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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コプロセッサを監視及びリセットするための回路であって、前記回路は、プロセッサに
含まれるものであり、前記コプロセッサは、ビジーフラグとコプロセッサレジスタとを含
むものであり、
　前記コプロセッサ内のハングを検出するようになっているハング検出モジュールと、
　前記コプロセッサ内でのハングの検出に応じて、前記プロセッサをリセットすることな
く前記コプロセッサを選択的にリセットするようになっている選択プロセッサリセットモ
ジュールと
　を備え、
　前記ビジーフラグは、前記ハング検出モジュールによってアクセスされ、前記ハング検
出モジュールは、前記ビジーフラグの設定を検出することによってビジー状態であること
を判断し、
　前記コプロセッサレジスタは、ある時間間隔の前後に前記ハング検出モジュールによっ
てアクセスされ、前記ハング検出モジュールは、前記時間間隔の前後における前記コプロ
セッサの２つの内容を比較することによって、前記コプロセッサレジスタの内容について
進行が無いことを判断し、
　前記ハング検出モジュールが、前記コプロセッサがビジー状態であることと、前記コプ
ロセッサレジスタの内容に進行がないことの両方を検知した場合、前記ハング検出モジュ
ールは、前記コプロセッサがハングしていると決定するようになっている、回路。
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【請求項２】
　前記コプロセッサ内でのハングの検出に応じて、前記コプロセッサとのコマンド通信を
停止するようになっている停止通信モジュールと、
　前記コプロセッサのリセットに応じて、前記コプロセッサのリセットが成功したかどう
かを検出するようになっているリセットチェックモジュールと、
　前記コプロセッサのリセットが成功したことを検出することに応じて、前記コプロセッ
サとのコマンド通信を再開するようになっているリスタート通信モジュールと
　を更に備え、
　前記リセットチェックモジュールが、前記選択プロセッサリセットモジュールからのリ
セット通知信号の受信に基づいて、リセットの成功を判断し、前記リセットチェックモジ
ュールが、リセット成功通知信号を前記リスタート通信モジュールに送信し、
　前記リスタート通信モジュールは、前記リセット成功通知信号に応じて、コマンド通信
を再開するようになっている、請求項１に記載の回路。
【請求項３】
　前記プロセッサがホストプロセッサであり、前記コプロセッサがグラフィックプロセッ
サである、請求項１又は２に記載の回路。
【請求項４】
　プロセッサを含む回路によってコプロセッサを監視及びリセットする方法であって、前
記コプロセッサは、ビジーフラグとコプロセッサレジスタとを含むものであり、前記プロ
セッサは、ハング検出モジュールと、選択プロセッサリセットモジュールと、停止通信モ
ジュールと、リセットチェックモジュールと、リスタート通信モジュールとを備え、
　前記コプロセッサ内のハングを検出するステップと、
　前記コプロセッサ内でのハングの検出に応じて、前記プロセッサをリセットすることな
く前記コプロセッサを選択的にリセットするステップと、
　前記ビジーフラグにアクセスして、前記ビジーフラグの設定を検出することによってビ
ジー状態であることを判断するステップと、
　ある時間間隔の前後に前記コプロセッサレジスタにアクセスして、前記時間間隔の前後
における前記コプロセッサの２つの内容を比較することによって前記コプロセッサレジス
タの内容について進行が無いことを判断するステップと、
　前記コプロセッサがビジー状態であることと、前記コプロセッサレジスタの内容に進行
がないことの両方を検知した場合、前記コプロセッサがハングしていると決定するステッ
プと
　を含む方法。
【請求項５】
　前記コプロセッサ内でのハングの検出に応じて、前記コプロセッサとのコマンド通信を
停止するステップと、
　前記コプロセッサのリセットに応じて、前記コプロセッサのリセットが成功したかどう
かを検出するステップと、
　前記コプロセッサのリセットが成功したことを検出することに応じて、前記コプロセッ
サとのコマンド通信を再開するステップと
　を更に含み、
　前記リセットするステップが、前記選択プロセッサリセットモジュールからリセット通
知信号を前記リセットチェックモジュールへ送信することを含み、
　前記リセットが成功したかどうかを検出するステップが、前記リセット通知信号の受信
に基づいてリセットの成功を判断し、前記リセットチェックモジュールからリセット成功
通知信号を前記リスタート通信モジュールへ送信することを含み、
　前記コマンド通信を再開するステップが、前記リセット成功通知信号に応じてコマンド
通信を再開することを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　コプロセッサを監視及びリセットするための回路であって、
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　プロセッサと、
　コプロセッサと、
　前記プロセッサで実行可能な命令を含むメモリと
　を備えており、
　前記コプロセッサが、ビジーフラグとコプロセッサレジスタとを含み、
　前記メモリは、
　前記コプロセッサ内のハングを検出するようになっているハング検出モジュール命令と
、
　前記コプロセッサ内でのハングの検出に応じて、前記プロセッサをリセットすることな
く前記コプロセッサを選択的にリセットするようになっている選択プロセッサリセットモ
ジュール命令と、
　を含み、
　前記ビジーフラグは、前記ハング検出モジュール命令によってアクセスされ、前記ハン
グ検出モジュール命令は、前記ビジーフラグの設定を検出することによってビジー状態で
あることを判断し、
　前記コプロセッサレジスタは、ある時間間隔の前後に前記ハング検出モジュール命令に
よってアクセスされ、前記ハング検出モジュール命令は、前記時間間隔の前後における前
記コプロセッサの２つの内容を比較することによって、前記コプロセッサレジスタの内容
について進行が無いことを判断し、
　前記ハング検出モジュール命令が、前記コプロセッサがビジー状態であることと、前記
コプロセッサレジスタの内容に進行がないことの両方を検知した場合、前記ハング検出モ
ジュール命令は、前記コプロセッサがハングしていると決定するようになっている、回路
。
【請求項７】
　前記メモリが、
　前記コプロセッサのリセットに応じて、前記コプロセッサのリセットが成功したかどう
かを検出するようになっているリセットチェックモジュール命令と、
　前記コプロセッサ内でのハングの検出に応じて、前記コプロセッサとのコマンド通信を
停止するようになっている停止通信モジュール命令と、
　前記コプロセッサのリセットが成功したことを検出することに応じて、前記コプロセッ
サとのコマンド通信を再開するようになっているリスタート通信モジュール命令と
　を更に備え、
　前記リセットチェックモジュール命令が、前記選択プロセッサリセットモジュール命令
からのリセット通知信号の受信に基づいて、リセットの成功を判断し、前記リセットチェ
ックモジュール命令が、リセット成功通知信号を前記リスタート通信モジュール命令に送
信し、
　前記リスタート通信モジュール命令は、前記リセット成功通知信号に応じて、コマンド
通信を再開するようになっている、請求項６に記載の回路。
【請求項８】
　前記プロセッサがホストプロセッサを備えており、
　前記コプロセッサがグラフィックプロセッサを備えている、
　請求項６に記載の回路。
【請求項９】
　前記メモリが、
　前記グラフィックプロセッサ内でのハングの検出に応じて、前記グラフィックプロセッ
サとのレンダリングコマンド通信を停止するようになっている停止通信モジュール命令と
、
　前記グラフィックプロセッサのリセットに応じて、前記グラフィックプロセッサのリセ
ットが成功したかどうかを検出するようになっているリセットチェックモジュール命令と
、
