネットワークを指し得る。WWANは、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分
割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交周波数分
割多元接続(OFDMA)ネットワーク、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC‑FDMA)ネット
ワークなどであり得る。CDMAネットワークは、cdma2000、広帯域CDMA(W‑CDMA)などの1つ
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または複数の無線アクセス技術(RAT)を実装し得る。cdma2000は、IS‑95標準、IS‑2000標
準、およびIS‑856標準を含む。TDMAネットワークは、Global System for Mobile Communi
cations(GSM(登録商標))、Digital Advanced Mobile Phone System(D‑AMPS)、または何ら
かの他のRATを実装し得る。GSM(登録商標)およびW‑CDMAは、「3rd Generation Partnersh
ip Project」(3GPP)と称する団体からの文書に記載されている。cdma2000は、「3rd Gene
ration Partnership Project 2」(3GPP2)と称する団体からの文書に記載されている。3GP
Pおよび3GPP2の文書は公に入手可能である。WLANは、IEEE802.11xネットワークであり得
、WPANは、Bluetooth(登録商標)ネットワーク、IEEE802.15xネットワーク、または他の何
らかのタイプのネットワークであり得る。これらの技法はまた、WWAN、WLANおよび/また
はWPANの任意の組合せのために使用され得る。以下の図は、本開示の教示によるリモート
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ユニットを示すが、本開示は、これらの例示的な図示されたユニットに限定されない。本
開示の実施形態は、メモリを含むアクティブ集積回路と、テストおよび特徴づけのための
オンチップ回路とを含む任意のデバイスにおいて好適に採用され得る。
【００２２】
上記の開示したデバイスおよび方法は、一般に、コンピュータ可読媒体に記憶されたGD
SIIおよびGERBERコンピュータファイル中に設計され、構成され得る。これらのファイル
は、今度は、これらのファイルに基づいてデバイスを作製する作製ハンドラに与えられる
。得られた生成物は半導体ウエハであり、半導体ウエハは、次いで半導体ダイにカットさ
れ、半導体チップにパッケージングされる。チップは、次いで、本明細書で説明するデバ
イスにおいて採用され得る。
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【００２３】
図2に、連続アドレッシングメモリマップ260を使用するメモリ構成を有する例示的なモ
バイルシステム200のブロック図を示す。ユーザインターフェース、アンテナ、バッテリ
ー、トランシーバ、メモリマネージャなど、モバイルデバイスの他のよく知られている要
素および特徴については、簡潔のために本明細書では図示も説明もしない。同様に、ペー
ジを受信し、復号すること、スリープサイクル、ページングサイクル、メモリ管理など、
モバイルデバイスによって実行されるよく知られているプロセス/アルゴリズムについて
は、本明細書では詳細には説明しない。しかしながら、本開示の実施形態では、これらの
よく知られている要素およびプロセスはモバイルデバイス中に含まれることを諒解されよ
う。
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【００２４】
モバイルデバイス200では、連続アドレッシングメモリマップ260が分割され得、マップ
のある部分は揮発性メモリに関連し得、マップの別の部分は不揮発性メモリに関連し得る
。マップの不揮発性部分は、システム状態、セキュリティ、デジタル著作権管理、または
無制御電力停止の場合に保持することが望ましいことがある他の情報に関連する情報を記
憶するために予約され得る。マップの他の部分は、揮発性メモリに関連し得、セキュリテ
ィまたはシステムの状態にとって重要でないデータを含む他の情報を記憶するために使用
され得る。
【００２５】
図2をさらに参照すると、モバイルデバイス200は、揮発性メモリ240と不揮発性メモリ2
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50とを含み得る。各メモリはメモリコントローラ220にインターフェースし得る。メモリ
コントローラ220は、単一のコントローラであり得るか、または別々のコントローラ、た
