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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
主記憶手段から命令区間を読み出し、演算処理を行った結果を主記憶手段に書き込む処
理を行うデータ処理装置において、
上記主記憶手段から読み出した命令区間に基づく演算を行う第１の演算手段と、上記第
１の演算手段による上記主記憶手段に対する読み出しおよび書き込み時に用いられるレジ
スタと、上記第１の演算手段によって命令区間の演算が行われたときの入力パターンおよ
び出力パターンからなる入出力グループを生成する入出力生成手段と、上記入出力生成手
段によって生成された入出力グループを記憶する命令区間記憶手段とを備え、
上記第１の演算手段が、命令区間を実行する際に、該命令区間の入力パターンと、上記
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命令区間記憶手段に記憶されている入力パターンとが一致した場合、該入力パターンと対
応して上記命令区間記憶手段に記憶されている出力パターンをレジスタおよび／または主
記憶手段に出力する再利用処理を行い、
上記入出力生成手段が、
出力パターンに含まれる各出力要素が、入力パターンに含まれるどの入力要素を起源と
するものであるかを示す依存関係格納部と、
１以上の上記出力要素を含む出力パターンと、１以上の上記入力要素を含む入力パター
ンとからなる入出力グループを設定する入出力グループ設定手段とを備え、
上記入出力グループ設定手段が、
各出力要素が所属する入出力グループのグループ番号を示す情報を格納する出力側グル
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ープ格納部と、
各入力要素が所属する入出力グループのグループ番号を示す情報を格納する入力側グル
ープ格納部と、
一時格納部と、
グループ一時格納部とを備え、
上記依存関係格納部が、上記各出力要素を行成分、上記各入力要素を列成分とする２次
元配列メモリによって構成され、該２次元配列メモリの各メモリ要素が、該メモリ要素の
行成分に対応する出力要素が、該メモリ要素の列成分に対応する入力要素を起源とするか
否かの情報を保持しており、
上記第１の演算手段によって命令区間の演算が行われる際に、レジスタおよび／または
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主記憶手段から読み出しが行われた場合に、上記入出力生成手段が、
（１）読み出しが行われたレジスタおよび／または主記憶手段のアドレスが、出力要素
として依存関係格納部に登録されている場合、該出力要素に対応する依存関係格納部の行
成分と、上記一時格納部の各要素との論理和を該一時格納部に格納するとともに、該出力
要素に対応する出力側グループ格納部の行成分と、上記グループ一時格納部の各要素との
論理和を該グループ一時格納部に格納する処理、
（２）読み出しが行われたレジスタおよび／または主記憶手段のアドレスが、出力要素
としては依存関係格納部に登録されておらず、入力要素として依存関係格納部に登録され
ている場合、該入力要素に対応する依存関係格納部の列に対応するメモリ要素を１とし、
その他のメモリ要素を０とした情報を上記一時格納部に格納するとともに、該入力要素に
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対応する入力側グループ格納部の各要素と、上記グループ一時格納部の各要素との論理和
を該グループ一時格納部に格納する処理、および、
（３）読み出しが行われたレジスタおよび／または主記憶手段のアドレスが、出力要素
および入力要素のいずれとしても依存関係格納部に登録されていない場合には、該アドレ
スおよび値を入力要素として依存関係格納部に登録するとともに、該入力要素に対応する
依存関係格納部の列に対応するメモリ要素を１とし、その他のメモリ要素を０とした情報
を上記一時格納部に格納する処理を行い、
レジスタおよび／または主記憶手段への書き込みが行われた場合に、上記入出力生成手
段が、
（４）書き込みが行われたレジスタおよび／または主記憶手段のアドレスが、出力要素
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として登録されている場合、登録されている出力要素に対応する出力値を、書き込みが行
われた値に更新するとともに、
既に登録されている出力要素に対応する依存関係格納部の行成分を、その時点で一時記
憶されている上記一時格納部に格納されている情報に置き換えるとともに、上記グループ
一時格納部に格納されている情報に基づいて、該出力要素に対応する出力側グループ格納
部の情報、および、該出力要素が依存する各入力要素に対応する入力側グループ格納部の
情報を更新する処理、および、
（５）書き込みが行われたレジスタおよび／または主記憶手段のアドレスが、出力要素
として登録されていない場合、該アドレスおよび値を出力要素として依存関係格納部に登
録するとともに、該出力要素に対応する依存関係格納部の行成分を、その時点で一時記憶
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されている上記一時格納部に格納されている情報に置き換えるとともに、上記グループ一
時格納部に格納されている情報に基づいて、該出力要素に対応する出力側グループ格納部
の情報、および、該出力要素が依存する各入力要素に対応する入力側グループ格納部の情
報を更新する処理を行うことを特徴とするデータ処理装置。
【請求項２】
上記入出力グループ設定手段が、入出力グループを生成している途中に、上記出力要素
および／または上記入力要素に対して既に割り当てられている入出力グループの情報を格
納するグループ管理部をさらに備えていることを特徴とする請求項１記載のデータ処理装
置。
【請求項３】
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上記入出力グループ設定手段が、入出力グループを生成している途中に、条件分岐命令
が検出された場合に、該条件分岐命令が依存する入力要素の情報を格納する条件分岐格納
部をさらに備えていることを特徴とする請求項１記載のデータ処理装置。
【請求項４】
上記命令区間記憶手段が、複数の上記入力パターンを、一致比較すべき項目をノードと
みなした木構造として記憶する入力パターン記憶手段を備えていることを特徴とする請求
項１記載のデータ処理装置。
【請求項５】
上記入力パターン記憶手段が、上記入力パターンにおいて一致比較すべき項目の値と、
次に比較すべき項目とを対応させて格納することによって、上記木構造を実現することを
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特徴とする請求項４記載のデータ処理装置。
【請求項６】
上記入力パターン記憶手段が、連想検索手段と、付加記憶手段とを備え、
上記連想検索手段が、一致比較すべき項目の値を格納する値格納領域と、該項目を識別
