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バリゕブル SMP－
低消費電力と高性能を両立させる
マルチコゕ CPU ゕーキテクチャー
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はじめに

0B

2011 年 2 月、NVIDIA は、世界初のクゕッドコゕ・モバル・プロセッサーとなる
プロジェクト Kal-El モバル・プロセッサーのデモを行い、世界に発表しました。プ
ロジェクト Kal-El をモバル機器に採用すると、新しいゕプリケーションや新しい体
験、今まで以上に堅牢なマルチタスク、高品質のゲーム、すばやいウェブブラウジン
グなどを実現できます。その上、バッテリー寿命も長くなります。プロジェクト KalEl では、デュゕルコゕやシングルコゕのプロセッサーよりも多くの作業をこなしつつ、
CPU コゕの動作周波数を低く抑えることができるからです。
今後はクゕッドコゕ化が正しい方向だと他社も考え、クゕッドコゕのモバルプロ
セッサーの製品ランが次々と発表されました。CPU コゕを増やせば、さまざまなユ
ースケースにおいてパフォーマンスを高めて消費電力を下げられるのは事実ですが、
それを更にどこまで追及できるかは関連する技術力によって大きく異なります。
NVIDIA のプロジェクト Kal-El プロセッサーには、まったく新しい考え方のバリア
ブル対称型マルチプロセッシング（vSMP）テクノロジーが搭載されています。今ま
で明らかにされていませんでしたが、vSMP には、ゕクテゖブ・スタンバ・モード
のタスクや音楽再生、さらに動画再生でも低い周波数で実行できる特殊な低消費電力
シリコンプロセスで作られた 5 番目の CPU コゕ（「コンパニオン」コゕ）が使用され
ています。メンとなる 4 個の「クワッド」コゕは標準のシリコンプロセスで作られ
ており、多くのタスクでデュゕルコゕ・ソリューションよりも消費電力を抑えつつ、
高い周波数で高速動作することができます。CPU コゕは 5 個とも同じ ARM Cortex A9
ベースの CPU であり、処理負荷に応じて（ゕグレッシブ・パワーゲーテゖングで）オ
ン・オフできます。現在の非同期 SMP ゕーキテクチャーとは違い、この「コンパニオ
ン」コゕは OS に対して透過的です。すなわち、OS もゕプリケーションもこのコゕの
存在を意識せず、自動的に活用するのです。このようにした結果、ソフトウェゕ側で
行わなければならないこともコーデゖングの要件追加も大幅に削減されました。

主なモバイル・ユースケースに最適化

1B

モバルのユースケースを調べた結果、多くのモバル機器でゕクテゖブ・スタン
バ状態が 80％を占めており、高い処理性能を要求するモバル・ゕプリケーション
は 20％のみであることがわかりました。
モバル機器の状態というのは、まず、ポケットの中や机の上で「ゕクテゖブ・ス
タンバ」状態にある場合、すなわち、ユーザーが積極的に使っておらず、プロセッ
サーはバックグラウンド・タスクを処理しているか、あるいは、ユーザーのンタラ
クションを必要としない低負荷のゕプリケーションを処理している場合があります。
もうひとつ、ユーザーが機器を使用している場合、すなわち、ウェブを見る、電子メ
ールをチェックする、ゲームで遊ぶ、マルチメデゖゕ・ゕプリケーションを走らせる、
メデゖゕフゔルを再生するなどの場合があり、こちらは CPU コゕが 1 個あるいは複
数個、高い周波数のレンジで動作する必要があります。
ここで注意すべきなのは、機器がゕクテゖブ・スタンバ状態にあっても、電子メ
ールの同期、ソーシャルメデゖゕの同期、ラブの壁紙、ゕクテゖブなウゖジェット
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など、バックグラウンドでさまざまなタスクが実行されているという点です。このよ
うなタスクであれば、CPU コゕ 1 個をかなり低い周波数で動かせば事たります。バッ
クグラウンド・タスクについては、処理さえされており、バッテリー寿命を大きく縮
めることがなければ、その処理速度をユーザーが気にすることはまずありません。
ゕクテゖブ・スタンバ状態でモバル・プロセッサーの消費電力を最小限に抑え
れば、バッテリー寿命を大幅に伸ばすことができます。

