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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
装置であって、
プロセッサ製造業者のプラットフォーム独立コードに対応する半導体統合コード（ＳＩ
Ｃ）を格納する不揮発性ストレージを備え、
前記ＳＩＣは、メモリコントローラの初期化によって、メモリを初期化するための埋め
込みメモリ論理（ＥＭＬ）を含み、メモリ信号のマッピングは、前記ＥＭＬを介してアク
セス可能なオンダイ終端データ構造（ＯＤＴデータ構造）を利用し、前記ＯＤＴデータ構
造は、相手先ブランド製造業者（ＯＥＭ）が提供し、前記メモリのプラットフォーム依存
メモリ構成のパラメータ化された規則セットに対応しており、
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前記ＳＩＣは、プロセッサのリセットに呼応して、前記ＯＥＭの起動前コードに制御を
提供する前に実行される、装置。
【請求項２】
前記ＳＩＣをロードする最初のプログラムローダ（ＩＰＬ）をさらに備え、
前記ＩＰＬは、前記プロセッサのマイクロコードから導入され、
前記ＩＰＬは前記ＳＩＣを認証してから前記ＳＩＣを導入する、請求項１に記載の装置
。
【請求項３】
前記ＥＭＬは、前記ＯＤＴデータ構造を利用して前記メモリのＯＤＴ抵抗を計算する、
請求項１または２に記載の装置。
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【請求項４】
前記ＥＭＬは、前記ＯＤＴデータ構造を利用して前記メモリの起動マトリックスを計算
する、請求項１から３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
前記ＥＭＬは、前記ＯＤＴデータ構造のポピュレーション情報に基づいて前記メモリの
チャネルのポピュレーションパターンを計算する、請求項１から４のいずれか一項に記載
の装置。
【請求項６】
前記ＥＭＬは、前記ポピュレーションパターンをＯＤＴ規則のリストと比較する、請求
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項５に記載の装置。
【請求項７】
前記ＥＭＬは、前記ＯＤＴ規則のリストの情報を利用して、公称終端抵抗と書き込み終
端抵抗とを計算する、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
プロセッサ製造業者が提供する埋め込みメモリコード（ＥＭＣ）を利用してシステムの
第１の電力投入中に前記システムのプロセッサに連結されたメモリを初期化することで、
前記メモリとメモリコントローラとを初期化して、前記システムの相手先ブランド製造業
者（ＯＥＭ）が提供し、プラットフォーム依存情報のパラメータ化された規則セットに対
応しており、前記ＥＭＣを介してアクセス可能なオンダイ終端データ構造（ＯＤＴデータ
構造）を利用して前記メモリのメモリ構成を生成する段階と、

20

前記プロセッサの少なくとも１つの段階レジスタに前記メモリ構成のスナップショット
を格納する段階と、
ＯＥＭ

ＢＩＯＳ（basic input/output system）に制御を渡す前に、前記システムの

不揮発性ストレージに前記スナップショットをセーブする段階と
を備える方法。
【請求項９】
前記プロセッサの低電力モードから退出時に、前記不揮発性ストレージに格納されてい
る前記スナップショットにアクセスする段階をさらに備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
前記スナップショットを利用して前記メモリコントローラの構成を復旧した後に、再開
ベクトル識別子を利用して前記ＯＥＭ
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ＢＩＯＳに制御を渡す段階をさらに備える、請求

項８または９に記載の方法。
【請求項１１】
前記ＥＭＣを利用して、前記システムの第２の電力投入中に前記不揮発性ストレージに
格納されている前記スナップショットにアクセスする段階をさらに備える、請求項８から
１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
前記メモリの現在のメモリポピュレーションを検知して、格納されている前記スナップ
ショットのメモリ構成と比較して、前記比較に呼応して増分的なトレーニングを施す段階
をさらに備える、請求項８から１１のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項１３】
前記増分的なトレーニングでは、前記メモリのランクに有効なフラグが設定されている
かを判断して、判断結果が肯定的である場合に、前記ランクについてのランクトレーニン
グをバイパスして、前記判断結果が否定的である場合に、前記ランクトレーニングを実行
する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
システムであって、
複数のコアと不揮発性メモリとを有するプロセッサと、
相手先ブランド製造業者（ＯＥＭ）のファームウェアを格納するフラッシュメモリと、
前記プロセッサに連結されたシステムメモリと
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を備え、
前記不揮発性メモリは、前記プロセッサの製造業者のプラットフォーム独立コードに対
応する半導体統合コード（ＳＩＣ）を含み、
前記ＳＩＣは、前記プロセッサと、前記プロセッサを前記システムメモリに連結する少
なくとも１つのリンクとを初期化する埋め込みプロセッサ論理を含み、
前記システムメモリを、埋め込みメモリ論理（ＥＭＬ）を介してアクセス可能なオンダ
イ終端データ構造（ＯＤＴデータ構造）を利用して初期化する前記ＥＭＬを含み、
前記ＯＤＴデータ構造は、相手先ブランド製造業者（ＯＥＭ）が提供し、前記システム
メモリのプラットフォーム依存メモリ構成のパラメータ化された規則セットに対応してお
り、
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前記ＳＩＣは、複数の第１レベルの段階に分割されて、各段階が少なくとも１つの第２
レベルの段階を配下に有し、前記複数の第１レベルの段階それぞれ内では、固有のインデ
ックスが各内部パラメータに割り当てられており、前記プロセッサはさらに、前記ＳＩＣ
の実行中に現在の第１レベルの段階を格納する少なくとも１つの段階レジスタを含む、シ
ステム。
【請求項１５】
前記プロセッサは、前記少なくとも１つの段階レジスタから前記現在の第１レベルの段
階を読み出し、前記現在の第１レベルの段階を格納ユニットに格納する、請求項１４に記
載のシステム。
【請求項１６】

20

前記プロセッサは、予め定められた第１レベルの段階が前記少なくとも１つの段階レジ
スタに書き込まれるときに、前記予め定められた第１レベルの段階での前記ＳＩＣの実行
を停止する、請求項１４または１５に記載のシステム。
【請求項１７】
前記プロセッサは、前記予め定められた第１レベルの段階での前記ＳＩＣの実行の内部
状態のスナップショットを格納する、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
前記ＯＥＭは、前記スナップショットを利用して前記システムをデバッグする、請求項
１７に記載のシステム。
【請求項１９】
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前記スナップショットは不揮発性ストレージに格納されており、低電力状態から再開す
るとき前記ＳＩＣによりアクセスされる、請求項１７または１８に記載のシステム。
【請求項２０】
前記ＳＩＣは、ファームウェアインタフェーステーブル（ＦＩＴ）にアクセスして、前
記スナップショットの位置を判断する、請求項１７から１９のいずれか一項に記載のシス
テム。
【請求項２１】
前記ＳＩＣは、前記リンクをトレーニングすることなく、前記スナップショットを利用
することで、前記プロセッサのメモリコントローラと前記システムメモリとを初期化する
、請求項１７から２０のいずれか一項に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
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【背景技術】
【０００１】
従来、コンピュータシステムの起動及び低レベル処理を行うために利用されてきた、低
レベルソフトウェアであるＢＩＯＳ（basic input/output system）ソフトウェアは、コ
ンピュータ製造業者である、いわゆるＯＥＭ（相手先ブランド製造業者：original equip
ment manufacturer）によって組み込まれてきた。プロセッサにＢＩＯＳをサポートさせ
るために、プロセッサの製造業者（いわゆるシリコン製造業者）は、詳細な情報をＯＥＭ
に与える。通常、情報はソースコードの形態で組み込まれてきた。しかしこのコード提供
により、プログラム方法及び基礎となるハードウェアの詳細などの、プロセッサのハード
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ウェアの知的財産（ＩＰ）面の要素が第三者に暴露されていた。さらに、ソースコードを
提供すると、ＯＥＭはコードを修正して、非標準的な方法で統合して、非標準的なハード
ウェアに対応させるべく調整することで複雑性が増し、動作面でも懸念が生じ、シリコン
製造業者にとってのサポート料が上がることにつながる。
【０００２】
例えば、通常システムの初期化のために提供される情報には、プロセッサ、インターコ
ネクトリンク、メモリ部等の詳細に関する情報が含まれる。これら詳細には、レジスタの
定義、このハードウェアへのインタフェース等が含まれうる。この情報は、ＯＥＭのみな
らず、独立系ＢＩＯＳ販売業者（ＩＢＶ）にも流通する。プロセッサその他の高度なシリ
コンコントローラは別の種類のシステム及びデバイスに組み込まれているので、ＩＢＶ及
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びＯＥＭのｘ８６コンピュータシステムの範囲は比較的小さいが、これから大きく拡張し
ていくことが予想され、ＩＰ面での懸念及びサポート面での困難を生じる可能性がある。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
【図１】本発明の一実施形態における、プラットフォーム独立シリコン一体化コード（Ｓ
ＩＣ）のコンポーネントのブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態におけるシステムのブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態における埋め込みメモリ論理（ＥＭＬ）コードの実行を示す
フロー図である。
【図４】本発明の一実施形態におけるＥＭＬのさまざまなコンポーネントのブロック図で