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　前記グラフィックプロセッサのリセットが成功したことを検出することに応じて、前記
グラフィックプロセッサとのレンダリングコマンド通信を再開するようになっているリス
タート通信モジュール命令と
　を更に備え、
　前記リセットチェックモジュール命令が、前記選択プロセッサリセットモジュール命令
からのリセット通知信号の受信に基づいて、リセットの成功を判断し、前記リセットチェ
ックモジュール命令が、リセット成功通知信号を前記リスタート通信モジュール命令に送
信し、
　前記リスタート通信モジュール命令は、前記リセット成功通知信号に応じて、レンダリ
ングコマンド通信を再開するようになっている、請求項８に記載の回路。
【請求項１０】
　前記ハング検出モジュール命令が、前記グラフィックプロセッサ内のハングを検出する
ようになっており、
　前記メモリが、
　前記グラフィックプロセッサ内でのハングの検出に応じて、送信フラグをオフ状態に設
定し且つ受信フラグをオフ状態に設定することにより、グラフィックプロセッサとのレン
ダリングコマンド通信を停止するようになっている停止通信モジュール命令と、
　前記グラフィックプロセッサ内でのハングの検出に応じて、グラフィックレジスタデー
タ、グラフィックコマンドキューデータ、チップセット情報、及びＡＧＰバス状態のうち
の任意の一つまたは複数を含んでいる、ハードウェア状態及びソフトウェア状態のスナッ
プショットを保存するようになっている保存スナップショットモジュール命令と、
　前記グラフィックプロセッサのリセットに応じて、前記グラフィックプロセッサのリセ
ットが成功したかどうかを検出するようになっているリセットチェックモジュール命令と
、
　前記グラフィックプロセッサの選択的なリセットに応じて表示モード切換えを行なうよ
うになっている表示モード切換モジュール命令と、
　前記グラフィックプロセッサのリセットに応じて、グラフィックプロセッサが機能して
いるかどうかを検出するようになっている機能チェックモジュール命令と、
　前記グラフィックプロセッサのリセットが成功したことを検出することに応じて、送信
フラグをオン状態に設定することにより、グラフィックプロセッサとのレンダリングコマ
ンド通信を再開するようになっているリスタート通信モジュール命令と、
　前記グラフィックプロセッサのリセットが成功しなかったという検出及びグラフィック
プロセッサが機能していないという検出のうちの任意の一つまたは複数を検出することに
応じて、ソフトウェアレンダリングモードへ動的に切換えるようになっているソフトウェ
アレンダリングモジュール命令と
　を備え、
　前記リセットチェックモジュール命令が、前記選択プロセッサリセットモジュール命令
からのリセット通知信号の受信に基づいて、リセットの成功を判断し、前記リセットチェ
ックモジュール命令が、リセット成功通知信号を前記リスタート通信モジュール命令に送
信し、
　前記リスタート通信モジュール命令は、前記リセット成功通知信号に応じて、コマンド
通信を再開するようになっている、
　請求項８に記載の回路。
【請求項１１】
　前記メモリが、
　前記グラフィックプロセッサが機能していることを検出することに応じて、ハングが検
出されて解決されたことを示しているプロンプトを表示するようになっているハング解決
プロンプトモジュール命令と、
　前記グラフィックプロセッサ内でのハングの検出に応じて、エラー報告が離れた場所に
送られることをユーザが望んでいるかどうかに関して入力を要求するプロンプトを表示す
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るようになっている報告送信プロンプトモジュール命令と、
　エラー報告を離れた場所に送ることを求めるユーザ要求の受信に応じて、ハードウェア
状態及びソフトウェア状態を含んでいるエラー報告を離れた場所に送るようになっている
報告送信モジュール命令と、
　前記グラフィックプロセッサのリセットが成功しなかったこと、及び、グラフィックプ
ロセッサが機能していないということ、のうちの一つまたは複数を検出することに応じて
、ハングが検出されたが、前記ホストプロセッサのリセットを行なわなければ前記ハング
を解決することができないことを示しているプロンプトを表示するようになっているハン
グ未解決プロンプトモジュール命令と
　を更に含んでいる、請求項１０に記載の回路。
【請求項１２】
　コプロセッサを監視及びリセットするための、プロセッサで実行可能な命令を含むメモ
リであって、前記コプロセッサが、ビジーフラグとコプロセッサレジスタとを含み、
　前記命令により、前記プロセッサは、
　前記コプロセッサ内のハングを検出し、
　前記コプロセッサ内でのハングの検出に応じて、前記プロセッサをリセットすることな
く前記コプロセッサを選択的にリセットし、
　前記ビジーフラグにアクセスして、前記ビジーフラグの設定を検出することによってビ
ジー状態であることを判断し、
　ある時間間隔の前後に前記コプロセッサレジスタにアクセスして、前記時間間隔の前後
における前記コプロセッサの２つの内容を比較することによって前記コプロセッサレジス
タの内容について進行が無いことを判断し、
　前記コプロセッサがビジー状態であることと、前記コプロセッサレジスタの内容に進行
がないことの両方を検知した場合、前記コプロセッサがハングしていると決定するように
なっている、
　メモリ。
【請求項１３】
　前記メモリが、前記コプロセッサのリセットに応じて、前記コプロセッサのリセットが
成功したかどうかを前記プロセッサに検出させるリセットチェックモジュール命令を更に
含み、
　前記リセットチェックモジュール命令が、リセット通知信号の受信に基づいてリセット
の成功を判断する、請求項１２に記載のメモリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、コンピュータシステムまたは他のシステム内のハングの検出及び前
記ハングからの回復に関し、特に、コプロセッサ内のハングを検出し且つ前記コプロセッ
サの回復を行なう装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　加速グラフィックレンダリングの分野での開発を促進するため、多量のグラフィックデ
ータの高速処理に対する需要は着実に増え続けている。現在の加速グラフィックレンダリ
ング方式は、ハードウェアコンポーネント及びソフトウェアコンポーネントの両方の正確
な設計及び実施を必要とする複雑なプロセスである。加速グラフィックレンダリングは、
一般にハードウェア、通常はグラフィックプロセッサと、ソフトウェア、通常はホストプ
ロセッサによって実行されているグラフィックドライバとを使用して、グラフィックデー
タ及びビデオ情報の処理を最適化するようになっている。設計上の欠陥や実施不良等の任
意の問題は、加速グラフィックレンダリングを正常に動作させない可能性があるとともに
、加速グラフィックレンダリングの機能を停止させる可能性がある。そのような問題とし
ては、グラフィックプロセッサの欠陥、バスコントローラの欠陥、中央処理ユニット（Ｃ
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ＰＵ）の欠陥、あるいは、他のハードウェアの欠陥を挙げることができる。他の問題とし
て、グラフィックドライバ、オペレーティングシステム、グラフィックアプリケーション
または他のソフトウェアにおける欠陥を含み得る。
【０００３】
　加速グラフィックレンダリングで使用されているハードウェア及びソフトウェアは、複
雑であり、また、前記ハードウェア及びソフトウェアが様々な形態で組み合わされている
と更に複雑になるため、グラフィックプロセッサは、多くの場合、完全なハングを含んで
いる様々なレンダリングエラーに直面するようになっている。ハングは、システムまたは
プロセスが応答しなくなる状態、例えば、プロセッサが機能を停止し、ロックし、無限ル
ープで立ち往生しているなどして、プロセッサが中断してしまう状態である。現在、前記
ハングは、データ損失を引き起こす可能性があるとともに、コンピュータシステム全体の