とえば、メモリコントローラ1 222とメモリコントローラ2 224とに分割され得る。図示の
実施形態200では、異なる信号およびインターフェース仕様(たとえば、タイミング要件、
電圧レベル、インピーダンス整合など)を可能にするために、メモリタイプごとに異なる
専用のコントローラがあり得る。各メモリコントローラ222、224は別個の外部バスインタ
ーフェース(EBI)上でデータを転送し得る。メモリコントローラ220は、別個のアドレスバ
スとデータバスとを介してプロセッサ210にインターフェースし得る。最後に、電力管理
集積回路(PMIC)230は、(図2ではブロック205として例示される)モバイルデバイス内の構
成要素および/またはサブシステムに電力を供給し、電力状態を管理し得る。
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【００２６】
さらに詳細には、プロセッサ210は、連続メモリマップ260を使用して揮発性メモリ240
と不揮発性メモリ250の両方にアクセスし得る。連続メモリマップ260は、アドレス値のセ
ットによってランダムにアクセスされ得る。アドレス値のある範囲は、(物理揮発性メモ
リ240に対応する)揮発性メモリマップ264にマッピングし得、値の別の範囲は、(物理不揮
発性メモリ250に対応する)不揮発性メモリマップ265にマッピングし得る。プロセッサは
、不揮発性メモリマップ265に対応する適切なメモリアドレスを選択することによって、
電力停止から保護するために記憶すべきデータを選択し得る。不揮発性メモリ250に記憶
するためにプロセッサが選択することを望み得るデータのタイプは、システム状態データ
、セキュリティデータ、デジタル著作権管理(DRM)データ、またはモバイルデバイス200へ
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の電力が中断されたときに保持されるべき他のデータを含み得る。セキュリティデータを
不揮発性メモリ250に記憶することにより、セキュリティデータは、それらの電力を意図
的に中断することによってセキュリティシステムをくぐり抜けようと試みるユーザから保
護され得る。他の実施形態では、モバイルデバイス200はまた、システム状態データを不
揮発性メモリ250に記憶することによって電力循環からはるかに速く回復し、したがって
「瞬時オン」能力が与えられ得る。
【００２７】
ランダムアクセスメモリ(RAM)は揮発性または不揮発性であり得る。揮発性RAMは、電力
が除去されたときはいつでも、それの記憶された情報を失う。不揮発性RAMは、メモリか
ら電力が除去されたときでも、それのメモリコンテンツを維持することができる。不揮発
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性RAMは、電力を印加させることなしに、それのコンテンツを維持することができるとい
う点で有利であるが、一般に、フラッシュメモリの形態をとる従来の不揮発性RAMは、揮
発性RAMよりも読取り/書込み時間が遅くなり得る。フラッシュメモリはまた、エラーが生
じ始める前に書き込むことができる回数に限界があり得る。磁気抵抗ランダムアクセスメ
モリ(MRAM)は、揮発性メモリに匹敵する応答(読取り/書込み)時間を有する不揮発性メモ
リ技術である。データを電荷または電流として記憶する従来のRAM技術とは対照的に、MRA
Mは磁性要素を使用する。MRAMの不揮発性メモリは、DRAMのアクセス時間に匹敵し得る高
速のアクセス時間を与える。さらに、MRAMはまた、フラッシュメモリのために利用可能な
限られた回数の書込み動作と比較して、故障の前のかなりより多い回数の書込み動作が可
能であり得る。揮発性メモリ240は、同期DRAM(SDRAM)を含む、任意のタイプのダイナミッ
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クランダムアクセスメモリ(DRAM)であり得る。不揮発性メモリ250は、電力の印加なしに
メモリを保持する任意のタイプのRAMであり得、揮発性メモリ240およびプロセッサ210と
連携して作動するのに十分に高速であり得る。一実施形態では、不揮発性メモリ250は、
従来のフラッシュメモリに勝るそれの上述の利点を仮定すれば、MRAMを利用し得る。
【００２８】
揮発性メモリ240と高速不揮発性メモリ250との並列使用により、モバイルデバイス200
は、コールドリブートを回避することによってより速い電力循環能力を与え得る。さらに
、セキュリティデータを不揮発性メモリ250に記憶することによって、モバイルデバイス2
00は、モバイルデバイス200において起用されるセキュリティ対策のくぐり抜けを防止し
得る。
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【００２９】