20

ある。
【図５】本発明の一実施形態における終端抵抗を決定する方法のフロー図である。
【図６】本発明の一実施形態におけるプロセッサのブロック図である。
【図７】本発明の一実施形態における、スナップショットを生成して利用する方法のフロ
ー図である。
【図８】本発明の一実施形態における、メモリ初期化に対する増分的なトレーニングを行
う方法のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【０００４】
さまざまな実施形態で、最初の初期化ソフトウェアは、基盤となるプロセッサハードウ
ェアに対して密接に取り付けることができるので、ＯＥＭ
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ＢＩＯＳにより実装されるの

ではなく、シリコン製造業者が最初の初期化ソフトウェアを制御して提供することができ
る。
【０００５】
シリコン一体化コード（ＳＩＣ）は、コードがロードされ、出所を確かめて、ＳＩＣの
実行後に、滞りなくＯＥＭ

ＢＩＯＳに制御を渡される環境で利用することができる。Ｓ

ＩＣは、アナログリンクの設定がなされるトレーニング、診断、及びテストフックの設計
といったメモリ初期化の低レベル面の動作に利用することができる。本発明の範囲はこの
点に限定はされないが、メモリコントローラ及びインターコネクトリンクの主要な初期化
コード、及び、さまざまなプロセッサ及びシステムの特徴部のランタイムを潜在的に助け
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る部材を、ＳＩＣの形態とすることができる。一部の実施形態では、このコードに対する
信頼ルートが、プロセッサのマイクロコードのフック経由で提供されて、ＳＩＣを認証し
てロードするためのＳＩＣロードを実装することができ、これは、シリコン製造業者のＢ
ＩＯＳの形態であってよく、ＯＥＭ

ＢＩＯＳに制御を渡すことができる。ＯＥＭ

ＢＩ

ＯＳへのアップグレードが難しいことを鑑みると、フラッシュメモリに組み込まれたファ
ームウェア等のＢＩＯＳを格納するメモリが適合しない場合もあるので、ＳＩＣローダを
導入するためのＳＩＣローダプロセッサパッケージ内のコアのマイクロコードに対応する
信頼ルートが、ＳＩＣが組み込まれたＯＥＭ

ＢＩＯＳの補助ブロックが有効であること

を検証するために利用される。
【０００６】
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ＳＩＣの実行後に、制御は、ＵＥＦＩオープンソースコア（例えば２００６年２月２１
日付けのＵＥＦＩ仕様バージョン２．０）に従って、または、オープンファームウェアＩ
ＥＥＥ１２７５−１９９４、または、従来のＢＩＯＳまたは特許化されているＯＥＭブー
トコード（それぞれ１以上のオペーティングシステムを起動する）を介して実装すること
ができるＯＥＭ

ＢＩＯＳに渡されてよい。実装例によっては、ＳＩＣは、例えばエラー

解消のため、またはバイナリ変換を行うために、パッチを実行するために利用することが
できる。さらに、ＳＩＣは、バイナリ変換、エラー処理のためのメモリブロック、または
ランタイム中に実行されるシリコン製造業者の他のコードを隠してＯＳから見えなくする
ために、一定のメモリブロックに対する保護を設定することができる。このようにするこ
とで、プロセッサが、例えばマイクロコード読み出し専用メモリ（ｕＲＯＭ）オフロード
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、コプロセッサのサポート等の逆コードを利用する場合には、機械を第三者であるＯＥＭ
のコードに晒される前に、ＳＩＣがこのメモリを提供することで、メモリのサブセットを
プロセッサに利用可能としておくことができるようになる。
【０００７】
さまざまな実施形態では、ＳＩＣは、フラッシュその他の不揮発性メモリ等であるＯＥ
Ｍ

ＢＩＯＳに組み込まれるバイナリコードとして提供されてよく、または、ＳＩＣをプ

ロセッサパッケージの不揮発性ストレージに実装してもよい。従って実施形態では、プロ
セッサその他のシリコン製造業者が顧客に対して、ソースコードではなくて、バイナリモ
ジュールを出荷することができるので、より高いＩＰ保護が可能となる。顧客数が増える
と、シリコンとともにＢＩＯＳ構築ブロックを出荷することによって実現される技術サポ
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ート料の削減量が顕著となる。
【０００８】
図１は、ＳＩＣに組み込むことができる、本発明の一実施形態のプラットフォーム独立
ＢＩＯＳのコンポーネントのブロック図である。プラットフォーム独立という用語は、機
械の仕様に関わらず（例えばメモリの種類、リンクの速度、利用可能な電圧等）、どのプ
ラットフォームでも、含まれているコンポーネントが実行可能であることを示す。後述す
るように、プラットフォーム依存であるコンポーネントは、プラットフォームの製造業者
のデータファイルにより符号化することができる。一例としては、プラットフォーム販売
業者は、システム基板等に関する情報等の一定の情報をパラメータ化することができる。
基礎的な初期化を行う一定のコンポーネント（例えば信頼ルートを構築するリンク初期化
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）は、第三者のコードの制御を処理する前にＳＩＣによって行われてよい。このようにＳ
ＩＣを一時的に隔離することで、電力をリセット中にもプロセッサがハードウェアを有し
て、制御を第三者のコードに渡すまではＳＩＣだけが実行可能であることを確認すること
ができる。
【０００９】
図１からわかるように、ＳＩＣコンポーネントは、第三者のコードの前にＳＩＣの残り
を発見してロードする役割を担う最初のプログラムローダ（ＩＰＬ）２０を含んでよい。
このローダは、ＳＩＣのコンポーネントとは考えられない場合もある。ＳＩＣのコンポー
ネントが一時的であったり持続的であったりする。持続的な場合には、アクティブにされ
たり（プラットフォーム初期化（ＰＩ）モジュール）またはパッシブにされたり（新たな
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命令によってライブラリのように機能すること）してよい。
【００１０】
図１の実施形態では、ＳＩＣ１０が、埋め込み中央処理装置（ＣＰＵ）論理（ＥＣＬ）
３０を含み、これは、オンボードのインターコネクト等のインタープロセッサ論理を初期
化する。リンク及びメモリ初期化の両方のトレーニングには、リンクの両端の間の通信が
含まれてよい。リンクの場合には、プロセッサは、別のプロセッサまたは出入力（ＩＯ）
ハブに連結されてよく、データ処理可能な動作周波数及びリンク幅を決定することができ
る。ＥＣＬモジュールは通常は一時的である。一部の実施形態では、リンクの初期化は、
低電力状態（例えばＡＣＰＩ（Advanced Configuration and Power Interface）低電力状
態、その一例が２００９年６月１６日付けのＡＣＰＩ仕様バージョン４．０のＳ３である
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）からの再開処理中に、メモリコンテンツにダメージを与えずにやり直すことができる。
【００１１】
ＳＩＣ１０はさらに、メモリの初期化に際して埋め込みメモリ論理（ＥＭＬ）４０を含
んでよい。このコンポーネントは、ランタイム中に（例えば温度のスロットルまたはエラ
ー処理のため）一部が一時的であり一部が持続的であってもよい。別のコンポーネントで
はメモリを別の視点から見るために、メモリ初期化には、アドレス指定の設定がさらに含
まれていてもよい。例えば、ＣＰＵは、システムアドレスと称される物理的アドレス空間
の視点を有することができる。システムメモリ（例えばダイナミックランダムアクセスメ
モリ（ＤＲＡＭ））に連結するメモリコントローラは、チャネル、ランク、及びランクを
有するオフセットにより特定される特定のメモリセルにアドレスをマッピングする。メモ
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リアクセスは全て、プロセッサノードにルーティングされて、復号され、チャネル番号、
リンク番号、及びランクにおけるオフセットに変換される。従って、リンクアドレスの符
号器のプログラミングの仕方によって、メモリは異なる見方で見ることができる。プロセ
ッサについて隔離されたメモリ量を確保するために、アドレス復号器及びメモリ復号器の
サブセットをプロセッサについてプログラミングすることができる。このようにして隔離
されたメモリは、システム動作中にはプロセッサが独占して利用することができ、マイク
ロコードオフロード、バイナリ変換器、ライセンス情報、管理情報等を格納することがで
きる。これに加えて、予備論理５０を利用して、プラットフォーム独立論理の他の特徴部
をサポートすることができる。本発明の範囲は、図１の実施形態に示すこの点に限定はさ
20