動作を停止させてしまう可能性がある。残念ながら、新たな加速グラフィックレンダリン
グハードウェア及びソフトウェアが絶え間なく導入され、それに応じて、これらの間で考
え得る多数の組み合わせがなされていることから、加速グラフィックレンダリングのエラ
ーを引き起こす可能性がある全てのエラーを完全に特定して排除することが難しくなって
いる。
【０００４】
　現在、加速グラフィックレンダリングのエラーを検出するために使用されている方法は
、グラフィックドライバにおけるハングのオペレーティングシステムレベル検出に依存し
ており、対応しているグラフィックプロセッサのハングを直接に検出しない。例えば、加
速グラフィックレンダリングプロセスでエラーが発生したかどうかを検出するためにＭｉ
ｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ＸＰによって使用されている方法は、グラ
フィックドライバでハングが存在するかどうかを検出することである。ここで、「ウォッ
チドッグタイマ」は、スピンループを行なうことによりグラフィックドライバで費やされ
た時間を測定した後、グラフィックプロセッサの応答を待つ。無限ループの検出は、グラ
フィックプロセッサがハング状態であるらしいという符号として、オペレーティングシス
テムにより使用されている。タイムアウト処理が終了すると、オペレーティングシステム
は、グラフィックドライバを停止させて、通知をユーザに表示し、コンピュータの再起動
をユーザに促す。ここで、ウォッチドッグタイマは、レンダリングコマンドが現在ドライ
バによって処理されているかどうかに関して考慮することなく、定期的に実行するように
なっている。
【０００５】
　Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ＸＰは、グラフィックドライバ内で
ハング状態であると思われるものを、多量のレンダリングコマンドの実際に継続中の実行
のものから区別することができない。これは、いずれも所定の待ち時間に照らして遅い応
答として現れるだけだからである。また、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商
標）ＸＰを用いると、しばしば、グラフィックドライバに任意のコマンドが発行されたか
どうかに関して考慮することなくグラフィックドライバがハング状態であるかどうかをシ
ステムが決定しようとする場合、すなわち、グラフィックドライバが現在アイドル状態で
あるかどうかをシステムが決定しようとする場合に、システムリソースが浪費される。ま
た、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ＸＰがハング状態のグラフィック
プロセッサであると確信するものを検出すると、システム全体を再起動しなければならず
、これにより、ユーザは、全てのハードウェアコンポーネント及びソフトウェアコンポー
ネントを、これらがグラフィックプロセッサにおけるハングの原因となっているかどうか
とは無関係に終了しなければならない。
【０００６】
　ハング状態のグラフィックドライバを検出するために使用されている他の方法は、Ｍｉ
ｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ＸＰサービスパック１（ＳＰ１）において
使用されている方法である。ここでも、同じ「ウォッチドッグタイマ」が使用されている
が、ハング状態のグラフィックドライバの検出に応じて、システムは、グラフィックドラ
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イバをアンロードするとともに、非加速モードでグラフィックレンダリング動作を続けよ
うとして標準ＶＧＡドライバをロードするようになっている。この構成は、ユーザに実行
中の作業を保存させることができるようにすることにより、また、その後にコンピュータ
を再起動させることができるようにすることにより、データ損失を防止する構成となって
いる。しかしながら、ＳＰ１を使用していると、システムが非加速モードに切換わる際に
、加速グラフィックレンダリングモードで動作するという利点が失われる。また、Ｍｉｃ
ｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ＸＰシステムと同様に、ＳＰ１は、グラフィ
ックドライバからの遅い応答と完全なハングとを区別することができない。また、ＳＰ１
が非加速モードに切換わると、システムが加速グラフィックレンダリングモードに戻るこ
とができる唯一の方法は、システム全体の再起動を行なうことである。ここでも、同様に
、ユーザは、全てのハードウェアコンポーネント及びソフトウェアコンポーネントを、こ
れらのコンポーネントがグラフィックプロセッサのハングの原因となっているかどうかと
は無関係に、終了しなければならない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　以下の図面を参照すると本発明を更に容易に理解できる。図中、同様の参照符号は同じ
要素を表わしている。
【０００８】
　簡潔に言うと、回路はコプロセッサを監視及びリセットするようになっている。回路は
、コプロセッサ内のハングを検出するためのハング検出モジュールを含んでいる。また、
回路は、コプロセッサ内でのハングの検出に応じて、プロセッサをリセットすることなく
コプロセッサをリセットするための選択プロセッサリセットモジュールも含んでいる。
【０００９】
　この文書で使用されている「モジュール」という用語は、多くの機能回路の組のうちの
機能的な一部をいう。「回路」という用語は、以下のうちの少なくとも１つ、すなわち、
命令を実行する一つまたは複数のプロセッサ、例えばマイクロプロセッサ、デジタル信号
プロセッサ（ＤＳＰ）、マイクロコントローラ、またはディスクリートロジック、ステー
トマシン、または、ハードウェア、ソフトウェア及び／又はファームウェアの任意の適当
な組み合わせのうちの少なくとも１つを含んでいる。当業者であれば分かるように、一つ
または複数のモジュールが、回路の機能的な組からなる、より大きなセットとして組み合
わされてもよい。また、１つのモジュールからの任意の機能性を１つのモジュールから他
のモジュールへ移すことができる。
【００１０】
　この文書で使用されているコプロセッサという用語は、第１のプロセッサに対する第２
のプロセッサを意味している。そのようなコプロセッサは、例えば、汎用プロセッサ、周
辺機器プロセッサ（例えば、グラフィックプロセッサ、オーディオプロセッサ等）または
他の同様のプロセッサを挙げることができる。
【００１１】
　この文書で使用されている「プロセッサハング」という用語は、例えばプロセッサが無
限ループに入り込んだ際にプロセッサの外側からの入力にもはや応答しないプロセッサを
説明するために使用されている。そのような場合、プロセッサが再び外部入力に対して応
答でき且つ装置が設計されたときのように動作できるようにプロセッサをリブートまたは
リセットする必要がある。
【００１２】
　コプロセッサのリセット中、一般に、プロセッサに関連する一つまたは複数のソフトウ
ェア及び／又はハードウェアコンポーネントがリセットされ、それにより、プロセッサが
その意図された設計にしたがって動作することができる。リセットは、一般に処理装置の
電源が入れられている際に行なわれるようなパワーアップ時間またはブートアップ時間で
実行されるタイプのリセットを挙げることができる。しかしながら、パワーアップリセッ
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トと同じではない他のリセットを行なうこともできる。リセットは、特定のコプロセッサ
のために利用できる多くの異なるタイプのリセットであってもよい。１つの実施形態にお
いては、コプロセッサ内でのハングの検出に応じて、任意の数の異なるタイプのリセット
が行なわれてもよい。この実施形態において、異なるリセットのそれぞれは、リセット時
間またはその前に、コプロセッサまたは他の関連するコンポーネントの検出状態または状