するキーを格納するキー格納領域とを有する１つ以上の検索対象ラインを備え、
上記付加記憶手段が、上記検索対象ラインに対応した対応ラインごとに、次に連想検索
を行うべき項目を格納する検索項目指定領域を有していることを特徴とする請求項５記載
のデータ処理装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、主記憶手段から命令区間を読み出し、演算処理を行った結果を主記憶手段に
書き込む処理を行うデータ処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、ＣＰＵ(Central Processing Unit)を始めとするマイクロプロセッサにおいて、
演算速度の高速化技術に関する研究開発が盛んに行われている。高速化技術としては、例
えばパイプライン、スーパースケーラ、アウトオブオーダー実行、および、レジスタリネ
ーミングなどが挙げられる。
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【０００３】
パイプラインは、命令の実行処理を数段階に分解し、複数の命令を流れ作業的に同時処
理を行う技術である。スーパースケーラは、命令の実行回路を２組以上用意し、複数の命
令を同時に並行して実行する技術である。アウトオブオーダー実行は、命令の記述順序を
無視して、いくつかの連続する命令の中から先に実行可能なものを探して先行処理を行う
技術である。レジスタリネーミングは、例えばＣＩＳＣ(Complex Instruction Set Compu
ter)タイプのプロセッサにおいて、従来のプロセッサにおける命令の互換性を保ちながら
、汎用レジスタの数を増やすことによって並行処理が行われる確率を増大させる技術であ
る。
【０００４】
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このように、マイクロプロセッサにおける演算速度の高速化を図る際には、命令の実行
を並行して行うことが重要となっている。しかしながら、プログラム中には、ある命令の
結果に応じて異なる命令が行われるような依存関係、言い換えれば分岐が含まれている場
合がほとんどである。このような分岐が含まれている場合、並行処理によって先行して処
理を行っていると、分岐の結果によって先行処理した内容が無駄になるという状況が発生
することになり、演算速度の高速化の効果が小さくなるという問題がある。
【０００５】
そこで、プログラム中に分岐がある場合に、分岐先を予測することによって先行処理が
無駄になる確率を低減し、並行処理の効果を向上させる技術、いわゆる分岐予測に関する
研究が数多く行われている。
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【０００６】
しかしながら、分岐予測に基づいて投機的先行処理を行う場合には、一般的に次のよう
な問題がある。第１の問題としては、予測の正当性を常に検証する必要があるので、先行
命令列の実行時間そのものを削減することはできない、という点である。第２の問題とし
ては、誤った予測に基づく一連の先行演算結果を全て無効化する必要があるので、一度に
投機的先行処理できる命令数を多くするには、相応のハードウェアコストを要する、とい
う点である。第３の問題としては、命令間の依存関係が多いほど、多重に投機的先行処理
をする必要が生じ、予測の正当性の検証処理、および誤った予測に基づく処理の無効化処
理が極めて複雑になる、という点である。
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【０００７】
一方、分岐予測とは異なる高速化技術として、値再利用という技術も提案されている。
この値再利用とは、プログラムの一部分に関する入力値および出力値を再利用表に登録し
ておき、同じ箇所を再度実行する際に、入力値が再利用表に登録されているものである場
合には、登録されている出力値を出力する、という技術である。この値再利用による効果
としては次のようなものが挙げられる。（１）入力値が、再利用表に登録されている入力
値と一致すれば、実行結果を検証する必要がない。（２）入力値および出力値の総数によ
ってのみハードウェアコストが決定され、省略可能な命令列の長さが制約されない。（３
）命令間の依存関係の多少は、再利用機構の複雑さに影響を与えない。（４）冗長なロー
ド／ストア命令を削減することができるとともに、これに伴う消費電力の削減も実現され
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る。
【０００８】
後記する非特許文献１には、プログラムにおける関数に関して値再利用を行う技術が示
されている。この従来技術では、一般的にロードモジュールがＡＢＩ(Application Binar
y Interface)に従って作られることを利用しており、特に、ＳＰＡＲＣ(Scalable Proces
sor ARChitecture)

ＡＢＩを利用している。そして、このＡＢＩにおいて関数の入出力

を特定することによって値再利用を実現している。すなわち、値再利用のためのコンパイ
ラによる専用命令の埋め込みが不要となっており、既存ロードモジュールへの適用が可能
となっている。
【０００９】
また、関数の多重構造を動的に把握することにより、関数内局所レジスタやスタック上
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の局所変数を値再利用における入出力値から除外するようにしており、これによって効率
を向上させている。特に関数については、関数の複雑さに拘わらず、最大６のレジスタ入
力、最大４のレジスタ出力、および、局所変数を含まない最小限の主記憶値の登録による
再利用および事前実行が可能となっている。この従来技術について以下に詳細に説明する
。
【００１０】
まず、単一の関数を対象として、何が入力で何が出力であるかを明らかにし、１レベル
の再利用を行うために必要な機構について説明する。プログラムにおいては、一般的に関
数は多重構造を形成している。関数Ａ（Function‑A）が関数Ｂ（Function‑B）を呼び出す
構造を図２１（ａ）に示す。
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【００１１】
大域変数（Globals）は、関数Ａの入出力（Ａｉｎ／Ａｏｕｔ）および関数Ｂの入出力
（Ｂｉｎ／Ｂｏｕｔ）になりうるものである。関数Ａの局所変数（Locals‑A）は、関数Ａ
の入出力ではないが、ポインタを通じてＢの入出力になりうるものである。また、関数Ａ
から関数Ｂへの引数（Args）は、関数Ｂへの入力となりうるものであり、関数Ｂから関数
Ａの返り値（Ret.Val.）は、関数Ｂからの出力となりうるものである。なお、関数Ｂの局
所変数（Locals‑B）は、関数Ａおよび関数Ｂの入出力には含まれない。
【００１２】
コンテクストに依存せずに関数Ｂを再利用するには、関数Ｂの実行時に、関数Ｂの入出
力Ｂｉｎ／Ｂｏｕｔのみを入出力として登録しなければならない。ここで、図２１（ａ）