れない。
【００１２】
図２は、本発明の一実施形態におけるシステムのブロック図である。図２に示すシステ
ム１００は、ハードウェアと、さまざまなソフトウェア層とを含んでいる。示されている
ハードウェア実装は、代表的な高位のレベルであり、システムによっては数多くの他のコ
ンポーネントが存在しうる。さらに、ソフトウェアの各部分が様々な場所に分散された様
々なコンポーネントとして示されているが、特に、様々な実施形態でＳＩＣの各部分が様
々な場所に存在してよいことを理解されたい。
【００１３】
システムの基礎部分であるハードウェア１１０は、１以上のプロセッサ、メモリ、入出
力デバイス等を含む様々なコンポーネントを含んでよい。しかし、図示の便宜上、図２の
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実施形態にはこれらのコンポーネントの一部のみを示している。特に、コアで実行するも
のとして、プロセッサコア１１５及び対応するマイクロコード１２０が示されている。様
々な実施形態では、コア１１５は、それぞれが自身のマイクロコードストアを含んでよい
マルチコアプロセッサの複数のコアを表すことができる。加えて、多くの実装例では、プ
ロセッサパッケージがアンコア１１８（プロセッサコアの外に存在する様々な論理を含む
）を含むことができる。様々な実施形態では、アンコア１１８は、コア１１５、統合メモ
リコントローラ（ＩＭＣ）１２５、及び入出力コントローラハブ（ＩＯＨ）１２８に、Ｉ
ｎｔｅｌ（登録商標）Ｑｕｉｃｋ

Ｐａｔｈ

Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ（ＱＰＩ）リン

クを介して連結される。これを受けてＩＭＣ１２５は、システムメモリ１３０に連結され
てよく、これは一実施形態では、ダブルデータレート（ＤＤＲ）−３ＤＩＭＭ等の複数の
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デュアル・インライン・メモリモジュール（ＤＩＭＭ）から構成されてよい。さらに図示
されているように、ＩＯＨ１２８は、周辺コントローラハブ（ＰＣＨ）１３５に直接媒体
インタフェース（ＤＭＩ）インターコネクトにより連結されてよく、これが、トラステッ
ド・プラットフォームモジュール（ＴＰＭ）１４０及び周辺モジュール１４５等の他のデ
バイスに連結されてよい。本発明の範囲はこれに限定されないが、様々なデバイスのＰＣ
Ｈ１３５へのインターコネクトは、低ピンカウント（ＬＰＣ）バスによって行われてよい
。これら限定されたコンポーネントのみが示されているが、多くの他のコンポーネントも
別の実装例では存在する可能性がある。
【００１４】
プロセッサハードウェアにはＳＩＣモジュール１５０が密接に連結されている。様々な
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実装例では、ＳＩＣモジュールは、フラッシュメモリ等の不揮発性ストレージに実装され
ており、例えばプロセッサパッケージ内に置かれてよい。この代わりに、ＳＩＣモジュー
ルは、プロセッサの製造業者からＯＥＭにバイナリで提供されてよく、ＯＥＭは自身のＢ
ＩＯＳにこれを組み込む。従って、ＳＩＣの実際の位置は、実装が変わると変わる場合が
ある。一実施形態では、ＳＩＣは、ＯＥＭ

ＢＩＯＳの一部である（例えばマザーボード

に取り付けられたフラッシュデバイスに統合されている）。しかし、図示を簡単にすべく
、ＳＩＣモジュール１５０が別個のコードブロックとして示されている。特に、示されて
いるモジュールは、複数のＳＩＣコードの改定１５２１−１５２ｎを含んでいる。つまり
、後で詳述するように、ＳＩＣはフィールドで更新されてよい。ＳＩＣモジュールには、
コードに加えて、様々なデータブロック１５４１から１５４ｎが存在していてよい。一実

10

施形態では、シリコン製造業者のポリシーが、このＳＩＣデータブロックに含まれていて
よく、これがＳＫＵ（stock keeping unit）に基づいていてよい。この情報は、部分のグ
レーディング、サポートされた特徴、及び／または、シリコンの熱物理特性を示すような
電圧及び温度のレーティングを含んでよい。これら様々なコード及びデータブロックにア
クセスするために、ファームウェアインタフェーステーブル（ＦＩＴ）１５５を提供する
ことができる。符号及びデータブロックはキーとなる対の構造により保護されていてよい
。様々な実施形態では、ＳＩＣ１５０がハードウェアに暗号的に結合されており、コアマ
イクロコード１２０を媒体として起動がなされる。
【００１５】
さらなるシステムソフトウェアが、ＵＥＦＩ規格に準拠した起動前コードを含むＯＥＭ
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ＢＩＯＳの形態であってよい。これらのコードは、様々なファームウェア部分で格納さ
れてよく、セキュリティ初期化コード（ＳＥＣ）、前ＥＦＩ（ＰＥＩ）コード、及び、ド
ライバ実行環境（ＤＸＥ）及びブートデバイス選択（ＢＤＳ）コードを含んでよい。論理
上の例としては、これらのコードは、第１のコードモジュール１６０と第２のコードモジ
ュール１７０とに分けられてよい。ファームウェア部分は、ＢＩＯＳその他の低レベルソ
フトウェアを含んでよい不揮発性メモリの論理上の分割部分である。一般的には、モジュ
ール１６０及び１７０がそれぞれ、第三者の拡張可能コードを有するファームウェア部分
であってよい。第１のコードモジュール１６０は、ＯＥＭプラットフォームの初期化を行
い、ＳＩＣコードからメモリアパーチャを取得するために利用することができる（ブロッ
ク１６２）。制御は次にコードブロック１６４に渡されて、物理的実態についての分析を