況に合わせられている。実行されるリセットの一般的な目的は、リセットの結果によって
コプロセッサ内のハングが排除され且つプロセッサが命令の処理を再開できるようにする
ことである。
【００１３】
　１つの実施形態においては、特定のコプロセッサ内のハングが、ハング状態のコプロセ
ッサを除き、任意の他のプロセッサのリセットを必要としないという利点が得られる。し
たがって、同じ処理装置で実行中の他のアプリケーションは、一般に、ハング及び任意の
その後のリセットから影響を受けることはない。例えば、他のコプロセッサ命令または他
のアプリケーションを処理しているプロセッサは、コプロセッサのリセットによって影響
されない。１つの実施形態において、プロセッサは、コプロセッサを監視及びリセットす
る回路のための命令を実行するようになっている。また、プロセッサは、ハング状態のコ
プロセッサがリセットされている間、命令を実行し続ける。
【００１４】
　１つの実施形態においては、一般に特定のアプリケーション／コプロセッサがハング状
態にあるかどうかを個別に監視しているオペレーティングシステムによって与えられてい
るプロセスから、別個のプロセスが与えられているという利点が得られる。プロセスは、
オペレーティングシステムを通して利用できる対応しているプロセスとは別個のものであ
るため、この別個のプロセスを、特定のプロセッサのハングを検出してリセットするのに
適した特定の機能を含むように作り上げることができる。例えば、ハング検出プロセスを
特定のプロセッサに合わせることにより、特定のソフトウェア及び／又はハードウェア状
態の特定のチェックがその特定のプロセッサ内のハングを検出するのに最も効率的なチェ
ックとなるようにすることもできる。
【００１５】
　１つの実施形態においては、対象のコプロセッサ内でハングが発生したかどうかを決定
するプロセスが、プロセッサがビジー状態のときにのみ実行されるという利点が提供され
る。ここで、命令を未だ何ら実行しておらず、したがって、ハングに直面している可能性
が非常に低いアイドル状態のプロセッサは、ハングの存在に関して検査する必要がない。
前記プロセッサが何らかの形でハングに直面した場合であっても、プロセッサが現在必要
とされていないという事実があろうとなかろうと、このシステムは、プロセスが実際に必
要とされるまで、特定のプロセッサのハング状態を無視するという利益を提供している。
前記プロセッサがハング状態にある（ハングされている）かどうかに関して定期的にチェ
ックするように構成されているシステムは、前記プロセッサが必要とされているかどうか
にかかわらず、システムリソースを浪費するとともに、システムが未だ必要としないハン
グプロセスの検出に起因してシステムをリブートしなければならなくなる可能性をもたら
す。
【００１６】
　本発明の１つの実施形態においては、特にコプロセッサを対象にしているアプリケーシ
ョンが、関連しているコプロセッサがハングに直面しているかどうかを決定するという義
務を引き継ぐことができるという利点が提供される。これは、ハングが発生したかどうか
を決定するために一般にオペレーティングシステムによって使用されているハング検出プ
ロセスを使える状態にすることができる可能性がある。
【００１７】
　１つの実施形態において、システムは、プロセッサがリセッットされている間、ハング
状態にあるプロセッサとの通信を休止することができる。これにより、コプロセッサの任
意の更なる不安定化を防止できるという利点が得られる。
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【００１８】
　１つの実施形態において、システムは、ハング状態にあるプロセッサのリセットを試み
た後、前記プロセッサの実行の継続を許容する前に、リセットが成功したかどうかを判断
するためにチェックを行なう。これにより、リセットが成功しなかった後にプロセッサが
処理を続けようとすることを防止できるという利点が得られる。
【００１９】
　１つの実施形態において、システムは、プロセッサをリセットした後、以前にハング状
態にあったプロセッサが機能しているかどうかを判断することにより、コプロセッサの動
作を再開するかどうかを決定する。これにより、プロセッサが機能していないことが判断
される時にプロセッサが処理を再開しようとすることを防止できるという利点が得られる
。１つの実施形態において、システムは、最初に、リセットが成功したかどうかを判断す
るためにチェックを行ない、成功した場合には、以前にハング状態であったプロセッサが
機能しているかどうかを判断し、そうである場合には、プロセッサの使用再開を許可する
ようになっている。
【００２０】
　１つの実施形態において、システムは、プロセッサハングが発生した理由を決定するた
めにシステムをデバッグする目的で関連しているハードウェア状態及びソフトウェア状態
のスナップショットを保存するようになっている。これにより、処理問題を特定して、そ
のような問題の根源を、ソフトウェア及び／又はハードウェアにおけるその後のアップグ
レードで解決できるようにするための情報を保存するという利点が得られる。１つの実施
形態において、保存される情報としては、以下のうちの一つまたは複数、すなわち、ソフ
トウェアまたはドライババージョン、エラー報告フォーマットバージョン、加速グラフィ
ックポート（ＡＧＰ）速度；ＡＧＰバージョンサポートグラフィックプロセッサデバイス
ＩＤ、グラフィックプロセッサベンダＩＤ、グラフィックプロセッササブシステムＩＤ、
チップセットデバイスＩＤ、チップセットベンダＩＤ、エラーフラグ、システムメモリサ
イズ、グラフィックフレームバッファサイズ、エンジンクロック、メモリクロック、及び
レジスタ値及びコマンドキューデータを含んでいる内部のコプロセッサ状態のうちの一つ
または複数が保存される。
【００２１】
　１つの実施形態において、システムは、コプロセッサのベンダの電子メールアドレス等
の離れた場所へハードウェア状態及びソフトウェア状態の送信を許可するようになってい
る。これにより、ベンダは、ベンダの製品が現場でどの程度不足しているのかに関して価
値のある情報を受けることができ、したがって、現在の技術よりも更に詳しく早期に処理
問題に気付くことができるという利点が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１は、プロセッサ１００、コプロセッサ１０２、コプロセッサを監視及びリセットす
るための回路１０４、ハング検出モジュール１０６、選択プロセッサリセットモジュール
１０８、ハング通知信号１１０、及びコプロセッサ１０２をプロセッサ１００に対して接
続している適当なリンク１１２を示している。
【００２３】
　コプロセッサ１０２を監視及びリセットするための回路は、ハング検出モジュール１０
６及び選択プロセッサリセットモジュール１０８を含んでいる。この実施例において、コ
プロセッサを監視及びリセットするための回路１０４は、例えばコプロセッサ１０４によ
って実行されるドライバ等のプロセッサ１００により実行される一つまたは複数のソフト
ウェアモジュールの形態をなしている。コプロセッサを監視及びリセットするための回路
１０４は、ハング検出モジュール１０６及び選択プロセッサリセットモジュール１０８を
含んでいる。ハング検出モジュール１０６は、コプロセッサ内のハングを検出するために
使用されている。ハング検出モジュール１０６は、コプロセッサ１０２内のハングが生じ
る時期を特定するために、コプロセッサ１０２を監視する。例えば、ハング検出モジュー
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ル１０６は、コプロセッサ１０２を定期的に検査して、コプロセッサがハング状態にある
かどうかを判断してもよい。１つの実施形態において、ハング検出モジュール１０６は、
コプロセッサのための新たな命令が送られるときにコプロセッサ１０２がハング状態にさ
れるかどうかを判断しようとするだけである。他の実施形態において、ハング検出モジュ
ール１０６は、実行のための命令がコプロセッサ１０２に割り当てられたことが確認され
るときに、コプロセッサ１０２がハング状態にされるかどうかを決定しようとする。