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に示すプログラム構造を実行する際の主記憶におけるメモリマップを図２１（ｂ）に示す
。このメモリマップにおいて、Ｂｉｎ／Ｂｏｕｔを含まない領域はLocals‑Bのみとなって
いる。よって、Ｂｉｎ／Ｂｏｕｔを識別するには、GlobalsとLocals‑Bとの境界、および
、Locals‑BとLocals‑Aとの境界をそれぞれ確定しなければならない。前者については、一
般的にＯＳ(Operating System)が実行時のデータサイズおよびスタックサイズの上限を決
めることを利用し、ＯＳが設定する境界(LIMIT)に基づいてGlobalsとLocals‑Bとの境界を
確定することができる。後者については、Ｂが呼び出される直前のスタックポインタの値
（SP in A）を用いることによって、Locals‑BとLocals‑Aとの境界を確定することができ
る。
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【００１３】
次に、与えられた主記憶アドレスが、大域変数であるか、または、どの関数の局所変数
であるかを識別する方法について説明する。ロードモジュールは、ＳＰＡＲＣ

ＡＢＩに

規定されている以下の条件を満たすと仮定する。なお、％fpはフレームポインタ、％spは
スタックポインタを意味するものとする。
（１）％sp以上の領域のうち、％sp＋０〜６３はレジスタ退避領域、％sp＋６８〜９１は
引数退避領域であり、いずれも関数の入出力ではない。
（２）構造体を返す場合の暗黙的引数(Implicit Arg.)は％sp＋６４〜６７に格納される
。
（３）明示的引数(Explicit Arg.)はレジスタ％o０〜５、％sp＋９２以上の領域に置かれ
る。
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【００１４】
まず、大域変数と局所変数とを区別するために、一般的に、ＯＳが実行時のデータサイ
ズおよびスタックサイズの上限を決めることを利用し、次の事項を仮定する。
（１）大域変数はLIMIT未満の領域に置かれる。
（２）％spは、LIMIT以下になることはなく、LIMIT〜％spの領域は無効である。
【００１５】
以上の条件を満たしながら、関数Ａが関数Ｂを呼び出す場合の、メモリマップにおける
引数およびフレームの概要を図２２に示す。同図を参照しながら、以下にＡの局所変数お
よびＢの局所変数を区別する方法について説明する。
【００１６】
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同図において、（ａ）はＡ実行中の状態を示している。LIMIT未満の太枠部分に命令(In
structions)および大域変数(Global Vars.)が格納され、％sp以上に有効な値が格納され
ている。％sp＋６４には、Ｂが構造体を返り値とする場合の暗黙的引数として、構造体の
先頭アドレスが格納される。Ｂに対する明示的引数の先頭６ワードはレジスタ％o０〜５
、第７ワード以降は％sp＋９２以上に格納される。ベースレジスタを％spとするオペラン
ド％sp＋９２が出現した場合、この領域は引数の第７ワードすなわちＢの局所変数である
。一方、オペランド％sp＋９２が出現しない場合、この領域はＡの局所変数である。この
ように、（ａ）の状態では、オペランドを検証することによってＡの局所変数とＢの局所
変数とを区別することができる。
【００１７】
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一方、（ｂ）はＢ実行中の状態を示している。引数が入力、返り値が出力、大域変数お
よびＡの局所変数が入出力となりうる。ただし、Ｂは可変長引数を受け入れる場合がある
ので、一般に％fp＋９２以上の領域がＡの局所変数の領域となるかＢの局所変数の領域と
なるかは判断できない。
【００１８】
局所変数を区別するには、まず、（ａ）の時点において引数の第７ワード以降を検出し
た関数呼び出しは再利用の対象外とし、第７ワード以降を検出しない関数呼び出しに関し
て、直前に％sp＋９２の値を記録しておくようにする。なお、第７ワード以降を使用する
関数呼び出しの出現頻度が低いと予想されることから、第７ワード以降を使用する関数を
再利用の対象外とする制限による性能低下は軽微なものと考える。
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【００１９】
以上の準備により、（ｂ）における主記憶参照アドレスが、予め記録した％sp＋９２の
値以上の場合はＡの局所変数、小さい場合はＢの局所変数であることがわかる。Ｂ実行時
には、Ｂの局所変数を除外しながら、大域変数およびＡの局所変数を再利用表へ登録する
。
【００２０】
再利用の際は、Ｂの局所変数は入出力から除外されるので、Ｂの局所変数のアドレスが
一致している必要がない。このため、いかなるコンテクストであっても、入力さえ一致す
れば、再利用することが可能である。ただし、Ｂが参照する大域変数やＡの局所変数につ
いては、アドレスおよびデータの両方が再利用表の内容と完全に一致する必要がある。す
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なわち、Ｂを実行する前に、どのようにして比較すべき主記憶アドレスを網羅するかがポ
イントになる。
【００２１】
Ｂが参照する大域変数やＡの局所変数のアドレスは、そもそもＢにおいて生成されるア
ドレス定数や、大域変数／引数を起源とするポインタに基づいているものである。よって
、まず引数が完全に一致する再利用表中のエントリを選択した後に、関連する主記憶アド
レスをすべて参照して一致比較を行うことにより、Ｂが参照すべき主記憶アドレスを網羅
することができる。そして、全ての入力が一致した場合にのみ、登録済の出力（返り値、
大域変数、およびＡの局所変数）を再利用することができる。
【００２２】
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関数再利用を実現するために、再利用表として、関数管理表（ＲＦ）および入出力記録
表（ＲＢ）を設けることにする。１つの関数を再利用するために必要なハードウェア構成
を図２３に示す。複数の関数を再利用可能とするには、この構成を複数組用意することに
なる。
【００２３】
この表において、ＲＦおよびＲＢに保持されるVは、エントリが有効であるか否かを示
すフラグであり、LRU(least recently used)は、エントリ入れ替えのヒントを示している
。ＲＦは、上記のVおよびLRUの他に、関数の先頭アドレス(Start)、および参照すべき主
記憶アドレス(Read/Write)を保持する。ＲＢは、上記のVおよびLRUの他に、関数呼び出し
直前の％sp(SP)、引数(Args.)（V：有効エントリ、Val.：値）、主記憶値(Mask：Read/Wr
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iteアドレスの有効バイト、Value：値)、および、返り値(Return Values)(V：有効エント