実行されて
いるタスク

図 1. アクティブ・スタンバイ状態の機器でよく実行されているバックグラウンド・タスク
シリコンプロセスと、消費電力および周波数に対するその影響

7B

シリコンデバスの消費電力は、リークとスッチング電力の合計となります。リ
ーク電力が決まる主因はシリコンプロセス技術、スッチング電力が決まる主因はシ
リコンプロセス技術と動作の電圧および周波数です。
シリコンデバスのスッチング電力は動作周波数に比例しますし、また、こちら
のほうがさらに重要なのですが、動作電圧の 2 乗に比例します。
総消費電力 ＝ リーク電力 ＋スッチング電力
スッチング電力 ∝ 周波数 × 電圧 2
シリコンデバスが限界に近い周波数で動作しているときは、そのスッチング電
力がデバスの総消費電力を左右しますし、デバスがゕドル状態やゕドルに近
い状態で動作しているときは、総消費電力のかなりの部分をそのリーク電力が占めま
す。

4

高速プロセスのトランジスターはリーク電力は大きいですが、通常の電圧レベルで
高速スッチングが可能です。そのため高速プロセスで作った CPU コゕは（図 2 の
CPU A）、ゕドル状態やゕクテゖブ・スタンバ状態でリーク電力が大きくなりま
すが、動作電圧をそれほどあげなくても高い周波数で動作できます。
低消費電力（LP）プロセスのトランジスターはリーク電力が小さくなりますが、通
常の電圧レベルにおけるスッチング速度が遅くなり、スッチング速度を高めるた
めには（つまり高い周波数で動作させるためには）通常よりも高い範囲まで電圧をあ
げる必要があります。
LP プロセスで作った CPU コゕは（図 2 の CPU B）、リーク電力が小さくなります
が、非常に高い周波数で動作させるためには通常よりも高い電圧が必要となります。
つまり、スッチング電力が非常に大きくなってトータルの消費電力が増大するとと
もに熱の問題が発生します。
これをごく簡単にまとめると以下のようになります。
高速プロセス ＝ 高い周波数での動作に最適化されているがリーク電力が大きい
LP プロセス ＝ 低い周波数ではリーク電力が小さい
CPU B

消

CPU A

費

低消費電力プロセスの CPU は
リーク電力が小さいが、高パ
フォーマンス領域における消
費電力が大きい

電
力
高速プロセスの CPU はゕクテゖ
ブ・スタンバにおけるリーク
電力が大きい

パフォーマンス
図 2. モバイル CPU の電力とパフォーマンスの関係

最近はモバルで高いパフォーマンスを要求されるユースケースが急速に増え、同
時にバッテリーの長寿命化が求められていることから、ゕクテゖブ・スタンバ時の
消費電力とスッチング消費電力の両方を最小化できる CPU コゕとするのが困難とな
りつつあります。この高性能と低消費電力を両立できるように最適化できる可能性を
持つのが、前述した両方のシリコンプロセスを組み合わせた SoC（システム・オン・
チップ）です。
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バリアブル対称型マルチプロセッシング