図3に、シャドーアドレッシングメモリマップ360を使用するメモリ構成を有する例示的
なモバイルデバイス300のブロック図を示す。ユーザインターフェース、アンテナ、バッ
テリー、トランシーバ、メモリマネージャなど、モバイルデバイスの他のよく知られてい
る要素および特徴については、簡潔のために本明細書では図示も説明もしない。同様に、
ページを受信し、復号すること、スリープサイクル、ページングサイクル、メモリ管理な
ど、モバイルデバイスによって実行されるよく知られているプロセス/アルゴリズムにつ
いては、本明細書では詳細には説明しない。しかしながら、本開示の実施形態では、これ
らのよく知られている要素およびプロセスはモバイルデバイス中に含まれることを諒解さ
れよう。
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【００３０】
モバイルデバイス300では、シャドーアドレッシングメモリマップ360は、通常動作のた
めにプロセッサによって使用される、揮発性メモリに関連し得る1つのより大きいマップ3
64を含み得る。不揮発性メモリに関連し得る別の並列メモリマップ365は、揮発性メモリ
マップ364の一部分をシャドーイングし得る(図3では、シャドー部分はマップ364の影つき
セクションとして示されている)。揮発性メモリマップ364のシャドー部分は、それの状態
が変更されたときに不揮発性メモリにコピーされ得、したがって、電力停止に起因するデ
ータ損失からの連続「バックアップ」が行われる。揮発性マップ364のシャドー部分は、
システム状態、セキュリティ、デジタル著作権管理、または無制御電力停止の場合に保持
することが望ましいことがある他の情報に関連する情報を記憶するために予約され得る。
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揮発性メモリマップ364の非シャドー部分は、セキュリティにとってもシステムの状態に
とっても重要でない他のデータを記憶するために使用され得る。
【００３１】
図3をさらに参照すると、モバイルデバイス300は、揮発性メモリ340と不揮発性メモリ3
50とを含み得る。揮発性メモリ340は、外部バスインターフェース1(EBI1)を介してメモリ
コントローラ320にインターフェースし得る。不揮発性メモリ350は、シャドーコピーコン
トローラ330を介してメモリコントローラ320にインターフェースし得る。シャドーコピー
コントローラ330は、揮発性メモリ340に対して、不揮発性メモリ350に関連し得る異なる
信号およびインターフェース仕様(たとえば、タイミング要件、電圧レベル、インピーダ
ンス整合など)を可能にすることができる。シャドーコピーコントローラ330は、EBI2Bを
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介して不揮発性メモリ350にインターフェースし得、EBI2Aを介してメモリコントローラ32
0にインターフェースし得る。メモリコントローラ320は、別個のアドレスバスおよびデー
タバスを介してプロセッサ310にインターフェースし得る。最後に、電力管理集積回路(PM
IC)330は、図3ではブロック305として示されるモバイルデバイス中に含まれる構成要素お
よび/またはサブシステムの電力状態を監視し、管理し得る。
【００３２】
通常動作中に、プロセッサ310は、揮発性メモリマップ364を使用して、メモリコントロ
ーラ320を介して揮発性メモリ340にアクセスし得る。揮発性メモリマップ364、不揮発性
メモリ350によって「シャドーイングされる」アドレス値を含めて、様々なアドレス値に
よってランダムにアクセスされ得る。プロセッサは、不揮発性メモリマップ365によって
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シャドーイングされる揮発性メモリマップ364のセクションに対応するストレージアドレ
ス(以下「シャドーストレージ」とも呼ぶ)を選択することによって、電力停止から保護す
るために記憶すべきデータを選択し得る。シャドーストレージのためにプロセッサが選択
し得るデータのタイプは、システム状態データ、セキュリティデータ、デジタル著作権管
理(DRM)データ、またはモバイルデバイス300への電力が中断されたときに保持されるべき
任意の他のデータを含み得る。セキュリティデータをシャドーストレージに記憶すること
により、セキュリティデータは、それらの電力を意図的に中断することによってセキュリ
ティシステムをくぐり抜けようと試みるユーザから保護され得る。他の実施形態では、モ
バイルデバイス300はまた、システム状態データを不揮発性メモリ350に記憶することによ
って電力循環からはるかに速く回復し、したがって「瞬時オン」能力が与えられ得る。
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【００３３】