リ、Val.：値)を保持する。
【００２４】
返り値は、％i０〜１（リーフ関数では％o０〜１に読み替える）または％f０〜１に格
納され、％f２〜３を使用する返り値（拡張倍精度浮動小数点数）は対象プログラムには
存在しないものと仮定する。ReadアドレスはＲＦが一括管理し、MaskおよびValueはＲＢ
が管理することにより、Readアドレスの内容とＲＢの複数エントリをＣＡＭ(content‑add
ressable memory)により一度に比較する構成を可能としている。
【００２５】
単一の関数を再利用するには、まず、関数実行時に、局所変数を除外しながら、引数、
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返り値、大域変数および上位関数の局所変数に関する入出力情報を再利用表に登録してい
く。ここで、読み出しが先行した引数レジスタは関数の入出力として、また、返り値レジ
スタへの書き込みは関数の出力として登録する。その他のレジスタ参照は登録する必要が
ない。主記憶参照も同様に、読み出しが先行したアドレスについては入力、書き込みは出
力として登録する。
【００２６】
関数から復帰するまでに次の関数を呼び出した場合、または、登録すべき入出力が再利
用表の容量を超える、引数の第７ワードを検出する、途中でシステムコールや割り込みが
発生する、などの擾乱が発生しなかった場合、復帰命令を実行した時点で、登録中の入出
力表エントリを有効にする。
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【００２７】
以降、図２３を参照しながら説明すると、関数を呼び出す前に、（１）関数先頭アドレ
スを検索し、（２）引数が完全に一致するエントリを選択し、（３）関連する主記憶アド
レスすなわち少なくとも１つのMaskが有効であるReadアドレスをすべて参照して、（４）
一致比較を行う。全ての入力が一致した場合に、（５）登録済の出力（返り値、大域変数
、およびＡの局所変数）を書き戻すことによって、関数の実行を省略することができる。
【非特許文献１】情報処理学会論文誌：ハイパフォーマンスコンピューティングシステム
，ＨＰＳ５，pp.1‑12，Sep.(2002)，
術

関数値再利用および並列事前実行による高速化技

（中島康彦、緒方勝也、正西申悟、五島正裕、森眞一郎、北村俊明、富田眞治）（発

行日２００２年９月１５日）
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２８】
上記の従来技術では、ＲＢにおいて、各エントリは、１つの項目でも内容が異なれば、
それぞれ別のエントリとして登録する必要がある。よって、ＲＢにおけるメモリの利用効
率は良くないことになる。また、実行しようとしている関数の入力パターンと、ＲＢの各
エントリに含まれている入力パターンとで、１つでも異なるものがあると、再利用を行う
ことができないことになる。
【００２９】
本発明は上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、比較的簡素な構
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成によって、再利用を行う上でより的確な入出力グループを命令区間記憶手段に登録する
ことを可能とするデータ処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３０】
本発明に係るデータ処理装置は、上記課題を解決するために、主記憶手段から命令区間
を読み出し、演算処理を行った結果を主記憶手段に書き込む処理を行うデータ処理装置に
おいて、上記主記憶手段から読み出した命令区間に基づく演算を行う第１の演算手段と、
上記第１の演算手段による上記主記憶手段に対する読み出しおよび書き込み時に用いられ
るレジスタと、上記第１の演算手段によって命令区間の演算が行われたときの入力パター
ンおよび出力パターンからなる入出力グループを生成する入出力生成手段と、上記入出力
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生成手段によって生成された入出力グループを記憶する命令区間記憶手段とを備え、上記
第１の演算手段が、命令区間を実行する際に、該命令区間の入力パターンと、上記命令区
間記憶手段に記憶されている入力パターンとが一致した場合、該入力パターンと対応して
上記命令区間記憶手段に記憶されている出力パターンをレジスタおよび／または主記憶手
段に出力する再利用処理を行い、上記入出力生成手段が、出力パターンに含まれる各出力
要素が、入力パターンに含まれるどの入力要素を起源とするものであるかを示す依存関係
格納部と、１以上の上記出力要素を含む出力パターンと、１以上の上記入力要素を含む入
力パターンとからなる入出力グループを設定する入出力グループ設定手段とを備え、上記
入出力グループ設定手段が、各出力要素が所属する入出力グループの情報を格納する出力
側グループ格納部と、各入力要素が所属する入出力グループの情報を格納する入力側グル
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ープ格納部と、入出力グループを生成している途中に、上記依存関係格納部に変更があっ
た場合に、変更された出力要素と入力要素との依存関係を格納する一時格納部と、入出力
グループを生成している途中に、上記依存関係格納部に変更があった場合に、変更された
入出力グループの情報を格納するグループ一時格納部とを備えていることを特徴としてい
る。
【００３１】
上記の構成では、第１の演算手段が命令区間を実行する際に、該命令区間の入力パター
ンと、上記命令区間記憶手段に記憶されている入力パターンとが一致した場合、該入力パ
ターンと対応して上記命令区間記憶手段に記憶されている出力パターンをレジスタおよび
／または主記憶手段に出力する再利用処理を行う構成となっている。そして、命令区間記
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憶手段に記憶される入力パターンおよび出力パターンは、入出力生成手段によって生成さ
れたものとなっている。
【００３２】
入出力生成手段は、出力パターンに含まれる各出力要素が、入力パターンに含まれるど
の入力要素を起源とするものであるかを示す情報に基づいて、１以上の出力要素を含む出
力パターンと、１以上の入力要素を含む入力パターンとからなる入出力グループを設定し
、設定された１以上の入出力グループを生成するようになっている。したがって、ある命
令区間が実行された際の入力パターンおよび出力パターンを単純に命令区間記憶手段に登
録する場合と比較して、再利用を行う上でより的確な入出力グループを命令区間記憶手段
に登録することが可能となる。よって、再利用を行う際の検索効率を向上させることがで
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きる。
【００３３】
ここで、入出力グループ設定手段は、出力側グループ格納部、入力側グループ格納部、