30

実行して、セキュアなハッシュ演算を行うことができ、これにより、主要なファームウェ
ア部１６８の測定を行う前に、セキュアなファームウェア更新メカニズム１６６を実行す
ることができるようになる。これらの認証チェック全てにパスすると、制御は第２のコー
ドモジュール１７０に渡され、これらがＤＸＥコアを含んでよく、ＵＥＦＩセキュアな起
動モジュール１７４を実行してよい（例えばＡＣＰＩメモリに格納されている測定ログ１
７６を利用して）。次に、ＯＳ１８０をロードするＯＳローダ及びドライバ１８５が実行
されてよく、ＯＳ１８０はＵＥＦＩに準拠したＯＳであってよい。他の実装例では、レガ
シーのＯＳ１９０が、１以上の任意で設けられるＲＯＭ１９５を介して実装されてよい。
【００１６】
上述したように、本発明の一実施形態のＳＩＣは、埋め込まれたメモリ論理を含んでよ
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い。この論理は通常、メモリ参照コード（ＭＲＣ）のバイナリ形態をカプセル化したもの
であってよく、メモリ参照コード（ＭＲＣ）は、プロセッサの製造業者がＯＥＭにメモリ
等の初期化方法を知らせる目的で、ソースコードの形態でＯＥＭに提供してよいＢＩＯＳ
モジュールのことである。しかし上の説明によれば、基礎となるハードウェアＩＰをＯＥ
Ｍに見えない形で提供するために、埋め込みメモリ論理はバイナリ形式で提供されてよい
。
【００１７】
ＥＭＬはプラットフォーム独立なために、プラットフォームに依存した問題を特定して
提供する様々な情報が、ＥＭＬによりアクセス可能となる。一例としてはシステム基板の
ばらつきが挙げられる。例えば、プラットフォームごとに配線が異なるので、シリアル存
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在検知（ＳＰＤ）／システム管理バス（ＳＭＢＵＳ）マッピング、信号マッピング、タイ
ミング、オンダイ終端（ＯＤＴ）抵抗等が異なってくる。またさらに、さまざまに異なる
ＯＥＭは、カスタマイズ／デバッグに対して異なる要件を有する場合があり、特に、ＯＥ
Ｍが対応するソースコードを有さないことから、エラーの記録／報告が問題となる。後述
するように、一部の実施形態では、ハードウェアを提供してデバッグ処理を助けている。
プラットフォーム間でのばらつきの他の例には、販売業者が非標準的なＤＩＭＭまたは逸
脱した部分を選択しているために、これらの限定を理解するために周辺作業が発生するよ
うな場合も含まれる。実施形態では、ＥＭＬをクリアなインタフェースでコンポーネント
の階層に組み込むことで、ＯＥＭにプラットフォームをパラメータ化させ、ＥＭＬのバイ
10

ナリ提供を可能としてよい。
【００１８】
概して、ＥＭＬは、ＯＥＭが供給するプラットフォーム構成データをパースすることで
メモリを初期化してよい。以下の説明はＤＤＲ３タイプのメモリで実装されたシステムメ
モリに関するものであるが、本発明の範囲はこの点に限定はされない。
【００１９】
図３は、本発明の一実施形態におけるＥＭＬコードの実行を示すフロー図である。様々
な実施形態では、システムをリセットすると、または、低電力状態からの再開時に、ＥＭ
Ｌに入ることができる（例えばＳ３状態）。図３からわかるように、方法２００は、様々
なレジスタを初期化することで開始されてよい（ブロック２１０）。様々な実施形態では
、これらレジスタ及びバスは、ＰＣＩ

Ｅｘｐｒｅｓｓ（登録商標）ベースのアドレスレ
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ジスタ、システム管理バス、汎用入出力（ＩＯ）レジスタ、及び、電力管理（ＰＭ）レジ
スタを含んでよい。一実施形態では、Ｉ／Ｏテーブル（例えばＩＯ／メモリマッピングさ
れたＩＯ（ＭＭＩＯ）ポート及びプログラムへの値のリスト）を利用して、このステップ
を実装することができ、この場合には、ＩＯテーブルが、プラットフォーム製造業者によ
り供給されＥＭＬにより実行されてよい。一定のデバイスがコードにより利用され、ＥＭ
Ｌの実行前の初期化が必要となることから、様々な初期化が生じうる。次に、処理がシス
テムへの電力投入または低電力状態（例えばＳ３）からの再開によって生じているかを決
定してよい（ダイアモンド２１５）。最初の電力投入時には、制御はブロック２２０に渡
されて、ここで取り付けられているシステムメモリが検知されてよい。一実施形態では、
検知が、ＳＭバスを介したＳＰＤの読み取りによって生じてよい。ＤＩＭＭを見つけるこ
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とのできるアドレスは、プラットフォームに依存している。例えば、数多くのＤＩＭＭを
有するより大きなプラットフォームは、ＳＭバスに、様々なセグメント間を切り替えるた
めのマルチプレクサを実装してよい。
【００２０】
図３では、次に、メモリクロック比を決定してよい（ブロック２４０）。プラットフォ
ームが特定のクロックレートをサポートしていなくてもよいために、この処理はプラット
依存している可能性がある。つまり、クロック比は、メモリコントローラ／プラットフォ
ームの設計のポピュレーション及びユーザの設定の少なくとも１つによって上限が設けら
れる場合がある。クロック比を設定した後に、制御はブロック２５０に進み、ここではメ
モリコントローラのグローバル初期化が行われてよい。このグローバル初期化によって、
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ＩＭＣがデフォルト状態へとリセットされる（例えば、ＩＭＣ側でのＯＤＴ提供の設定、
及び、全ての信号について許可された最大ジッタ（参照電圧とサンプルされた電圧との間
の差の最大値等））。様々な実施形態では、メモリコントローラは、図２を参照して上述
した統合メモリコントローラであってよい。次に制御がブロック２６０に渡され、メモリ
信号をメモリコントローラ信号にマッピングしてよい。ここでもまた、プラットフォーム
依存信号ルーティングを行ってよい。例えばメモリコントローラは、最大８チップ選択（
ＣＳ）信号を有してよく、ＤＩＭＭは、最大４つの信号（４個のランクのＤＩＭＭ）まで
利用することができる。従って、メモリコントローラは、コマンドをあるランクに送る際
に、チップ設定ピンのいずれをプルダウンするかを決定するよう構成されていてよい。例
えば、ＤＩＭＭ１のＣＳ０は、プラットフォームの配線に応じてＩＭＣのＣＳ２またはＣ
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Ｓ４に接続されてよい。この情報は、プラットフォーム製造業者により供給される。
【００２１】
次に制御がブロック２７０に渡されて、スタティックな構成を実行することができる。
スタティックな構成とは、ＳＰＤから導出可能な全ての設定のことを示していてよい（例
えば、トレーニングを用いて決定される「ダイナミック設定」に対する２ＤＤＲコマンド
の間で必要となる遅延）。プラットフォーム依存の構成の一例としては、ブロック２７０
で決定されるＯＤＴ抵抗がプラットフォーム依存型であってよい。他のスタティック構成
処理には、ＯＤＴ起動及び抵抗選択に加えて、内部の論理対物理ランクマッピングが含ま
れてよい。これら選択と起動の詳細について説明する。ブロック２８０で、ここでもプラ
ットフォーム依存であってよいトレーニングを実施して、一部のプラットフォームでは、

10

トレーニングされていない一部の遅延に、デフォルト値とは異なる値を割り当ててよい。
トレーニングを実行した後で、ブロック２９０でテストを実行してよい。そしてメモリマ
ップが完了してよい（ブロック２９５）。メモリマップは、「チャネル／ランク／オフセ
ット」のインターリーブへの「システムアドレス」への参照である点に留意されたい。つ
まり、ＩＭＣは、複数の「インターリーブ」モードをサポートすることができる。例えば
、性能を上げるために、２つの連続した「システムアドレス」を２つの異なるチャネルに
マッピングすることができ、同じチャネルを有する２つの連続したアドレスが、さらに２
つの異なるランクにインターリーブされて、熱を分散することができる。
【００２２】
最初の電力投入ではなくて低電力状態からの起動によってＥＭＬに入る場合には、制御
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はダイアモンド２１５からブロック２３０に渡されて、これはＳ３の再開経路であり、前
に不揮発性ストレージに格納されていた構成情報を取得することができるが、これに関し
ては後で詳述する。つまりこの経路においては、情報は不揮発性メモリからテストを行わ
ずに取得される。というのもテストを行うとメモリの内容が損なわれるからである。次に
制御はブロック２９５で直接前に生成されたメモリマップに渡される。図３の実施形態に
はこの特定の実装例を示したが、本発明の範囲がこの点に限定されないことは理解された
い。
【００２３】
図４は、本発明の一実施形態におけるＥＭＬのさまざまなコンポーネントのブロック図
である。図４に示すように、ＥＭＬ３００は、汎用メモリ論理３１０、プロセッサ論理３
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２５、及びプラットフォーム論理３３０を含む様々な論理を含みうる。概して、メモリ論
理３１０は、メモリ自身を初期化してイネーブルするための様々なコード（例えば、ラン
ク論理３１２、ＤＩＭＭ論理３１４、及びチャネル論理３１５）を含むことができる。こ
れら論理は、ランクのための信号及びＭＲＳ論理、ＤＩＭＭ及びＤＩＭＭ／ランクポピュ
レーションのためのＳＰＤ及び信号論理、ＤＤＲ３タイミング、ＯＤＴ構成、及びチャネ
ルのためのトレーニング及びテストシーケンスを含んでよい。またさらに、コードは、メ
モリコントローラの初期化、ＤＩＭＭ検知及びグローバルタイミングを実行するためのメ
モリ制御論理３２０を含んでよい。プロセッサ論理３２５は、ドライバとして実装されて
、コマンド及びステータスのレジスタ操作、内部タイミング及びコマンド／トレーニング
を実行してよい。プラットフォーム論理３３０は、トポロジー／配線、タイミング／遅延
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、ＯＤＴ規則及び様々なデバイスを介してプラットフォームと相互作用してよい。別の実
装例では、図４に示すコードが異なる量で、プロセッサ製造業者が提供するバイナリで実
装されてもよい点に留意されたい。例えば汎用メモリ論理３１０及びプロセッサドライバ
３２５がバイナリで実装されてよい。また別の実施形態では、プロセッサ論理３２５がバ
イナリとして実装されてよく、残りのコードがＯＥＭ