【００２４】
　例えば、ハング検出モジュール１０６は、コプロセッサ１０２が現在命令を実行してい
るかどうかを示しているフラグを検査し、実行している場合、同じハング検出モジュール
１０６は、コプロセッサ１０２に関連しており、対応しているレジスタを検査して、前記
命令の実際の処理を反映する動作がこれらのレジスタで生じているかどうかを決定する。
前記レジスタにおける動作、すなわちレジスタの内容に変化がないことが検出された場合
には、ハング検出モジュール１０６は、コプロセッサ１０２内でハングが検出されたこと
を示すハング通知信号１１０を選択プロセッサリセットモジュール１０８に対して戻す。
 
【００２５】
　１つの実施形態では、特に、ハング検出モジュール１０６は、最初に、ビジーフラグが
設定されているかどうかを確かめるためにチェックを行う。ビジーフラグが設定されてい
ないと判断されると、ハング検出モジュール１０６は、非ハング通知信号（図示せず）を
選択プロセッサリセットモジュール１０８に対して戻す。ビジーフラグが設定されている
と判断されると、特定のレジスタの状態または内容が検査されて保存される（コプロセッ
サ１０２の動作を監視するために使用されるもの）。次に、待ち時間の経過が許容され、
それにより、特定のレジスタ内で動作を起こすことができる。この場合も同様に、特定の
レジスタの状態または内容は保存され、あるいは、少なくともそれらの内容が検査され、
比較を行なうために利用できるようにされる。最終的に、待ち時間が経過する前後で発生
したレジスタの内容の２つの組の間で比較が行なわれる。相違が検出される場合には、非
ハング通知信号（図示せず）が選択プロセッサリセットモジュール１０８に対して戻され
る。そうではなく、相違が検出されない場合には、ハング検出モジュール１０６は、ハン
グ通知信号１１０を選択プロセッサリセットモジュール１０８に対して戻す。
【００２６】
　コプロセッサ１０２内でハングが発生したことを示すハング通知信号１１０を選択プロ
セッサリセットモジュール１０８が受けると、選択プロセッサリセットモジュール１０８
は、プロセッサ１００をリセットすることなく、コプロセッサ１０２を選択的にリセット
する。１つの実施形態において、選択プロセッサリセットモジュール１０８によって行な
われるリセットは、パワーアップ時間またはリブート時間で行なわれるものと同じリセッ
トである。このような実施形態では、コプロセッサ全体がリセットされてもよい。他の実
施形態において、実行されるリセットは、パワーアップ時間で一般にリセットされるハー
ドウェアの一部のリセッティングだけを含んでいてもよい。１つの実施形態では、複数の
サブプロセッサ（図示せず）がコプロセッサ１０２に関連付けられる。この実施形態では
、リセットが各サブプロセッサで行なわれ、一方、他の実施形態では、サブプロセッサの
一部だけがリセットされる。グラフィックプロセッサに関連している前記サブプロセッサ
の一例は、２Ｄレンダリングエンジン、３Ｄレンダリングエンジン、３Ｄピクセルパイプ
等である。
【００２７】
　他の実施形態においては、リセットを確実に成功させるため、リセット機能が複数回、
例えば１６回呼び出される。他の実施形態において、実行されるリセットは、バス上でリ
セット信号をシミュレートすることによるコプロセッサ全体のリセッティングである（例
えば、システムをリブートする際に行なわれるリセット）。このような実施形態において
は、周辺コンポーネント相互接続（ＰＣＩ）空間内の特定の場所に特定の値が書き込まれ
る。この実施形態は、コプロセッサを監視及びリセットするための回路１０８が検出でき
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る全てのハードウェアハングのリセットを行なうことができるという利点を提供する。
【００２８】
　他の実施形態において行われるリセットは、ハング検出モジュール１０６によるコプロ
セッサ１０２内のハングの検出時に実行するように具体的に設計されているリセットであ
る。この実施形態では、選択プロセッサリセットモジュール１０８がコプロセッサ１０２
だけをリセットするが、他の実施形態では、更なるプロセッサに関してリセットが行なわ
れる。
【００２９】
　１つの実施形態においては、プロセッサ１００によってハング検出モジュール１０６が
実行される。他の実施形態においては、プロセッサ１００がＣＰＵである。１つの実施形
態において、ハング検出モジュール１０６は、コプロセッサ１０２内のハングを検出する
とともに、ハングが検出されたことを示しているハング通知信号１１０を選択プロセッサ
リセットモジュール１０８に対して送るようになっている。１つの実施形態では、選択プ
ロセッサリセットモジュール１０８がプロセッサ１００により実行され、コプロセッサを
監視及びリセットするための回路１０４の命令をプロセッサ１００が実行し続けることを
許容しつつ、コプロセッサ１０２に関してリセットが行なわれる。
【００３０】
　１つの実施形態では、コプロセッサ１０２がグラフィックプロセッサであり、グラフィ
ックプロセッサにより実行される命令がグラフィックレンダリングコマンドである。グラ
フィックプロセッサは、グラフィックプロセッサが現在命令を実行しているかどうかを示
すためのビジーフラグを含んでいる。１つの実施形態において、グラフィックプロセッサ
は、グラフィックレンダリング命令を実行するために使用されるレジスタを有している。
グラフィックプロセッサ内でハングが発生したかどうかを判断するために、ハング検出モ
ジュール１０６は、ビジーフラグが設定されていることを検出するとともに、一つまたは
複数のグラフィックプロセッサのレジスタにおける動作を検査し続け、レジスタにおける
動作がグラフィックレンダリングコマンドの実行を表わしているかどうかを判断する。ビ
ジーフラグとグラフィックプロセッサレジスタで確認された動作との間に相違が存在する
場合には、ハング検出モジュール１０６はハング通知信号１１０を選択プロセッサリセッ
トモジュール１０８に対して送る。その後、選択プロセッサリセットモジュール１０８は
グラフィックプロセッサのリセットを行なう。１つの実施形態においては、プロセッサが
ビジー状態でないことをビジーフラグが示すと、システムは、関連しているレジスタにお
いて何らかの動作が存在するかどうかをチェックしない。
【００３１】
　図２は、コプロセッサを監視及びリセットするための回路１０４を使用する方法２００
を示している。ステップ２０２において開始ノードが行なわれた後、システムがコプロセ
ッサ内のハングを検出するステップ２０４が行なわれる。１つの実施形態において、図１
に関して前述のように、コプロセッサ１０２内のハングを検出するステップは、前記コプ
ロセッサ１０２に関連するビジーフラグと対応しているレジスタとの間の相違を識別する
ことにより行なわれてもよい。この実施形態において、ハング検出モジュール１０６は、
ビジーフラグが設定されていることを判断するようになっているが、コプロセッサ１０２
がハング状態にあることを対応しているレジスタの動作が示していることを判断するよう
になっている。前述のように、１つの実施形態において、システムは、新たな一つまたは
複数の命令がコプロセッサ１０２に対して送られるときにコプロセッサ１０２内のハング
を検出するようになっている。更に他の実施形態において、ハング検出モジュール１０６
は、ビジーフラグが設定されているときには常にコプロセッサ内のハングを検出するよう
になっている。１つの実施形態において、ハング検出モジュール１０６は、ビジーフラグ
が設定されている限り、コプロセッサ１０２内のハングを定期的に識別し続ける。ハング
検出モジュール１０６によってハングが検出されると、ハング検出モジュール１０６は選
択プロセッサリセットモジュール１０８に対してハング通知信号１１０を送る。
【００３２】
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　ステップ２０６において、選択プロセッサリセットモジュール１０８は、コプロセッサ
１０２がハング状態にあるというハング通知信号１１０を受けると、プロセッサ１０４を