一時格納部、およびグループ一時格納部を備えている。すなわち、一時格納部によって、
入出力グループの生成処理の途中における、依存関係の履歴を認識することが可能となり
、グループ一時格納部によって、入出力グループの生成処理の途中における、入出力グル
ープの履歴を認識することが可能となる。また、これらの情報に基づいて、出力側グルー
プ格納部、および入力側グループ格納部を設定することにより、出力側グループ格納部、
および入力側グループ格納部を確認することのみによって、容易に入出力グループの設定
処理を行うことが可能となる。よって、複雑な演算処理を行うことなく、比較的小規模な
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演算手段によって、入出力グループの設定を行うことが可能となる。
【００３４】
また、本発明に係るデータ処理装置は、上記の構成において、上記入出力グループ設定
手段が、入出力グループを生成している途中に、上記出力要素および／または上記入力要
素に対して既に割り当てられている入出力グループの情報を格納するグループ管理部をさ
らに備えている構成としてもよい。
【００３５】
上記の構成によれば、グループ管理部によって、入出力グループの生成処理の途中にお
いて、既に使用されている入出力グループを認識することが可能となる。よって、入出力
グループの設定処理をより容易に行うことが可能となる。
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【００３６】
また、本発明に係るデータ処理装置は、上記の構成において、上記依存関係格納部が、
上記各出力要素を行成分、上記各入力要素を列成分とする２次元配列メモリによって構成
され、該２次元配列メモリの各メモリ要素が、該メモリ要素の行成分に対応する出力要素
が、該メモリ要素の列成分に対応する入力要素を起源とするか否かの情報を保持している
構成としてもよい。
【００３７】
上記の構成では、出力パターンに含まれる各出力要素が、入力パターンに含まれるどの
入力要素を起源とするものであるかの情報を、２次元配列メモリによって示すようになっ
ている。よって、２次元配列メモリの各メモリ要素に対して、例えば１または０を格納す
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るという単純な処理によって上記の情報を格納することができるとともに、例えば各メモ
リ要素に関して論理演算を行うことによって、各行成分の関係などを容易に把握すること
が可能となる。
【００３８】
また、本発明に係るデータ処理装置は、上記の構成において、上記一時格納部が、上記
依存関係格納部における複数行のメモリ要素の論理和を格納するものであり、上記グルー
プ一時格納部が、上記出力側グループ格納部における複数行のメモリ要素の論理和、およ
び／または、上記入力側グループ格納部における複数の入力要素に対応するメモリ要素の
論理和を格納するものである構成としてもよい。
【００３９】
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上記の構成では、一時格納部が、依存関係格納部における複数行のメモリ要素の論理和
を格納するものとなっている。よって、入出力グループを生成している途中に、上記依存
関係格納部に変更があった場合に、変更された出力要素と入力要素との依存関係を格納す
るものとしての一時格納部を比較的単純な構成によって実現することができる。また、グ
ループ一時格納部が、出力側グループ格納部および／または入力側番号格納部におけるメ
モリ要素の論理和を格納するものとなっている。よって、入出力グループを生成している
途中に、上記依存関係格納部に変更があった場合に、変更された入出力グループの情報を
格納するものとしてのグループ一時格納部を比較的単純な構成によって実現することがで
きる。
【００４０】
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また、本発明に係るデータ処理装置は、上記の構成において、上記入出力グループ設定
手段が、入出力グループを生成している途中に、条件分岐命令が検出された場合に、該条
件分岐命令が依存する入力要素の情報を格納する条件分岐格納部をさらに備えている構成
としてもよい。
【００４１】
上記の構成によれば、条件分岐格納部に、条件分岐に関わった入力要素の情報を格納す
ることが可能となる。よって、命令区間の実行時に条件分岐が生じた場合でも、入出力の
依存関係を的確に認識することが可能となる。
【００４２】
また、本発明に係るデータ処理装置は、上記の構成において、上記第１の演算手段によ
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って命令区間の演算が行われる際に、レジスタおよび／または主記憶手段から読み出しが
行われた場合に、上記入出力生成手段が、（１）読み出しが行われたレジスタおよび／ま
たは主記憶手段のアドレスが、出力要素として依存関係格納部に登録されている場合、該
出力要素に対応する依存関係格納部の行成分と、上記一時格納部の各要素との論理和を該
一時格納部に格納するとともに、該出力要素に対応する出力側グループ格納部の行成分と
、上記グループ一時格納部の各要素との論理和を該グループ一時格納部に格納する処理、
（２）読み出しが行われたレジスタおよび／または主記憶手段のアドレスが、出力要素と
しては依存関係格納部に登録されておらず、入力要素として依存関係格納部に登録されて
いる場合、該入力要素に対応する依存関係格納部の列に対応するメモリ要素を１とし、そ
の他のメモリ要素を０とした情報を上記一時格納部に格納するとともに、該入力要素に対
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応する入力側グループ格納部の各要素と、上記グループ一時格納部の各要素との論理和を
該グループ一時格納部に格納する処理、および、（３）読み出しが行われたレジスタおよ
び／または主記憶手段のアドレスが、出力要素および入力要素のいずれとしても依存関係
格納部に登録されていない場合には、該アドレスおよび値を入力要素として依存関係格納
部に登録するとともに、該入力要素に対応する依存関係格納部の列に対応するメモリ要素
を１とし、その他のメモリ要素を０とした情報を上記一時格納部に格納する処理を行い、
レジスタおよび／または主記憶手段への書き込みが行われた場合に、上記入出力生成手段
が、（４）書き込みが行われたレジスタおよび／または主記憶手段のアドレスが、出力要
素として登録されている場合、登録されている出力要素に対応する出力値を、書き込みが
行われた値に更新するとともに、既に登録されている出力要素に対応する依存関係格納部
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の行成分を、その時点で一時記憶されている上記一時格納部に格納されている情報に置き
換えるとともに、上記グループ一時格納部に格納されている情報に基づいて、該出力要素
に対応する出力側グループ格納部の情報、および、該出力要素が依存する各入力要素に対