ＢＩＯＳで実装されてよい。

【００２４】
上述したようにＥＭＬはプラットフォーム独立型である。このコードをバイナリ形式で
配信するために、プラットフォーム固有のプラットフォームの様々な局面（例えばプラッ
トフォーム依存したもの）を、ＥＭＬにアクセス可能な構成テーブルのデータとして表し
てよい。図３を参照して上述したように、メモリ初期化の一部は、抵抗と起動とを含むＯ
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ＤＴ構成である。抵抗とは、ＤＩＭＭが、信号を終端するために利用する抵抗のことであ
り、起動は、読み書きのコマンドをメモリチャネルのいずれかのランクに送信するときに
メモリコントローラ（ＭＣ）が制御するＯＤＴ信号のことである。ＯＤＴ構成は、ＤＩＭ
ＭポピュレーションとＤＩＭＭスロット書き込み両方に依存している。従来のＢＩＯＳで
は、これらの構成を、それぞれ異なるプラットフォームについて書き換えられるプラット
フォーム依存関数で計算していた。これに対して、様々な実施形態では、初期化処理に関
する全てのプラットフォームのカスタム化を、ＯＥＭコードでではなく、データで実装す
ることができる。このようにしてプロセッサ製造業者（及びＥＭＬプロバイダ）は、ＳＩ
Ｃのセキュリティを保証することができる。
【００２５】

10

様々な実施形態では、ＯＤＴ構成は、例外を規定する機能を有し、一般的且つコンパク
トな形態でパラメータ化することができる。特にここで「ＯＤＴ規則」と称されるデータ
構造が、プラットフォーム用のＯＤＴ構成を生成するために利用されてよい。このデータ
構造あるいはＯＤＴ規則は、プラットフォームの製造業者によって、例えばＰＭＤの一部
として供給されてよい。別の実装例では、このＯＤＴ規則が一般的であっても固有であっ
てもよい。ここで、あるプラットフォームが一般的及び固有の規則を両方とも有してもよ
い点にも留意されたい。ＥＭＬは、現れた順序で整合する規則を探すので、ほとんどの場
合には固有の規則が一般的な規則の前に来る。一般的なＯＤＴ規則は、複数のポピュレー
ションパターンに整合していてよく、ＯＤＴ抵抗及び起動マトリックスを一般的なアルゴ
リズムによって計算することができる。固有のＯＤＴ規則は１つのポピュレーションパタ

20

ーンに整合している。固有のＯＤＴ規則では、ＯＤＴ抵抗がこの規則で所与となっており
、起動マトリックスは一般的なアルゴリズムによって生成することができる。いずれの場
合であっても、起動マトリックスは、ＯＤＴ規則に追加されたフラグにより無効にされて
よい。
【００２６】
一実施形態では、様々な情報が１つのＯＤＴ規則内に含まれていてよい。一般的な規則
及び固有の規則両方について、ビットマスクとして実装可能な、規則を適用するメモリチ
ャネルセット、ランクの公称抵抗値Ｒｔｔ＿Ｎｏｍ、及び、ランクの書き込み抵抗値Ｒｔ
ｔ＿Ｗｒ、及び、起動マトリックスを無効にするフラグが含まれてよい。ＪＥＤＥＣ規格
では、そのＯＤＴピンがメモリコントローラによってアサートされると、ＤＲＡＭデバイ

30

スがＯＤＴを起動する。現在のコマンドが書き込みコマンドではない限り、Ｒｔｔ＿Ｎｏ
ｍが利用され、現在のコマンドが書き込みコマンドである場合には、Ｒｔｔ＿Ｗｒが代わ
りに利用される。一実施形態では、これらのフラグは自身の読み出しのオン、ピアの読み
出しのオン、自身の書き込みのオン、および、ピアの書き込みのオンを含んでよい。
【００２７】
一般的な規則では、ＯＤＴ規則はさらに、規則を適用するＤＩＭＭセット（例えばＤＩ
ＭＭのビットマスクまたは最大インデックス）をチャネル内に含み、ＤＩＭＭの公称抵抗
値及び書き込み抵抗値Ｒｔｔ＿Ｎｏｍ及びＲｔｔ＿Ｗｒを含んでよい。この抵抗は、同じ
ＤＩＭＭ内でランクごとに分割されてもよい点に留意されたい。
【００２８】

40

固有の規則については、ＯＤＴ規則が、特定のポピュレーションに整合させるためのポ
ピュレーションパターン、ランクについてのＲｔｔ＿Ｎｏｍ及びＲｔｔ＿Ｗｒに対する抵
抗をさらに含んでよい。Ｒｔｔ＿Ｗｒ及びＲｔｔ＿Ｎｏｍはランクごとに特定することが
できる。
【００２９】
ＯＤＴ規則を整合させるために、メモリの各チャネルについてポピュレーションパター
ンを計算してよい。一般的には、Ｎビットを利用して、論理ランクをＮ個までサポートす
るチャネルを記述してよい。あるチャネルに対するポピュレーションパターンの計算は、
一実施形態では以下のように行うことができる。
【００３０】
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マスク＝０
【数２】

【００３１】
従って、この計算によって、ｄランクのチャネルのポピュレーションパターンを一意に
特定するマスクが提供される。
【００３２】
ポピュレーション及び様々な１つのランク（ＳＲ）についての符号、デュアルランク（
ＤＲ）及び４個のランク（ＱＲ）メモリ構成の例は以下のようになる。

SR ‑ 00000001b

10

DR/DR ‑ 00100010b
DR/QR ‑ 00101000b
DR/DR/DR/DR ‑10101010b
【００３３】
計算されたパターンは、ＯＤＴ規則のリストとの比較に利用することができる。これは
、最初の規則のみが有効なケースである、複数の規則に整合させるポピュレーションにつ
いて可能である点に留意されたい。一般的にはＯＥＭでは、データ構造内の一般的な規則
の前に固有の規則を配置することで、あるパターンが先ずはその固有の規則に整合するよ
うにしている。
【００３４】

20

一実施形態では、起動マトリックスが以下の規則に従って生成されてよい。
【数１】

30
ＡＣＴ[Ｒ]は、ＶＤＤに接続されていない場合の読み出しコマンドのＯＤＴマスクであ
り、ＡＣＴ［Ｗ］は、書き込みコマンドのＯＤＴマスクであり、これ以外の場合には書き
込みマスクは読み出しマスクと同じである。従って２つのマトリックスが存在する可能性
があり、このうち１つが読み出しコマンドのものであり他方が書き込みコマンドのもので
ある。マトリックスは論理ランク番号によりインデックスされるアレイである。マトリッ
クスの全てのエントリは、ＩＭＣがあるチャネルについて有しているＯＤＴピン数と同じ
数のビットのビットマスクである。ＩＭＣは、読み出しコマンドの場合には、ＡＣＴ[Ｒ]
[ｔａｒｇｅｔｅｄ＿ｒａｎｋ＿＃]に従ってＯＤＴ制御ピンをアサートして、書き込みコ
マンドの場合には、ＡＣＴ［Ｗ］[ｔａｒｇｅｔｅｄ＿ｒａｎｋ＿＃]をアサートする。ほ
とんどの場合、ACT[W][rank̲#] = ACT[R][rank̲#] ￨ (1 << rank̲#)である。従ってアル