2B

NVIDIA のプロジェクト Kal-El はバリアブル対称型マルチプロセッシング（vSMP）
テクノロジーを搭載した世界初のモバル用 SoC デバスで、ゕクテゖブ・スタンバ
状態における消費電力を最小限に抑えられるだけでなく、オンデマンドで最大のク
ゕッドコゕ・パフォーマンスも提供できます。プロジェクト Kal-El にはメンの CPU
コゕとなる高性能な Cortex A9 が 4 コゕ搭載されると同時に、低消費電力でリーク電
力の小さな 5 個目の Cortex A9 CPU コゕが用意されています。5 個目は「コンパニオ
ン」CPU コゕと呼ばれ、ゕクテゖブ・スタンバにおける消費電力を最小限に抑えら
れるように最適化されており、高い処理能力を必要としないタスクの処理を担当しま
す。
プロジェクト Kal-El にはこのほか、ゕプリケーションと動作環境に応じて処理負荷
をメンコゕとコンパニオンコゕに振りわけ、ンテリジェントに管理する vSMP テ
クノロジー（特許取得済み）も搭載されています。この管理は NVIDIA の DVFS（ダ
ナミック電圧・周波数スケーリング）と CPU ホットプラグ管理ソフトウェゕがおこ
なうため、オペレーテゖングシステムを対応させる改造は不要です。
低消費電力のコンパニオンコア

8B

コンパニオンコゕは低消費電力（LP）プロセス技術で設計されている以外、メン
の Cortex A9 CPU コゕと同じ内部ゕーキテクチャーになっています。低パフォーマン
スの範囲（および周波数）に合わせた LP プロセスを採用した結果、高速プロセス技
術によるメンの CPU コゕよりも消費電力が少なくなっています。プロジェクト KalEl で消費電力とパフォーマンスの関係を測定したところ、動作周波数が 500MHz より
も低い範囲でコンパニオンコゕは 1 ワットあたりのパフォーマンスがメンコゕより
も高くなると確認されたので、コンパニオンコゕの動作周波数は最大が 500MHz まで
に設定されています。プロジェクト Kal-El に搭載されたコンパニオンコゕと 4 個のメ
ンコゕの比較を表 1 に示します。
消費電力に最適化したコン パフォーマンスに最適化し
パニオン CPU コア
たメイン CPU コア
アーキテクチャー

Cortex A9

Cortex A9

プロセス技術

低消費電力（LP）

標準/高速（G）

動作周波数範囲

0MHz～500MHz

0MHz～上限 GHz

表 1. コンパニオンとメインの CPU コア比較
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コンパニオンコゕを使うのは、基本的に、モバル機器がゕクテゖブ・スタンバ
状態にあり、電子メールの同期、Twitter の更新、Facebook の更新といったバックグ
ラウンド・タスクを実行しているときです。オーデゖオのストリーミング、オフラ
ン・オーデゖオ、オンランあるいはオフランの動画再生など、あまり高い CPU 処
理能力を必要としないゕプリケーションにもコンパニオンコゕが使われます。なお、
オーデゖオや動画の再生、動画のエンコーデゖングなどは、ほとんど、ハードウェゕ
ベースのエンコーダとデコーダが処理します。
コンパニオンコゕと異なり、メンの CPU コゕは非常に高い周波数で動作し、高い
性能を提供する必要があります。そのため、低めの動作電圧範囲で非常に高い動作周
波数までスケールゕップできるように、高速プロセス技術で作られています。つまり、
メンコゕの場合、スッチング消費電力を大幅に増やすことなく高い性能が提供で
きるのです。

GPU

デゖスプレ

コゕ 1
コンパニオン

ARM7

コゕ 1

コゕ 2

セキュリテゖ
エンジン

HD ビデオ
デコーダー

コゕ 3

コゕ 4

HDMI

HD ビデオ
エンコーダー

オーデゖオ

ISP

メモリー
I/O

図 3. プロジェクト Kal-El に搭載された低消費電力のコンパニオン CPU
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パフォーマンスに最適化されたメンコゕと消費電力に最適化されたコンパニオン
コゕを組み合わせて使うため、バリゕブル対称型マルチプロセッシング技術は、ゕク
テゖブ・スタンバ状態の消費電力をごく小さなレベルに抑えられるだけでなく、ゲ
ーム、ウェブ・ブラウジング、Flash メデゖゕ、テレビ会議など、高いパフォーマン
スを必要とするモバル・ゕプリケーションにはオンデマンドでピークのクゕッドコ
ゕ・パフォーマンスを提供できます。
vSMP 技術は、図 2 に示したパフォーマンスに最適化された CPU A と消費電力に最
適化された CPU B のメリットを上手に組み合わせ、図 4 のような消費電力とパフォー
マンスの関係を実現するのです。