応する入力側グループ格納部の情報を更新する処理、および、（５）書き込みが行われた
レジスタおよび／または主記憶手段のアドレスが、出力要素として登録されていない場合
、該アドレスおよび値を出力要素として依存関係格納部に登録するとともに、該出力要素
に対応する依存関係格納部の行成分を、その時点で一時記憶されている上記一時格納部に
格納されている情報に置き換えるとともに、上記グループ一時格納部に格納されている情
報に基づいて、該出力要素に対応する出力側グループ格納部の情報、および、該出力要素
が依存する各入力要素に対応する入力側グループ格納部の情報を更新する処理を行う構成
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としてもよい。
【００４３】
上記のような処理が行われることによって、ある命令区間が実行された際の入出力関係
、すなわち、出力パターンに含まれる各出力要素が、入力パターンに含まれるどの入力要
素を起源とするものであるかについての情報を的確に依存関係格納部の２次元配列メモリ
に格納することができるとともに、入出力グループの設定を的確に行うことが可能となる
。
【００４４】
また、本発明に係るデータ処理装置は、上記の構成において、上記命令区間記憶手段が
、複数の上記入力パターンを、一致比較すべき項目をノードとみなした木構造として記憶
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する入力パターン記憶手段を備えている構成としてもよい。
【００４５】
上記の構成によれば、複数の入力パターンにおいて共通する項目については１つのノー
ドとして記憶することが可能となるので、入力パターン記憶手段における記憶内容の冗長
性を低減することが可能となる。したがって、命令区間記憶手段に必要とされる記憶容量
を低減することができるので、データ処理装置自体のコストを低減することが可能となる
。
【００４６】
そして、入力パターン記憶手段が、例えば連想検索装置によって構成されている場合、
過去の入力パターンがグループ分割されて登録される可能性が高くなっているので、同時

20

に複数の入力パターンの検索が行われる可能性を高めることが可能となる。すなわち、一
般的な連想検索装置の特性である長レイテンシ高スループットのメリットをより効果的に
享受することが可能となる。また、過去の入力パターンがグループ分割されて登録される
可能性が高くなることによって、再利用時の入力パターンのヒット率を向上することがで
きる。
【００４７】
また、本発明に係るデータ処理装置は、上記の構成において、上記入力パターン記憶手
段が、上記入力パターンにおいて一致比較すべき項目の値と、次に比較すべき項目とを対
応させて格納することによって、上記木構造を実現する構成としてもよい。
【００４８】
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この場合、一致比較すべき項目に関して順に一致比較していくことが可能となるので、
一致比較すべき項目をノードとみなした木構造として入力パターンを記憶することを実現
することが可能となる。
【００４９】
また、本発明に係るデータ処理装置は、上記の構成において、上記入力パターン記憶手
段が、連想検索手段と、付加記憶手段とを備え、上記連想検索手段が、一致比較すべき項
目の値を格納する値格納領域と、該項目を識別するキーを格納するキー格納領域とを有す
る１つ以上の検索対象ラインを備え、上記付加記憶手段が、上記検索対象ラインに対応し
た対応ラインごとに、次に連想検索を行うべき項目を格納する検索項目指定領域を有して
いる構成としてもよい。
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【００５０】
この場合、一致比較すべき項目の値が連想検索手段に入力されると、値とキーとが一致
する検索対象ラインがシングルマッチし、シングルマッチした検索対象ラインに対応する
付加記憶手段における対応ラインによって、次に連想検索を行うべき項目が確定するよう
になる。
【００５１】
ここで、各入力パターンは、一致比較すべき項目をノードとみなした木構造として記憶
しているので、連想検索手段において、ある項目に関して一致する検索対象は、上記のよ
うに１つとなる（シングルマッチ）。シングルマッチ機構のみを有する連想検索メモリは
一般的に市販されている一方、マルチマッチを、シングルマッチと同一性能によって報告
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可能な連想検索メモリは一般的には市販されていない。すなわち、上記の構成によれば、
市販の連想検索メモリを連想検索手段として利用することができるので、より短期間かつ
低コストで、本発明に係るデータ処理装置を実現することが可能となる。
【発明の効果】
【００５２】
本発明に係るデータ処理装置は、以上のように、上記入出力グループ設定手段が、各出
力要素が所属する入出力グループの情報を格納する出力側グループ格納部と、各入力要素
が所属する入出力グループの情報を格納する入力側グループ格納部と、入出力グループを
生成している途中に、上記依存関係格納部に変更があった場合に、変更された出力要素と
入力要素との依存関係を格納する一時格納部と、入出力グループを生成している途中に、
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上記依存関係格納部に変更があった場合に、変更された入出力グループの情報を格納する
グループ一時格納部とを備えている構成である。これにより、再利用を行う上でより的確
な入出力グループを命令区間記憶手段に登録することを可能とする構成を、より簡素な構
成で実現することが可能となるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５３】
本発明の実施の一形態について図１ないし図２０に基づいて説明すれば、以下のとおり
である。
【００５４】
（データ処理装置の構成）
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本実施形態に係るデータ処理装置の概略構成を図２示す。同図に示すように、該データ
処理装置は、ＭＳＰ(Main Stream Processor)１Ａ、ＳＳＰ(Shadow Stream Processor)１
Ｂ、再利用表としての命令区間記憶部（命令区間記憶手段）２、および主記憶（主記憶手
段）３を備えた構成となっており、主記憶３に記憶されているプログラムデータなどを読
み出して各種演算処理を行い、演算結果を主記憶３に書き込む処理を行うものである。な
お、同図に示す構成では、ＳＳＰ１Ｂを１つ備えた構成となっているが、２つ以上備えた
構成となっていてもよい。また、同図に示す構成では、ＳＳＰ１Ｂを備えた構成となって
いるが、ＳＳＰ１Ｂを備えていない構成としてもかまわない。ＳＳＰ１Ｂを備えた場合の
作用・効果については、後述する。
【００５５】
