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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トリプルデータ暗号化標準アルゴリズム（ＴＤＥＳアルゴリズム）を使用してセキュア
暗号ハッシュアルゴリズムを実行するための第１の命令をデコードするデコードステージ
と、
　１または複数のハードウェア実行ユニットと、を備えるプロセッサであって、
　前記第１の命令はソースデータ、および１または複数のキーオペランドを指定し、
　前記１または複数のハードウェア実行ユニットはデコードされた前記第１の命令に応答
して、
　　前記ソースデータに対して初期転置を実行して、転置されたソースデータを生成し、
　　転置された前記ソースデータに対し、前記１または複数のキーオペランドを使用して
、前記セキュア暗号ハッシュアルゴリズムの１または複数のラウンドの反復を実行して、
暗号化データを生成し、
　　前記暗号化データに対して逆初期転置を実行し、
　　前記第１の命令の結果をデスティネーションレジスタ内に格納し、
　前記１または複数のラウンドの反復は、前記第１の命令により指定されるように１６未
満であり、
　前記第１の命令は、シングルインストラクションマルチプルデータデスティネーション
レジスタオペランド（ＳＩＭＤデスティネーションレジスタオペランド）を用いて前記デ
スティネーションレジスタを指定する、プロセッサ。
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【請求項２】
　前記第１の命令は、Ｆｅｉｓｔｅｌ暗号アルゴリズムを使用して、セキュア暗号ハッシ
ュアルゴリズムの単一ラウンドの反復を実行するためのものである、請求項１に記載のプ
ロセッサ。
【請求項３】
　前記１または複数のキーオペランドは、１または複数の４８ビットキーを指定する、請
求項１または２に記載のプロセッサ。
【請求項４】
　前記１または複数のキーオペランドは、１または複数の５６ビットキーを指定する、請
求項１または２に記載のプロセッサ。
【請求項５】
　前記１または複数のキーオペランドは、２つのＴＤＥＳ、モード２キーを指定する、請
求項１または２に記載のプロセッサ。
【請求項６】
　前記セキュア暗号ハッシュアルゴリズムの前記１または複数のラウンドの反復は、攻撃
を阻止するための１または複数の予め定められたキーを使用する１または複数の復号化ラ
ウンドの反復を含む、請求項１から５のいずれか一項に記載のプロセッサ。
【請求項７】
　前記１または複数のラウンドの反復は、攻撃を阻止するための１または複数の予め定め
られたキーを使用する、請求項１から５のいずれか一項に記載のプロセッサ。
【請求項８】
　前記第１の命令は、６４ビットのデスティネーションオペランドを用いて前記デスティ
ネーションレジスタを指定する、請求項１から７のいずれか一項に記載のプロセッサ。
【請求項９】
　前記第１の命令は、３２ビットのデスティネーションレジスタのペアとして前記デステ
ィネーションレジスタを指定する、請求項１から７のいずれか一項に記載のプロセッサ。
【請求項１０】
　前記ＳＩＭＤデスティネーションレジスタオペランドは、ソースレジスタおよび前記デ
スティネーションレジスタを指定する、請求項１から９のいずれか一項に記載のプロセッ
サ。
【請求項１１】
　トリプルデータ暗号化標準アルゴリズム（ＴＤＥＳアルゴリズム）を使用してセキュア
暗号ハッシュアルゴリズムを実行するための第１の命令をデコーディングする段階と、
　ソースデータに対して初期転置を実行して、転置されたソースデータを生成する段階と
、
　前記第１の命令に応答して、転置された前記ソースデータに対し、前記１または複数の
キーオペランドを使用して、前記セキュア暗号ハッシュアルゴリズムの１または複数のラ
ウンドの反復を実行して、暗号化されたデータを生成する段階と、
　前記第１の命令に応答して、暗号化された前記データに対して逆初期転置を実行する段
階と、
　前記第１の命令の結果を前記第１の命令によって指定されるフォーマットに従い、デス
ティネーションレジスタ内に格納する段階と、を備える方法であって、
　前記第１の命令は前記ソースデータ、および前記１または複数のキーオペランドを指定
し、
　前記１または複数のラウンドの反復は、前記第１の命令により指定されるように１６未
満であり、
　前記第１の命令は、シングルインストラクションマルチプルデータデスティネーション
レジスタオペランド（ＳＩＭＤデスティネーションレジスタオペランド）を用いて前記デ
スティネーションレジスタを指定する、方法。
【請求項１２】
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　前記ＴＤＥＳアルゴリズムの前記１または複数のラウンドの反復は、攻撃を阻止するた
めの１または複数の予め定められたキーを使用する１または複数の復号化ラウンドの反復
を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　攻撃を阻止するための１または複数の予め定められたキーを使用する１または複数の復
号化ラウンドの反復を実行する段階を更に備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　攻撃を阻止するための予め定められたキーのセットからランダムに選択する段階を更に
備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　攻撃を阻止するための予め定められたキーの独自のセットから選択する段階を更に備え
る、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１の命令は、６４ビットのデスティネーションオペランドを用いて前記デスティ
ネーションレジスタを指定する、請求項１１から１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１の命令は、３２ビットのデスティネーションレジスタのペアとして前記デステ
ィネーションレジスタを指定する、請求項１１から１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ＳＩＭＤデスティネーションレジスタオペランドは、ソースレジスタおよび前記デ
スティネーションレジスタを指定する、請求項１１記載の方法。
【請求項１９】
　前記デスティネーションレジスタ内に格納された前記第１の命令の前記結果に対し、初
期転置を実行して、前記第１の命令の転置された結果を生成する段階と、
　第２の命令に応答して、前記第１の命令の転置された前記結果に対し、第２の１または
複数のキーオペランドを使用して、前記ＴＤＥＳアルゴリズムの第２の１または複数のラ
ウンドの反復を復号化モードで実行して、復号された暗号化データを生成する段階と、
　復号された前記暗号化データに対し、逆初期転置を実行する段階と、を更に備え、
　前記第２の１または複数のラウンドの反復は、前記第２の命令により指定されるように
１６未満である、請求項１１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記デスティネーションレジスタ内に格納された前記第１の命令の前記結果に対し、初
期転置を実行する段階と、
　第２の命令に応答して、前記デスティネーションレジスタ内に格納された前記第１の命
令の結果に対し、第２の１または複数のキーオペランドを使用して、前記ＴＤＥＳアルゴ
リズムの第２の１または複数のラウンドの反復を暗号化モードで実行して、暗号化された
暗号化データを生成する段階と、
　暗号化された前記暗号化データに対し、逆初期転置を実行する段階と、を更に備え、
　前記第２の１または複数のラウンドの反復は、前記第２の命令により指定されるように
１６未満である、請求項１１に記載の方法。
【請求項２１】
　トリプルデータ暗号化標準アルゴリズム（ＴＤＥＳアルゴリズム）を使用してセキュア
暗号ハッシュアルゴリズムを実行するための第１の命令をデコードする段階と、
　前記第１の命令に応答して、ソースデータに対して初期転置を実行して、転置されたソ
ースデータを生成する段階と、
　前記第１の命令に応答して、転置された前記ソースデータに対し、１または複数のキー
オペランドを使用して、前記セキュア暗号ハッシュアルゴリズムの１または複数のラウン
ドの反復を前記第１の命令によって指定されるラウンド数に従い実行して、暗号化データ
を生成する段階と、
　前記暗号化データに対して逆初期転置を実行する段階と、
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　前記第１の命令の１または複数の結果を前記第１の命令によって指定されるフォーマッ
トスケジュールに従い、デスティネーションレジスタ内に格納する段階と、を備える方法
であって、
　前記第１の命令は前記ソースデータ、および前記１または複数のキーオペランドを指定
し、
　前記１または複数のラウンドの反復は、前記第１の命令が指定するように１６未満であ
り、
　前記第１の命令は、シングルインストラクションマルチプルデータデスティネーション
レジスタオペランド（ＳＩＭＤデスティネーションレジスタオペランド）を用いて前記デ
スティネーションレジスタを指定する、方法。
【請求項２２】
　前記デスティネーションレジスタ内に格納された前記第１の命令の最終結果に対し、初
期転置を実行して、前記第１の命令の転置された最終結果を生成する段階と、
　第２の命令に応答して、前記第１の命令の転置された前記最終結果に対し、第２の１ま
たは複数のキーオペランドを使用して、前記ＴＤＥＳアルゴリズムの第２の１または複数
のラウンドの反復を復号化モードで実行して、復号された暗号化データを生成する段階と
、
　復号された前記暗号化データに対し、逆初期転置を実行する段階と、更に備え、
　前記第２の１または複数のラウンドの反復は、前記第２の命令が指定するように１６未
満である、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　攻撃を阻止するための予め定められたキーの独自のセットから前記第２の１または複数
のキーオペランドを選択する段階を更に備える、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　処理リソースのセットにわたる複数の負荷分散リクエストのための複数のリソース割り
当てを格納するためのメモリと、
　トリプルデータ暗号化標準アルゴリズム（ＴＤＥＳアルゴリズム）を使用してセキュア
暗号ハッシュアルゴリズムを実行するための第１の命令をデコードするためのデコードス
テージおよび１または複数の実行ユニットを含むプロセッサと、を備えるコンピューティ
ングシステムであって、
　前記第１の命令は、予め定められたキーのセットからソースデータ、および１または複
数のキーオペランドを指定し、
　前記１または複数の実行ユニットは、デコードされた前記第１の命令に応答して、
　　前記ソースデータに対して初期転置を実行して、転置されたソースデータを生成し、
　　転置された前記ソースデータに対し、前記１または複数のキーオペランドを使用して
、前記セキュア暗号ハッシュアルゴリズムの１または複数のラウンドの反復を実行して、
暗号化データを生成し、
　　前記暗号化データに対し、逆初期転置を実行し、
　　処理リソースの前記セットにわたる複数の負荷分散リクエストのためのリクエストか
ら、リソース割り当てを生成する際に使用される前記第１の命令の結果をデスティネーシ
ョンレジスタ内に格納し、
　前記１または複数のラウンドの反復は、前記第１の命令が指定するように１６未満であ
り、
　前記第１の命令は、シングルインストラクションマルチプルデータデスティネーション
レジスタオペランド（ＳＩＭＤデスティネーションレジスタオペランド）を用いて前記デ
スティネーションレジスタを指定する、コンピューティングシステム。
【請求項２５】
　前記第１の命令は、Ｆｅｉｓｔｅｌ暗号アルゴリズムを使用して、セキュア暗号ハッシ
ュアルゴリズムの単一ラウンドの反復を実行するためのものである、請求項２４に記載の
コンピューティングシステム。
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【請求項２６】
　前記第１の命令は、６４ビットのデスティネーションオペランドを用いて前記デスティ
ネーションレジスタを指定する、請求項２４または２５に記載のコンピューティングシス
テム。
【請求項２７】
　前記第１の命令は、３２ビットのデスティネーションレジスタのペアとして前記デステ
ィネーションレジスタを暗黙的に指定する、請求項２４または２５に記載のコンピューテ
ィングシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願に対する相互参照］
　本出願は、２０１２年１２月２９日に出願された、特許出願番号第１３／７３１，００
４号、代理人整理番号第Ｐ４５１６４、発明の名称「ＳＩＭＤセキュアハッシュラウンド
スライス機能を提供するための命令およびロジック」、および２０１２年３月３０日に出
願された、国際出願番号第ＰＣＴ／ＵＳ２０１２／０３１６３２号、代理人整理番号第Ｐ
３８７２８ＰＣＴ、発明の名称「ＳＨＡ‐２セキュアハッシュアルゴリズムを処理するた
めの方法および装置」に関連する。
【０００２】
　本開示は、プロセッサまたは他のプロセッシングロジックによる実行時に、論理的、数
学的、または他の機能的操作を実行するプロセッシングロジック、マイクロオペレーショ
ンロセッサ、および関連付けられた命令セットアーキテクチャの分野に関する。特に、本
開示は、セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する複数の命令およびロジックに関す
る。
【背景技術】
【０００３】
　ハッシュ関数は、例えば、フィンガープリンティングおよび負荷分散のためのハッシュ
テーブルのデータのインデックス付け、データベースのデータのルックアップ、重複デー
タの検出またはファイルの一意の識別、および偶発的なデータ破壊を検出するチェックサ
ムとして等、多くの目的に使用され得る。例えば、負荷分散アプリケーションにおいて、
ハッシュアルゴリズムはクライアントのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス、ま
たはクライアントのメディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレス、またはＨＴＴＰヘッダの
値等をサーバ選択の基礎として使用し得る。そのようなアプリケーションにおいては、利
用可能なサーバのリストがクライアントのセッション中に変更されている場合であっても
、同一のクライアントは同一のサーバによってサービス提供され得る。そのような特性は
また、複数のｃｏｏｋｉｅのようなサーバ側の状態情報の格納を要求するアプリケーショ
ンに対して、このアルゴリズムを有用にし得る。
【０００４】
　「一貫性のあるハッシュ」という用語は、Ｗｅｂサーバの変動する個体数にわたり、リ
クエストを分散する方法を指す。各スロットは次に、分散システム内のノードによって表
される。ノードの追加（参加）および除去（離脱／障害）は、スロット／ノード数の変更
時にアイテムが再シャッフルされることを要求する。ハッシュ関数は、構造を保存しなく
てよい。理想的には、各入力データについて、潜在的な任意の出力データを取得する可能
性は、等しくあるべきである。入力データの度数分布における不均等は、出力データの均
一的な分布に変換される。
【０００５】
　しかしながら、意図的並びに偶然に起因する問題があり得る。偶然による場合、ユーザ
は異なるグループから構成され、リソースへのアクセスを異なる度合いで要求することが
ある。これらのグループのバランスが悪い場合、ハッシュ関数によって特定のリソースへ
導かれるユーザは、他のユーザより大きな度合いでリソースへのアクセスをリクエストす
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る可能性がある。すると、この特定のリソースは他のリソースよりも大きな負荷を受ける
ことになり、リソース間の偏った負荷分散をもたらす。
【０００６】
　意図的な場合、リソース間の偏った負荷分散を引き起こすことを目的とする、いわゆる
「ハッシュ攻撃」が発生し得る。ハッシュ攻撃は概して、システムに関する十分な知識を
有する攻撃者および／または複数のリソースを含むシステムから出力される情報を使用す
る攻撃者によって可能とされる。すると攻撃者は、ハッシュ関数を渡す際、リソースに対
する各リクエストは全く同一のリソースへと導かれることがわかる。すると、このリソー
スは異常に高い負荷を受け、次に多かれ少なかれ非効率的に機能し、それにより、いわゆ
る「サービス拒否」をもたらし得、その場合、当該リソースはユーザをそれ以上受け付け
ない。このサービス拒否は、システム全体のサービス効率に影響し得る。
【０００７】
　暗号学的ハッシュ関数は、ハッシュ関数、すなわち任意のデータブロックを取り、固定
サイズのビット列、（暗号学的）ハッシュ値を返すアルゴリズムであり、データに対する
（偶発的または意図的）変更はハッシュ値を変更することになる（非常に高い確率で）。
エンコードされるデータは通常、「メッセージ」と呼ばれ、ハッシュ値は場合によりメッ
セージダイジェストまたは「ダイジェスト」と呼ばれる。
【０００８】
　暗号学的ハッシュ関数は、特にデジタル署名、メッセージ認証コード（ＭＡＣ）、およ
び他の形態の認証において情報セキュリティの適用例を多く有する。それらはまた、フィ
ンガープリンティングのためのハッシュテーブル内のデータのインデックス付け、重複デ
ータの検出またはファイルの一意的な識別、偶発的なデータ破壊を検出するチェックサム
として等、通常のハッシュ関数として使用され得る。情報セキュリティの文脈において、
暗号学的ハッシュ値は、場合により（デジタル）フィンガープリント、チェックサム、ま
たは単にハッシュ値と呼ばれ、しかしながら、これらすべての用語はかなり異なる特性お
よび目的を持つ機能を意味する。
【０００９】
　最も有名な暗号学的ハッシュ関数のうちの１つは、Ｒｏｎａｌｄ　Ｒｉｖｅｓｔにより
開発されたＭＤ５（メッセージダイジェストアルゴリズム５）アルゴリズムである。他の
一般的なアルゴリズムは、ＳＨＡ‐１（セキュアハッシュアルゴリズム１）並びに米国国
立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）により発行された米国連邦情報処理標準（ＦＩＰＳ）とし
てのバリアントＳＨＡ‐２およびＳＨＡ‐３である。
【００１０】
　暗号学的ハッシュ関数が何らかの数学的関数に基づく場合、それは相変わらずサービス
拒否攻撃の影響を受けやすい。というのは、いくつかの場合において、それはいわゆる「
ジップの法則」、「べき乗則」、または「パレート分布」のうちの１つを受ける可能性が
あり得、その場合、何らかの特定のリソースが異常に高い負荷を受けるという意味におい
てである。この特性または同様の複数の特性が悪意に利用され、サービス拒否をもたらす
、リソース間の偏った負荷分散を引き起こす可能性がある。
【００１１】
　ルックアップを実行する、あるクラスのハッシュに対する、ハッシュ関数における重要
な２つのトレードオフは次のようなものである。（１）複雑度に対する計算速度。あまり
に単純であるとハッシュは容易に破壊され、あまりに複雑であるとハッシュは計算に時間
がかかりすぎる。（２）ダイジェスト分散およびアバランチの特性。入力内の単一のビッ
ト変更は、ハッシュダイジェスト出力値内のｎビットの変更を引き起こす必要がある。ｎ
がハッシュダイジェスト出力サイズの約半分である場合に最強である。
【００１２】
　ある者は、セキュアハッシュアルゴリズム全体を実行可能なプロセッサ（例えば、米国
特許第８,２５５,７０３）またはコプロセッサ（例えば、米国特許第７,２４０,２０３）
を提案した。そのようなアプローチの１つの欠点は、特別な割り込み処理、あるいは複数