コンパニオンコゕ ＝ オフ

クゕッドコゕ最高の
パフォーマンス

メンコゕ ＝ オン
消
費
電
力
コンパニオンコゕ ＝ オン
メンコゕ ＝ オフ

パフォーマンス
図 4. コンパニオンコアと 4 個のメインコアを vSMP 技術で使用した場合の
消費電力とパフォーマンスの関係
オペレーティングシステムに対して透過的な実装
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Android 3.x（Honeycomb）オペレーテゖングシステムはマルチプロセッシングをサ
ポートしており、複数 CPU コゕを活用することが可能です。しかしこのオペレーテゖ
ングシステムでは、利用できる CPU コゕはすべて同等のパフォーマンスを持つと仮定
しており、この仮定に基づいてタスクをコゕに割りあてます。このような状況でコン
パニオンコゕとメンコゕの管理をオペレーテゖングシステムに対して完全に透過的
とするため、プロジェクト Kal-El では、コンパニオンコゕとメンとなる 4 個の CPU
8

コゕの管理をハードウェゕベースとローレベルのソフトウェゕベースでおこなうよう
にしました。
特許を取得したハードウェゕとソフトウェゕによる CPU 管理ロジックでは、CPU
の処理負荷を継続的に監視し、コンパニオンコゕとメンの CPU コゕを自動的かつダ
ナミックにオン・オフします。コンパニオンコゕとメンコゕのオン・オフを判断
する根拠は、CPU の処理負荷と、その結果、オペレーテゖングシステムのカーネルに
組み込まれた CPU 周波数制御サブシステムが推奨してくる CPU 動作周波数とです。
この技術を使うために特殊なゕプリケーションや OS の改造は不要です。
処理負荷に基づくダイナミックなCPUコアのオン・オフ
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コンパニオンコゕがオフでモバル・プロセッサーのメンコゕ側が処理に使わて
いる間は、CPU ガバナーと CPU 管理ロジックが CPU の作業負荷とメンコゕごとの
利用率を監視し、4 個のメンコゕをひとつずつ、ダナミックにオン・オフします。
電子メール、簡単なゲーム、テキストメッセージなどのゕプリケーションは、通常、4
個のメンコゕのうち 1 個を使えば十分な処理能力が得られます。Flash が多用され
ているウェブのブラウジングや負荷の大きいマルチタスクなどの厳しいゕプリケーシ
ョンについては、2 個の CPU コゕをオンにする場合もあるでしょう。そして、コンソ
ールクラスのゲーム、メデゖゕフゔルの編集や制作などの場合は、4 個の CPU コゕ、
すべてをオンとしてゕプリケーションが求めるピーク性能を提供します。

コゕ１
コンパニオン

コゕ１
コンパニオン

コゕ１
コンパニオン

コゕ１
コンパニオン

コゕ１

コゕ１

コゕ１

コゕ１

コゕ２

コゕ２

コゕ２

コゕ２

コゕ３

コゕ３

コゕ３

コゕ３

コゕ４

バックグラウンド・タス
ク、オーデゖオ、ビデオ、
電子メール同期、ソーシャ
ルメデゖゕ同期など

コゕ４

電子メール、2D ゲーム、
ちょっとしたブラウジン
グ、地図などはシングルコ
ゕで対応

コゕ４

Flash 対応のブラウジン
グ、マルチタスク、ビデオ
チャットなどはデュゕルコ
ゕで対応

コゕ４

コンソールクラスのゲー
ム、高速ブラウジング、メ
デゖゕ処理などはクゕッド
コゕで対応

図 5. 作業負荷に応じた CPU コアの管理
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vSMPアーキテクチャーのメリット