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命令区間記憶部２は、プログラムにおける関数やループなどの命令区間を再利用するた
めのデータを格納するメモリ手段である。この命令区間記憶部２の詳細については後述す
る。
【００５６】
主記憶３は、ＭＳＰ１ＡおよびＳＳＰ１Ｂの作業領域としてのメモリであり、例えばＲ
ＡＭ(Random Access Memory)などによって構成されるものである。例えばハードディスク
などの外部記憶手段や、外部のＩ／Ｏ(input/output)装置などの外部装置からプログラム
やデータなどが主記憶３に読み出され、ＭＳＰ１ＡおよびＳＳＰ１Ｂは、主記憶３に読み
出されたデータに基づいて演算を行うことになる。また、ＭＳＰ１Ａによる演算結果が主
記憶３に書き込まれ、この演算結果が上記外部装置に送出されることになる。
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【００５７】
ＭＳＰ１Ａは、再利用記憶手段としてのＲＷ（入出力生成手段）４Ａ、演算器（第１の
演算手段）５Ａ、レジスタ６Ａ、およびＣａｃｈｅ７Ａを備えた構成となっている。また
、ＳＳＰ１Ｂは、同様に、再利用記憶手段としてのＲＷ（第２の演算手段）４Ｂ、演算器
（第２の演算手段）５Ｂ、レジスタ６Ｂ、およびＣａｃｈｅ／Ｌｏｃａｌ７Ｂを備えた構
成となっている。
【００５８】
ＲＷ４Ａ・４Ｂは、再利用ウィンドウであり、現在実行中かつ登録中であるＲＦ（付加
記憶手段）およびＲＢ（連想検索手段）（後述する）の各ラインをリング構造のスタック
として保持するものである。このＲＷ４Ａ・４Ｂは、実際のハードウェア構造としては、
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命令区間記憶部２における特定のラインをアクティブにする制御線の集合によって構成さ
れる。また、詳細は後述するが、ＲＷ４Ａ・４Ｂは、実行された命令区間に関して入出力
パターンを生成し、この生成された入出力グループを命令区間記憶部２に対して実行結果
として登録する処理を行う。
【００５９】
演算器５Ａ・５Ｂは、レジスタ６Ａ・６Ｂに保持されているデータに基づいて演算処理
を行うものであり、ＡＬＵ（arithmetic and logical unit）と呼ばれるものである。レ
ジスタ６Ａ・６Ｂは、演算器５Ａ・５Ｂによって演算を行うためのデータを保持する記憶
手段である。なお、本実施形態では、演算器５Ａ・５Ｂ、およびレジスタ６Ａ・６Ｂは、
ＳＰＡＲＣアーキテクチャに準じたものとする。Ｃａｃｈｅ７Ａ・７Ｂは、主記憶３と、
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ＭＳＰ１ＡおよびＳＳＰ１Ｂとの間でのキャッシュメモリとして機能するものである。な
お、ＳＳＰ１Ｂでは、Ｃａｃｈｅ７Ｂには、局所メモリとしてのＬｏｃａｌ７Ｂが含まれ
ているものとする。
【００６０】
（命令区間記憶部の構成）
図１は、本実施形態における命令区間記憶部２によって実現される再利用表を示してい
る。同図に示すように、命令区間記憶部２は、ＲＢ、ＲＦ、ＲＯ１（第２出力パターン記
憶手段）、およびＲＯ２（第１出力パターン記憶手段）を備えた構成となっている。
【００６１】
ＲＢは、比較すべき値であるレジスタ値または主記憶入力値を格納するValue（値格納
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領域）、およびキー番号を格納するKey（キー格納領域）を備えており、ValueおよびKey
の組み合わせのラインを複数備えている。
【００６２】
ＲＦは、次に比較すべきレジスタ番号または主記憶アドレスがないことを示す終端フラ
グＥ、次に比較すべきレジスタ番号または主記憶アドレスの内容が更新されたことを示す
比較要フラグ、次に比較すべき対象がレジスタか主記憶かを示すＲ／Ｍ、次に比較すべき
レジスタ番号または主記憶アドレスを示すAdr.（検索項目指定領域）、直前に参照したラ
イン番号を示すUP（親ノード格納領域）、次に比較すべきレジスタ番号または主記憶アド
レスよりも優先して比較すべきレジスタ番号または主記憶アドレスを示すAlt.（比較要項
目指定領域）、および、優先して比較する際に必要なキーを示すDN（比較要キー指定領域
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）を備えており、これらはＲＢにおける各ラインに対応して設けられている。
【００６３】
ＲＯ１およびＲＯ２は、ＲＢおよびＲＦによる検索結果により、再利用が可能であると
判定された場合に、主記憶および／またはレジスタに出力する出力値を格納するものであ
る。ＲＯ１は、ＲＦの各ラインに１対１で対応して出力値および出力すべきアドレスを格
納している。ＲＯ２は、ＲＯ１のみでは出力値を格納しきれない場合に、格納しきれない
分の出力値および出力すべきアドレスを格納している。ＲＯ２からも出力値を読み出す必
要がある場合には、ＲＯ１における該当ラインに、ＲＯ２における出力値が格納されてい
るポインタが示されており、このポインタを用いてＲＯ２から出力値の読み出しが行われ
る。
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【００６４】
また、ＲＢおよびＲＦは、それぞれＣＡＭ(content‑addressable memory)およびＲＡＭ
(Random Access Memory)によって構成されている。一般的に、アドレスが与えられると、
そのアドレスに格納された値を参照することができるメモリは、ＲＡＭと呼ばれるメモリ
である。一方、上記のＣＡＭとは、連想メモリと呼ばれるメモリであり、検索すべき内容
が与えられると、その内容に一致するラインが選択されるようになっている。通常は、Ｃ
ＡＭはＲＡＭとセットにして用いられる。
【００６５】
ここで、ＣＡＭとＲＡＭとの連携動作について、具体例を挙げて説明する。ＣＡＭに、
「５，５，５，５，５」、「１，３，１，１，１」、「１，３，３，５，２」、「６，６
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，６，６，６」というデータ列がエントリとして登録されており、ＲＡＭに、ＣＡＭにお
ける各データ列に対応して、「５，５」、「１，１」、「１，２」、「６，６」というデ
ータが登録されているとする。ここで、検索すべきデータ列として、「１，３，３，５，
２」をＣＡＭに入力すると、一致するエントリがＯＮとなり、ＲＡＭに登録されている該
当するデータ「１，２」が出力されることになる。この具体例と同様の構成および動作に
よって、上記ＲＢおよびＲＦが実現されることになる。
【００６６】
（比較例）
ここで、比較例として、図８に示すような構成のＲＦおよびＲＢによる動作について説
明する。同図に示すように、ＲＦは、エントリが有効であるか否かを示す状態表示フラグ
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Ｖ、エントリ入れ替えのヒントを示すLRU、関数とループとを区別するF/L、命令区間の先