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の他の命令の同時スーパースカラ実行といったものに対する特別な考慮を行わずに、それ
は現在のマイクロオペレーションロセッサの標準的な実行パイプラインに容易に組み込ま
れないということである。標準的な実行パイプラインとの別のミスマッチは、セキュアハ
ッシュアルゴリズム全体を実行するために要求されるレイテンシである。
【００１３】
　現在のプロセッサは通常、計算集約型の操作を提供する命令を含むが、例えば、単一命
令複数データ（ＳＩＭＤ）ベクトルレジスタといった様々なデータストレージデバイスを
使用する効率的な実装を介して採用され得る、高水準なデータ並列処理を提供する。ベク
トルの処理をサポートするために、中央処理装置（ＣＰＵ）は並列ハードウェアを提供し
得る。ベクトルは、複数の連続したデータ要素を保持するデータ構造である。サイズがＭ
のベクトルレジスタは、サイズがＯのＮ個のベクトル要素を含むことができる（Ｎ＝Ｍ／
Ｏ）。例えば、６４バイトのベクトルレジスタは、（ａ）各要素が１バイトを占有するデ
ータアイテムを保持する、６４個のベクトル要素、（ｂ）それぞれが２バイト（または１
つの「ワード」）を占有するデータアイテムを保持する、３２個のベクトル要素、（ｃ）
それぞれが４バイト（または１つの「ダブルワード」）を占有するデータアイテムを保持
する、１６個のベクトル要素、または（ｄ）それぞれが８バイト（または１つの「クワド
ワード」）を占有するデータアイテムを保持する、８個のベクトル要素に分割されてよい
。ＳＩＭＤベクトルレジスタにおける並列処理の特性は、セキュアハッシュアルゴリズム
の処理に非常に好適であり得る。
【００１４】
　今日まで、そのような複雑度、ミスマッチ、性能限定の問題および他のボトルネックに
対する潜在的ソリューションは、適切に探究されていない。
【００１５】
　本発明は、添付図面の図において限定ではなく、例示を用いて示される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１Ａ】セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する複数の命令を実行するシステム
の一実施形態のブロック図である。
【図１Ｂ】セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する複数の命令を実行するシステム
の別の実施形態のブロック図である。
【図１Ｃ】セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する複数の命令を実行するシステム
の別の実施形態のブロック図である。
【図２】セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する複数の命令を実行するプロセッサ
の一実施形態のブロック図である。
【図３Ａ】一実施形態に従う複数のパックされたデータタイプを示す。
【図３Ｂ】一実施形態に従う複数のパックされたデータタイプを示す。
【図３Ｃ】一実施形態に従う複数のパックされたデータタイプを示す。
【図３Ｄ】一実施形態に従う、セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供するための命令
エンコーディングを示す。
【図３Ｅ】別の実施形態に従う、セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供するための命
令エンコーディングを示す。
【図３Ｆ】別の実施形態に従う、セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供するための命
令エンコーディングを示す。
【図３Ｇ】別の実施形態に従う、セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供するための命
令エンコーディングを示す。
【図３Ｈ】別の実施形態に従う、セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供するための命
令エンコーディングを示す。
【図４Ａ】セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する複数の命令を実行するためのプ
ロセッサマイクロアーキテクチャの一実施形態に係る複数の要素を示す。
【図４Ｂ】セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する複数の命令を実行するためのプ
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ロセッサマイクロアーキテクチャの別の実施形態に係る複数の要素を示す。
【図５】セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する複数の命令を実行するためのプロ
セッサの一実施形態に係るブロック図である。
【図６】セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する複数の命令を実行するためのコン
ピュータシステムの一実施形態に係るブロック図である。
【図７】セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する複数の命令を実行するためのコン
ピュータシステムの別の実施形態に係るブロック図である。
【図８】セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する複数の命令を実行するためのコン
ピュータシステムの別の実施形態に係るブロック図である。
【図９】セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する複数の命令を実行するためのシス
テムオンチップの一実施形態に係るブロック図である。
【図１０】セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する複数の命令を実行するためのプ
ロセッサの実施形態に係るブロック図である。
【図１１】ＳＩＭＤセキュアハッシュラウンドスライス機能を提供するＩＰコア開発シス
テムの一実施形態に係るブロック図である。
【図１２】ＳＩＭＤセキュアハッシュラウンドスライス機能を提供するアーキテクチャエ
ミュレーションシステムの一実施形態を示す。
【図１３】セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する複数の命令を変換するシステム
の一実施形態を示す。
【図１４】セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する命令の実行のための装置の一実
施形態に対する図を示す。
【図１５】セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する命令の実行のための装置の代替
的な実施形態に対する図を示す。
【図１６】セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する処理の実施形態のためのフロー
図を示す。
【図１７】セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する処理の別の実施形態のためのフ
ロー図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下の詳細な説明は、セキュア暗号ハッシュアルゴリズムラウンド機能を提供する複数
の命令および処理ロジックを開示する。いくつかの実施形態は、セキュア暗号ハッシュア
ルゴリズムのための命令をデコードするデコードステージを含むプロセッサを含み、上記
第１の命令はソースデータ、および１または複数のキーオペランドを指定する。複数のプ
ロセッサ実行ユニットは、デコードされた命令に応答して、ソースデータに対し、１また
は複数のキーオペランドを使用して、１または複数のセキュア暗号ハッシュアルゴリズム
ラウンド反復を実行し、上記命令の結果をデスティネーションレジスタに格納する。上記
命令の一実施形態は、ＤＥＳ（データ暗号化標準）またはＴＤＥＳ（Ｔｒｉｐｌｅ　ＤＥ
Ｓ）のようなＦｅｉｓｔｅｌ暗号アルゴリズムを使用して、セキュア暗号ハッシュアルゴ
リズムラウンド反復を指定する。複数の代替的な実施形態は、例えば、Ｂｌｏｗｆｉｓｈ
、ＳＡＦＥＲ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ａｎｄ　Ｆａｓｔ　Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　Ｒｏｕｔｉｎ
ｅ）Ｋ－６４、ＣＡＳＴ５（Ｃａｒｌｉｓｌｅ　Ａｄａｍｓ　ａｎｄ　Ｓｔａｆｆｏｒｄ
　Ｔａｖａｒｅｓによる）、ＦＥＡＬ（Ｆａｓｔ　ｄａｔａ　Ｅｎｃｉｐｈｅｒｍｅｎｔ
　ＡＬｇｏｒｉｔｈｍ）等の他の暗号アルゴリズムを使用してよい。一実施形態では、命
令の結果は処理リソースのセットにわたる負荷分散リクエストのためのリクエストから、
リソース割り当てを生成する際に使用されてよい。いくつかの実施形態は、セキュア暗号
ハッシュアルゴリズムを実行するためのラウンド数の範囲を指定してよい（例えば、即値
オペランド内で）。例えば、一実施形態では、即値バイトオペランド内の０ｘ０Ｆの１６
進数の範囲は、上記命令が暗号ハッシュアルゴリズムのすべての１６の反復を実行するこ
とを指示し得るのに対し、即値バイトオペランド内の０ｘＦＦの１６進数の範囲は、命令
が１６の反復のうち１ラウンドのみ実行することを指示し得る、あるいは即値バイトオペ
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ランド内の０ｘＦ８の１６進数の範囲は、命令が暗号ハッシュアルゴリズムの復号化モー
ドで、１６ラウンドのうち９ラウンドまでの反復を実行することを指示し得る。ハッシュ
アルゴリズムとして暗号を採用する際の予期しない利点の１つは、一方向ハッシュアルゴ
リズムに対し、それは可逆的であるという点である。それは、攻撃（例えば、サービス拒
否攻撃）を阻止するための新しいキーの挿入を許可すると同時に、所望の特性（例えば、
持続的および／または一貫性のあるハッシュ）を提供する負荷分散のためのキー設計に寄
与し得ることが理解されるであろう。ハッシュアルゴリズムとして、暗号化の指定された
反復数のみを実行することの別の予期しない利点は、複数の異なるキーセットが各ラウン
ドまたはラウンド反復の範囲に対して使用されてよいことであり、それにより標準的なサ
ブキースケジュールを使用することでは不可能な暗号結果をもたらす。
【００１８】
　本明細書に記載の複数の実施形態における、セキュア暗号ハッシュアルゴリズムを採用
するための複数の命令は、計算の過剰な複雑度または許容不能な遅延を要求することなく
、攻撃を阻止するための精選された調整を可能とし、処理における所望のサービス品質を
減じることなく、例えば、負荷分散および／またはサービス拒否攻撃に対する防御等を提
供するためのアプリケーション内でセキュアハッシュ機能を提供すべく使用され得ること
が理解されるであろう。
【００１９】
　以下の詳細な説明において、本発明に係る複数の実施形態に対するより完全な理解を提
供すべく、処理ロジック、プロセッサタイプ、マイクロアーキテクチャ条件、イベント、
有効化メカニズム等の多くの具体的な詳細が記載されている。しかしながら、本発明は、
これらの具体的な詳細がなくても、当業者によって実施可能であることが理解されるであ
ろう。また、本発明の実施形態を不要に不明瞭にするのを回避すべく、いくつかの周知の
構造、回路等は詳細に示されていない。
【００２０】
　以下の複数の実施形態は、プロセッサに関して記載されているが、複数の他の実施形態
が他のタイプの集積回路およびロジックデバイスに適用可能である。本発明の複数の実施
形態に係る同様の技術および教示は、より高いパイプラインスループットおよび改善され
た性能から利益を受け得る他のタイプの回路または半導体デバイスに対し適用可能である
。本発明の複数の実施形態の教示は、データ操作を実行する任意のプロセッサまたは機械
に適用可能である。しかしながら、本発明は５１２ビット、２５６ビット、１２８ビット
、６４ビット、３２ビット、または１６ビットのデータ操作を実行するプロセッサまたは
機械に限定はされず、データ操作または管理が実行される任意のプロセッサおよび機械に
適用され得る。また、以下の詳細な説明は例示を提供しており、添付図面は説明目的から
様々な例を示す。しかしながら、これらの例は、本発明の複数の実施形態に係るあらゆる
可能性のある実装を網羅的に列挙するのではなく、単に本発明の複数の実施形態の例を提
供する意図であって、限定的な意味において解釈されるべきではない。
【００２１】
　以下の複数の例示は、実行ユニットおよびロジック回路の文脈で命令処理および分散に
ついて記載するが、本発明の複数の他の実施形態は、有形な機械可読媒体上に格納された
データおよび／または複数の命令を用いて実現され得、当該データおよび／または命令は
機械によって実行される際、機械に対して、本発明の少なくとも一実施形態と一貫性のあ
る複数の関数を実行させる。一実施形態では、本発明の複数の実施形態に関連付けられた
複数の関数は、複数の機械実行可能な命令の中に具現化される。当該複数の命令は、当該
複数の命令とともにプログラムされた汎用または特定用途向けプロセッサに、本発明の複
数の段階を実行させるよう使用され得る。本発明の複数の実施形態は、機械またはコンピ
ュータ可読媒体を含み得るコンピュータプログラム製品またはソフトウェアとして提供さ
れてよい。当該機械またはコンピュータ可読媒体は、本発明の複数の実施形態に従う、１
または複数の操作を実行させるようコンピュータ（または複数の他の電子デバイス）をプ
ログラムするのに使用され得る格納された複数の命令を有する。あるいは、本発明の複数
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の実施形態に係る複数の段階は、当該段階を実行するための固定関数ロジックを含む複数
の特定のハードウェアコンポーネントによって、あるいは複数のプログラムされたコンピ
ュータコンポーネントおよび固定関数ハードウェアコンポーネントの任意の組み合わせに
よって実行されてよい。
【００２２】
　本発明の複数の実施形態を実行するためのロジックをプログラムすべく使用される複数
の命令は、システム内のＤＲＡＭ、キャッシュ、フラッシュメモリ、または他のストレー
ジ等のメモリ内に格納され得る。更に、複数の当該命令はネットワークを介して、または
他のコンピュータ可読媒体を用いて配信され得る。従って、機械可読媒体は、機械（例え
ば、コンピュータ）によって読み取り可能な形態で情報を格納または送信するための任意
のメカニズムを含んでよい。そのようなものとして、限定はされないが、複数のフロッピ
ー（登録商標）ディスク、光ディスク、コンパクトディスクリードオンリメモリ（ＣＤ―
ＲＯＭ）、および光磁気ディスク、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメ
モリ（ＲＡＭ）、消去可能プログラマブルリードオンリメモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消
去可能プログラマブルリードオンリメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、磁気または光カード、フラ
ッシュメモリ、または電気形態、光形態、音響形態若しくは他の形態の伝搬信号（例えば
、搬送波、赤外線信号、デジタル信号等）を介したインターネット経由での情報送信に使
用される有形の機械可読ストレージが挙げられる。従って、コンピュータ可読媒体は、機
械（例えば、コンピュータ）によって読み取り可能な形態で複数の電子的命令または情報
を格納または送信するのに好適な、任意のタイプの有形の機械可読媒体を含む。
【００２３】
　設計は、作成からシミュレーション、製造に至る様々なステージを経るであろう。設計
を表わすデータは当該設計を多数の態様で表してよい。第１に、複数のシミュレーション
で有用であるように、ハードウェア記述言語または別の機能記述言語を使用してハードウ
ェアが表されてよい。また、ロジックおよび／または複数のトランジスタゲートを備える
回路レベルモデルが、設計処理のいくつかのステージで生成されてよい。更に、あるステ
ージにおける大半の設計はハードウェアモデル内の様々なデバイスの物理的配置を表すデ
ータのレベルに到達する。従来の半導体製造技術が使用される場合、ハードウェアモデル
を表すデータは、集積回路を生成すべく使用されるマスクのための複数の異なるマスク層
上にある様々な特徴の存在または不存在を指定するデータであってよい。設計に係る任意
の表現において、データは任意の形態の機械可読媒体に格納されてよい。メモリ、または
ディスクなどの磁気若しくは光ストレージは、そのような情報を送信すべく変調あるいは
生成された光波または電波を介して送信される情報を格納する機械可読媒体であってよい
。コードまたは設計を示す若しくは搬送する電気搬送波が送信される場合、電気信号のコ
ピー、バッファリング、または再送が実行される範囲において、新規コピーが作成される
。したがって、通信プロバイダまたはネットワークプロバイダは、本発明の複数の実施形
態に係る技術を具現化する、搬送波内にエンコードされた情報のような項目を有形の機械
可読媒体上に少なくとも一時的に格納してよい。
【００２４】
　現在のプロセッサでは、様々なコードおよび命令を処理および実行すべく、多数の異な
る実行ユニットが使用される。すべての命令が等しく作成されているわけではく、より迅
速に終了するものもあれば、終了までに多数のクロックサイクルを要するものもある。命
令のスループットが速いほど、プロセッサの性能全体がよくなる。したがって、できるだ
け高速に実行するにはそれだけ多くの命令を実行させるのが有利であろう。しかしながら
、より高い複雑度を有し、実行時間およびプロセッサリソースの見地からより多くのもの
を要求する特定の命令がある。例えば、浮動小数点命令、ロード／格納操作、データの移
動等がこれに相当する。
【００２５】
　より多くのコンピュータシステムがインターネット、テキスト、およびマルチメディア
アプリケーションで使用されるにあたり、追加のプロセッササポートが経時的に導入され
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てきた。一実施形態では、命令セットは、データタイプ、命令、レジスタアーキテクチャ
、アドレス指定モード、メモリアーキテクチャ、割り込みと例外処理、および外部入出力
（Ｉ／Ｏ）を含む、１または複数のコンピュータアーキテクチャに関連付けられてよい。
【００２６】
　一実施形態では、命令セットアーキテクチャ（ＩＳＡ）は、１または複数の命令セット
を実装するのに使用されるプロセッサロジックおよび回路を含む、１または複数のマイク
ロアーキテクチャによって実装されてよい。従って、異なるマイクロアーキテクチャを有
する複数のプロセッサは、共通の命令セットの少なくとも一部を共有できる。例えば、Ｉ
ｎｔｅｌ（登録商標）Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商標）４プロセッサ、Ｉｎｔｅｌ（登録商標
）Ｃｏｒｅ（登録商標）プロセッサ、およびカリフォルニア州サニーベールのＡｄｖａｎ
ｃｅｄ　Ｍｉｃｒｏ　Ｄｅｖｉｃｅｓ，Ｉｎｃのプロセッサは、異なる内部設計を有する
が、ｘ８６命令セット（より最新バージョンでは、いくつかの拡張機能が追加されている
）とほぼ同一のバージョンを実装する。同様に、ＡＲＭ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ，Ｌｔｄ．、
ＭＩＰＳのような他のプロセッサ開発会社、またはそれらのラインセンシ若しくは採用者