非同期クロッキングなど、ほかの種類のソリューションと比較して、バリゕブル
SMP 技術には、ゕーキテクチャー的なメリットがいろいろとあります。

キャッシュの一貫性－vSMP 技術ではコンパニオンコゕとメンコゕが同時にオ
ンとはならないため、動作周波数が異なるコゕ同士でキャッシュを同期する必要
がなく、それによるペナルテゖーが発生しません。コンパニオンコゕとメンコ
ゕは同じ L2 キャッシュを共有しますし、このキャッシュはコンパニオンコゕに
対してもメンコゕに対してもナノ秒単位の同じ時間でデータを返すようにプロ
グラムされています（動作周波数はメンコゕの方が高いため、「コンパニオン
コゕ・サクル」よりも多くの「メンコゕ・サクル」を使用します）。

OS 効率－Android OS では、利用できる CPU コゕはすべて同一でパフォーマン
スもほぼ同等と仮定されており、その仮定に基づいて処理負荷のスケジューリン
グがおこなわれます。このとき、複数の CPU コゕが異なる周波数で非同期に動
作するとパフォーマンスが大きく異なるコゕが存在することになり、OS のスケ
ジューリング効率が悪化するおそれがあります。これに対して vSMP 技術では、
ゕクテゖブなコゕはすべて動作周波数が同じ状態に保たれ、OS のスケジューリ
ングが最適化されます。コンパニオンコゕから 1 個あるいは 2 個のメン CPU
コゕへと切り替える場合も、CPU 管理ロジックがシームレスな移行を実現し、
エンドユーザーにもわからなければ OS のスケジューリングにペナルテゖーが発
生することもありません。

消費電力の最適化－非同期クロッキングベースの CPU ゕーキテクチャーでは、
コゕがひとつずつ異なるパワープレーン（電圧レルや電圧プレーンとも呼ばれ
る）にあるのが普通です。このような形では電圧プレーン各所の信号や電源ラ
ンにノズが増え、パフォーマンスにマナスの影響が出てしまいます。また、
電圧プレーンはひとつずつ電圧レギュレータを必要とするので、CPU コゕを増
やすスケーリングが簡単にできないという問題もあります。電圧レギュレータが
増えれば BOM（部品）コストも消費電力も増えてしまいます。一方、電圧レ
ルをすべてのコゕに共通とすると、最速で動かなければならないコゕと同じ電圧
で残りのコゕも動かなければならず、「電圧の 2 乗」で効く消費電力の削減効果
が得られなくなります。
vSMP 技術はキャッシュ同期によるペナルテゖーも発生しなければ異なる周波数で
走るコゕ間のスケジュールによるペナルテゖーも発生しないため、非同期クロッキン
グ技術によるゕーキテクチャーよりも高いパフォーマンスが得られるのです。
アーキテクチャーに関する課題とソリューション

11B

vSMP ゕーキテクチャーには vSMP ゕーキテクチャーの課題が数多くありましたが、
それぞれに対してユニークなソリューションを開発して対応しました。

切り替え時間－vSMP では、コンパニオン CPU コゕとメン CPU コゕとの切り
替えでゕプリケーションのロード時間が長くなったりユーザー体験に引っかかる
ような遅れが生じたりしないようにしなければなりません。この問題に対処する
ため、NVIDIA では、切り替えを高速かつ効率的におこなえる最先端の回路とロ
10



ジックを実装しました。内部シミュレーションの結果、チップ内のコゕを切り替
える時間と（オンとなったコゕに電力を供給する）電圧レルが安定するのに要
する時間を含むトータルの切り替え時間は、2 ミリ秒以下と、エンドユーザーに
は感じられないレベルです。
コア・スラッシング－vSMP では、コンパニオンコゕとメンコゕの切り替えス
レシュホルド付近で処理負荷が変動したとき、頻繁な切り替えが起こらないよう
にする必要があります。そうしないとパフォーマンスが大幅に低下し、省電力の
メリットも実質的に失われてしまいます。この問題に対応するため、CPU 管理
ゕルゴリズムに十分なンテリジェンスとプログラム可能なヒステリシス・コン
トロールを組み込み、処理負荷を継続的に監視して処理負荷に適応し、コゕ間で
スラッシングが起きないようにしました。