リセットすることなくコプロセッサ１０２を選択的にリセットするようになっている。ま
た、図１に関して前述のように、リセットされないプロセッサは、コプロセッサを監視及
びリセットするための回路１０４を実行しているプロセッサである。他の実施形態におい
て、プロセッサ１０４は、ホストプロセッサまたはＣＰＵであり、コプロセッサを監視及
びリセットするための回路１０４に加えて一つまたは複数のシステムプロセッサまたはア
プリケーションを実行している。
【００３３】
　図３は、プロセッサ１００、コプロセッサ１０２、コプロセッサを監視及びリセットす
るための回路１０４、ハング検出モジュール１０６、選択プロセッサリセットモジュール
１０８、及びコプロセッサ１０２をプロセッサ１００に接続する適当なリンク１１２を示
している。また、任意の構成要素も示されており、これらの構成要素は、破線で示されて
いるとともに、停止通信モジュール３００と、リセットチェックモジュール３０２と、リ
スタート通信モジュール３０４と、ハング通知信号１１０と、リセット通知信号３０６と
、リセット成功通知信号３０８と、オペレーティングシステム３１０とを含んでいる。
【００３４】
　１つの実施形態において、停止通信モジュール３００は、コプロセッサ１０２内のハン
グを示しているハング通知信号１１０をハング検出モジュール１０６から受信することに
応じて、コプロセッサ１０２とのコマンド通信を停止するために使用される。停止通信モ
ジュール３００は、ハング通知信号１１０の受信に応じて、コプロセッサ１０２に対する
命令の送信を停止する。１つの実施形態において、これは、停止通信モジュール３００が
送信フラグをオフに設定して、コプロセッサ１０２に対する命令の更なる送信を防止する
際に行なわれる。他の実施形態において、停止通信モジュール３００は、グラフィックプ
ロセッサから送り戻されるものが何も無いことを示すため、すなわち、信号やデータ等を
戻すコプロセッサ１０２上で、現在実行中で終了していない命令が存在しないことを示す
ために、受信フラグをオフに設定するようになっている。他の実施形態においては、送信
フラグ及び受信フラグの両方がそれに応じて設定される。更に他の実施形態では、受信フ
ラグの機能がビジーフラグに取って代えられ、それにより、ビジーフラグが設定されると
、コプロセッサ１０２が信号やデータ等を戻していると見なされ、また、ビジーフラグが
オフであると、コプロセッサ１０２がそのような情報を戻していないと見なされる。この
ように、この実施形態では、選択プロセッサリセットモジュール１０８がビジーフラグを
オフに設定し、コプロセッサ１０２がリセットされるようになっている。
【００３５】
　リセットチェックモジュール３０２は、選択プロセッサリセットモジュール１０８から
のリセット通知信号３０６の受信に応じて、リセットが成功したかどうかどうかを判断し
、成功した場合には、リセットチェックモジュール３０２がリセット成功通知信号３０８
を生成するようになっている。１つの実施形態において、リセット成功通知信号３０８は
リスタート通信モジュール３０４に対して送られる。
【００３６】
　１つの実施形態では、リスタート通信モジュール３０４が使用されている。ここで、リ
スタート通信モジュール３０４は、リセット成功通知信号３０８の受信に応答して、コプ
ロセッサ１０２とのコマンド通信を再開するようになっている。１つの実施形態において
、これは、送信フラグをオンに設定することにより行なわれる（図６参照）。他の実施形
態では、これは、送信フラグをオンに、受信フラグをオンに共に設定することにより行な
われる。しかしながら、停止通信モジュール３００に関して前述のように、１つの実施形
態では、受信フラグをオンに設定する代わりに、ビジーフラグをオンに設定するようにな
っている。
【００３７】
　また、図４は、破線で示されている３つの随意的なステップ４０２、４０４、４０６及
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び実線で示されている２つの必須のステップ２０４及び２０６に加えて、ステップ２０４
に関連している２つの随意的なステップ制限４０８及び４１０、及び、ステップ２０６に
関連している１つの随意的なステップ制限４１２も示している。ここで、開始ノード及び
終了ノード２０２及び２０８は図２のそれと同じである。また、ステップ２０４及び２０
６は、図２で説明して図示したステップと同じステップを表わしている。ステップ４０２
において、システムは、コプロセッサ１０２内でのハングの検出に応じて、コプロセッサ
１０２とのコマンド通信を停止するようになっている。ステップ４０４において、システ
ムは、コプロセッサ１０２のリセッティングに応じて、コプロセッサ１０２のリセットが
成功したかどうかを検出するようになっている。ステップ４０６において、システムは、
コプロセッサのリセットが成功したことを検出することに応じて、コプロセッサ１０２と
のコマンド通信を再開するようになっている。
【００３８】
ステップ制限４０８において述べたように、ステップ２０４は、コプロセッサ１０２の現
在の状態とコプロセッサ１０２の現在の動作との間の相違の検出によりコプロセッサ内の
ハングを検出することに制限されている。ステップ制限４１０は、ステップ制限４０８で
導入された制限に対して更に制限を課し、それにより、相違は、ビジーフラグにおいて反
映されている現在のビジー状態を検出し、且つコプロセッサレジスタの内容に変化がない
ことを示す現在のアイドル動作状態を検出することにより検知される。ステップ制限４１
２は、オペレーティングシステム３１０がプロセッサ１００で実行するようにステップ２
０６を制限するようになっている。
 
【００３９】
　図５は、コプロセッサ１０２を監視及びリセットするためのシステム５００の一例を示
しており、このシステムは、プロセッサ１００と、コプロセッサ１０２と、メモリ５０２
と、命令５０４と、ハング検出モジュール命令５０６と、選択プロセッサリセットモジュ
ール命令５０８と、メモリ５０２とプロセッサ１００及びコプロセッサ１０２との間の適
当な接続５１０、５１２、５１４及び５１６とを含んでいる。また、コプロセッサ１０２
内でハングが検出されると、選択プロセッサリセットモジュール命令５０８に対するハン
グ通知信号１１０がハング検出モジュール命令５０６によって生成される。本明細書で使
用されているメモリ５０２は、以下のうちの任意の１つ、すなわち、ＲＡＭ、ＲＯＭ、光
メモリまたは磁気メモリ、または、デジタル情報を記憶することができる任意の適当なメ
モリのうちの任意の１つであってもよい。メモリは、システムメモリ、システムにアクセ
ス可能な他のメモリ、コプロセッサの特定のローカルメモリであってもよい。
【００４０】
　命令５０４の組は、適当なプロセッサ１００で実行されるのに適した命令であり、ハン
グ検出モジュール命令５０６及び選択プロセッサリセットモジュール命令５０８を含んで
いる。接続５１０、５１２、５１４及び５１６は、ハードワイヤード接続、ブリッジある
いはバス等を含んでいる適当な電子接続を表わしている。１つの実施形態において、接続
５１６はホストバスを表わしている。図５に示されているシステムの詳細な動作は、図１
及び図２に関して前述のそれと類似している。
【００４１】
　図６は、プロセッサ１００がホストプロセッサ６０２に取って代えられている点を除き
図５に示されている構成要素を含んでいる、コプロセッサ１０２を監視及びリセットする
ためのシステム６００を示している。１つの実施形態では、ホストプロセッサがＣＰＵで
ある。また、以下の随意的な命令モジュールが含まれている。すなわち、停止通信モジュ
ール命令６０４と、機能チェックモジュール命令６０６と、リセットチェックモジュール
命令６０８と、リスタート通信モジュール命令６１０とが含まれている。この実施形態に
おいて、コプロセッサ１０２はビジーフラグ６１２及びレジスタ６１４を含んでいる。ま
た、メモリ５０２は、送信フラグ６１６と、受信フラグ６１８と、コマンドキュー６２０
とを含んでいる。
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【００４２】