システムが電力停止を感知した場合、PMIC330は電力状態情報をプロセッサ310に与え得
る。電力を再印加すると、プロセッサ310は、不揮発性メモリマップ365を使用して、シャ
ドーコピーコントローラ330を介して不揮発性RAM350のコンテンツを読み取るために、電
力状態情報を使用し得る。被制御パワーダウン、無制御停止、および/またはスリープコ
マンドの場合には、プロセッサ310は、不揮発性メモリ350に保持された前のシステム状態
データを使用して、プロセッサ310を再起動し得る。高速不揮発性メモリ350を使用するこ
とにより、モバイルデバイス300が迅速に再起動すること(「瞬時オン」モードとしても知
られる)を可能にすることができ、したがって、時間および電力が節約される。セキュリ
ティ対策をくぐり抜けるように企てられたユーザ起動型パワーダウンの場合には、セキュ
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リティ情報は、不揮発性メモリ350を使用してそのまま残され得、したがって、損なわれ
ることなくセキュリティプロセスが再起動することを保証するために、プロセッサ310に
よって使用され得る。
【００３４】
揮発性メモリ340は、同期DRAM(SDRAM)を含む、任意のタイプのダイナミックランダムア
クセスメモリ(DRAM)であり得る。不揮発性メモリ350は、電力の印加なしにメモリを保持
する任意のタイプのRAMであり得、揮発性メモリ340およびプロセッサ310と連携して作動
するのに十分に高速であり得る。一実施形態では、不揮発性メモリ350は、従来のフラッ
シュメモリに勝るそれの上述の利点を仮定すれば、MRAMを利用し得る。
【００３５】
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図4に、シャドーアドレッシングメモリマップ360を利用して、移動局300によって実行
される例示的なプロセス400を示すフローチャートを示す。PMIC330は最初に、モバイルデ
バイスの電力状態を判断する(410)。たとえば、PMIC330は、被制御電力中断または無制御
電力中断が起こったかどうかを確認し得る。電力状態が正常であり、電力停止が起こらな
かった場合、プロセッサ310は、通常の読取り動作および/または書込み動作のために揮発
性メモリ340にアクセスする(420)。さらに、揮発性メモリマップ364のシャドー部分に書
き込まれたデータを不揮発性メモリ350にコピーする(425)。この動作は、不揮発性メモリ
マップ365を使用して、シャドーコピーコントローラ330によって実行され得る。電力中断
が起こったとPMICが判断した場合、メモリコントローラ320は、再起動中にプロセッサが
不揮発性メモリ350から初期化データを読み取り得るように再構成され得る。さらに、プ
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ロセッサ310によってセキュリティプロセスが利用されている場合、セキュリティ情報も
また不揮発性メモリから読み取られ得る。電力状態情報は、電力フラグの形態でプロセッ
サ310に与えられ得る。電力中断からのプロセッサの回復が完了すると、PMIC330は電力状
態を再評価し、電力状態が正常に戻ったと判断し、したがって、通常動作(420、425)が継
続する。上記で説明した様々なアクションは、特定の回路(たとえば、特定用途向け集積
回路(ASIC)、浮動小数点ゲートアレイ(FPGA)など)によって、1つまたは複数のプロセッサ
によって実行されるプログラム命令によって、あるいは両方の組合せによって実行され得
ることを認識されよう。
【００３６】
図5A〜図5Bに、様々な実施形態に関連する例示的なメモリパッケージング構成のブロッ
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ク図を示す。図5Aに示す一実施形態では、揮発性メモリ504は別個のメモリダイ502に関連
し得る。外部バスインターフェース(EBI)512と不揮発性メモリ510とは論理ダイ508に関連
し得、その不揮発性メモリは論理ダイ508中に組み込まれている。揮発性メモリ504は、第
1のスルーシリコンビア(TSV)インターフェース506に関連し得、不揮発性メモリ510はEBI5
12とともに、第2のTSVインターフェース514に結合され得る。論理ダイ508の上にメモリダ
イ502を積層することにより、TSV506とTSV514とを相互接続することによってメモリ504、
510とEBI512との間の電気接続が確立され得る。図5Bに示す別の実施形態では、揮発性メ
モリ518と不揮発性メモリ520とは、単一のメモリダイ516上に常駐し得、TSV524および522
を使用して、EBI(図示せず)にインターフェースし得る。
【００３７】