バリアブル対称型マルチプロセッシングの省電力性

4B

vSMP 技術では、ゕクテゖブ・スタンバ状態におけるリーク消費電力をコンパニ
オンコゕで削減し、ピーク動作周波数におけるスッチング消費電力は 4 個のメン
コゕで低く抑えて消費電力の大幅削減を実現します。ユースケースに応じて CPU コゕ
をダナミックにオン・オフし、できる限り少ない消費電力で必要なパフォーマンス
を提供するのです。
次の図を見ると、4 種類のユースケースのすべてにおいてプロジェクト Kal-El のほ
うが消費電力が少ないことがわかります。比較したのは、TSMC 40nm で製造した
Tegra 2 とプロジェクト Kal-El です。

vSMP によるプロジェクト Kal-El の省電力性

14%
低い

28%
低い

34%
低い

61%
低い

LPO

MP3 の再生

HD ビデオの再生

図 6. vSMP技術によるプロジェクトKal-Elの省電力性

1

ゲーム

1
F

消費電力は、ゕプリケーション・プロセッサーの消費電力と DRAM の消費電力をその他のシステム変数
で正規化してから合算して算出しました。LP0 とは、各 Tegra デバスの最低消費電力状態を意味します。
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デュアルコアに対するクアッドコアの省電力性

5B

vSMP 技術に加えて、電力管理という意味ではコゕ数が多い方がよい点も忘れては
ならない重要ポントです。たとえば、どのようなパフォーマンスにおいても、デュ
ゕルコゕ CPU よりもクゕッドコゕ CPU のほうが消費電力が小さくなるのです。デュ
ゕルコゕ CPU よりもクゕッドコゕ CPU のほうが低い周波数、つまりは低い電圧で同
じ作業をこなせるからです。消費電力は電圧の 2 乗に比例するので、CPU の総体的な
消費電力を大幅に削減しつつ、同じだけの作業をこなせるわけです。
プロジェクト Kal-El とさまざまなデュゕルコゕ・プロセッサーで Coremark ベンチ
マークを実行した際の消費電力とパフォーマンス・レベルを測定した結果を表 2 に示
します。Coremark は、シングルコゕ CPU やマルチコゕ CPU のパフォーマンス測定
に広く使われているモバル用ベンチマークです。以下の表を見れば明らかなように、
5k ほどの Coremark「処理」をおこなう際、パフォーマンスを同等レベルにそろえれ
ばプロジェクト Kal-El の CPU は他のソリューションの 1/2 から 1/3 程度に消費電力が
抑えられることがわかります。プロジェクト Kal-El の動作周波数をさらに上げ、2 倍
以上の Coremark「処理」をおこなわせた場合でも、デュゕルコゕ・ソリューションよ
りも少ない消費電力となっています。
モバイル・プロセッサー

測定された
消費電力(mW) 2

Coremark
パフォーマンス

579

5589

1501

5673

1453

5690

1261

11667

F

プロジェクト Kal-El
（コアの動作周波数は 480MHz）
OMAP4
（コアの動作周波数は 1GHz）
QC8660
（コアの動作周波数は 1.2GHz）
プロジェクト Kal-El
（コアの動作周波数は 1GHz）

表 2. プロジェクト Kal-El と競合するプロセッサーの消費電力とパフォーマンスの測定結果

4 個の CPU コゕすべてが 1GHz で動作している状態でも、競合するデュゕルコゕ・
プロセッサーよりも消費電力が少ない点は注目に値します。プロジェクト Kal-El では
パフォーマンスに最適化した CPU コゕに高速プロセス技術を採用しているため、これ
ら 4 個のコゕは競合プロセッサーよりも低い動作電圧で高い動作周波数が得られるの
です。スッチング消費電力は動作電圧の 2 乗に比例しますから、プロジェクト KalEl は高い周波数の動作においても消費電力の大幅削減が可能となります。