　図１に関して前述のように、送信フラグ６１６は、コプロセッサ１０２に対して送られ
る通信を制御するために使用されている。図１において説明したように、受信フラグ６１
８は、コプロセッサ１０２からの情報の受信を制御するために使用されている。コマンド
キュー６２０は命令５０４の実行により登録される。作動時、送信フラグ６１６がオンに
されると、命令５０４の実行は、コマンドキュー６２０を経由してコプロセッサ１０２に
対して自由に送られる。コプロセッサ１０２が次のコマンドを実行できる状態になると、
コプロセッサ１０２はコマンドキュー６２０から次のコマンドを受ける。したがって、送
信フラグ６１６をオフに設定することにより、コマンドキュー６２０へ登録するために命
令５０４が実行されることが防止され、これにより、コプロセッサプロセス１０２は、新
たな更なる命令にアクセスすることが防止される。また、図１に関して前述のように、ビ
ジーフラグ６１２をレジスタ６１４と共に使用して、コプロセッサが現在ハング状態に直
面しているかどうかを判断することもできる。また、図１に関して説明したように、ビジ
ーフラグ６１２を受信フラグ６１８として使用することもできる。
【００４３】
　図７は、グラフィックプロセッサ７０２の選択プロセッサリセットを監視及び要求する
ためのシステム７００を示しており、このシステムは、プロセッサ１０４の代わりにホス
トプロセッサ６０２が使用され且つコプロセッサ１０２の代わりにグラフィックプロセッ
サ７０２が使用されている点を除き、図５に示されているシステムと同様である。
【００４４】
　図８は、グラフィックプロセッサ７０２の選択プロセッサリセットを監視及び要求する
ためのシステム８００を示しており、このシステムは、コプロセッサ１０２がグラフィッ
クプロセッサ７０２に取って代えられている点を除き、図６に示されているシステムと同
様である。また、コプロセッサのビジーフラグ６１２及び対応しているレジスタ６１４は
、グラフィックプロセッサのビジーフラグ８０２及び対応しているグラフィックレジスタ
８０４に取って代えられている。
【００４５】
　図９は、グラフィックプロセッサ７０２の選択プロセッサリセットを監視及び要求する
ためのシステム９００を示している。図９のシステムは、メモリ５０２がグラフィックコ
マンドキュー９０２及び８個の更なる命令モジュールを含んでいる点を除き、図８のシス
テムと類似している。８個の新たな命令モジュールは、表示モード切換モジュール命令９
０４と、ソフトウェアレンダリングモジュール命令９０６と、ハング解決プロンプトモジ
ュール命令９０８と、報告送信プロンプトモジュール命令９１０と、報告送信モジュール
命令９１２と、ハング未解決プロンプトモジュール命令９１４と、機能チェックモジュー
ル命令６０６と、保存スナップショットモジュール命令９１５とを含んでいる。また、リ
セットチェックモジュール命令６０８、停止通信モジュール命令６０４及びリスタート通
信モジュール命令６１０が随意的ではない点が図８とは異なっている。
【００４６】
　表示モード切換モジュール命令９０４は、リセット通知信号３０６の受信に応じて動作
して、表示モード切換えを行なう。表示モード切換は、ディスプレイ上の全てのウインド
ウのリフレッシュを要求するホストシステムへの要求の送信である。複数のサブプロセッ
サ（図示せず）を有している１つの実施形態において、表示モード切換モジュール命令９
０４は、サブプロセッサの一部だけをリセットさせるように動作する。ソフトウェアレン
ダリングモジュール命令９０６は機能障害通知信号９１６またはリセット失敗通知信号９
１８の検出に応じて動作し、それにより、ソフトウェアレンダリングモードへの動的な切
換えが行なわれる。ソフトウェアレンダリングモードへの動的な切換えの呼び出しにより
、システムがソフトウェアレンダリングモードで動作し、このシステムにより、ユーザは
、グラフィックプロセッサ７０２のリブートが行なわれる前にその作業を保存することが
できる。機能成功通知信号９２０に応じてハング解決プロンプトモジュール命令９０８が
実行し、これにより、ハングが検出されて解決されたことを示しているプロンプトが表示
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される。１つの実施形態はハング解決プロンプトモジュール９０８を含んでおらず、した
がって、表示が行なわれない。
【００４７】
　報告送信プロンプトモジュール命令９１０はハング通知信号１１０に応じて動作するよ
うになっている。エラー報告が離れた場所に送られることをユーザが望んでいるかどうか
に関するユーザからの入力を要求するプロンプトが表示される。１つの実施形態において
、離れた場所とは、グラフィックプロセッサで実行している或いは実行しようとしている
アプリケーションを設計して所有しているベンダである。１つの実施形態において、報告
中に含まれる情報としては、図３に関して前述のハードウェア及びソフトウェア状態情報
を挙げることができる。報告送信モジュール命令９１２は、報告を離れた場所に送るとい
う要求に応じて送られる送信要求通知信号９２２に応じて動作するようになっている。報
告送信モジュール命令９１２は、ハードウェア状態及びソフトウェア状態を含んでいるエ
ラー報告を離れた場所に送る。次に、リセットチェックモジュール６０８から最初に生成
されたリセット失敗通知信号９１８に応じて動作する（あるいは、機能チェックモジュー
ル命令６０６から生成された機能障害通知信号９１６に応じて動作する）ハング未解決プ
ロンプトモジュール命令９１４は、ハングが検出され且つホストプロセッサのリセットが
無ければハングを解決することができないことを示しているプロンプトを生成するように
なっている。１つの実施形態においては、ハング未解決プロンプトモジュール９１４が存
在せず、したがって、表示が行なわれない。
【００４８】
　機能チェックモジュール命令６０６が利用されている１つの実施形態においては、リセ
ット通知信号３０６の受信に応じてコプロセッサが機能しているかどうかを判断するため
、機能チェックモジュール命令６０６は、グラフィックプロセッサ７０２が機能している
かどうかを判断するようになっている。機能している場合、機能チェックモジュール命令
６０６は、リセット通信モジュール命令６１０に対して送られる機能成功通知信号９２０
を生成するようになっている。リセット通信モジュール命令６１０は、その後、グラフィ
ックプロセッサ７０２の再始動のみを行なう。
【００４９】
　他の実施形態において、機能チェックモジュール命令６０６は、ハング解決プロンプト
モジュール命令９０８によって処理される機能成功通知信号９２０を生成するようになっ
ている。他の実施形態において、機能チェックモジュール命令６０６は、ソフトウェアレ
ンダリングモジュール命令９０６によって処理される機能障害通知信号９１６を生成する
ようになっている。１つの実施形態において、機能チェックモジュール命令６０６は、コ
プロセッサ１０２が完全にリセットされたかどうかを決定する機能を果たす。これは、デ
ータを１つの記憶場所から他の記憶場所へとコピーし且つ２つの場所に記憶されたデータ
を比較することによりコピーコマンドの実行が成功したかどうかを判断するようにコプロ
セッサ１０２に対して指示する一つまたは複数の命令を、コプロセッサ１０２へ送ること
により行なわれる。ここで、重要なことは、コプロセッサ１０２が結果を解析できる演算
を行なってその演算が成功したかどうかを判断することである。
【００５０】
　１つの実施形態において、機能チェックモジュール命令６０６は、リセットチェックモ
ジュール命令３０２によってリセット成功通知信号３０８が生成された場合にだけ呼び出
されるようになっている。したがって、そのような実施形態において、機能チェックモジ
ュール命令６０６は、コプロセッサ１０２のリセットの成功が検出された場合にのみ実行
されるようになっている。１つの実施形態においては、プロセッサが機能していないと判
断されると、ＣＰＵは、グラフィックプロセッサレンダリングの性能を引き継ぐ。この場
合には、加速されないグラフィックレンダリングがＣＰＵで実行されるため、グラフィク
の加速が損なわれる。
【００５１】