40

ゴリズムは、ＯＤＴ規則により無効化されない場合に、デフォルトの振る舞いとしてこれ
を記述する。ＶＤＤは例外であり、この場合にはＩＭＣが対象とされているランクのＯＤ
Ｔ制御ピンを制御しない。計算後であってＭＣ構成に適用する前に、整合しているＯＤＴ
規則に追加されたフラグに基づいて起動マトリックスを改定することができる。公称終端
抵抗及び書き込み終端抵抗は、以下の仮定に基づいていてよい。つまり、普通の処理につ
いてのＤＩＭＭの全終端抵抗は、そのＤＩＭＭにあるランク数に関わらず同じである。ま
た、１つのチャネル内の全てのＤＩＭＭについて同じ抵抗を利用することができる。
【００３５】
ほとんどの場合、これら仮定が成り立っている。成り立っていない場合には、固有の規
則を利用してデフォルトの規則を無効にすることができる。一般的な規則については、Ｒ
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ｔｔ＿ＮｏｍをＤＩＭＭレベルで特定する。つまり、１を超える数のランクが存在してい
る場合には、Ｒｔｔ＿Ｎｏｍを、ＭＣに接続されているＯＤＴ制御信号を有する全てのラ
ンク間で分割してよい。ＤＤＲ３仕様では、ＤＩＭＭ１つについて最大で２つのＯＤＴ信
号しかないので、以下の３つの場合が想定される。１つ目の場合は、ＤＩＭＭにＯＤＴ制
御信号が接続されていない場合、Ｒｔｔ＿Ｎｏｍをディセーブルする。もしＯＤＴが１つ
だけ接続されている場合には、Ｒｔｔ＿Ｎｏｍを、接続されているランクのＲｔｔ＿Ｎｏ
ｍとして利用する。２つのＯＤＴ制御信号が接続されている場合には、Ｒｔｔ＿Ｎｏｍ＊
２がＤＤＲ３仕様の符号を有さない限りにおいて、Ｒｔｔ＿Ｎｏｍ値を接続されているラ
ンク両方に利用する（Ｒｔｔ＿Ｎｏｍ＊２がＤＤＲ３仕様の符号を有する場合には、第２
のＯＤＴが切断されたものとして、第１のランクはＲｔｔ＿Ｎｏｍを直接利用する）。固

10

有のＯＤＴ規則については、Ｒｔｔ＿Ｎｏｍ及びＲｔｔ＿Ｗｒをこのランクレベルで特定
して直接利用する。
【００３６】
図５は、本発明の一実施形態における終端抵抗を決定する方法のフロー図である。図５
に示すように、方法４００は、あるポピュレーションパターンについて整合するＯＤＴ規
則を発見することから始められてよい（ブロック４１０）。上述したように、ポピュレー
ションパターンは、あるチャネルについて計算されてよく、次にこのパターンを利用して
ＯＤＴ規則のリストとの比較を行うことができる。次に制御はダイアモンド４１５に渡さ
れ、あるＤＩＭＭについて全てのランクについて第１のループが行われたかを判断してよ
い。判断結果が否定的である場合には、制御はブロック４２０に行き、公称終端抵抗を所

20

与のランクのディセーブルした値に対して設定して、書き込み終端抵抗をＯＤＴ規則から
の書き込み終端抵抗値に対して設定することができる。このことからわかるように、この
ループは、ランク内の全てのループについて設定が作成されるまで行われてよい。
【００３７】
そして制御がブロック４２５に渡されて、ＯＤＴ制御信号に接続されるランク数が決定
されてよい。ダイアモンド４３０で、制御信号の数は０、１、または２と決定されてよい
。０である場合には、上述したように、公称終端抵抗をディセーブルして、制御を次のＤ
ＩＭＭに渡す（ブロック４８０）。単一の制御信号のみが接続されている場合には、制御
はブロック４７０に渡されて、ここで任意のランクについて公称終端抵抗を、ＯＤＴ規則
から得た終端抵抗に設定してよい。次に、上述したようにブロック４８０に制御を渡す。

30

【００３８】
代わりに２つの制御信号が接続されている場合には、制御はダイアモンド４３５に渡さ
れて、公称終端抵抗の二倍の値が、あるメモリ仕様の符号（例えばＤＤＲ３仕様）を有し
ているかを判断してよい。判断結果が否定的である場合には、制御をブロック４７０に渡
して、第１のランクが、ＯＤＴ規則からの公称終端抵抗を直接利用してよい。判断結果が
肯定的である場合には、制御がブロック４４０に渡されて、ここで第１のランクをＯＤＴ
規則の抵抗の二倍の公称終端抵抗に設定することができる。そして制御をダイアモンド４
４５に渡して、この第１のランク以外の全てのランクをループする。ダイアモンド４５０
で、所与のランクが、供給電圧（ＶＤＤ等）に接続されているＯＤＴ制御ピンを有するか
（つまり全時点でＯＤＴが存在しているか）を判断する。判断結果が肯定的である場合に
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は制御はダイアモンド４４５に戻る。判断結果が否定的である場合には、制御はブロック
４６０に渡され、このランクを、ＯＤＴ規則の値の二倍の公称終端抵抗に設定する。本発
明の範囲は、図５の実施形態に示すこの点に限定はされない。この方法を利用すると、終
端抵抗を計算することができ、表１に示すように、ＯＤＴ起動マトリックスをＯＤＴ規則
の情報から計算することができるので、様々なメモリ構成（ＯＤＴ構成を含む）をコンパ
クトな形態でパラメータ化することができ、ＥＭＬのバイナリでの配信を可能とすること
ができる。
【００３９】
従って、本発明の一実施形態を利用することで、ＯＤＴ構成をコンパクトな形態にパラ
メータ化することができ、本発明の一実施形態に従ってＥＭＬのバイナリでの分配を可能
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とすることができる。従って、ＯＥＭは、純粋なデータ（ＯＤＴ規則のデータ構造）を利
用してメモリチャネルにメモリ初期化を実行するための情報を提供することができる。
【００４０】
記載してきたように、ほとんどのプラットフォームの初期化はＳＩＣバイナリを利用し
て、ＯＥＭがソースコードにアクセスしないようにして行うことができる。しかし、ＳＩ
Ｃが失敗した場合、特に、新たなプラットフォームの開発中には、ＯＥＭがこれらコード
の内部状態をチェックしたい場合もでてくるので、いままでどおりコードの内部状態を、
ある程度第三者に開示する必要があるだろう。さらに時折第三者はある段階（例えば１つ
のステップ）でＳＩＣ実行を停止して、配線が送信する波形をとるためにオシロスコープ
を接続すること等によって、ハードウェアを診断したいと望む場合があってもおかしくな

10

い。一部の電力状態の遷移においては（例えばＳ３からの再開時）、一部の初期化を省略
して、Ｓ３に入る前にセーブした情報を利用してシリコンを再構成することができる。
【００４１】
実施形態では、ＳＩＣの内部状態を露呈させて、第三者の処理に適合させるための画一
化された方法を提供することができる。こうするために、ＳＩＣは、再上位レベル段階に
分割及び定義して、各再上位レベルの段階において１以上の副段階があるようにする。段
階の定義によって、ＳＩＣコンポーネントを実行することで行われている処理を特定する
ことができる。１以上の段階レジスタを提供して、読み出されたときのＳＩＣの現在の段
階を報告して、書き込まれるときには固有の段階番号でＳＩＣ実行を停止させることがで
きる。そして各段階において、ＳＩＣ実行の全ての内部パラメータに固有のインデックス