によって設計されたプロセッサは、異なるプロセッサ設計を含んでよいが、共通の命令セ
ットの少なくとも一部を共有してよい。例えば、ＩＳＡの同一レジスタアーキテクチャが
異なる方法で、複数の専用物理レジスタ、レジスタリネーミングメカニズムを使用する（
例えは、レジスタアリアステーブル（ＲＡＴ）、リオーダバッファ（ＲＯＢ）の使用）１
または複数の動的に割り当てられた物理レジスタ、およびリタイアレジスタファイルを含
む、新規または周知技術を使用して、複数の異なるマイクロアーキテクチャ内に実装され
てよい。一実施形態では、レジスタは１または複数のレジスタ、レジスタアーキテクチャ
、レジスタファイル、あるいはソフトウェアプログラマによってアドレス指定可能であっ
てもなくてもよい他のレジスタセットを含んでよい。
【００２７】
　一実施形態では、命令は１または複数の命令フォーマットを含んでよい。一実施形態で
は、命令フォーマットはとりわけ、実行される操作およびその操作が実行されるオペラン
ドを指定するための様々なフィールド（ビット数、ビットの位置等）を示してよい。いく
つかの命令フォーマットは更に、命令テンプレート（またはサブフォーマット）によって
、分解されるよう定義されてよい。例えば、特定の命令フォーマットの複数の命令テンプ
レートは、命令フォーマットのフィールドの異なるサブセットを有するよう定義されてよ
く、および／または異なって解釈される特定のフィールドを有するよう定義されてよい。
一実施形態では、命令は、命令フォーマットを使用して（また、定義されている場合には
その命令フォーマットの命令テンプレートのうちの特定の１つで）表現され、操作および
オ当該操作が行われるオペランドを指定または指示したりする。
【００２８】
　科学的アプリケーション、財務アプリケーション、自動ベクトル化汎用アプリケーショ
ン、ＲＭＳ（Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ（認識）、ｍｉｎｉｎｇ（マイニング）、およびｓ
ｙｎｔｈｅｓｉｓ（合成））アプリケーション、およびビジュアルとマルチメディアアプ
リケーション（例えば、２Ｄ／３Ｄグラフィックス、イメージプロセッシング、ビデオ圧
縮／圧縮解除、音声認識アルゴリズムおよびオーディオ操作）は、多数のデータアイテム
上に同一の操作が実行されることを要求してよい。一実施形態では、単一命令多重データ
処理（ＳＩＭＤ）とは、プロセッサに、複数のデータ要素に対して操作を実行させる命令
のタイプを指す。ＳＩＭＤ技術は、レジスタ内のビットを、各々が別個の値を表わす、多
数の固定サイズまたは可変サイズのデータ要素に論理的に分割できる複数のプロセッサ内
において使用されてよい。例えば、一実施形態では、６４ビットレジスタのビットは、各
々が別個の１６ビット値を表わす、４つの別個の１６ビットデータ要素を含むソースオペ
ランドとして編成されてよい。このタイプのデータは、「パックされた」データタイプ若
しくは「ベクトル」データタイプと称され得、このデータタイプのオペランドは、パック
されたデータオペランド若しくはベクトルオペランドとして称される。一実施形態では、
パックされたデータアイテムまたはベクトルは、単一のレジスタ内に格納されたパックさ
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れたデータ要素のシーケンスであってよく、パックされたデータオペランドまたはベクト
ルオペランドは、ＳＩＭＤ命令のソースまたはデスティネーションオペランドであってよ
い（または「パックされたデータ命令」若しくは「ベクトル命令」）。一実施形態では、
ＳＩＭＤ命令は、同一または異なるサイズ、同一または異なる数のデータ要素で構成され
るデスティネーションベクトルオペランド（または結果のベクトルオペランドとも称され
る）を同一または異なるデータ要素順序で生成すべく、２つのソースベクトルオペランド
上で実行される単一のベクトル操作を指定する。
【００２９】
　ｘ８６、ＭＭＸ（登録商標）、Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　ＳＩＭＤ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｓ
（ＳＳＥ）、ＳＳＥ２、ＳＳＥ３、ＳＳＥ４．１、およびＳＳＥ４．２命令を含む命令セ
ットを有するＩｎｔｅｌ（登録商標）Ｃｏｒｅ（登録商標）プロセッサ、Ｖｅｃｔｏｒ　
Ｆｌｏａｔｉｎｇ　Ｐｏｉｎｔ（ＶＦＰ）および／またはＮＥＯＮ命令を含む命令セット
を有するＡＲＭ　Ｃｏｒｅｔｅｘ（登録商標）ファミリのプロセッサのようなＡＲＭプロ
セッサ、および中国科学院のコンピューティング技術研究所（ＩＣＴ）によって開発され
たＬｏｏｎｇｓｏｎファミリのプロセッサのようなＭＩＰＳプロセッサによって採用され
るＳＩＭＤ技術は、アプリケーション性能における著しい向上を可能にした（Ｃｏｒｅ（
登録商標）およびＭＭＸ（登録商標）はカリフォルニア州サンタクララのインテルコーポ
レーションの登録商標または商標である）。
【００３０】
　一実施形態では、デスティネーションおよびソースレジスタ／データは、対応するデー
タまたは操作のソースおよびデスティネーションを表わす総称である。いくつかの実施形
態において、これらは、複数のレジスタ、メモリ、または示されるもの以外の他の名前ま
たは機能を有する他のストレージ領域で実装されてよい。例えば、一実施形態では、「Ｄ
ＥＳＴ１」は一時的なストレージレジスタまたは他のストレージ領域であってよい一方で
、「ＳＲＣ１」および「ＳＲＣ２」は、第１および第２のソースストレージレジスタまた
は他のストレージ領域等であってよい。複数の他の実施形態において、２または２より多
いＳＲＣおよびＤＥＳＴストレージ領域は、同一ストレージ領域（例えば、ＳＩＭＤレジ
スタ）内の異なるデータストレージ要素に対応してよい。一実施形態では、複数のソース
レジスタのうちの１つが例えば、デスティネーションレジスタとして機能する２つのソー
スレジスタのうちの１つに対し、第１および第２のソースデータ上に実行された操作結果
をライトバックすることによって、デスティネーションレジスタとして動作してもよい。
【００３１】
　図１Ａは、本発明の一実施形態に従う命令を実行するための複数の実行ユニットを含む
プロセッサで形成される例示的なコンピュータシステムのブロック図である。システム１
００は、本明細書に記載の実施形態のような本発明に従う、処理データのための複数のア
ルゴリズムを実行するためのロジックを含む複数の実行ユニットを採用するプロセッサ１
０２のようなコンポーネントを含む。システム１００は、カリフォルニア州サンタクララ
のインテルコーポレーションから入手可能なＰＥＮＴＩＵＭ（登録商標）ＩＩＩ、ＰＥＮ
ＴＩＵＭ（登録商標）４、Ｘｅｏｎ（登録商標）、Ｉｔａｎｉｕｍ（登録商標）、ＸＳｃ
ａｌｅ（登録商標）および／またはＳｔｒｏｎｇＡＲＭ（登録商標）マイクロオペレーシ
ョンロセッサに基づく複数の処理システムを表わすが、複数の他のシステム（他の複数の
マイクロオペレーションロセッサ、エンジニアリングワークステーション、セットトップ
ボックス等を有するＰＣを含む）も使用されてよい。一実施形態では、サンプルのシステ
ム１００は、ワシントン州レドモンドのマイクロソフト社から入手可能なＷｉｎｄｏｗｓ
（登録商標）オペレーティングシステムのバージョンを実行可能であってよいが、複数の
他のオペレーティングシステム（例えば、ＵＮＩＸ（登録商標）およびＬｉｎｕｘ（登録
商標））、埋め込みソフトウェア、および／または複数のグラフィカルユーザインタフェ
ースも使用されてよい。したがって、本発明の複数の実施形態は、ハードウェア回路およ
びソフトウェアの任意の特定の組み合わせに限定はされない。
【００３２】
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　複数の実施形態は、コンピュータシステムに限定はされない。本発明の複数の代替的な
実施形態は、ハンドヘルドデバイスおよび埋め込みアプリケーション等の複数の他のデバ
イスで使用され得る。ハンドヘルドデバイスのいくつかの例は、セルラ電話、インターネ
ットプロトコルデバイス、デジタルカメラ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、およびハンドヘル
ドＰＣを含む。複数の埋め込みアプリケーションは、マイクロコントローラ、デジタル信
号プロセッサ（ＤＳＰ）、システムオンチップ、ネットワークコンピュータ（ＮｅｔＰＣ
）、セットトップボックス、ネットワークハブ、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）ス
イッチ、または少なくとも一実施形態による１または複数の命令を実行可能な任意の他の
システムを含み得る。
【００３３】
　図１Ａは、本発明の一実施形態に従う少なくとも１つの命令を実行するためのアルゴリ
ズムを実行する１または複数の実行ユニット１０８を含む、プロセッサ１０２で形成され
たコンピュータシステム１００のブロック図である。一実施形態は、単一のプロセッサデ
スクトップまたはサーバシステムの文脈で記載され得るが、複数の代替的な実施形態は、
マルチプロセッサシステムに含まれ得る。システム１００は、「ハブ」システムアーキテ
クチャの一例である。コンピュータシステム１００は、複数のデータ信号を処理するプロ
セッサ１０２を含む。プロセッサ１０２は、複合命令セットコンピュータ（ＣＩＳＣ）マ
イクロオペレーションロセッサ、縮小命令セットコンピューティング（ＲＩＳＣ）マイク
ロオペレーションロセッサ、超長命令語（ＶＬＩＷ）マイクロオペレーションロセッサ、
複数の命令セットの組み合わせを実装するプロセッサ、または例えば、デジタル信号プロ
セッサのような任意の他のプロセッサデバイスであり得る。プロセッサ１０２は、プロセ
ッサ１０２とシステム１００内の複数の他のコンポーネントとの間でデータ信号を送信可
能なプロセッサバス１１０に連結される。システム１００の複数の要素は、当該技術分野
に習熟する当業者にとって周知である従来の複数の機能を実行する。
【００３４】
　一実施形態では、プロセッサ１０２は、レベル１（Ｌ１）内部キャッシュメモリ１０４
を含む。アーキテクチャに応じて、プロセッサ１０２は単一の内部キャッシュまたは複数
のレベルの内部キャッシュを有し得る。あるいは、別の実施形態では、キャッシュメモリ
がプロセッサ１０２の外部に存在し得る。特定の実装およびニーズに応じて、複数の他の
実施形態は、内部キャッシュおよび外部キャッシュの両方の組み合わせを含み得る。レジ
スタファイル１０６は、整数レジスタ、浮動小数点レジスタ、ステータスレジスタ、およ
び命令ポインタレジスタを含む様々なレジスタ内に、複数の異なるタイプのデータを格納
できる。
【００３５】
　整数および浮動小数点操作を実行するロジックを含む実行ユニット１０８も、プロセッ
サ１０２に存在する。プロセッサ１０２はまた、複数の特定のマクロ命令のためのマイク
ロコードを格納するマイクロコード（μコード）ＲＯＭを含む。一実施形態について、実
行ユニット１０８は、パックされた命令セット１０９を処理するロジックを含む。複数の
命令を実行するための関連付けられた回路とともに汎用プロセッサ１０２の命令セット内
にパックされた命令セット１０９を含むことによって、多くのマルチメディアアプリケー
ションによって使用される複数の操作は、汎用プロセッサ１０２内のパックされたデータ
を使用して実行されてよい。したがって、多くのマルチメディアアプリケーションは、パ
ックされたデータに対し複数の操作を実行するための、プロセッサのデータバスの全幅を
使用することによって、より効率的に加速および実行され得る。これによって、一度に１
データ要素に対し、１または複数の操作を実行すべく、プロセッサのデータバスにわたり
、より小さなデータユニットを転送する必要性を除去できる。
【００３６】
　実行ユニット１０８の複数の代替的な実施形態も複数のマイクロコントローラ、埋め込
みプロセッサ、グラフィックスデバイス、ＤＳＰ、および複数の他のタイプのロジック回
路内で使用され得る。システム１００は、メモリ１２０を含む。メモリ１２０は、ダイナ
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ミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）デバイス、スタティックランダムアクセスメ
モリ（ＳＲＡＭ）デバイス、フラッシュメモリデバイス、または他のメモリデバイスであ
り得る。メモリ１２０は、プロセッサ１０２によって実行され得る複数のデータ信号によ
って表される複数の命令および／またはデータを格納できる。
【００３７】
　システムロジックチップ１１６がプロセッサバス１１０およびメモリ１２０に連結され
る。例示された実施形態内のシステムロジックチップ１１６は、メモリコントローラハブ
（ＭＣＨ）である。プロセッサ１０２は、プロセッサバス１１０を介してＭＣＨ１１６と
通信し得る。ＭＣＨ１１６は、命令およびデータストレージのため、およびグラフィック
スコマンド、データおよびテクスチャのストレージのためのメモリ１２０に対し、高帯域
幅メモリパス１１８を提供する。ＭＣＨ１１６は、システム１００内のプロセッサ１０２
、メモリ１２０、および複数の他のコンポーネント間で複数のデータ信号を差し向け、プ
ロセッサバス１１０、メモリ１２０、およびシステムＩ／Ｏ１２２間で複数のデータ信号
をブリッジする。いくつかの実施形態において、システムロジックチップ１１６はグラフ
ィックスコントローラ１１２に連結するためのグラフィックスポートを提供し得る。ＭＣ
Ｈ１１６は、メモリインタフェース１１８を介してメモリ１２０に連結される。グラフィ
ックスカード１１２は、アクセラレーテッドグラフィックスポート（ＡＧＰ）インターコ
ネクト１１４を介してＭＣＨ１１６に連結される。
【００３８】
　システム１００は、ＭＣＨ１１６をＩ／Ｏコントローラハブ（ＩＣＨ）１３０に連結す
べく、周辺ハブインタフェースバス１２２を使用する。ＩＣＨ１３０は、ローカルＩ／Ｏ
バスを介していくつかのＩ／Ｏデバイスへの直接的な接続を提供する。ローカルＩ／Ｏバ
スは、複数の周辺機器をメモリ１２０、チップセット、およびプロセッサ１０２に接続す
るための高速Ｉ／Ｏバスである。いくつかの例は、オーディオコントローラ、ファームウ
ェアハブ（フラッシュＢＩＯＳ）１２８、無線送受信機１２６、データストレージ１２４
、ユーザ入力およびキーボードインタフェースを含むレガシＩ／Ｏコントローラ、ユニバ
ーサルシリアルバス（ＵＳＢ）等のシリアル拡張ポート、およびネットワークコントロー
ラ１３４である。データストレージデバイス１２４は、ハードディスクドライブ、フロッ
ピー（登録商標）ディスクドライブ、ＣＤ－ＲＯＭデバイス、フラッシュメモリデバイス
、または他の大容量ストレージデバイスを含み得る。
【００３９】
　システムの別の実施形態としては、一実施形態に従う命令がシステムオンチップで使用
され得る。システムオンチップの一実施形態は、プロセッサおよびメモリで構成される。
１つのそのようなシステムのためのメモリは、フラッシュメモリである。フラッシュメモ
リは、プロセッサと複数の他のシステムコンポーネントと同一のダイ上に位置され得る。
また、メモリコントローラまたはグラフィックスコントローラ等の他のロジックブロック
もシステムオンチップに位置され得る。
【００４０】
　図１Ｂは、本発明の一実施形態の複数の原理を実装するデータ処理システム１４０を示
す。当業者であれば、本明細書に記載の複数の実施形態は、本発明の複数の実施形態の範
囲を逸脱することなく、代替的な複数の処理システムと共に使用され得ることを容易に理
解するであろう。
【００４１】
　コンピュータシステム１４０は、一実施形態に従う少なくとも１つの命令を実行可能な
処理コア１５９を含む。一実施形態について、処理コア１５９は限定はされないが、ＣＩ
ＳＣ、ＲＩＳＣまたはＶＬＩＷタイプのアーキテクチャを含む、任意のタイプのアーキテ
クチャの処理ユニットを表わす。処理コア１５９はまた、１または複数の処理技術での製
造に好適であってよく、十分に詳細に機械可読媒体上に表されることによって、当該製造
を容易化するのに好適であってよい。
【００４２】



(15) JP 6220453 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

　処理コア１５９は、実行ユニット１４２、レジスタファイルのセット１４５、およびデ
コーダ１４４を含む。処理コア１５９は、本発明の複数の実施形態の理解には必要でない
追加の回路（不図示）も含む。実行ユニット１４２は、処理コア１５９によって受信され
る複数の命令を実行するために使用される。通常の複数のプロセッサ命令の実行に加えて
、実行ユニット１４２は、パックされたデータフォーマットに対し操作を実行するために
、パックされた命令セット１４３内の複数の命令を実行できる。パックされた命令セット
１４３は、本発明の複数の実施形態および他の複数のパックされた命令を実行するための
複数の命令を含む。実行ユニット１４２は内部バスによってレジスタファイル１４５に連
結される。レジスタファイル１４５は、データを含む情報を処理コア１５９上に格納する
ためのストレージ領域を表わす。前述の通り、パックされたデータを格納するために使用
されるストレージ領域は重大ではないことが理解される。実行ユニット１４２は、デコー
ダ１４４に連結される。デコーダ１４４は処理コア１５９によって受信された複数の命令
を複数の制御信号および／またはマイクロコードエントリポイントにデコーディングする
ために使用される。これらの制御信号および／またはマイクロコードエントリポイントに
応答して、実行ユニット１４２は適切な複数の操作を実行する。一実施形態では、命令内
で指示される対応するデータに対し、どの操作が実行されるべきであるかを示す、命令の
オペコードを解釈すべくデコーダが使用される。
【００４３】
　処理コア１５９は、様々な他のシステムデバイスと通信するためのバス１４１に連結さ
れ、当該システムデバイスは限定はされないが、例えば、シンクロナスダイナミックラン
ダムアクセスメモリ（ＳＤＲＡＭ）制御１４６、スタティックランダムアクセスメモリ（
ＳＲＡＭ）制御１４７、バーストフラッシュメモリインタフェース１４８、ＰＣＭＣＩＡ
（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｍｅｍｏｒｙ　ｃａｒｄ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉ
ｏｎａｌ　ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）／コンパクトフラッシュ（登録商標）（ＣＦ）カー
ド制御１４９、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）制御１５０、ダイレクトメモリアクセス（Ｄ
ＭＡ）コントローラ１５１、および代替のバスマスタインタフェース１５２を含んでよい
。一実施形態では、データ処理システム１４０はまた、Ｉ／Ｏバス１５３を介して様々な
Ｉ／Ｏデバイスと通信するためのＩ／Ｏブリッジ１５４を含んでよい。そのようなＩ／Ｏ
デバイスは、限定はされないが例えば、汎用非同期送受信機（ＵＡＲＴ）１５５、ユニバ
ーサルシリアルバス（ＵＳＢ）１５６、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線ＵＡＲＴ１
５７およびＩ／Ｏ拡張インタフェース１５８を含んでよい。
【００４４】
　データ処理システム１４０の一実施形態は、モバイル、ネットワーク、および／または
無線通信および文字列比較操作を含むＳＩＭＤ操作を実行可能な処理コア１５９を提供す
る。処理コア１５９は、ウォルシュアダマール変換、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）、離散
コサイン変換（ＤＣＴ）、およびそれらのそれぞれ逆変換等、色空間変換、ビデオエンコ