10

プロセッサ210とは別に図示されているが、揮発性メモリ240および/または不揮発性メ
モリ250はプロセッサと同じダイ上に常駐し得る。そのようなパッケージング構成は、実
装サイズおよび電力消費を低減し得る。したがって、本明細書で例示し説明した構成は説
明の便宜上与えられるにすぎず、様々な実施形態はこれらの例に限定されるものではない
ことを諒解されよう。
【００３８】
様々なメモリモジュールは、当業者によって諒解され得るように、スタンドローンデバ
イスであり得、あるいは、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、特定用途向け集
積回路(ASIC)、システムオンチップ(SoC)および他の同様のデバイスなど、メモリを使用
するデバイス内に一体化され得るか、または埋め込まれ得る。
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【００３９】
情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得ることを
当業者は諒解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令
、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁
界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され
得る。
【００４０】
さらに、本明細書で開示した実施形態に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック
、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータ
ソフトウェア、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。
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ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素
、ブロック、モジュール、回路、およびステップを、上記では概してそれらの機能に関し
て説明した。そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装
するかは、特定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。当業者
は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決
定は、本発明の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
【００４１】
本明細書で開示した実施形態に関して説明した方法、シーケンス、および/またはアル
ゴリズムは、直接ハードウェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウ
ェアモジュールで実施されるか、またはその2つの組合せで実施され得る。ソフトウェア
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モジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ
、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD‑ROM、または当技術分野で知ら
れている他の形態の記憶媒体に存在してよい。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒
体から情報を読むことができ、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサ
に結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサと一体であり得る。
【００４２】
したがって、一実施形態は、モバイルデバイスの電力モードを判断し、その電力モード
に基づいて、電力中断が起こらなかったことを判断し、演算を処理するために揮発性メモ
リにアクセスし、揮発性メモリの所定の部分に記憶された情報を不揮発性メモリにコピー
するための方法を具現するコンピュータ可読媒体を含むことができる。
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【００４３】
上記の開示は例示的な実施形態を示すが、添付の特許請求の範囲によって規定される本
発明の範囲から逸脱することなく本明細書において様々な変更および修正を行うことがで
きることに留意されたい。本明細書で説明した実施形態による方法クレームの機能、ステ
ップおよび/または行為は特定の順序で実行される必要はない。さらに、実施形態の要素
は、単数形で説明または請求されていることがあるが、単数形への限定が明示的に述べら
れていない限り、複数形が企図される。
【符号の説明】
【００４４】
100

モバイルデバイス

110

プロセッサ

120

メモリコントローラ

130

電力管理集積回路(PMIC)

140

シンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ(SDRAM)

150

不揮発性メモリ

200

モバイルシステム

210

プロセッサ

220

メモリコントローラ

222

メモリコントローラ1

224

メモリコントローラ2

230

電力管理集積回路(PMIC)

240

揮発性メモリ

250

不揮発性メモリ

260

連続アドレッシングメモリマップ

264

揮発性メモリマップ

265

不揮発性メモリマップ

300

モバイルデバイス

310

プロセッサ

320

メモリコントローラ

340

揮発性メモリ

350

不揮発性メモリ

360

シャドーアドレッシングメモリマップ

364

揮発性メモリマップ

365

不揮発性メモリマップ

502

メモリダイ

504

揮発性メモリ

506

第1のスルーシリコンビア(TSV)インターフェース

508

論理ダイ

510

不揮発性メモリ

512

外部バスインターフェース(EBI

514

第2のスルーシリコンビア(TSV)

516

メモリダイ

518

揮発性メモリ

520

不揮発性メモリ

522

スルーシリコンビア(TSV)

524

スルーシリコンビア(TSV)
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