20

を割り当ててよい。コマンドインタフェース（例えばＣＳＲ対）を利用して、インデック
スを付されたパラメータの読み出し／書き込みを実行することができる。パラメータは、
将来のシリコン／ハードウェアに追加／除去することができ、パラメータが別の改定のま
まとどまる場合には、そのインデックスは変化しない。
【００４２】
本発明の一実施形態におけるＥＭＬの格納定義の一例を以下に記す。１）ＤＩＭＭ検知
、２）スタティックな構成、３）トレーニング、及び４）テストである。これら段階は、
図３の方法に示す順序で行われてよい。段階の１以上がさらに１以上の副段階を含んでよ
い。例えばＯＤＴ構成のためには副段階２Ａがあってよい。この副段階に関する情報を段
階レジスタに書き込み、スナップショットをとることができる。スナップショットには、
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全てのチャネルについてＯＤＴ起動マトリックスが含まれてよく、全てのＤＩＭＭの全て
のランクについての抵抗値が含まれていてよい。この情報はＥＭＬ実行の内部データであ
るが、これらパラメータがＤＤＲ３仕様によって定義されていることから、基盤となるＭ
Ｃハードウェアの実装の詳細は明らかにされない。
【００４３】
一実施形態では、ＣＳＲ内の特定の命令または特定の制御ビットを利用して、ＳＩＣに
ある段階／副段階の内部状態のスナップショットをとり、格納するよう命令することがで
きる。例えばストレージを、ＲＡＭとしてのキャッシュ（ＣＡＲ）の位置等のプロセッサ
の内部メモリに設定することができる。格納されている情報は、ハードウェアの問題のデ
バッグまたは電力状態の遷移の実装（Ｓ３に入ること、及び、Ｓ３から再開すること等）