ードモーション推定またはビデオデコードモーション補償等の圧縮／圧縮解除技術、およ
びパルス符号変調（ＰＣＭ）等の変／復調（ＭＯＤＥＭ）機能といった別個の複数の変換
を含む、様々なオーディオ、ビデオ、イメージングおよび通信アルゴリズムとともにプロ
グラムされてよい。
【００４５】
　図１Ｃは、セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供するための複数の命令を実行可能
なデータ処理システムの複数の別の代替的な実施形態を示す。１つの代替的な実施形態に
従い、データ処理システム１６０は、メインプロセッサ１６６、ＳＩＭＤコプロセッサ１
６１、キャッシュメモリ１６７、および入／出力システム１６８を含んでよい。任意に、
入／出力システム１６８は無線インタフェース１６９に連結されてよい。ＳＩＭＤコプロ
セッサ１６１は、一実施形態に従う複数の命令を含む複数の操作を実行可能である。処理
コア１７０は、１または複数の処理技術における製造に好適であってよく、十分詳細に機
械可読媒体上に表されることによって、処理コア１７０を含むデータ処理システム１６０
の全部または一部の製造を容易化するのに好適であってよい。
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【００４６】
　一実施形態について、ＳＩＭＤコプロセッサ１６１は、実行ユニット１６２とレジスタ
ファイルのセット１６４とを含む。メインプロセッサ１６６の一実施形態は、実行ユニッ
ト１６２による実行のための一実施形態に従う複数の命令を含む命令セット１６３の複数
の命令を認識するデコーダ１６５を含む。複数の代替的な実施形態について、ＳＩＭＤコ
プロセッサ１６１はまた、命令セット１６３の複数の命令をデコードするデコーダ１６５
Ｂの少なくとも一部を含む。処理コア１７０は、本発明の複数の実施形態の理解には必要
でない追加の回路（不図示）も含む。
【００４７】
　操作において、メインプロセッサ１６６はキャッシュメモリ１６７および入／出力シス
テム１６８との対話を含む一般的なタイプの複数のデータ処理操作を制御する、ストリー
ムのデータ処理命令を実行する。複数のＳＩＭＤコプロセッサ命令は、当該ストリームの
データ処理命令に組み込まれている。メインプロセッサ１６６のデコーダ１６５は、これ
らのＳＩＭＤコプロセッサ命令を、付属のＳＩＭＤコプロセッサ１６１によって実行され
るべきタイプであると認識する。従って、メインプロセッサ１６６は、これらのＳＩＭＤ
コプロセッサ命令（または複数のＳＩＭＤコプロセッサ命令を表わす複数の制御信号）を
コプロセッサバス１７１上に発行し、そこからそれらは任意の付属のＳＩＭＤコプロセッ
サによって受信される。この場合、ＳＩＭＤコプロセッサ１６１は、自身向けの任意の受
信された複数のＳＩＭＤコプロセッサ命令を受け取り、および実行する。
【００４８】
　データは、複数のＳＩＭＤコプロセッサ命令による処理のために、無線インタフェース
１６９を介して受信されてよい。一例では、音声通信が、デジタル信号の形態で受信され
てよく、これは、音声通信を表わす、複数のデジタルオーディオサンプルを再生成すべく
、複数のＳＩＭＤコプロセッサ命令によって処理されてよい。別の例では、圧縮されたオ
ーディオおよび／またはビデオが、デジタルビットストリームの形態で受信されてよく、
それは複数のデジタルオーディオサンプルおよび／または複数のモーションビデオフレー
ムを再生成すべく、複数のＳＩＭＤコプロセッサ命令によって処理されてよい。処理コア
１７０の一実施形態について、一実施形態に従う複数の命令を含む命令セット１６３の複
数の命令を認識すべく、メインプロセッサ１６６、およびＳＩＭＤコプロセッサ１６１は
、実行ユニット１６２、レジスタファイルのセット１６４、およびデコーダ１６５を含む
単一のプロセッシングコア１７０に統合される。
【００４９】
　図２は、本発明の一実施形態に従う、複数の命令を実行するための複数のロジック回路
を含む、プロセッサ２００のためのマイクロアーキテクチャのブロック図である。いくつ
かの実施形態において、一実施形態に従う命令は、バイト、ワード、ダブルワード、クワ
ドワード等のサイズ並びに単精度整数および倍精度整数および浮動小数点のデータタイプ
等のデータタイプを有する複数のデータ要素に対し操作されるよう実装可能である。一実
施形態では、インオーダフロントエンド２０１は、実行される複数の命令をフェッチして
、これらが後に、プロセッサパイプラインで使用される準備をするプロセッサ２００の一
部である。フロントエンド２０１は、いくつかのユニットを含んでよい。一実施形態では
、命令プリフェッチャ２２６は、メモリから複数の命令をフェッチし、それらを命令デコ
ーダ２２８にフィードすると、今度は命令デコーダ２２８がそれらをデコードまたは解釈
する。例えば、一実施形態では、デコーダは、受信された命令を「マイクロ命令」または
「マイクロオペレーション」（マイクロｏｐまたはμｏｐとも呼ばれる）と呼ばれる、機
械が実行可能な１または複数の操作にデコードする。複数の他の実施形態において、一実
施形態に従う複数の操作を実行すべく、デコーダは、命令を、マイクロアーキテクチャに
よって使用されるオペコードおよび対応するデータおよび制御フィールドに解析する。一
実施形態では、トレースキャッシュ２３０は、デコードされた複数のμｏｐを取得し、そ
れらをプログラムで順序付けられたシーケンスに組み立て、または実行のためにμｏｐキ
ュー２３４にトレースする。トレースキャッシュ２３０が複合命令に遭遇すると、マイク
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ロコードＲＯＭ２３２は、操作を完了させるために必要な複数のμｏｐを提供する。
【００５０】
　単一のマイクロオペレーションに変換される命令もあれば、操作全体を完了させるため
に、いくつかのマイクロオペレーションを必要とする命令もある。一実施形態では、１つ
の命令を完了させるために４より多いマイクロオペレーションが必要とされる場合、デコ
ーダ２２８は当該命令を実行すべく、マイクロコードＲＯＭ２３２にアクセスする。一実
施形態では、命令は、命令デコーダ２２８における処理のために、少数のマイクロオペレ
ーションにデコードされ得る。別の実施形態では、当該命令を実現すべく、多数のマイク
ロオペレーションが必要とされる場合、命令はマイクロコードＲＯＭ２３２内に格納され
得る。トレースキャッシュ２３０は、一実施形態に従う１または複数の命令を完了すべく
、マイクロコードＲＯＭ２３２から複数のマイクロコードシーケンスを読み取るための正
しいマイクロ命令ポインタを判断すべく、エントリポイントプログラマブルロジックアレ
イ（ＰＬＡ）を参照する。マイクロコードＲＯＭ２３２が、命令のための複数のマイクロ
オペレーションのシーケンス処理を終了後、機械のフロントエンド２０１は、トレースキ
ャッシュ２３０からの複数のマイクロオペレーションのフェッチを再開する。
【００５１】
　アウトオブオーダ実行エンジン２０３は、複数の命令が実行のための準備をされる場所
である。アウトオブオーダ実行ロジックは、命令がパイプラインを下り、実行のためにス
ケジュールされる際、性能の最適化を行うべく、命令のフローを平滑化および並べ替えを
するための多数のバッファを有する。アロケータロジックは、各μｏｐが実行するために
必要とする複数のバッファとリソースとを機械に割り当てる。レジスタリネーミングロジ
ックは、複数のロジックレジスタをレジスタファイル内の複数のエントリにリネームする
。当該アロケータはまた、命令スケジューラ、すなわちメモリスケジューラ、高速スケジ
ューラ２０２、低速／一般的浮動小数点スケジューラ２０４、および簡易浮動小数点スケ
ジューラ２０６の前に、各μｏｐのエントリを、１つはメモリ操作用およびもう１つは非
メモリ操作用である２つのμｏｐキューの一方に対して割り当てる。μｏｐスケジューラ
２０２、２０４、２０６は、それらの従属入力レジスタオペランドソースの準備状態およ
び当該複数のμｏｐがそれらの操作を完了させる必要のある複数の実行リソースの利用可
能性に基づいて、いつμｏｐが実行の準備が整うかを判断する。一実施形態の高速スケジ
ューラ２０２は、メインクロックサイクルの各半分でスケジュールできるのに対し、複数
の他のスケジューラは、１メインプロセッサクロックサイクルごとに、一度スケジュール
できるのみである。当該複数のスケジューラは、複数のμｏｐを実行のためにスケジュー
ルすべく、複数のディスパッチポートを調整する。
【００５２】
　レジスタファイル２０８、２１０が、スケジューラ２０２、２０４、２０６と、実行ブ
ロック２１１内の実行ユニット２１２、２１４、２１６、２１８、２２０、２２２、２２
４との間に存在する。それぞれ整数操作用および浮動小数点操作用に、別個のレジスタフ
ァイル２０８、２１０が存在する。一実施形態の各レジスタファイル２０８、２１０は、
新たな従属μｏｐへのレジスタファイルにまだ書き込みが行われていない、完了したばか
りの複数の結果を迂回または転送できる、バイパスネットワークも含む。整数レジスタフ
ァイル２０８および浮動小数点レジスタファイル２１０も、互いにデータの通信が可能で
ある。一実施形態では、整数レジスタファイル２０８は、２つの別個のレジスタファイル
に分割され、１つのレジスタファイルがデータの下位３２ビット用であり、第２のレジス
タファイルが、データの上位３２ビット用である。一実施形態の浮動小数点レジスタファ
イル２１０は、複数の浮動小数点命令は通常、６４から１２８ビット幅のオペランドを有
するので、１２８ビット幅のエントリを有する。
【００５３】
　実行ブロック２１１は、複数の命令が実際に実行される実行ユニット２１２、２１４、
２１６、２１８、２２０、２２２、２２４を含む。このセクションは、複数のマイクロ命
令が実行する必要のある整数および浮動小数点のデータオペランド値を格納するレジスタ
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ファイル２０８、２１０を含む。一実施形態のプロセッサ２００は、アドレス生成ユニッ
ト（ＡＧＵ）２１２、ＡＧＵ２１４、高速ＡＬＵ２１６、高速ＡＬＵ２１８、低速ＡＬＵ
２２０、浮動小数点ＡＬＵ２２２、浮動小数点移動ユニット２２４といった、多数の実行
ユニットから構成される。一実施形態について、浮動小数点実行ブロック２２２、２２４
は、浮動小数点、ＭＭＸ、ＳＩＭＤ、およびＳＳＥ、または他の複数の操作を実行する。
一実施形態の浮動小数点ＡＬＵ２２２は、除算、平方根、および剰余のマイクロオペレー
ションを実行する、６４ビット単位の浮動小数点除算器を含む。本発明の複数の実施形態
について、浮動小数点値を伴う複数の命令は、浮動小数点ハードウェアで処理されてよい
。一実施形態では、複数のＡＬＵ操作は、高速ＡＬＵ実行ユニット２１６、２１８に進む
。一実施形態の高速ＡＬＵ２１６、２１８は、１クロックサイクルの半分の有効レイテン
シで、複数の高速操作を実行できる。一実施形態について、低速ＡＬＵ２２０は、乗算、
シフト、フラグロジック、および分岐処理等の長いレイテンシタイプの操作のための整数
実行ハードウェアを含むので、多くの複雑な整数操作は、低速ＡＬＵ２２０に行く。メモ
リロード／格納操作は、ＡＧＵ２１２、２１４によって実行される。一実施形態について
、整数ＡＬＵ２１６、２１８、２２０は、複数の６４ビットのデータオペランドに対して
複数の整数操作を実行する文脈において記載されている。複数の代替的な実施態様におい
て、１６、３２、１２８、２５６等を含む様々なデータビットをサポートすべく、ＡＬＵ
２１６、２１８、２２０は実装可能である。同様に、様々な幅のビットを有するオペラン
ドの範囲をサポートすべく、浮動小数点ユニット２２２、２２４は実装され得る。一実施
形態について、浮動小数点ユニット２２２、２２４は、ＳＩＭＤ命令およびマルチメディ
ア命令と連携し、１２８ビット幅の複数のパックされたデータオペランドに対して操作で
きる。
【００５４】
　一実施形態では、μｏｐスケジューラ２０２、２０４、２０６は、親のロードが実行を
終了する前に、複数の従属操作をディスパッチする。複数のμｏｐがプロセッサ２００内
で推論的にスケジュールおよび実行されるので、プロセッサ２００はメモリミスを処理す
るロジックも含む。データロードがデータキャッシュ内でミスされると、スケジューラに
一時的に誤ったデータを残す、複数の従属操作がパイプライン内にインフライトで存在す
る可能性がある。やり直しメカニズムは、誤ったデータを使用する複数の命令を追跡およ
び再実行する。複数の従属操作のみがやり直しの必要があり、複数の独立操作は完了を許
可される。プロセッサの一実施形態に係る複数のスケジューラおよびやり直しメカニズム
はまた、セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する複数の命令を捕獲するよう設計さ
れている。
【００５５】
　用語「複数のレジスタ」は、複数のオペランドを識別する複数の命令の一部として使用
される複数のオンボードプロセッサストレージの位置を指してよい。換言すれば、複数の
レジスタは、プロセッサの外部（プログラマーからの視点から）から使用可能なものであ
ってよい。しかしながら、一実施形態の複数のレジスタは、特定のタイプの回路を意味す
ることに限定されるべきではない。むしろ、一実施形態のレジスタは、データを格納およ
び提供し、本明細書に記載の複数の機能を実行可能である。本明細書に記載の複数のレジ
スタは、複数の専用物理レジスタ、レジスタリネーミングを使用する動的に割り当てられ
た物理レジスタ、専用物理レジスタおよび動的に割り当てられた物理レジスタの組み合わ
せ等といった、任意の数の異なる技術を使用し、プロセッサ内の回路によって実装可能で
ある。一実施形態では、複数の整数レジスタは３２ビットの整数データを格納する。一実
施形態のレジスタファイルは、パックされたデータに対して、８つのマルチメディアＳＩ
ＭＤレジスタを含む。以下の説明において、複数のレジスタは、カリフォルニア州サンタ
クララのインテルコーポレーションのＭＭＸ技術で有効化される複数のマイクロオペレー
ションロセッサ内の複数の６４ビット幅のＭＭＸ（登録商標）レジスタ（場合によっては
複数の「ｍｍ」レジスタとして称される）のようなパックされたデータを保持するよう設
計された複数のデータレジスタとして理解される。整数および浮動小数点形態の両方で利
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用可能なこれらのＭＭＸレジスタは、ＳＩＭＤおよびＳＳＥ命令に伴う複数のパックされ
たデータ要素とともに操作され得る。同様に、ＳＳＥ２、ＳＳＥ３、ＳＳＥ４、あるいは
それより上（一般的に「ＳＳＥｘ」として称される）に関連する１２８ビット幅のＸＭＭ
レジスタ技術も、そのような複数のパックされたデータオペランドを保持すべく使用され
得る。一実施形態では、パックされたデータおよび整数データを格納する際、複数のレジ
スタは、２つのデータタイプ間で区別する必要はない。一実施形態では、整数および浮動
小数点は、同一のレジスタファイルまたは異なるレジスタファイルのいずれかに格納され
る。更に、一実施形態では、浮動小数点および整数データは、複数の異なるレジスタまた
は同一のレジスタに格納されてよい。
【００５６】
　以下の図面の例では、多数のデータオペランドが記載される。図３Ａは、本発明の一実
施形態に従う複数のマルチメディアレジスタ内の様々なパックされたデータタイプの表現
を示す。図３Ａは、複数の１２８ビット幅のオペランドのための、パックされたバイト３
１０、パックされたワード３２０、およびパックされたダブルワード（ｄｗｏｒｄ）３３
０のためのデータタイプを示す。この例に係るパックされたバイトフォーマット３１０は
１２８ビット長であり、１６のパックされたバイトのデータ要素を含む。１バイトは、こ
こでは８ビットのデータとして定義される。各バイトのデータ要素の情報は、バイト０用
のビット０～ビット７、バイト１用のビット８～ビット１５、バイト２用のビット１６～
ビット２３、および最後にバイト１５用のビット１２０～ビット１２７に格納される。し
たがって、すべての利用可能なビットは、レジスタ内で使用される。このストレージ構成
は、プロセッサのストレージ効率を上げる。また、１６のデータ要素がアクセスされる状
態にあるので、１操作が１６のデータ要素に対して並列的に実行され得る。
【００５７】
　概して、１つのデータ要素は、同一の長さの他の複数のデータ要素とともに、単一のレ
ジスタまたはメモリ位置に格納される個々のデータである。ＳＳＥｘ技術に関連する複数
のパックされたデータシーケンスにおいて、１つのＸＭＭレジスタ内に格納されたデータ
要素数は、個々のデータ要素のビット長で分割された１２８ビットである。同様に、ＭＭ
ＸおよびＳＳＥ技術に関連する複数のパックされたデータシーケンスにおいて、１つのＭ
ＭＸレジスタに格納されたデータ要素数は、個々のデータ要素のビット長で分割された６
４ビットである。図３Ａに示される複数のデータタイプは、１２８ビット長であるが、本
発明の複数の実施形態はまた、６４ビット幅、２５６ビット幅、５１２ビット幅、または
他のサイズのオペランドとともに操作できる。この例に係るパックされたワードフォーマ
ット３２０は１２８ビット長であり、８つのパックされたワードのデータ要素を含む。各
パックされたワードは、１６ビットの情報を含む。図３Ａのパックされたダブルワードフ
ォーマット３３０は１２８ビット長であり、４つのパックされたダブルワードのデータ要
素を含む。各パックされたダブルワードのデータ要素は、３２ビットの情報を含む。パッ
クされたクワドワードは１２８ビット長であり、２つのパックされたクワドワードのデー
タ要素を含む。
【００５８】
　図３Ｂは、代替のレジスタ内のデータストレージフォーマットを示す。各パックされた
データは、１つより多い独立したデータ要素を含み得る。パックされたハーフ３４１、パ
ックされたシングル３４２、パックされたダブル３４３の３つのパックされたデータフォ
ーマットが示されている。パックされたハーフ３４１、パックされたシングル３４２、お
よびパックされたダブル３４３の一実施形態は、複数の固定小数点のデータ要素を含む。
代替的な実施形態について、パックされたハーフ３４１、パックされたシングル３４２、
およびパックされたダブル３４３のうちの１または複数は、浮動小数点のデータ要素を含
んでよい。パックされたハーフ３４１の１つの代替的な実施形態は、８つの１６ビットの
データ要素を含む、１２８ビット長である。パックされたシングル３４２の一実施形態は
１２８ビット長であり、４つの３２ビットのデータ要素を含む。パックされたダブル３４
３の一実施形態は１２８ビット長であり、２つの６４ビットのデータ要素を含む。そのよ
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うな複数のパックされたデータフォーマットは更に、例えば９６ビット、１６０ビット、
１９２ビット、２２４ビット、２５６ビット、５１２ビットまたはそれより多いビットと
いった、他のレジスタ長に拡張されてよいことが理解されるであろう。
【００５９】
　図３Ｃは、本発明の一実施形態に従う複数のマルチメディアレジスタ内の様々な符号付
きおよび符号なしのパックされたデータタイプの表現を示す。符号なしのパックされたバ
イト表現３４４は、ＳＩＭＤレジスタ内の符号なしのパックされたバイトのストレージを
示す。各バイトのデータ要素の情報は、バイト０用のビット０～ビット７、バイト１用の
ビット８～ビット１５、バイト２用のビット１６～ビット２３等、および最後にバイト１
５用のビット１２０～ビット１２７に格納される。したがって、すべての利用可能なビッ
トはレジスタ内で使用される。このストレージ構成が、プロセッサのストレージ効率を上
げることができる。また、１６のデータ要素がアクセスされる状態にあるので、１操作が
１６のデータ要素に対して並列的に実行され得る。符号付きのパックされたバイト表現３