　保存スナップショットモジュール命令９１５は、コプロセッサ１０２に関連しているハ
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ードウェア状態及びソフトウェア状態のスナップショットを保存するように動作する。ス
ナップショットは、ハング検出モジュール命令５０６から生成されるハング通知信号１１
０の受信に応じて生成されるようになっている。１つの実施形態において、ハードウェア
状態及びソフトウェア状態は、コプロセッサ１０２に関連しているレジスタデータと、コ
プロセッサ１０２に関連しているグラフィックコマンドキューデータと、チップセット情
報と、ＡＧＰポート情報とを含んでいる。ハードウェア状態及びソフトウェア状態のスナ
ップショットは、コプロセッサ１０２の動作に関連しているデータを取得しようとするも
のであり、これにより、このようなデータの解析は、コプロセッサ１０２がそのハングに
直面した理由をデバッグする際に有益となる。
【００５２】
　図１０は、特定の実施形態の動作を列挙しているフローチャート１０００を示している
。このプロセスはノード１００１から始まる。次に、ステップ１００２において、システ
ムは、コプロセッサ１０２内のハングを検出しようとする。ステップ１００４において、
システムは、コプロセッサ１０２がハング状態にあったことをコプロセッサ１０２のチェ
ックが示していたかどうかを判断しようとする。コプロセッサがハング状態でなかった場
合、システムはステップ１００２に戻り、また、ハング状態であった場合、システムは、
ステップ１００６に移行して、コプロセッサ１０２とのレンダリングコマンド通信を停止
するようになっている。ステップ１００６の後、ステップ１００８は、ハードウェア状態
及びソフトウェア状態のスナップショットを保存する。ステップ１００８の後はステップ
１０１０であり、このステップ１０１０において、システムは、プロセッサ１０４をリセ
ットすることなくコプロセッサ１０２を選択的にリセットするようになっている。ステッ
プ１０１０の後にはステップ１０１２が行なわれ、このステップ１０１２において、シス
テムは、コプロセッサ１０２のリセットが成功したかどうかを検出するようになっている
。その後、ステップ１０１４は表示モード切換えを行なう。
【００５３】
　ステップ１０１６が行なわれ、このステップにおいて、システムは、コプロセッサ１０
２のリセットが成功したかどうかを判断するようになっている。コプロセッサのリセット
が成功しなかったことをシステムが検出すると、システムをリブートする必要がある、後
述するプロセスが始まる。しかしながら、コプロセッサ１０２のリセットが成功したこと
をシステムが検出すると、コプロセッサ１０２が機能しているかどうかをシステムが検出
するステップ１０１８が行なわれる。その後、ステップ１０２０が行なわれ、このステッ
プにおいて、システムは、コプロセッサ１０２が機能しているか否かを判断するようにな
っている。システムが機能していない場合には、再び、システムリブートにおいて終了す
るプロセスが行なわれる。そうではなく、システムが完全に機能していると見なすと、ス
テップ１０２２が行なわれる。ステップ１０２２において、システムは、コプロセッサ１
０２とのレンダリングコマンド通信を再開するようになっている。その後、ステップ１０
２４が行なわれ、このステップにおいて、システムは、ハングが検出されて解決されたと
いうプロンプトを表示するようになっている。
【００５４】
　次に、ステップ１０２６において、システムは、エラー報告が離れた場所に送られるこ
とをユーザが望むかどうかを要求するプロンプトを表示するようになっている。ステップ
１０２８において、システムはエラー報告を送るかどうかを決定する。エラー報告が必要
ないことが決定される場合、システムはステップ１００２の処理に戻る。報告が要求され
ている場合には、ステップ１０３０において、ハードウェア状態及びソフトフェア状態を
含んでいるエラー報告が離れた場所に送られる。ステップ１０３０の後、システムはステ
ップ１００２に戻り、ここで再びシステムはコプロセッサ内の新たなハングを検出しよう
とする。ステップ１０１６においてコプロセッサが完全にリセットされなかったという検
出がなされると、あるいは、ステップ１０２０においてコプロセッサが完全に機能してい
なかったと決定される検出がなされると、システムは、対応しているプロセッサを、リブ
ートしなければならないシーケンスの最初のステップであるノードＡへ移行するようにな
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【００５５】
　図１１では、ノードＡの後に、ステップ１１００、１１０２、１１０４、１１０６、１
１０８及び最終ノード１１１０が続くように示されている。ステップ１１００において、
システムは、ソフトウェアレンダリングモードへの動的な切換えを行なう。ステップ１１
００の後のステップ１１０２において、システムは、ハングが検出され且つシステムリセ
ットが行なわれないとこのハングを解決することができないというプロンプトを表示する
ようになっている。ステップ１１０２の後にはステップ１１０４が続き、このステップに
おいて、システムは、エラー報告が離れた場所に送られることをユーザが望んでいるかど
うかをユーザが指示することを要求するプロンプトの表示を行なう。ステップ１１０６で
は、ユーザの応答が解析され、要求が拒絶される場合には、システムはリブートが必要な
ステップ１１１０に移行し、そうではなく、報告が要求された場合には、ハードウェア状
態及び／又はソフトウェア状態を含んでいるエラー報告が離れた場所に送られる。報告を
送った後、システムは、その後にリブートが必要とされるステップ１１１０へ移行するよ
うになっている。
【００５６】
　本発明の他の変形及び変更ならびにその様々な態様の実施が当業者に明らかであり、本
発明が前述の特定の実施形態によって限定されないことは言うまでもない。例えば、前述
のステップは任意の適当な順序で行なわれてもよい。したがって、本明細書に開示されて
請求された内在する基本的な原理の思想と範囲内に入る全ての変更、変形または同等物が
本発明によって網羅されていると考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の１つの実施形態に係る、コプロセッサを監視及びリセットするための回
路の１つの実施例を示しているブロック図である。
【図２】本発明の１つの実施形態に係る、コプロセッサを監視及びリセットするための方
法の１つの実施例を示しているフローチャートである。
【図３】本発明の１つの実施形態に係る、コプロセッサを監視及びリセットするための回
路の１つの実施例を示しているブロック図である。
【図４】本発明の１つの実施形態に係る、コプロセッサを監視及びリセットするための方
法の１つの実施例を示しているフローチャートである。
【図５】本発明の１つの実施形態に係る、コプロセッサを監視及びリセットするためのシ
ステムの１つの実施例を示しているブロック図である。
【図６】本発明の１つの実施形態に係る、コプロセッサを監視及びリセットするためのシ
ステムの１つの実施例を示しているブロック図である。
【図７】本発明の１つの実施形態に係る、グラフィックプロセッサを含んでいるコプロセ
ッサを監視及びリセットするためのシステムの１つの実施例を示しているブロック図であ
る。
【図８】本発明の１つの実施形態に係る、グラフィックプロセッサを監視及びリセットす
るためのシステムの１つの実施例を示しているブロック図である。
【図９】本発明の１つの実施形態に係る、グラフィックプロセッサを監視及びリセットす
るためのシステムの１つの実施例を示しているブロック図である。
【図１０】本発明の１つの実施形態に係る、コプロセッサを監視及びリセットするための
方法の１つの実施例を示しているフローチャートである。
【図１１】本発明の１つの実施形態に係る、コプロセッサを監視及びリセットするための
方法の１つの実施例を示しているフローチャートである。
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