40

の際に有用である場合がある。特に、電力状態の遷移の場合には、遷移を始めるプログラ
ムが悪意を有しており、システム管理ＲＡＭ（ＳＭＲＡＭ）その他の保護メモリ等の保護
されているメモリ領域へのアクセスを目指してセーブされた状態を傍受しようと試みる場
合があるために、注意が必要である。しかし一実施形態では、このような攻撃を回避する
ためには鍵付キャッシュで十分である場合もあろう。
【００４４】
図６は、本発明の一実施形態におけるプロセッサのブロック図である。図６に示すよう
に、プロセッサ５００はマルチコアプロセッサであってよい。しかし図示の便宜上、１つ
のコア５０５のコンポーネントしか示していない。図からわかるように、任意のコアに実
行論理５１０が含まれていてよく、様々な実施形態では、１以上の実行ユニットが含まれ
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てフロントエンドのユニットが提供する処理を実行する。実行の後に、様々なバックエン
ドのユニットが、結果を受け取り、順序立てて回収する。データに処理を行うべく、実行
論理５１０は、レジスタファイル５２０と通信してよく、様々な実施形態では、これは、
スカラーレジスタとベクトルレジスタの両方を含む複数のレジスタを含んでよい。
【００４５】
加えて、本発明の一実施形態では、１以上の段階レジスタ５６０を提供してよい。図６
の実施形態からわかるように、複数の段階レジスタ５６５１−５６５ｎがあってよい。各
段階レジスタは、ＳＩＣの任意の段階と関連付けられていてよい。一部の実施形態では、
別個のＳＩＣ論理（ＥＣＬ及びＥＭＬ）の各個々のコンポーネントが、最上位の段階とし
て特定されてよく、これらのそれぞれが副段階を含んでよい。わかるように、各段階レジ
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スタ５６５は、任意の最上位段階に加えて、１以上の副段階のストレージを含んでよい。
しかし他の実施形態では、読み出されて現在実行中の段階を特定したり、書き込まれて任
意の段階の実行を停止したりさせることのできるような１つの段階レジスタのみが提供さ
れてもよい。
【００４６】
さらに図からわかるように、他のコンポーネント（様々な実施形態でＳ３状態等の低電
力状態への入退出を制御することのできる電力管理ユニット（ＰＭＵ）５５０等）がプロ
セッサ内に存在していてよい。図６の実施形態では、プロセッサはさらに、システムメモ
リ（図６には不図示）と通信してよい統合メモリコントローラ５３０を含んでよい。上述
したように、このメモリコントローラの構成は、ＥＭＬを利用して実行することができる
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。加えて、１以上のキャッシュメモリを提供してよい。示されている実施形態では、キャ
ッシュメモリ５４０が、一時的なデータストアとして利用されてよい。一部の実施形態で
は、これらキャッシュが、スナップショットデータのストレージの位置を含んでいてよい
。インデックスとパラメータデータとを含む形態で格納されていてよいスナップショット
データを格納するものであってよいエントリ５４５が図示されている。パラメータには、
ＩＭＣの構成データ、またはＭＣが報告するステータスコードが含まれてよい。これらは
、ハードウェアの内部にあってよく、ここでいうインデックス／データのＣＳＲ対は、こ
れらパラメータにソフトウェアがアクセスするためのインタフェースである。スナップシ
ョットは、ステータスレジスタがＩＭＣ状態を電力状態遷移に復元する必要がないために
、これらインデックス／データ対のダンプであり、包括的である必要はない。一部の実施
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形態では、ＳＩＣ／ＥＭＬが別のインデックス／データレジスタ対を提供して、ソフトウ
ェアの行う、メモリまたはプロセッサの内部ストレージからのＩＭＣスナップショットの
解釈を助けることができる。図６の実施形態にはこの特定の実装例を示したが、本発明の
範囲がこの点に限定されないことは理解されたい。
【００４７】
例えば低電力モード（Ｓ３）からの再開は、スナップショットを利用しうる利用モデル
であってよい。しかし、このスナップショットをとる動作は、ＳＩＣがプラットフォーム
ＢＩＯＳ前に動作していることから、ソフトウェアにより開始することができない。この
代わりに、スナップショットは、自動的に行われ、ＳＩＣによってメモリに格納され（例
えばＥＭＬによるトレーニング及びテストが完了した後で）、ＣＡＲは、ＢＩＯＳの開始
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前に終端されてよい。一実施形態では、スナップショットを格納するアドレスは予め定義
されている（例えばチャネル０のランク０のアドレス０）。例えばＯＥＭコードを介して
後に、スナップショットを不揮発性ストアに移し、ポインタをＦＩＴに書き込み、ＥＭＬ
がこれを後で発見できるようにする（例えばＳ３の再開の開始時に）。Ｓ３の再開中に、
ＳＩＣは、ＦＩＴに格納されているアドレスを利用して不揮発性ストレージからスナップ
ショットを読み出すことができる（図３の方法に示すように）。従って低電力状態（Ｓ３
）から再開すると、この状態にアクセスして、性質上時間のかかりうる様々なメモリ構成
パラメータの計算を回避することができる。セキュリティを考慮すると、アドレスは定数
であってよく（例えばＦＩＴの署名が保護されていてよい）、ＢＩＯＳがプラットフォー
ムの不揮発性ストレージ内の同じアドレスにスナップショットを格納してよい。
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【００４８】
図７は、低電力状態再開中のスナップショットを生成してその後で利用する方法のフロ
ー図である。図７からわかるように、方法６００は、メモリを初期化することで開始され
てよい（ブロック６１０）。このＥＭＬを利用したメモリ初期化は、システムの最初の電
力投入時に行われてよい。この実施形態では、ＳＩＣは（及びより詳しくはＥＭＬは）、
メモリ構成のスナップショットをとるコードを含んでよい（ブロック６２０）。例えばこ
のスナップショットは、上述したように様々な構成情報を有してよく、最初にはプロセッ
サキャッシュメモリのＣＡＲ部分に格納されていてよい。ＳＩＣが完結して制御がＯＥＭ
ＢＩＯＳに渡されると、ＢＩＯＳはこのスナップショットを不揮発性ストレージにセー
ブしてよい（ブロック６３０）。例えばスナップショットはＯＥＭフラッシュに格納され
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てよい。
【００４９】
図７は、システムの動作中に低電力状態が開始されると仮定している。従って、プロセ
ッサ及びシステムメモリを含む様々なシステムコンポーネントが、低電力状態とされてよ
い。この低電力状態から再開すると（例えばＳＩＣに従って）、例えばＦＩＴに格納され
ているポインタからスナップショットの位置にアクセスして、スナップショットを不揮発
性ストレージから読み出す（ブロック６４０）。そして、スナップショットを利用して、
メモリコントローラ構成を復元することができる（ブロック６５０）。このときに、制御
をＯＥＭコード（ＢＩＯＳ）に、またはＯＳに、Ｓ３再開ベクトルの識別情報を介して渡
すことができる（ブロック６５０）。図７の実施形態にはこの特定の実装例を示したが、
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本発明の範囲がこの点に限定されないことは理解されたい。
【００５０】
このスナップショットをＳ３からの再開処理に利用することに加えて、実施形態ではさ
らに、スナップショットをＥＭＬの実行速度を上げるためにも利用する。つまり上述した
ように、特にメモリ技術では周波数が増えることから、メモリトレーニングは時間集約的
な作業になるので、メモリコントローラは、メモリモジュールと適切な通信を行うために
より正確なタイミングパラメータを利用する。しかしこれらのパラメータは普通ハードコ
ード化されておらず、ランタイムにおいて決定される。従ってメモリトレーニングは、一
定のパラメータの一定の範囲内で適切な値を探す処理を含む。周波数が上がると、より多
くのトレーニングが必要となるので、ＥＭＬ完了まで時間が長くかかるようになる。同様
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に、Ｓ３の再開には、プラットフォームをＳ３に入る前の状態に復旧することが含まれる
。プラットフォームに対してメモリＤＩＭＭが追加、除去されていないことを想定する場
合にはトレーニングは不要であり、通常の起動中にＳ３処理でセーブされたパラメータを
単純復旧するだけで、ＭＣ状態を機能するよう復旧することができる。
【００５１】
上述したように、Ｓ３をサポートするためには、ＭＣ状態のスナップショットをプラッ
トフォームのフラッシュにセーブして、ＥＭＬがＳ３の再開動作中にロードできるように
する。しかしユーザがＳ３を開始しておらず、プラットフォームを直接シャットダウンし
てしまった場合には、スナップショットが破棄されており、通常起動時に全てのパラメー
タを始めから決定していく必要がある。つまり、無効であれば、またはユーザが完全起動
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を望んだ場合にはスナップショットが破棄される、ということである。例えばユーザは、
ＢＩＯＳがスナップショットを不揮発ストアに成功裏に移動する前に、プラットフォーム
の停止を望む場合があり、この場合には無効なスナップショットとなる。
【００５２】
本発明の一実施形態を利用すると、ＥＭＬはＳ３のスナップショットの利用を先ず試行
することができる。ＤＩＭＭは追加、削除、または置き換えられているので、メモリテス
トを実行してパラメータを有効化することができる。テストが失敗したということは、Ｄ
ＩＭＭポピュレーションが変化したことを示しているので、ＥＭＬは全てのランクを最初
からトレーニングするべく後退処理を実行することができる。これらメモリテスト及びト
レーニングは、ランクごとに行われてよい。失敗したランクのみをトレーニングすること
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で、消費する時間は全てのランクのトレーニングを行う場合と比べて格段に短くなる。し
かし、全ての場合にこの増分的なトレーニングが適しているわけではない。特に、論理か
ら物理へのランクマッピングが変化した場合などがその一例である。一部の実施形態では
、プラットフォームのユーザが利用可能な構成可能なフラグを利用して、増分的なトレー
ニングではなくて完全なトレーニングを強制試行する。
【００５３】
一部の実装例では、Ｓ３のシャットダウンからセーブされたハードウェア状態は、不揮
発性ストレージにセーブされた後に、システムの次の通常起動時に再利用されることもあ
る。このようにすると、より迅速な起動が行われるだろう。さらに一定のテストを実行し
てこれらの安全な設定を有効化することもできる。そして、このテストに失敗したメモリ
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ランクについては、増分的なトレーニングを行うようにすることでトレーニングにかかる
時間を短くすることができる。従い、システムの再起動からメモリポピュレーションに変
化があまりない、または全くない場合には、起動をより迅速に行うことができるようにな
る。
【００５４】
一実施形態では、タイミングパラメータを物理ランクごとに格納することができる。全
ての論理ランクは、「有効」ビットを有して、前の起動時の自身の存在を示し、「存在」
ビットは、現在の起動において存在していることを示している。セーブされた構成をロー
ドした後に、ＳＰＤを読み出して、ポピュレーションの変化を検知して、存在フラグをこ
れに従って更新する。論理から物理へのランクマッピングが変化した場合には、新たなポ
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ピュレーションのパターンに従ってタイミングパラメータを移行させることができる。例
えば、今は同じランクにマッピングされているが別の物理ランクにマップするために利用
される同じＤＩＭＭに２つのランクがあるとすると、元のタイミング設定の平均を、これ
ら論理ランクの両方についての新たな設定として利用することができる。
【００５５】
図８は、本発明の一実施形態におけるメモリ初期化に対する増分的なトレーニングを行
う方法のフロー図である。図８に示すように、方法７００は、ＥＭＬ実行期間中であって
、前に起動され、そのためのメモリ構成情報またはスナップショットが不揮発性ストレー
ジに前に格納されていたシステムのメモリを初期化するときに、実装されてよい。図８に
示すように、方法７００は、不揮発性ストレージ（例えばＯＥＭフラッシュメモリ）にセ
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ーブされている状態をロードすることで開始されてよい（ブロック７１０）。この構成情
報には、前の起動で存在していた全てのランクについて設定された有効なフラグが含まれ
ていてよい。そして現在のメモリポピュレーションを検知してよい（ブロック７２０）。
このようにして、追加／除去されたＤＩＭＭを特定することができる。現在のポピュレー
ションのポピュレーション化していない（unpopulated）ランクについては、検知に基づ
いて存在フラグをクリアする。
【００５６】
次に制御はダイアモンド７３０に渡され、ここでループを全てのメモリランクについて
実行する。特にダイアモンド７４０では、このランクについて有効なフラグが設定されて
いるかを判断してよい。つまり、セーブされている状態からの有効なフラグをチェックし
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て、設定されているかを判断することができる（前の起動で所与のランクが存在していた
ことが示される）。判断結果が肯定的な場合には、ブロック７５０で生じたリンクのトレ
ーニングをバイパスすることができ、制御は直接ブロック７６０に渡されて、ランクのテ
ストが行われる。テストにパスすると（ダイアモンド７７０で決定される）、制御はブロ
ック７７５に渡されて、これが最終的に残っているランクであるかが判断される。判断結
果が否定的である場合には、ダイアモンド７４０から始まるループの実行を続ける。ダイ
アモンド７７０で、テストが失敗したと判断されると、制御はブロック７８０に渡されて
、そのランクについての有効なフラグをクリアすることができる。
【００５７】
図８の参照を続け、全てのランクがダイアモンド７４０から始まるループを通過すると
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、制御はダイアモンド７９０に渡されて、ここで有効なフラグをクリアされたランクがあ
るか（つまり、そのランクが最後の起動に存在していないことを意味する）を判断する。
判断結果が肯定的である場合には、制御がダイアモンド７３０から始まるブロックに戻る
。判断結果が否定的である場合には図８の方法は完了してよい。
【００５８】
実施形態はコードで実装されてよく、システムを、命令を実行するようプログラミング
するために利用されうる命令を格納した格納媒体に格納されてよい。格納媒体には、これ
らに限定はされないが、フロッピー（登録商標）ディスク、光ディスク、固体ドライブ（
ＳＳＤ）、ＣＤ−ＲＯＭ、ＣＤ−ＲＷ、及び光磁気ディスクなど、あらゆる形態のディス
ク、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、動的ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）及び静的Ｒ
ＡＭなどのＲＡＭ、消去可能プログラム可能型ＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能Ｒ
ＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、磁気カード、光カードなどのあらゆる形態の半導体デバイス、な
らびに、その他電気的命令の格納に適したあらゆる形態の媒体などが含まれる。
【００５９】
本発明を限られた数の実施形態を参照して説明してきたが、当業者であれば各種の変形
例及び変更例を想到するだろう。添付請求項は、本発明の真の精神及び範囲内に含まれる
これら全ての変形例及び変更例を含むことを意図している。
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