４５は、符号付きのパックされたバイトのストレージを示す。各バイトのデータ要素の第
８番目のビットが符号インジケータである点に留意されたい。符号なしのパックされたワ
ード表現３４６は、ワード０からワード７がＳＩＭＤレジスタにどのように格納されるか
を示す。符号付きのパックされたワード表現３４７は、符号なしのパックされたワードの
レジスタ内表現３４６に類似している。各ワードのデータ要素の第１６番目のビットが符
号インジケータである点に留意されたい。符号なしのパックされたダブルワード表現３４
８は、ダブルワードのデータ要素がどのように格納されるかを示す。符号付きのパックさ
れたダブルワード表現３４９は、符号なしのパックされたダブルワードのレジスタ内表現
３４８に類似している。必要な符号ビットは、各ダブルワードのデータ要素の第３２番目
のビットである点に留意されたい。
【００６０】
　図３Ｄは、カリフォルニア州サンタクララのインテルコーポレーションのｗｏｒｌｄ－
ｗｉｄｅ－ｗｅｂ（ｗｗｗ）のintel.com/products/processor/manuals/から入手可能な
「Ｉｎｔｅｌ（登録商標）６４　ａｎｄ　ＩＡ－３２　Ｉｎｔｅｌ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ
ｕｒｅ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ'ｓ　Ｍａｎｕａｌ　Ｃｏｍｂｉｎｅｄ
　Ｖｏｌｕｍｅｓ　２Ａ　ａｎｄ　２Ｂ：Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔ　Ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅ　Ａ－Ｚ」に記載されたオペコードフォーマットタイプに対応する、３２ビット
またはそれより多いビットおよびレジスタ／メモリオペランドアドレス指定モードを有す
る、オペレーションエンコーディング（オペコード）フォーマット３６０の一実施形態の
図である。一実施形態では、命令は、フィールド３６１および３６２のうちの１または複
数によってエンコードされてよい。最大２つのソースオペランド識別子３６４および３６
５を含み、１命令につき最大２つのオペランドの位置が識別されてよい。一実施形態につ
いて、デスティネーションオペランド識別子３６６はソースオペランド識別子３６４と同
一であるのに対し、複数の他の実施形態において、それらは異なる。代替的な実施形態に
ついて、デスティネーションオペランド識別子３６６はソースオペランド識別子３６５と
同一であるのに対し、複数の他の実施形態において、それらは異なる。一実施形態では、
ソースオペランド識別子３６４および３６５によって識別されるソースオペランドのうち
の１つが、命令の結果によって上書きされるのに対し、複数の他の実施形態においては、
識別子３６４がソースレジスタ要素に対応し、識別子３６５がデスティネーションレジス
タ要素に対応する。一実施形態では、オペランド識別子３６４および３６５が、３２ビッ
トまたは６４ビットのソースおよびデスティネーションオペランドを識別するために使用
されてよい。
【００６１】
　図３Ｅは、４０またはそれより多いビットを有する、別の代替的なオペレーションエン
コーディング（オペコード）フォーマット３７０の図である。オペコードフォーマット３
７０は、オペコードフォーマット３６０に対応し、オプションのプレフィックスバイト３
７８を含む。一実施形態に従う命令は、フィールド３７８、３７１、および３７２のうち
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の１または複数によってエンコードされてよい。１命令につき最大２つのオペランド位置
がソースオペランド識別子３７４および３７５によって、およびプレフィックスバイト３
７８によって識別されてよい。一実施形態について、３２ビットまたは６４ビットのソー
スオペランドおよびデスティネーションオペランドを識別すべく、プレフィックスバイト
３７８が使用されてよい。一実施形態について、デスティネーションオペランド識別子３
７６は、ソースオペランド識別子３７４と同一であるのに対し、複数の他の実施形態にお
いて、それらは異なる。代替的な実施形態について、デスティネーションオペランド識別
子３７６はソースオペランド識別子３７５と同一であるのに対し、複数の他の実施形態に
おいて、それらは異なる。一実施形態では、命令は、オペランド識別子３７４および３７
５によって識別された複数のオペランドのうちの１または複数に対して操作され、オペラ
ンド識別子３７４および３７５によって識別される１または複数のオペランドは、命令の
結果によって上書きされるのに対し、複数の他の実施形態においては、識別子３７４およ
び３７５によって識別される複数のオペランドは別のレジスタ内の別のデータ要素に書き
込まれる。オペコードフォーマット３６０および３７０は、レジスタ対レジスタ、メモリ
対レジスタ、メモリによるレジスタ、レジスタによるレジスタ、即値によるレジスタ、レ
ジスタ対ＭＯＤフィールド３６３と３７３およびオプションのスケールインデックスベー
スバイトと変位バイトとによって部分的に指定されるメモリアドレス指定を可能にする。
【００６２】
　次に図３Ｆを参照すると、いくつかの代替的な実施形態において、６４ビット（または
１２８ビット、または２５６ビット、または５１２ビットまたはそれより多いビット）の
単一命令複数データ（ＳＩＭＤ）の複数の算術操作が、コプロセッサデータ処理（ＣＤＰ
）命令を介して実行されてよい。オペレーションエンコーディング（オペコード）フォー
マット３８０は、ＣＤＰオペコードフィールド３８２と３８９を有する１つのそのような
ＣＤＰ命令を示す。このタイプのＣＤＰ命令に係る複数の代替的な実施形態について、複
数の操作がフィールド３８３、３８４、３８７、および３８８のうちの１または複数によ
ってエンコードされてよい。最大２つのソースオペランド識別子３８５と３９０、および
１つのデスティネーションオペランド識別子３８６を含み、１命令につき最大３つのオペ
ランドの位置が識別されてよい。コプロセッサの一実施形態は、８、１６、３２、および
６４ビット値に対し、操作できる。一実施形態について、命令は複数の整数のデータ要素
に対して実行される。いくつかの実施形態において、命令は条件フィールド３８１を使用
して、条件的に実行されてよい。いくつかの実施形態について、ソースデータのサイズが
フィールド３８３によってエンコードされてよい。いくつかの実施形態において、複数の
ＳＩＭＤフィールドに対し、ゼロ（Ｚ）、負（Ｎ）、繰り上げ（Ｃ）、およびオーバーフ
ロー（Ｖ）の検出がなされ得る。いくつかの命令について、飽和タイプがフィールド３８
４によってエンコードされてよい。
【００６３】
　次に図３Ｇを参照すると、カリフォルニア州サンタクララのインテルコーポレーション
のｗｏｒｌｄ－ｗｉｄｅ－ｗｅｂ（ｗｗｗ）のintel.com/products/processor/manuals/
から入手可能な「Ｉｎｔｅｌ（登録商標）　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｖｅｃｔｏｒ　Ｅｘｔｅ
ｎｓｉｏｎｓ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ」に記載されたオペコード
フォーマットタイプに対応する、別の実施形態に従うセキュア暗号ハッシュラウンド機能
を提供するための別の代替的なオペレーションエンコーディング（オペコード）フォーマ
ット３９７の図である。
【００６４】
　様々なフォーマットのアドレスシラブルを持つ１バイトのオペコードと、追加の複数の
バイトに含まれる即値オペランドとのために、元のｘ８６命令セットは提供されており、
即値オペランドの存在は、最初の「オペコード」バイトから認識された。また、オペコー
ドに対する複数の修飾子として予約された複数の特定のバイト値が存在した（命令の前に
配置される必要があったことから、プレフィックスと称される）。２５６オペコードバイ
トの元のパレット（これらの特別なプレフィックス値を含む）が使用され尽くすと、単一
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のバイトが新しいセットの２５６オペコードへのエスケープとして専用化された。複数の
ベクトル命令（例えば、ＳＩＭＤ）が追加されたら、より多くのオペコードの必要性が生
じるので、たとえプレフィックスの使用を介して拡張された場合であっても、「２バイト
」オペコードマッピングは不十分であった。この目的のために、２バイトに更に、オプシ
ョンのプレフィックスを識別子として使用する複数の追加のマップ内に、複数の新しい命
令が追加された。
【００６５】
　また、６４ビットモードの追加のレジスタを容易化すべく、プレフィックスとオペコー
ドとの間に追加のプレフィックス（「ＲＥＸ」と称する）が使用されてよい（および、オ
ペコードを判断するために必要な任意のエスケープバイト）。一実施形態では、６４ビッ
トモードの複数の追加のレジスタの使用を示すべく、ＲＥＸは４つの「ペイロード」ビッ
トを有してよい。複数の他の実施形態において、ＲＥＸは４ビットより少ないまたは多い
ビットを有してよい。少なくとも１つの命令セットの一般的なフォーマット（フォーマッ
ト３６０および／またはフォーマット３７０に概して対応する）は一般的に、以下のよう
に示される。[prefixes] [rex] escape [escape2] opcode modrm（等）。
【００６６】
　オペコードフォーマット３９７は、オペコードフォーマット３７０に対応し、最も一般
的に使用される他のレガシ命令プレフィックスバイトおよびエスケープコードに代わるオ
プションのＶＥＸプレフィックスバイト３９１（一実施形態では、１６進数の「Ｃ４」で
開始する）を含む。例えば、以下は、命令をエンコードするための２つのフィールドを使
用する一実施形態を示す。それは、元の命令内に第２のエスケープコードが存在する場合
、またはＲＥＸフィールド内で複数の追加のビット（例えば、ＸＢフィールドおよびＷフ
ィールド）が使用される必要がある場合に、使用されてよい。以下に示される実施形態で
は、レガシエスケープが新しいエスケープ値によって表され、複数のレガシプレフィック
スは複数の「ペイロード」バイトの一部として全体的に圧縮され、複数のレガシプレフィ
ックスは将来の拡張のために再利用されて利用可能であり、第２のエスケープコードは、
利用可能な将来のマップまたは特徴空間とともに「マップ」フィールドに圧縮され、複数
の新しい特徴（例えば、増大されたベクトル長および追加のソースレジスタ指定子）が追
加される。
【００６７】
【数１】

【００６８】
　一実施形態に従う命令が、フィールド３９１および３９２のうちの１または複数によっ
てエンコードされてよい。１命令につき最大４つのオペランド位置が、ソースオペランド
識別子３７４および３７５との組み合わせ、およびオプションのスケールインデックスベ
ース（ＳＩＢ）識別子３９３と、オプションの変位識別子３９４と、オプションの即値バ
イト３９５との組み合わせによるフィールド３９１によって識別されてよい。一実施形態
について、３２ビット若しくは６４ビットのソースオペランドおよびデスティネーション
オペランド、並びに／または１２８ビット若しくは２５６ビットのＳＩＭＤレジスタオペ
ランドまたはメモリオペランドを識別すべく、ＶＥＸプレフィックスバイト３９１が使用
されてよい。一実施形態について、オペコードフォーマット３９７によって提供される機
能は、オペコードフォーマット３７０と冗長的であってよいのに対して、複数の他の実施
形態においては、それらは異なる。オペコードフォーマット３７０および３９７は、レジ
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即値によるレジスタ、レジスタ対ＭＯＤフィールド３７３、およびオプションの（ＳＩＢ
）識別子３９３と、オプションの変位識別子３９４と、オプションの即値バイト３９５と
によって部分的に指定されるメモリアドレス指定を可能にする。
【００６９】
　次に図３Ｈを参照すると、別の実施形態に従う、セキュア暗号ハッシュラウンド機能を
提供するための別の代替的なオペレーションエンコーディング（オペコード）フォーマッ
ト３９８の図である。オペコードフォーマット３９８は、オペコードフォーマット３７０
および３９７に対応し、最も一般的に使用される他の複数のレガシ命令プレフィックスバ
イトおよびエスケープコードに代わり、追加の機能を提供するためのオプションのＥＶＥ
Ｘプレフィックスバイト３９６（一実施形態では、１６進数の「６２」から開始）を含む
。一実施形態に従う命令は、フィールド３９６および３９２のうちの１または複数によっ
てエンコードされてよい。１命令につき最大４つのオペランド位置およびマスクが、ソー
スオペランド識別子３７４と３７５との組み合わせ、およびオプションのスケールインデ
ックスベース（ＳＩＢ）識別子３９３と、オプションの変位識別子３９４と、オプション
の即値バイト３９５との組み合わせによるフィールド３９６によって識別されてよい。一
実施形態について、３２ビット若しくは６４ビットのソースオペランドおよびデスティネ
ーションオペランド、並びに／または１２８ビット、２５６ビット若しくは５１２ビット
のＳＩＭＤレジスタオペランドまたはメモリオペランドを識別すべく、ＥＶＥＸプレフィ
ックスバイト３９６が使用されてよい。一実施形態について、オペコードフォーマット３
９８によって提供される機能は、オペコードフォーマット３７０または３９７と冗長的で
あってよいのに対して、複数の他の実施形態においては、それらは異なる。オペコードフ
ォーマット３９８は、レジスタ対レジスタ、メモリ対レジスタ、メモリによるレジスタ、
レジスタによるレジスタ、即値によるレジスタ、レジスタ対ＭＯＤフィールド３７３、お
よびオプションの（ＳＩＢ）識別子３９３と、オプションの変位識別子３９４と、オプシ
ョンの即値バイト３９５とによって部分的に指定される複数のマスク付きのメモリアドレ
ス指定を可能にする。少なくとも１つの命令セットの一般的なフォーマット（フォーマッ
ト３６０および／またはフォーマット３７０に概して対応する）は一般的に、以下のよう
に示される。evex1 RXBmmmmm WvvvLpp evex4 opcode modrm [sib] [disp] [imm]
【００７０】
　一実施形態について、ＥＶＥＸフォーマット３９８に従いエンコードされた命令は、追
加の新しい特徴とともにセキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供すべく使用され得る追
加の複数の「ペイロード」ビットを有してよい。追加の新しい特徴としては例えば、ユー
ザ構成可能マスクレジスタ、または追加のオペランド、または１２８ビット、２５６ビッ
ト若しくは５１２ビットのベクトルレジスタからの選択、または選択される、より多くの
レジスタ等がある。
【００７１】
　例えば、暗黙的なマスクを持つセキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供するために、
ＶＥＸフォーマット３９７が使用されてよい場合、明示的なユーザ構成可能マスクを持つ
セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供すべく、ＥＶＥＸフォーマット３９８が使用さ
れてよい。また、１２８ビットまたは２５６ビットのベクトルレジスタに対しセキュア暗
号ハッシュラウンド機能を提供するために、ＶＥＸフォーマット３９７が使用されてよい
場合、１２８ビット、２５６ビット、５１２ビットまたはそれより大きい（または小さい
）ベクトルレジスタに対しセキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供するために、ＥＶＥ
Ｘフォーマット３９８が使用されてよい。
【００７２】
　セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供するための複数の例示的命令が、以下の複数
の例によって示される。
【００７３】
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【表１】

【００７４】
　例えば、計算の過剰な複雑度または許容不能な遅延を要求することなく、攻撃を阻止す
るための精選された調整を可能とし、処理における所望のサービス品質を減じることなく
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、負荷分散および／またはサービス拒否攻撃に対する防御等を提供する複数のアプリケー
ション内でセキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供すべく、上記の例示のようなセキュ
ア暗号ハッシュアルゴリズムを採用するための複数の命令が使用されてよいことが理解さ
れるであろう。いくつかの実施形態は、セキュア暗号ハッシュアルゴリズムを実行するた
めのラウンド数の範囲を指定してよい（例えば、即値オペランド内で）。例えば、一実施
形態では、即値バイトオペランド内の０ｘ０Ｆの１６進数の範囲は、上記命令が暗号ハッ
シュアルゴリズムのすべての１６の反復を実行することを指示し得るのに対し、即値バイ
トオペランド内の０ｘＦＦの１６進数の範囲は、命令が１６の反復のうち１ラウンドのみ
実行することを指示し得る、あるいは即値バイトオペランド内の０ｘＦ８の１６進数の範
囲は、命令が暗号ハッシュアルゴリズムの復号化モードで、１６ラウンドのうち９ラウン
ドまでの反復を実行することを指示し得る。ハッシュアルゴリズムとして暗号を採用する
際の予期しない利点の１つは、一方向ハッシュアルゴリズムに対し、それは可逆的である
という点である。それは、攻撃（例えば、サービス拒否攻撃）を阻止するための新しいキ
ーの挿入を許可すると同時に、所望の特性（例えば、持続的および／または一貫性のある
ハッシュ）を提供する負荷分散のためのキー設計に寄与し得ることが理解されるであろう
。ハッシュアルゴリズムとして、暗号化の指定された反復数のみを実行することの別の予
期しない利点は、複数の異なるキーセットが各ラウンドまたはラウンド反復の範囲に対し
て使用されてよいことであり、それにより標準的なサブキースケジュールを使用すること
では不可能な暗号結果をもたらす。
【００７５】
　ハッシュラウンドの指定された反復数のみを実行する、複数のセキュア暗号ハッシュラ
ウンド命令を提供することによって、複数のキーの前処理および攻撃を阻止するための予
め定められた複数のキーの独自のセットからの１または複数のキーオペランドの選択とい
った他のプロセッシングと同時に、プロセッサパイプライン内のハッシュアルゴリズムの
実行を可能にし得ることも理解されるであろう。つまり、ハッシュラウンドの単一の反復
が３サイクル（例えば、１ラウンドにつき３サイクル）のパイプラインレイテンシを有し
得る場合、複数の結果をパイプライン経由で戻しバイパスすることによって、２回の反復
が４サイクル（例えば、１ラウンドにつき２サイクル）のみのレイテンシを有してよく、
４回の反復が６サイクル（例えば、１ラウンドにつき１．５サイクル）のみのレイテンシ
を有してよく、５回の反復が７サイクル（例えば、１ラウンドにつき１．４サイクル）の
みのレイテンシを有してよい。４、６または７サイクルのそれらのパイプラインレイテン
シ中、他の有用なプロセッシングが、セキュア暗号ハッシュと並列的または同時に実行さ
れてよい。したがって、暗号アルゴリズムのラウンド反復の合計数より少ない反復数（例
えば、２、４または５回の反復）を有する、複数のセキュア暗号ハッシュアルゴリズムラ
ウンドのための命令を提供することによって、スーパースカラ実行パイプライン、および
／またはアウトオブオーダプロセッサパイプライン内の他の複数の命令の同時実行を許可
し、それによって著しく処理スループットを改善させ、汎用プロセッサに関連付けられた
製造処理改善のための度数スケーリングを利用させる。
【００７６】