2

CPU の消費電力は、Coremark 中にシステムが全体として消費する電力（試験全体を平均）から OS ゕ
ドル状態のシステム消費電力を差し引き、それを CPU のみの消費電力とみなしました。なお、プロジ
ェクト Kal-El は、OS ゕドル時もシャドウ・モードで稼働しています。測定にはプロジェクト Kal-El レ
フゔレンス・デザンと競合するプロダクション・デバスを使用しました。
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同一パフォーマンス
⇒2～3 倍低消費電力

Coremark スコゕ

図 7. 競合するデュアルコア・プロセッサーと同等のパフォーマンスを提供する場合の
プロジェクト Kal-El の消費電力

最大パフォーマンス
⇒低消費電力

Coremark スコゕ

図 8. 最大のクアッドコア・パフォーマンスを発揮する場合のプロジェクト Kal-El の消費電力
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まとめ

6B

パフォーマンスに対するモバル・ゕプリケーションの要求が厳しくなるにつれ、SoC ベン
ダーはマルチコゕ・プロセッサー・ゕーキテクチャーを採用し、高いパフォーマンスを提供す
るとともに、消費電力をモバル用のバジェット内に抑える努力をしています。プロジェクト
Kal-El に搭載されたバリゕブル対称型マルチプロセッシング（vSMP）技術はゕクテゖブ・ス
タンバ状態における消費電力を最小限に抑えるのみならず、モバル機器に求められる熱的
要求内にスッチング消費電力を抑えつつクゕッドコゕのパフォーマンスというメリットを提
供することができます。バックグラウンド・タスク用にはコンパニオン CPU コゕを使用し、
高いパフォーマンスを要求するタスクにはメンコゕを使用するという形で、プロジェクト
Kal-El は、あらゆるパフォーマンス・レベルにおいて競合するモバル・プロセッサーよりも
消費電力を大幅に削減できます。
クゕッドコゕ CPU とバリゕブル SMP 技術の登場でモバル機器のパフォーマンスは大きく
拡大し、一般的なユースケースにおいてはバッテリーの長寿命化を実現しつつ、新たなモバ
ル体験を生むゕプリケーションやゲームを開発することが可能になります。
モバル機器にクゕッドコゕ CPU を採用するメリットについては、『モバイル機器におけ
るクアッドコア CPU のメリット』と題されたホワトペーパーをご覧ください。
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付録
報告スコア用 Coremark コンパイル設定
Project Kal-El (dual core mode, each core running at 1 GHz)
CoreMark 1.0 : 5532 / GCC4.4.1 -O3 -mcpu=cortex-a8 -funroll-loops -falignloops=8 -fgcse-sm -fno-tree-vectorize -marm / Heap / 4:PThreads
Project Kal-El (quad core mode, each core running at 1 GHz)
CoreMark 1.0 : 11667 / GCC4.4.1 -O3 -mcpu=cortex-a8 -funroll-loops -falignloops=8 -fgcse-sm -fno-tree-vectorize -marm / Heap / 4:PThreads
OMAP4430 (each core running at 1 GHz)
CoreMark 1.0 : 5673 / GCC4.4.1 -O3 -mcpu=cortex-a8 -funroll-loops -falignloops=8 -fgcse-sm -fno-tree-vectorize -marm / Heap / 4:PThreads
QC8660 (each core running at 1.2 GHz)
CoreMark 1.0 : 5690 / GCC4.4.1 -O3 -mcpu=cortex-a8 -funroll-loops -falignloops=8 -fgcse-sm -fno-tree-vectorize -marm / Heap / 4:PThreads
表 3 報告スコア用 Coremark コンパイル設定
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文書履歴
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注記

1.0

初リリース

1.1

図 6 を正確な Y 軸の単位に更新。ゲーム用省電力の
改訂によるグラフの更新。

1.2

表 2 および図 7、8 で報告されるスコゕ用
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