　図４Ａは、本発明の少なくとも１つの実施形態に従う、インオーダパイプラインおよび
レジスタリネーミングステージ、アウトオブオーダ発行／実行パイプラインを示すブロッ
ク図である。図４Ｂは、本発明の少なくとも１つの実施形態に従う、インオーダアーキテ
クチャコアおよびレジスタリネーミングロジック、プロセッサ内に含まれるアウトオブオ
ーダ発行／実行ロジックを示すブロック図である。図４Ａの実線のボックスは、インオー
ダパイプラインを示す一方、破線のボックスは、レジスタリネーミング、アウトオブオー
ダ発行／実行パイプラインを示す。同様に、図４Ｂ内の実線のボックスはインオーダアー
キテクチャロジックを示す一方、破線のボックスはレジスタリネーミングロジックおよび
アウトオブオーダ発行／実行ロジックを示す。
【００７７】
　図４Ａでは、プロセッサパイプライン４００は、フェッチステージ４０２、長さデコー
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ドステージ４０４、デコードステージ４０６、割り当てステージ４０８、リネーミングス
テージ４１０、スケジューリング（ディスパッチまたは発行としても知られる）ステージ
４１２、レジスタ読み取り／メモリ読み取りステージ４１４、実行ステージ４１６、ライ
トバック／メモリ書き込みステージ４１８、例外処理ステージ４２２およびコミットステ
ージ４２４を含む。
【００７８】
　図４Ｂでは、矢印は２または２より多いユニット間の連結を示し、矢印の方向は、それ
らのユニット間のデータフローの方向を示す。図４Ｂは、実行エンジンユニット４５０に
連結されたフロントエンドユニット４３０を含むプロセッサコア４９０を示し、両方とも
メモリユニット４７０に連結されている。
【００７９】
　コア４９０は、縮小命令セットコンピューティング（ＲＩＳＣ）コア、複合命令セット
コンピューティング（ＣＩＳＣ）コア、超長命令語（ＶＬＩＷ）コアまたはハイブリッド
若しくは代替的なコアタイプであってよい。更に別のオプションとして、コア４９０は例
えば、ネットワークまたは通信コア、圧縮エンジン、グラフィックスコア等の特定用途の
コアであってよい。
【００８０】
　フロントエンドユニット４３０は、命令キャッシュユニット４３４に連結された分岐予
測ユニット４３２を含み、命令キャッシュユニット４３４は、命令トランスレーションル
ックアサイドバッファ（ＴＬＢ）４３６に連結され、ＴＬＢ４３６は、命令フェッチユニ
ット４３８に連結され、命令フェッチユニット４３８は、デコードユニット４４０に連結
される。デコードユニットまたはデコーダは、複数の命令をデコードし、出力として１ま
たは複数のマイクロオペレーション、マイクロコードエントリポイント、マイクロ命令、
他の命令、あるいは他の制御信号を生成してよい。他の制御信号は、複数の元の命令から
デコードされ、あるいは複数の元の命令を他のように反映し、あるいは複数の元の命令か
ら派生される。デコーダは、様々な異なるメカニズムを使用して実装されてよい。好適な
メカニズムの例は限定はされないが、複数のルックアップテーブル、ハードウェア実装、
プログラマブルロジックアレイ（ＰＬＡ）、マイクロコードリードオンリメモリ（ＲＯＭ
）等を含む。命令キャッシュユニット４３４は更に、メモリユニット４７０内のレベル２
（Ｌ２）キャッシュユニット４７６に連結される。デコードユニット４４０は、実行エン
ジンユニット４５０内のリネーム／アロケータユニット４５２に連結される。
【００８１】
　実行エンジンユニット４５０は、リタイアユニット４５４および１または複数スケジュ
ーラユニットのセット４５６に連結されたリネーム／アロケータユニット４５２を含む。
スケジューラユニット４５６は、複数の予約ステーション、中央命令ウィンドウ等を含む
、任意の数の異なるスケジューラを表わす。スケジューラユニット４５６は、物理レジス
タファイルユニット４５８に連結される。複数の物理レジスタファイルユニット４５８の
各々は、１または複数の物理レジスタファイルを表し、物理レジスタファイルのうちの異
なるそれぞれは、スカラ整数、スカラ浮動小数点、パックされた整数、パックされた浮動
小数点、ベクトル整数、ベクトル浮動小数点等、ステータス（例えば、次に実行されるべ
き命令のアドレスである命令ポインタ）等のような、１または複数の異なるデータタイプ
を格納する。物理レジスタファイルユニット４５８は、リタイアユニット４５４に重ねら
れており、レジスタリネーミングおよびアウトオブオーダ実行が実装され得る様々な方法
を示す（例えば、リオーダバッファおよびリタイアレジスタファイルを使用する、将来の
ファイル、履歴バッファ、およびリタイアレジスタファイルを使用する、レジスタマップ
およびレジスタプール等を使用する）。概して、複数のアーキテクチャレジスタは、プロ
セッサの外部から、またはプログラマの視点から可視状態にある。当該レジスタは、任意
の既知の特定のタイプの回路に限定はされない。様々な異なるタイプのレジスタが、本明
細書の記載通り、データを格納および提供可能な限り、好適である。複数の好適なレジス
タの例は限定はされないが、複数の専用物理レジスタ、レジスタリネーミングを使用する
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動的に割り当てられた物理レジスタ、専用物理レジスタおよび動的に割り当てられた物理
レジスタの組み合わせ等を含む。リタイアユニット４５４および物理レジスタファイルユ
ニット４５８は、実行クラスタ４６０に連結される。実行クラスタ４６０は、１または複
数の実行ユニット４６２のセットおよび１または複数のメモリアクセスユニット４６４の
セットを含む。実行ユニット４６２は、様々なタイプのデータ（例えば、スカラ浮動小数
点、パックされた整数、パックされた浮動小数点、ベクトル整数、ベクトル浮動小数点）
に対し、様々な操作（例えば、複数のシフト、加算、減算、乗算）を実行してよい。いく
つかの実施形態は、特定の複数の関数または複数の関数セット専用の多数の実行ユニット
を含んでよい一方で、複数の他の実施形態は、１つのみの実行ユニットまたはユニットの
すべてが全部の関数を実行する複数の実行ユニットを含んでよい。スケジューラユニット
４５６、物理レジスタファイルユニット４５８、および実行クラスタ４６０は、複数とし
て示される可能性があるが、その理由は、特定の複数の実施形態は、特定のタイプのデー
タ／操作に対して複数の個別のパイプラインを作成するからである（例えば、各々が自己
のスケジューラユニット、物理レジスタファイルユニット、および／または実行クラスタ
を有するスカラ整数パイプライン、スカラ浮動小数点／パックされた整数／パックされた
浮動小数点／ベクトル整数／ベクトル浮動小数点パイプライン、および／またはメモリア
クセスパイプライン、および別個のメモリアクセスパイプラインの場合、このパイプライ
ンの実行クラスタのみがメモリアクセスユニット４６４を有する特定の複数の実施形態が
実装される）。複数の個別のパイプラインが使用される場合、これらのパイプラインのう
ちの１または複数がアウトオブオーダ発行／実行であり、残りがインオーダであってよい
ことも理解されたい。
【００８２】
　メモリアクセスユニット４６４のセットは、データＴＬＢユニット４７２を含むメモリ
ユニット４７０に連結され、データＴＬＢユニット４７２は、データキャッシュユニット
４７４に連結され、データキャッシュユニット４７４は、レベル２（Ｌ２）キャッシュユ
ニット４７６に連結される。一例示的な実施形態において、メモリアクセスユニット４６
４は、ロードユニット、格納アドレスユニット、および格納データユニットを含んでよく
、それらの各々はメモリユニット４７０内のデータＴＬＢユニット４７２に連結される。
Ｌ２キャッシュユニット４７６は、１または複数の他のレベルのキャッシュに連結され、
最終的にはメインメモリに連結される。
【００８３】
　例として、例示的なレジスタリネーミング、アウトオブオーダ発行／実行コアアーキテ
クチャは、以下のようにパイプライン４００を実装してよい。１）命令フェッチ４３８が
、フェッチ４０２および長さデコーディングステージ４０４を実行する、２）デコードユ
ニット４４０が、デコードステージ４０６を実行する、３）リネーム／アロケータユニッ
ト４５２が、割り当てステージ４０８およびリネーミングステージ４１０を実行する、４
）スケジューラユニット４５６が、スケジュールステージ４１２を実行する、５）物理レ
ジスタファイルユニット４５８およびメモリユニット４７０が、レジスタ読み取り／メモ
リ読み取りステージ４１４を実行し、実行クラスタ４６０が、実行ステージ４１６を実行
する、６）メモリユニット４７０および物理レジスタファイルユニット４５８が、ライト
バック／メモリ書き込みステージ４１８を実行する、７）様々なユニットが、例外処理ス
テージ４２２に関わってよく、並びに８）リタイアユニット４５４および物理レジスタフ
ァイルユニット４５８が、コミットステージ４２４を実行する。
【００８４】
　コア４９０は、１または複数の命令セット（例えば、ｘ８６命令セット（複数の新バー
ジョンでいくつかの拡張が追加されている）、カリフォルニア州サニーベールにあるＭＩ
ＰＳ　ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓのＭＩＰＳ命令セット、カリフォルニア州サニーベール
にあるＡＲＭ　ＨｏｌｄｉｎｇｓのＡＲＭ命令セット（ＮＥＯＮ等の複数のオプションの
追加拡張を持つ）をサポートしてよい。
【００８５】
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　コアは、マルチスレッディング（操作またはスレッドの２または２より多い並列セット
を実行すること）をサポートしてもよく、時分割マルチスレッディング、同時マルチスレ
ッディング（ここで、単一の物理コアは、物理コアが同時マルチスレッディングを実行す
る複数のスレッドの各々に、論理コアを提供する）、またはこれらの組み合わせ（例えば
、時分割フェッチおよびデコーディング、その後、インテル（登録商標）ハイパースレッ
ディングテクノロジ内のような同時マルチスレッディング）を含む複数の様々な態様で、
これを実行してもよいことを理解されたい。
【００８６】
　レジスタリネーミングはアウトオブオーダ実行の文脈で記載されているが、インオーダ
アーキテクチャにおいて、レジスタリネーミングが使用されてよいことを理解されたい。
プロセッサの例示された実施形態は、別個の命令キャッシュユニット４３４とデータキャ
ッシュユニット４７４、および共有Ｌ２キャッシュユニット４７６も含む一方で、複数の
代替的な実施形態は、複数の命令とデータの両方に対する、例えば、レベル１（Ｌ１）内
部キャッシュまたは複数のレベルの内部キャッシュのような単一の内部キャッシュを有し
てよい。いくつかの実施形態において、システムは内部キャッシュと、コアおよび／また
はプロセッサに外付けされた外部キャッシュとの組み合わせを含んでよい。あるいは、す
べてのキャッシュはコアおよび／またはプロセッサに対し外付けされてよい。
【００８７】
　図５は、本発明の複数の実施形態に従う、統合されたメモリコントローラとグラフィッ
クスを持つシングルコアプロセッサおよびマルチコアプロセッサ５００のブロック図であ
る。図５の実線のボックスは、シングルコア５０２Ａ、システムエージェント５１０、１
または複数のバスコントローラユニットのセット５１６を持つプロセッサ５００を示す一
方で、オプションの追加である破線のボックスは複数のコア５０２Ａから５０２Ｎ、シス
テムエージェントユニット５１０内の１または複数の統合メモリコントローラユニットの
セット５１４、および統合グラフィックスロジック５０８を持つ代替のプロセッサ５００
示す。
【００８８】
　メモリ階層は、複数のコア内の１または複数のレベルのキャッシュ、１または複数の共
有キャッシュユニット５０６またはそのセット、および複数の統合メモリコントローラユ
ニット５１４のセットに連結された外部メモリ（不図示）を含む。共有キャッシュユニッ
ト５０６のセットは、レベル２（Ｌ２）、レベル３（Ｌ３）、レベル４（Ｌ４）、または
他のレベルのキャッシュ、ＬＬＣ（Ｌａｓｔ　Ｌｅｖｅｌ　Ｃａｃｈｅ）および／または
これらの組み合わせ等の１または複数のＭＬＣ（Ｍｉｄ‐Ｌｅｖｅｌ　Ｃａｃｈｅ）を含
んでよい。一実施形態では、リングベースの相互接続ユニット５１２が、統合グラフィッ
クスロジック５０８、共有キャッシュユニット５０６のセット、およびシステムエージェ
ントユニット５１０を相互接続する一方で、複数の代替的な実施形態は、そのような複数
のユニットを相互接続するための任意の数の周知技術を使用してよい。
【００８９】
　いくつかの実施形態において、コア５０２Ａ～５０２Ｎのうちの１または複数は、マル
チスレッディングが可能である。システムエージェント５１０は、コア５０２Ａ～５０２
Ｎを調整および操作する複数のコンポーネントを含む。システムエージェントユニット５
１０は例えば、パワーコントロールユニット（ＰＣＵ）およびディスプレイユニットを含
んでよい。ＰＣＵはコア５０２Ａから５０２Ｎおよび統合グラフィックスロジック５０８
の電力状態を制御するのに必要なロジックおよび複数のコンポーネントであってよい、あ
るいはＰＣＵは上記ロジックおよび複数のコンポーネントを含んでよい。ディスプレイユ
ニットは１または複数の外部接続されたディスプレイを駆動するためのものである。
【００９０】
　コア５０２Ａ－５０２Ｎは、アーキテクチャおよび／または命令セットの見地から同種
または異種であってよい。例えば、コア５０２Ａ～５０２Ｎの一部が、インオーダであり
、他がアウトオブオーダであってよい。別の例として、コア５０２Ａ～５０２Ｎの２また



(29) JP 6220453 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

は２より多いものは同一の命令セットの実行が可能な一方で、他のものはその命令セット
のサブセットのみまたは異なる命令セットを実行可能であってよい。
【００９１】
　プロセッサは、カリフォルニア州サンタクララのインテルコーポレーションから入手可
能なＣｏｒｅ（登録商標）ｉ３、ｉ５、ｉ７、２ＤｕｏおよびＱｕａｄ、Ｘｅｏｎ（登録
商標）、Ｉｔａｎｉｕｍ（登録商標）、ＸＳｃａｌｅ（登録商標）またはＳｔｒｏｎｇＡ
ＲＭ（登録商標）プロセッサ等の汎用プロセッサであってよい。あるいは、プロセッサは
ＡＲＭ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ，　Ｌｔｄ、ＭＩＰＳ等の別の会社のものであってよい。プロ
セッサは、例えば、ネットワークまたは通信プロセッサ、圧縮エンジン、グラフィックス
プロセッサ、コプロセッサ、埋め込みプロセッサ等の特定用途向けプロセッサであってよ
い。プロセッサは、１または複数のチップ上に実装されてよい。プロセッサ５００は、例
えばＢｉＣＭＯＳ、ＣＭＯＳまたはＮＭＯＳといった多数の処理技術のうちの任意のもの
を使用する、１または複数の回路基板の一部であってよく、および／または当該回路基板
上に実装されてよい。
【００９２】
　図６から図８は、プロセッサ５００を含むために好適な例示的なシステムである一方、
図９はコア５０２のうちの１または複数を含んでよいチップ（ＳｏＣ）上の例示的なシス
テムである。複数のラップトップ、デスクトップ、ハンドヘルドＰＣ、携帯情報端末、エ
ンジニアリングワークステーション、サーバ、ネットワークデバイス、ネットワークハブ
、スイッチ、埋め込みプロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、グラフィックス
デバイス、テレビゲームデバイス、セットトップボックス、マイクロコントローラ、携帯
電話、ポータブルメディアプレーヤ、ハンドヘルドデバイス、および様々な他の電子デバ
イスに係る技術分野で既知の複数の他のシステム設計および構成も好適である。通常、本
明細書に開示のプロセッサおよび／または他の実行ロジックを搭載可能な非常に様々なシ
ステムまたは電子デバイスが概して好適である。
【００９３】
　ここで図６を参照すると、本発明の一実施形態に従う、システム６００のブロック図が
示される。システム６００は、１または複数のプロセッサ６１０、６１５を含んでよく、
それらはグラフィックスメモリコントローラハブ（ＧＭＣＨ）６２０に連結されている。
追加のプロセッサ６１５のオプションの特性が、図６に破線で示される。
【００９４】
　各プロセッサ６１０、６１５は、プロセッサ５００の何らかのバージョンであってよい
。しかしながら、統合グラフィックスロジックおよび統合メモリ制御ユニットがプロセッ
サ６１０、６１５に存在する可能性が低いことに留意されたい。図６は、ＧＭＣＨ６２０
が、例えばダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）であってよいメモリ６４０
に連結されてよいことを示す。ＤＲＡＭは、少なくとも一実施形態については、不揮発性
キャッシュに関連付けられてよい。
【００９５】
　ＧＭＣＨ６２０はチップセット、またはチップセットの一部であってよい。ＧＭＣＨ６
２０はプロセッサ６１０、６１５と通信してよく、プロセッサ６１０、６１５とメモリ６
４０との間の対話を制御してよい。またＧＭＣＨ６２０は、プロセッサ６１０、６１５と
、システム６００の他の複数の要素との間の加速バスインタフェースとして動作してもよ
い。少なくとも一実施形態について、ＧＭＣＨ６２０は、フロントサイドバス（ＦＳＢ）
６９５などのマルチドロップバスを介してプロセッサ６１０、６１５と通信する。
【００９６】
　更に、ＧＭＣＨ６２０はディスプレイ６４５（フラットパネルディスプレイのような）
に連結される。ＧＭＣＨ６２０は、統合グラフィックスアクセラレータを含んでよい。Ｇ
ＭＣＨ６２０は更に、様々な周辺デバイスをシステム６００に連結するのに使用されてよ
い入／出力（Ｉ／Ｏ）コントローラハブ（ＩＣＨ）６５０に連結される。図６の実施形態
においては、別の周辺デバイス６７０と併せて、ＩＣＨ６５０に連結された別個のグラフ
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ィックスデバイスであってよい外部グラフィックスデバイス６６０が例として示されてい
る。
【００９７】
　あるいは、追加または異なるプロセッサがシステム６００内に存在してもよい。例えば
、追加のプロセッサ６１５はプロセッサ６１０と同一の追加のプロセッサ、プロセッサ６
１０と異種または非対称の追加のプロセッサ、複数のアクセラレータ（例えば、複数のグ
ラフィックスアクセラレータまたはデジタル信号処理（ＤＳＰ）ユニット）、フィールド
プログラマブルゲートアレイ、または任意の他のプロセッサを含んでよい。アーキテクチ
ャ特性、マイクロアーキテクチャ特性、熱特性、電力消費特性等を含む利点のメトリック
スの範囲の見地から、物理リソース６１０、６１５間には様々な差異があり得る。これら
の差異は、プロセッサ６１０、６１５間の非対称および異種性として効果的に現れてよい
。少なくとも一実施形態について、様々なプロセッサ６１０、６１５が、同一のダイパッ
ケージ内に存在してよい。
【００９８】
　ここで図７を参照すると、本発明の一実施形態に従う、第２のシステム７００のブロッ
ク図が示される。図７に示される通り、マルチプロセッサシステム７００はポイントツー
ポイント相互接続システムであり、ポイントツーポイント相互接続７５０を介して連結さ
れた第１のプロセッサ７７０および第２のプロセッサ７８０を含む。プロセッサ７７０お
よび７８０の各々は、プロセッサ６１０、６１５のうちの１または複数のようなプロセッ
サ５００の何らかのバージョンであってよい。
【００９９】
　２つのプロセッサ７７０、７８０のみで示される一方、本発明の範囲はそのように限定
されないことを理解されたい。複数の他の実施形態において、１または複数の追加のプロ
セッサが特定のプロセッサ内に存在してよい。
【０１００】
　プロセッサ７７０および７８０は、統合メモリコントローラユニット７７２および７８
２をそれぞれ含むように示される。プロセッサ７７０は、そのバスコントローラユニット
の一部として、ポイントツーポイント（Ｐ－Ｐ）インタフェース７７６および７７８を含
み、同様に第２のプロセッサ７８０はＰ－Ｐインタフェース７８６および７８８を含む。
プロセッサ７７０、７８０は、Ｐ－Ｐインタフェース回路７７８、７８８を使用し、ポイ
ントツーポイント（Ｐ－Ｐ）インタフェース７５０を介して情報を交換してよい。図７に
示されるように、ＩＭＣ７７２および７８２は、当該複数のプロセッサをそれぞれのメモ
リ、即ちメモリ７３２とメモリ７３４とに連結し、メモリ７３２とメモリ７３４は複数の
それぞれのプロセッサに局所的に付加されたメインメモリの複数の部分であってよい。
【０１０１】
　プロセッサ７７０、７８０の各々は、ポイントツーポイントインタフェース回路７７６
、７９４、７８６、７９８を使用する個々のＰ－Ｐインタフェース７５２、７５４を介し
て、チップセット７９０と情報を交換してよい。チップセット７９０はまた、高性能グラ
フィックスインタフェース７３９を介して高性能グラフィックス回路７３８と情報を交換
してよい。
【０１０２】
　共有キャッシュ（不図示）は、いずれかのプロセッサ内または両方のプロセッサ外に含
まれ得るが、プロセッサが低電力モードに配置された場合に、いずれかまたは両方のプロ
セッサのローカルキャッシュ情報が共有キャッシュ内に格納され得るように、Ｐ－Ｐ相互
接続を介して、複数のプロセッサとさらに接続されてもよい。
【０１０３】
　チップセット７９０は、インタフェース７９６を介して、第１のバス７１６に連結され
てよい。本発明の範囲は限定されないものの、一実施形態では、第１のバス７１６はＰＣ
Ｉ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ）バス、あ
るいはＰＣＩ　Ｅｘｐｒｅｓｓバスまたは別の第三世代Ｉ／Ｏ相互接続バス等のバスであ
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ってよい。
【０１０４】
　図７に示されるように、様々なＩ／Ｏデバイス７１４が、第１のバス７１６を第２のバ
ス７２０に連結するバスブリッジ７１８と共に、第１のバス７１６に連結されてよい。一
実施形態では、第２のバス７２０はＬｏｗ　Ｐｉｎ Ｃｏｕｎｔ（ＬＰＣ）バスであって
よい。一実施形態では、例えば、キーボードおよび／またはマウス７２２、複数の通信デ
バイス７２７および複数の命令／コードおよびデータ７３０を含んでよいディスクドライ
ブまたは他の大容量ストレージデバイスのようなストレージユニット７２８を含む様々な
デバイスが、第２のバス７２０に連結されてよい。更に、オーディオＩ／Ｏ７２４が第２
のバス７２０に連結されてよい。他の複数のアーキテクチャが可能であることに留意され
たい。例えば、図７のポイントツーポイントアーキテクチャの代わりに、システムはマル
チドロップバスまたは他のそのようなアーキテクチャを実装してよい。
【０１０５】
　ここで図８を参照すると、本発明の一実施形態に従う、第３のシステム８００のブロッ
ク図が示される。図７と図８とで同様の要素は、同様の参照符号を付し、図８の複数の他
の態様を不明瞭にするのを回避すべく、図７の複数の特定の態様は図８で省略されている
。
【０１０６】
　図８は、プロセッサ８７０、８８０は統合メモリおよびＩ／Ｏ制御ロジック（「ＣＬ」
）８７２および８８２をそれぞれ含んでよいことを示す。少なくとも一実施形態について
、ＣＬ８７２、８８２は、図５および図７を参照して上述したような統合メモリコントロ
ーラユニットを含んでよい。また、ＣＬ８７２、ＣＬ８８２はＩ／Ｏ制御ロジックも含ん
でよい。図８は、メモリ８３２、８３４がＣＬ８７２、ＣＬ８８２に連結されるのみでな
く、Ｉ／Ｏデバイス８１４も、制御ロジック８７２、８８２に連結されることを示す。レ
ガシＩ／Ｏデバイス８１５が、チップセット８９０に連結される。
【０１０７】
　ここで、図９を参照すると、本発明の実施形態に従う、ＳｏＣ９００のブロック図が示
される。図５と同様の要素には、同様の参照符号が付されている。また、複数の破線のボ
ックスは、より高度なＳｏＣ上の複数のオプションの特徴である。図９において、相互接
続ユニット９０２は、１または複数のコア５０２Ａ～５０２Ｎのセットと共有キャッシュ
ユニット５０６とを含むアプリケーションプロセッサ９１０、システムエージェントユニ
ット５１０、バスコントローラユニット５１６、統合メモリコントローラユニット５１４
、統合グラフィックスロジック５０８と、静止および／またはビデオカメラ機能を提供す
るためのイメージプロセッサ９２４と、ハードウェアオーディオアクセラレーションを提
供するためのオーディオプロセッサ９２６と、ビデオエンコード／デコードアクセラレー
ションを提供するためのビデオプロセッサ９２８とを含んでよい１または複数のメディア
プロセッサ９２０のセット、スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）ユニット
９３０、ダイレクトメモリアクセス（ＤＭＡ）ユニット９３２、および１または複数の外
部ディスプレイに連結するためのディスプレイユニット９４０に連結される。
【０１０８】
　図１０は、中央処理装置（ＣＰＵ）およびグラフィックス処理ユニット（ＧＰＵ）を含
むプロセッサを示し、それらは一実施形態に従う、少なくとも１つの命令を実行してよい
。一実施形態では、少なくとも一実施形態に従う複数の操作を実行するための命令は、Ｃ
ＰＵによって実行され得る。別の実施形態では、命令はＧＰＵによって実行され得る。更
なる別の実施形態において、命令はＧＰＵおよびＣＰＵによって実行される複数の操作の
組み合わせを介して実行されてよい。例えば、一実施形態では、一実施形態に従う命令が
ＧＰＵで受信され、実行のためにデコードされてよい。しかしながら、デコードされた命
令内の１または複数の操作がＣＰＵにより実行されてよく、命令の最終的なリタイアのた
めに、その結果がＧＰＵに戻されてよい。逆に、いくつかの実施形態において、ＣＰＵが
プライマリプロセッサとして、ＧＰＵがコプロセッサとして動作してよい。
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【０１０９】
　いくつかの実施形態において、高度に並列的な複数のスループットプロセッサから利益
を受ける複数の命令はＧＰＵによって実行されてよい一方で、深くパイプライン化された
複数のアーキテクチャから利益を受ける複数のプロセッサの性能から利益を受ける複数の
命令は、ＣＰＵによって実行されてよい。例えば、複数のグラフィックス、科学技術アプ
リケーション、財務アプリケーションおよび複数の他の並列的ワークロードは、ＧＰＵの
性能から利益を受け、それに応じて実行されてよい一方で、オペレーティングシステムカ
ーネル若しくはアプリケーションコード等の、複数のよりシーケンシャルなアプリケーシ
ョンは、ＣＰＵにより好適であってよい。
【０１１０】
　図１０では、プロセッサ１０００は、ＣＰＵ１００５、ＧＰＵ１０１０、イメージプロ
セッサ１０１５、ビデオプロセッサ１０２０、ＵＳＢコントローラ１０２５、ＵＡＲＴコ
ントローラ１０３０、ＳＰＩ／ＳＤＩＯコントローラ１０３５、ディスプレイデバイス１
０４０、Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
（ＨＤＭＩ（登録商標））コントローラ１０４５、ＭＩＰＩコントローラ１０５０、フラ
ッシュメモリコントローラ１０５５、デュアルデータレート（ＤＤＲ）コントローラ１０
６０、セキュリティエンジン１０６５、およびＩ２Ｓ／Ｉ２Ｃ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
Ｉｎｔｅｒｃｈｉｐ　Ｓｏｕｎｄ／Ｉｎｔｅｒ－Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ
）インタフェース１０７０を含む。さらに多くのＣＰＵまたはＧＰＵおよび他の周辺イン
タフェースコントローラを含め、他のロジックおよび複数の回路が図１０のプロセッサに
含まれてよい。
【０１１１】
　少なくとも一実施形態に係る１または複数の態様は、プロセッサ内の様々なロジックを
表す機械可読媒体上に格納された代表的データによって実装されてよい。このようなデー
タが機械により読み取られると、機械に対し、本明細書に記載の複数の技術を実行させる
ロジックを製造させるものである。複数の「ＩＰコア」として知られるそのような複数の
表現は、有形の機械可読媒体（「テープ」）上に格納されて、実際に当該ロジックまたは
プロセッサを作成する複数の製造機械にロードすべく、様々な顧客または製造施設に対し
供給されてよい。例えば、ＡＲＭ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ，　Ｌｔｄ．により開発されたＣｏ
ｒｔｅｘ（登録商標）ファミリのプロセッサおよび中国科学院のコンピューティング技術
研究所（ＩＣＴ）により開発されたＬｏｏｎｇｓｏｎ　ＩＰコアといった複数のＩＰコア
が、Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ、Ｑｕａｌｃｏｍｍ、Ａｐｐｌｅ、若しくはＳ
ａｍｓｕｎｇ等の様々な顧客またはライセンシに対してライセンス若しくは販売されてよ
く、これらの顧客またはライセンシによって製造された複数のプロセッサ内に実装されて
よい。
【０１１２】
　図１１は、一実施形態に従う、複数のＩＰコアの開発を示すブロック図を示す。ストレ
ージ１１３０は、シミュレーションソフトウェア１１２０および／またはハードウェア若
しくはソフトウェアモデル１１１０を含む。一実施形態では、ＩＰコア設計を表わすデー
タはメモリ１１４０（例えば、ハードディスク）、有線接続（例えば、インターネット）
１１５０または無線接続１１６０を介して、ストレージ１１３０に提供され得る。シミュ
レーションツールおよびモデルによって生成されたＩＰコア情報は次に、製造施設に送信
され得、そこにおいて、少なくとも一実施形態に従う少なくとも１つの命令を実行すべく
、サードパーティによって、それは製造され得る。
【０１１３】
　いくつかの実施形態において、１または複数の命令が、第１のタイプまたはアーキテク
チャ（例えば、ｘ８６）に対応してよく、異なるタイプまたはアーキテクチャ（例えば、
ＡＲＭ）のプロセッサ上で変換またはエミュレーションされてよい。したがって、一実施
形態に従う命令はＡＲＭ、ｘ８６、ＭＩＰＳ、ＧＰＵまたは他のプロセッサタイプ若しく
はアーキテクチャを含む任意のプロセッサ若しくはプロセッサタイプ上で実行されてよい
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。
【０１１４】
　図１２は、一実施形態に従い、どのように第１のタイプの命令が異なるタイプのプロセ
ッサによってエミュレーションされるかを示す。図１２において、プログラム１２０５は
、一実施形態に従う命令と同一または実質的に同一の機能を実行し得るいくつかの命令を
含む。しかしながら、プログラム１２０５の複数の命令は、プロセッサ１２１５と異なる
または互換性のないタイプおよび／またはフォーマットであってよく、このことは、プロ
グラム１２０５内のタイプの当該複数の命令は、プロセッサ１２１５によってネイティブ
に実行できないことがあることを意味する。しかしながら、エミュレーションロジック１
２１０を用いることで、プログラム１２０５に係る複数の命令は、プロセッサ１２１５に
よってネイティブに実行可能な複数の命令に変換される。一実施形態では、エミュレーシ
ョンロジックはハードウェア内に具現化される。別の実施形態では、エミュレーションロ
ジックは、プログラム１２０５内のタイプの当該複数の命令を、プロセッサ１２１５によ
ってネイティブに実行可能なタイプに変換するソフトウェアを含む有形の機械可読媒体内
に具現化される。複数の他の実施形態において、エミュレーションロジックは、固定関数
若しくはプログラマブルハードウェアと、有形な機械可読媒体上に格納されたプログラム
との組み合わせである。一実施形態では、プロセッサはエミュレーションロジックを含む
一方、複数の他の実施形態においては、エミュレーションロジックは、プロセッサの外部
に存在し、サードパーティによって提供される。一実施形態では、プロセッサは、プロセ
ッサ内に含まれる、またはプロセッサに関連付けられたマイクロコードまたはファームウ
ェアを実行することによって、ソフトウェアを含む有形の機械可読媒体上に具現化された
エミュレーションロジックをロード可能である。
【０１１５】
　図１３は、本発明の複数の実施形態に従う、ソース命令セット内の複数のバイナリ命令
をターゲット命令セット内の複数のバイナリ命令に変換するソフトウェア命令コンバータ
の使用を対比させるブロック図である。例示された実施形態において、命令コンバータは
ソフトウェア命令コンバータであるが、代替的に、命令コンバータはソフトウェア、ファ
ームウェア、ハードウェアまたはこれらの様々な組み合わせで実装されてよい。図１３は
、少なくとも１つのｘ８６命令セットコアを有するプロセッサ１３１６によってネイティ
ブに実行され得るｘ８６バイナリコード１３０６を生成すべく、ｘ８６コンパイラ１３０
４を使用して高水準言語１３０２のプログラムがコンパイルされてよいことを示す。少な
くとも１つのｘ８６命令セットコアを有するプロセッサ１３１６は、少なくとも１つのｘ
８６命令セットコアを有するＩｎｔｅｌ（登録商標）プロセッサと実質的に同一の結果を
実現すべく、（１）Ｉｎｔｅｌ（登録商標）ｘ８６命令セットコアの命令セットの大部分
、または（２）少なくとも１つのｘ８６命令セットコアを有するＩｎｔｅｌ（登録商標）
プロセッサ上での実行用の複数のアプリケーション若しくは他のソフトウェアのオブジェ
クトコードバージョンを互換性のある状態で実行またはそれ以外の態様で処理することに
よって、少なくとも１つのｘ８６命令セットコアを有するＩｎｔｅｌ（登録商標）プロセ
ッサと実質的に同一の複数の機能を実行可能な任意のプロセッサを表わす。ｘ８６コンパ
イラ１３０４は、追加のリンケージ処理のあるなしに関わらず、少なくとも１つのｘ８６
命令セットコア１３１６を有するプロセッサ上で実行可能なｘ８６バイナリコード１３０
６（例えば、オブジェクトコード）を生成すべく動作可能なコンパイラを表わす。同様に
、図１３は、高水準言語１３０２のプログラムが代替の命令セットコンパイラ１３０８を
使用してコンパイルされることにより、少なくとも１つのｘ８６命令セットコアを有さな
いプロセッサ１３１４（例えば、カリフォルニア州サニーベールのMIPS Technologiesの
ＭＩＰＳ命令セットを実行する、および／またはカリフォルニア州サニーベールのARM Ho
ldingsのＡＲＭ命令セットを実行する複数のコアを有するプロセッサ）によってネイティ
ブに実行され得る代替の命令セットバイナリコード１３１０が生成されてよいことを示す
。ｘ８６バイナリコード１３０６を、ｘ８６命令セットコアを有さないプロセッサ１３１
４によってネイティブで実行され得るコードに変換すべく、命令コンバータ１３１２が使



(34) JP 6220453 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

用される。この変換が可能な命令コンバータの作成は難しいので、この変換されたコード
は代替の命令セットバイナリコード１３１０と同一でない可能性がある。しかしながら、
変換されたコードは一般的な操作を実現し、代替の命令セットの複数の命令で構成される
。したがって、命令コンバータ１３１２はエミュレーション、シミュレーションまたは任
意の他の処理を介して、ｘ８６命令セットプロセッサまたはコアを有しないプロセッサま
たは他の電子デバイスがｘ８６バイナリコード１３０６を実行できるようにするソフトウ
ェア、ファームウェア、ハードウェアまたはこれらの組み合わせを表わす。
【０１１６】
　図１４は、セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する命令の実行のための装置１４
０１の一実施形態に対する図を示す。装置１４０１の複数の実施形態は、セキュア暗号ハ
ッシュラウンド機能を提供する命令の実行のためのパイプライン４００（例えば、実行ス
テージ４１６）の一部またはコア４９０（例えば、実行ユニット４６２）の一部であって
よい。装置１４０１の複数の実施形態は、ハッシュアルゴリズムのラウンド反復合計数よ
り少ない反復数（例えば、１、２または４回の反復、これによってスーパースカラ実行パ
イプライン内の他の複数の命令の同時実行を許可できる）を有するセキュア暗号ハッシュ
アルゴリズムラウンド（複数の場合あり）のための命令をデコードする、デコードステー
ジ（例えば、デコード４０６）またはデコーダ（例えば、デコードユニット４４０）に連
結されてよく、当該命令はソースデータおよび１または複数のキーオペランド１４３０を
指定する。１または複数の実行ユニット（例えば、実行装置１４０１）はデコードされた
第１の命令に応答して、処理ブロック１４２１内で初期転置１４１５をソースデータ１４
１０に対して実行し、転置されたソースデータ１４２０を生成する。転置されたソースデ
ータ１４２０は、左部分１４２０Ｌおよび右部分１４２０Ｒを含む。１または複数の実行
ユニットは、１または複数のキーオペランド１４３０を使用して、セキュア暗号ハッシュ
アルゴリズムの１または複数のラウンド反復を転置されたソースデータ１４２０に対し実
行する。この場合、当該１または複数のラウンド反復は、例えば、一実施形態では１６未
満のように、ハッシュアルゴリズムのラウンド反復合計数より少ない。右部分１４２０Ｒ
は、オプションの関数ブロックＦ１４４０によって処理されてよく、オプションの関数ブ
ロックＦ１４４０はいくつかの実施形態において、ＤＥＳおよび／またはＴｒｉｐｌｅ　
ＤＥＳ（ＴＤＥＳ）で使用されるもののような、Ｆｅｉｓｔｅｌ暗号ラウンド関数である
。複数の代替的な実施形態は、例えば、Ｂｌｏｗｆｉｓｈ、ＳＡＦＥＲ　Ｋ－６４、ＣＡ
ＳＴ５、ＦＥＡＬ等のような別の暗号アルゴリズムを使用してよい。関数ブロックＦ１４
４０の一実施形態は、ＸＯＲロジック１４４３によって、キー１４３０の部分（例えば、
４８ビット）と組み合わされる拡張（例えば４８ビット）部分を生成すべく、右（例えば
、３２ビット）部分１４２０Ｒから複数のビットを選択するための関数ブロックＥ１４４
１を含む。関数ブロックＦ１４４０は更に、一実施形態では、各々がＸＯＲロジック１４
４３から入力部分（例えば６ビット）を取得し、関数ブロックＦ１４４０の出力（例えば
、３２ビット）を生成する転置関数ブロックＰ１４４７に対し部分（例えば、４ビット）
を出力するためのＳ（［１］からＳ［８］の選択関数１４４５を含む。関数ブロックＦ１
４４０の出力は、新しい右部分（例えば、３２ビット）１４５０Ｒを生成すべく、ＸＯＲ
ロジック１４４９によって左部分（例えば、３２ビット）１４２０Ｌと組み合わされる。
一実施形態について、新しい左部分（例えば、３２ビット）１４５０Ｌは、前の右部分（
例えば、３２ビット）１４２０Ｒを単純にコピーすることによって生成される。一実施形
態では、新しい左部分１４５０Ｌおよび新しい右部分１４５０Ｒは、プリ出力１４５０を
構成する。セキュア暗号ハッシュアルゴリズムの１より多いラウンド反復が装置１４０１
によって実行される場合、新しい左部分１４５０Ｌおよび新しい右部分１４５０Ｒはバイ
パス１４５２Ｌおよび１４５２Ｒによってそれぞれ迂回され、セキュア暗号ハッシュアル
ゴリズムの次の後続のラウンド反復の左部分１４２０Ｌおよび右部分１４２０Ｒを形成し
てよいことが理解されるであろう。セキュア暗号ハッシュアルゴリズムの指定された１ま
たは複数のラウンド反復の最後が実行された場合、逆初期転置１４５５が処理ブロック１
４６１内で、暗号化されたプリ出力データ１４５０に対し実行され、第１の命令の結果を
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デスティネーションレジスタ内に格納される暗号化された出力データ１４６０として生成
する。装置１４０１のいくつかの実施形態は、暗号化された出力データ１４６０を６４ビ
ットの汎用デスティネーションレジスタに格納してよい。装置１４０１のいくつかの代替
的な実施形態は、６４ビット、１２８ビット、２５６ビットまたは５１２ビットのＳＩＭ
Ｄベクトルデスティネーションレジスタの６４ビット部分内に暗号化された出力データ１
４６０を格納してよい。例えば、装置１４０１の複数の実施形態は、複数の変動可能なｍ
個の可変サイズのデータ要素の複数の値を格納するための複数の変動可能なｍ個の可変サ
イズデータフィールドを含む複数のベクトルレジスタ（例えば、物理レジスタファイルユ
ニット４５８）に連結されてよい。
【０１１７】
　図１５は、セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する命令の実行のための装置１５
０１の代替的な実施形態の図を示す。装置１５０１の複数の実施形態も、セキュア暗号ハ
ッシュラウンド機能を提供する命令の実行のためのパイプライン４００（例えば、実行ス
テージ４１６）の一部またはコア４９０（例えば、実行ユニット４６２）の一部であって
よい。装置１５０１の複数の実施形態は、ハッシュアルゴリズムのラウンド反復合計数よ
り少ない反復数（例えば、１、２または４回の反復、これによってスーパースカラ実行パ
イプライン内の他の複数の命令の同時実行を許可できる）を有するセキュア暗号ハッシュ
アルゴリズムラウンド（複数の場合あり）のための命令をデコードする、デコードステー
ジ（例えば、デコード４０６）またはデコーダ（例えば、デコードユニット４４０）に連
結されてよく、当該命令はソースデータおよび１または複数のキーオペランド１５３０を
指定する。１または複数の実行ユニット（例えば、実行装置１５０１）はデコードされた
第１の命令に応答して、処理ブロック１５２１内で初期転置１５１５をソースデータ１５
１０に対して実行し、転置されたソースデータ１５２０を生成する。転置されたソースデ
ータ１５２０は、左部分１５２０Ｌおよび右部分１５２０Ｒを含む。１または複数の実行
ユニットは、１または複数のキーオペランド１５３０を使用して、セキュア暗号ハッシュ
アルゴリズムの１または複数のラウンド反復を転置されたソースデータ１５２０に対し実
行する。この場合、当該１または複数のラウンド反復は、例えば、一実施形態では１６未
満のように、ハッシュアルゴリズムのラウンド反復合計数より少ない。右部分１５２０Ｒ
は、オプションの関数ブロックＦ１５４０によって処理され、オプションの関数ブロック
Ｆ１５４０はいくつかの実施形態において、ＤＥＳおよび／またはＴＤＥＳで使用される
もののような、Ｆｅｉｓｔｅｌ暗号ラウンド関数である。関数ブロックＦ１５４０の一実
施形態は、ＸＯＲロジック１５４３によって、キー１５３０の部分（例えば、４８ビット
）と組み合わされる拡張（例えば４８ビット）部分を生成すべく、右（例えば、３２ビッ
ト）部分１５２０Ｒから複数のビットを選択するための関数ブロックＥ１５４１を含む。
関数ブロックＦ１５４０は更に、一実施形態では、各々がＸＯＲロジック１５４３から入
力部分（例えば、６ビット）を取得し、関数ブロックＦ１５４０の出力（例えば、３２ビ
ット）を生成する転置関数ブロックＰ１５４７に対し部分（例えば、４ビット）を出力す
るためのＳ［１］からＳ［８］の選択関数１５４５を含む。関数ブロックＦ１５４０の出
力は、左ＭＵＸ１５５３Ｌおよび右ＭＵＸ１５５３Ｒに対し、右入力を生成すべく、ＸＯ
Ｒロジック１５４９によって左部分（例えば、３２ビット）１５２０Ｌと組み合わされる
。左ＭＵＸ１５５３Ｌおよび右ＭＵＸ１５５３Ｒへの左入力は、単純に前の右部分（例え
ば、３２ビット）１５２０Ｒをコピーすることによって生成される。セキュア暗号ハッシ
ュアルゴリズムの最終のラウンド反復（例えば、一実施形態では１６）が実行された場合
、新しい左部分（例えば、３２ビット）１５５０Ｌおよび新しい右部分（例えば、３２ビ
ット）１５５０Ｒをそれぞれ生成すべく、左ＭＵＸ１５５３Ｌへの右入力および右ＭＵＸ
１５５３Ｒへの左入力が選択されるよう、信号Ｌａｓｔ１５５１がアサートされてよい（
１）。あるいは、信号Ｌａｓｔ１５５１がアサートされない場合（０）、新しい左部分（
例えば、３２ビット）１５５０Ｌおよび新しい右部分（例えば、３２ビット）１５５０Ｒ
をそれぞれ生成すべく、左ＭＵＸ１５５３Ｌへの左入力および右ＭＵＸ１５５３Ｒへの右
入力が選択される。一実施形態では、新しい左部分１５５０Ｌおよび新しい右部分１５５



(36) JP 6220453 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

０Ｒは、プリ出力１５５０を構成する。セキュア暗号ハッシュアルゴリズムの１より多い
ラウンド反復が装置１５０１によって実行される場合、新しい左部分１５５０Ｌおよび新
しい右部分１５５０Ｒはバイパス１５５２Ｌおよび１５５２Ｒによってそれぞれ迂回され
、セキュア暗号ハッシュアルゴリズムの次の後続のラウンド反復の左部分１５２０Ｌおよ
び右部分１５２０Ｒを形成してよいことが理解されるであろう。
【０１１８】
　セキュア暗号ハッシュアルゴリズムの指定された１または複数のラウンド反復の最終の
ものが実行された場合、逆初期転置１５５５が処理ブロック１５６１内で、暗号化された
プリ出力データ１５５０に対し実行され、第１の命令の結果を、デスティネーションレジ
スタ内に格納される暗号化された出力データ１５６０として生成する。装置１５０１のい
くつかの実施形態は、暗号化された出力データ１５６０を６４ビットの汎用デスティネー
ションレジスタに格納してよい。装置１５０１のいくつかの代替的な実施形態は、３２ビ
ットの汎用レジスタのペア内に暗号化された出力データ１５６０を格納してよい。装置１
５０１のいくつかの代替的な実施形態は、６４ビット、１２８ビット、２５６ビットまた
は５１２ビットのＳＩＭＤベクトルデスティネーションレジスタの６４ビット部分内に暗
号化された出力データ１５６０を格納してよい。
【０１１９】
　ハッシュラウンドの指定された反復数のみを実行する、複数のセキュア暗号ハッシュラ
ウンド反復のための命令の実行を提供することによって、複数のキーの前処理および攻撃
を阻止する等ための予め定められた複数のキーの独自のセットからの１または複数のキー
オペランドの選択といった他のプロセッシングと同時に、プロセッサパイプライン内のハ
ッシュアルゴリズムの実行を可能にしてよいことが理解されるであろう。つまり、ハッシ
ュラウンドの単一の反復が３サイクル（例えば、１ラウンドにつき３サイクル）のパイプ
ラインレイテンシを有し得る場合、複数の結果をパイプライン経由で戻すことをバイパス
することによって、２回の反復が４サイクル（例えば、１ラウンドにつき２サイクル）の
みのレイテンシを有してよく、４回の反復が６サイクル（例えば、１ラウンドにつき１．
５サイクル）のみのレイテンシを有してよく、５回の反復が７サイクル（例えば、１ラウ
ンドにつき１．４サイクル）のみのレイテンシを有してよい。４、６または７サイクルの
それらのパイプラインレイテンシ中、他の有用なプロセッシングが、セキュア暗号ハッシ
ュと並列的または同時に実行されてよい。したがって、暗号アルゴリズムのラウンド反復
の合計数より少ない反復数（例えば、２、４または５回の反復）を有する、複数のセキュ
ア暗号ハッシュアルゴリズムラウンドのための命令を提供することによって、スーパース
カラ実行パイプライン、および／またはアウトオブオーダプロセッサパイプライン内の他
の複数の命令の同時実行を許可し、それによって著しく処理スループットを改善させ、汎
用プロセッサに関連付けられた製造処理改善のための度数スケーリングを利用させる。
【０１２０】
　図１６は、セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供するための処理１６０１の一実施
形態のためのフロー図を示す。処理１６０１および本明細書に開示された他の複数の処理
は、複数の汎用機械または特定用途機械またはそれら両方の組み合わせによって実行可能
な、専用ハードウェア若しくはソフトウェア若しくはファームウェアの複数のオペレーシ
ョンコードを含み得る複数の処理ブロックによって実行される。
【０１２１】
　処理１６０１の処理ブロック１６１０において、セキュア暗号ハッシュのための命令が
デコードされ、そこにおいて当該命令のいくつかの実施形態は少なくともソースデータ、
および１または複数のキーオペランドを指定してよい。処理ブロック１６２０において、
転置されたソースデータを生成すべく、初期転置がソースデータに対し実行される。処理
ブロック１６３０において、当該命令に応答して、セキュア暗号ハッシュアルゴリズムの
ラウンド反復が転置されたソースデータに対し、１または複数のキーオペランドを使用し
て実行される。セキュア暗号ハッシュのいくつかの実施形態は同一の命令に応答して、１
回より多いラウンド反復を実行するが、通常、ラウンド反復の総数より少ない回数（例え
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ば、１６未満）がセキュア暗号ハッシュに要求されてよい。処理ブロック１６４０におい
て、当該命令のための指定されたラウンド反復数が終了したか否かが判断される。終了し
ていない場合、処理は処理ブロック１６３０における開始を繰り返す。あるいは、処理ブ
ロック１６５０において、逆初期順転置が暗号化されたデータに対し、実行される。次に
、処理ブロック１６６０において、命令によって指定されるフォーマットに従い、命令の
結果がデスティネーションに格納され、例えば、命令によって指定されるフォーマットは
、最終のラウンド反復または中間のラウンド反復のためのものであってよく、デスティネ
ーションは命令によってレジスタデスティネーションオペランドまたはメモリデスティネ
ーションオペランドとして指定されてよい。命令の一実施形態は、ＤＥＳまたはＴＤＥＳ
のようなＦｅｉｓｔｅｌ暗号アルゴリズムを使用して、セキュア暗号ハッシュアルゴリズ
ムラウンド反復を指定する。複数の代替的な実施形態は、例えば、Ｂｌｏｗｆｉｓｈ、Ｓ
ＡＦＥＲ　Ｋ－６４、ＣＡＳＴ５、ＦＥＡＬ等のような他の複数の暗号アルゴリズムを使
用してよい。
【０１２２】
　例えば、計算の過剰な複雑度または許容不能な遅延を要求することなく、攻撃を阻止す
るための精選された調整を可能とし、処理における所望のサービス品質を減じることなく
、負荷分散および／またはサービス拒否攻撃に対する防御等を提供する複数のアプリケー
ション内でセキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供すべく、セキュア暗号ハッシュアル
ゴリズムを採用するための複数の命令が使用されてよいことが理解されるであろう。いく
つかの実施形態は、セキュア暗号ハッシュアルゴリズムを実行するためのラウンド数の範
囲を指定してよい（例えば、即値オペランド内で）。例えば、一実施形態では、即値バイ
トオペランド内の０ｘ０Ｆの１６進数の範囲は、上記命令が暗号ハッシュアルゴリズムの
すべての１６の反復を実行することを指示し得るのに対し、即値バイトオペランド内の０
ｘＦＦの１６進数の範囲は、命令が１６の反復のうち１ラウンドのみ実行することを指示
し得る、あるいは即値バイトオペランド内の０ｘＦ８の１６進数の範囲は、命令が暗号ハ
ッシュアルゴリズムの復号化モードで、１６ラウンドのうち９ラウンドまでの反復を実行
することを指示し得る。ハッシュアルゴリズムとして暗号を採用する際の予期しない利点
の１つは、一方向ハッシュアルゴリズムに対し、それは可逆的であるという点である。そ
れは、攻撃（例えば、サービス拒否攻撃）を阻止するための新しいキーの挿入を許可する
と同時に、所望の特性（例えば、持続的および／または一貫性のあるハッシュ）を提供す
る負荷分散のためのキー設計に寄与し得ることが理解されるであろう。ハッシュアルゴリ
ズムとして、暗号化の指定された反復数のみを実行することの別の予期しない利点は、複
数の異なるキーセットが各ラウンドまたはラウンド反復の範囲に対して使用されてよいこ
とであり、それにより標準的なサブキースケジュールを使用することでは不可能な暗号結
果をもたらす。
【０１２３】
　図１７は、セキュア暗号ハッシュラウンド機能を提供する処理１７０１の別の実施形態
のためのフロー図を示す。処理１７０１の処理ブロック１７１０において、セキュア暗号
ハッシュのための命令がデコードされ、そこにおいて、当該命令のいくつかの実施形態は
、少なくともソースデータ、および１または複数のキーオペランドを指定してよい。処理
ブロック１７２０において、転置されたソースデータを生成すべく、初期転置がソースデ
ータに対し実行される。処理ブロック１７３０において、当該命令に応答して、セキュア
暗号ハッシュアルゴリズムのラウンド反復が転置されたソースデータに対し、当該命令に
よって指定されたラウンド数に従い、１または複数のキーオペランドを使用して実行され
る。いくつかの実施形態において、１回のラウンド反復または複数の反復において使用さ
れる特定のキーまたは複数のキーは、命令によって指定される１または複数のラウンド数
に依存してよい。セキュア暗号ハッシュのいくつかの実施形態は同一の命令に応答して、
１回より多いラウンド反復を実行するが、通常、ラウンド反復の総数より少ない回数（例
えば、１６未満）がセキュア暗号ハッシュに要求されてよい。処理ブロック１７４０にお
いて、当該命令のための指定されたラウンド反復数が終了したか否かが判断される。終了
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していない場合、処理は処理ブロック１７３０における開始を繰り返す。あるいは、処理
ブロック１７５０において、逆初期転置が暗号化されたデータに対し、実行される。次に
、処理ブロック１７６０において、命令によって指定されるフォーマットに従い、命令の
結果がデスティネーションに格納され、例えば、命令によって指定されるフォーマットは
、最終のラウンド反復または中間のラウンド反復のためのものであってよく、デスティネ
ーションは命令によってレジスタデスティネーションオペランドまたはメモリデスティネ
ーションオペランドとして指定されてよい。
【０１２４】
　本明細書に開示される複数のメカニズムの複数の実施形態は、ハードウェア、ソフトウ
ェア、ファームウェアまたはそのような複数の実装アプローチの組み合わせで実装されて
よい。本発明の複数の実施形態は、少なくとも１つのプロセッサ、ストレージシステム（
揮発性および不揮発性メモリおよび／または複数のストレージ要素を含む）、少なくとも
１つの入力デバイス、および少なくとも１つの出力デバイスを備える、複数のプログラム
可能なシステム上で実行される複数のコンピュータプログラムまたはプログラムコードと
して実装されてよい。
【０１２５】
　本明細書に記載の複数の関数を実行し、出力情報を生成すべく、プログラムコードが複
数の入力命令に適用されてよい。当該出力情報は既知の方法で、１または複数の出力デバ
イスに適用されてよい。本願の複数の目的において、処理システムとは例えば、デジタル
信号プロセッサ（ＤＳＰ）、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）
、またはマイクロオペレーションロセッサ等のプロセッサを有する任意のシステムを含む
。
【０１２６】
　プログラムコードは、処理システムと通信を行う、高水準の手順型またはオブジェクト
指向型のプログラミング言語で実装されてよい。プログラムコードはまた、必要に応じて
、アセンブリまたは機械言語で実装されてよい。実際に、本明細書に記載の複数のメカニ
ズムは、いかなる特定のプログラミング言語にも範囲限定はされない。いかなる場合も、
言語はコンパイラ型言語またはインタープリタ型言語であってよい。
【０１２７】
　少なくとも一実施形態の１または複数の態様は、プロセッサ内の様々なロジックを表現
する機械可読媒体上に格納された複数の代表的命令によって実装されてよく、ロジックは
、機械により読み取られると、機械に、本明細書に記載の複数の技術を実行させるロジッ
クを作成させる。複数の「ＩＰコア」として知られるそのような複数の表現命令が有形の
機械可読媒体上に格納されてよく、様々な顧客または製造施設に供給され、実際にロジッ
クまたはプロセッサを作成する複数の製造機械にロードされてよい。
【０１２８】
　そのような機械可読ストレージ媒体は限定はされないが、機械またはデバイスによって
製造または形成される複数の物品の非一時的かつ有形な複数の構成を含んでよい。そのよ
うなものとして、複数のハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、光ディスク
、コンパクトディスクリードオンリメモリ（ＣＤ‐ＲＯＭ）、ＣＤ－ＲＷ、および複数の
光磁気ディスクを含む任意の他のタイプのディスク、複数のリードオンリメモリ（ＲＯＭ
）、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、スタティックランダムアクセス
メモリ（ＳＲＡＭ）等の複数のランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、複数のプログラマブ
ルリードオンリメモリ（ＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリ、電気的消去可能プログラマブ
ルリードオンリメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、磁気カード若しくは光カード等の半導体デバイ
ス、あるいは複数の電子的命令を格納するのに好適な任意の他のタイプの媒体といったス
トレージ媒体がある。
【０１２９】
　従って、本発明の複数の実施形態はまた、複数の命令を含む、または本明細書に記載の
複数の構造、回路、装置、プロセッサおよび／またはシステムの特徴を定義するハードウ
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。そのような複数の実施形態はまた、複数のプログラム製品として称されてよい。
【０１３０】
　いくつかの場合において、ソース命令セットからターゲット命令セットへ命令を変換す
べく、命令コンバータが使用されてよい。例えば、命令コンバータは、命令をコアによっ
て処理される１または複数の他の命令に、トランスレート（例えば、スタティックバイナ
リトランスレーション、ダイナミックコンパイルを含むダイナミックバイナリトランスレ
ーションを使用して）、モーフィング、エミュレーション、または変換してよい。命令コ
ンバータはソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせと
して実装されてよい。命令コンバータはプロセッサ上、プロセッサの外部、または部分的
にプロセッサ上および部分的にプロセッサ外部にあってよい。
【０１３１】
　したがって、少なくとも一実施形態に従う１または複数の命令を実行するための複数の
技術が開示された。複数の特定の例示的な実施形態が、複数の添付図面で説明および図示
されたが、複数のそのような実施形態は単に例示であり、広範な発明を限定するものでは
なく、当業者であれば、本開示を参照することにより様々な他の変更に想到し得ることか
ら、本発明は、図示および説明された詳細な複数の構造および構成に限定されるものでは
ないことが理解されよう。成長が迅速で更なる進歩が容易に予測できないこのような技術
領域においては、開示された複数の実施形態は、本開示の複数の原理または添付の特許請
求の範囲から逸脱することなく、技術の進歩を可能にすることによる容易化に伴い、構成
および詳細に対し簡単に変形を加えることが可能であり得る。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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