頭アドレスを示すStart、命令区間の終了アドレスを示すEnd、参照すべき主記憶入力アド
レスに関する情報を示すRead、および、参照すべき主記憶出力アドレスに関する情報を示
すWriteを保持している。
【００６７】
また、ＲＢは、エントリが有効であるか否かを示す状態表示フラグＶ、エントリ入れ替
えのヒントを示すLRU、命令区間を呼び出す際の直前のスタックポイント％spを示すSP、
ループの終了アドレス(End)、ループ終了時の分岐方向を示すtaken/not、レジスタ入力値
としての引数(Args.)（V：有効エントリ、Val.：値）および引数以外のレジスタ入力値お
よび条件コード(Regs.,CC)、主記憶入力有効バイトMask、主記憶入力値Value、主記憶出
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力有効バイトMask、主記憶出力値Value、および、レジスタ出力値としての返り値Return
Valuesおよび返り値以外のレジスタ出力値および条件コードRegs.,CC(V：有効エントリ、
Val.：値)を保持している。
【００６８】
関数またはループを実行する際に、以前に実行した命令区間が再利用可能であるか否か
を判断する際には、次の手順で行われる。まず、（１）ＲＦに登録されている関数または
ループのエントリの先頭アドレスStartに、該当関数またはループの先頭アドレスと一致
するものがあるかを検索する。一致するものがある場合には、（２）ＲＢに登録されてい
る該当エントリのうち、有効エントリを示す状態表示フラグＶが登録済状態にセットされ
ているエントリであって、かつ、該エントリにおける引数args.およびRegs.,CCが、呼び
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出す関数またはループの対応する値と完全に一致するエントリを１つまたは複数選択する
。そして、選択したエントリにおいて、（３）関連する主記憶アドレス、すなわち、少な
くとも１つのMaskが有効であるReadアドレスを用いて主記憶を順に参照し、（４）該当関
数またはループの主記憶入力値と、ＲＢに登録されている主記憶入力値との比較を行う。
そして、全ての入力が一致する場合に、（５）ＲＢに記憶されているReturn Valuesをレ
ジスタに書き込み、主記憶出力アドレスに対して、順次、各有効フラグMaskがセットされ
ている主記憶出力値Valueを書き込む。以上により、関数またはループの再利用が実現さ
れることになる。
【００６９】
以上のような比較例における動作を、図９を参照しながらより具体的に説明する。まず
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、プログラムカウンタ（ＰＣ）と、ＲＦに登録された命令区間先頭アドレス（Region）と
が比較され、さらに、レジスタの内容（Reg.）と、ＲＢに登録されているレジスタ入力値
（Args.、Regs.,CC）とを比較する。この時点で、ＲＢにおけるエントリ０１〜０４のう
ち、エントリ０３およびエントリ０４が一致すると判定されたとする。すなわち、この時
点では、マルチマッチとなっている。
【００７０】
次に、主記憶アドレスＡ１に関して比較することになるが、主記憶アドレスＡ１に対し
ては、ＲＦにおいて、一致比較を行う必要がないことを示すフラグ（０）が示されている
ので、一致比較は行われない。すなわち、エントリ０３およびエントリ０４が候補として
残ったままとなる。
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【００７１】
次に、主記憶アドレスＡ２に関して比較が行われる。ここで、ＲＦにおいて、主記憶ア
ドレスＡ２に関しては一致比較を行う必要があることを示すフラグ（１）が示されている
ので、一致比較が行われる。この結果、内容が「００」であるエントリ０３のみが候補と
して残ることになる。その後、一致比較を行う項目として主記憶アドレスＡ３およびＡ４
があるが、これらはどちらも一致比較を行う必要がないことを示すフラグが示されている
ので、エントリ０３は、比較が必要な全ての項目が一致したことになる。よって、エント
リ０３に対応する出力値としての主記憶出力値およびレジスタ出力値が主記憶およびレジ
スタに出力される。
【００７２】
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この比較例における動作のポイントは次の通りである。（ａ）ＲＢに登録されている各
値と再利用対象となっている関数またはループにおける対応する値とを比較する際に、Ｒ
Ｂにおける縦の列を順に一致確認していくことになるが、内容が一致するエントリが複数
存在する（マルチマッチ）ことを許容している。（ｂ）検索途中においてマルチマッチを
許容しているが、最終的に１つのエントリが選択されればよい。（ｃ）ＲＢにおける列を
一致確認していく順番は任意であるので、例えばレジスタ入力値を最初にまとめて比較す
る、ということを行うことが可能である。
【００７３】
また、この比較例の場合、次のような問題がある。（ｄ）ＲＢにおいて、各エントリに
おける項目数（横の長さ）は固定となっている。よって、登録されている項目以外の項目
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を追加することはできないようになっている。また、逆に、使用しない項目に対応するメ
モリ領域は空き領域となるが、これを有効利用することはできない。（ｅ）各エントリは
、１つの項目でも内容が異なれば、それぞれ別のエントリとして登録する必要がある。よ
って、ＲＢにおけるメモリの利用効率は良くないことになる。
【００７４】
なお、以上のような比較例の場合、ＲＦおよびＲＢを構成するメモリとしては、構造が
横長のものとなる。例えばこのメモリ容量を２Ｍｂｙｔｅとした場合、横が２Ｋｗｏｒｄ
、縦を２５６エントリとすることになる。
【００７５】
（入力パターンを木構造として登録する第１構成例）
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上記の比較例では、ＲＢにおける各エントリとしての横の行は、一致比較を行うべき入
力値の項目を全て含んだものとなっている。すなわち、全ての入力パターンをそれぞれ１
つのエントリとしてＲＢに登録するようになっている。
【００７６】
これに対して、本第１構成例では、一致比較を行うべき入力値の項目を短い単位に区切
り、それぞれの比較単位をノードとしてとらえ、入力パターンを木構造としてＲＦおよび
ＲＢに登録するようになっている。そして、再利用を行う際には、一致するノードを順次
選択することによって、最終的に再利用可能かを判断するようになっている。別の言い方
をすれば、複数の入力パターンに共通する部分を１つにまとめて、ＲＦおよびＲＢの１行
に対応づけるようになっている。
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【００７７】
これにより、冗長性をなくし、命令区間記憶部２を構成するメモリの利用効率を向上さ
せることが可能となる。また、入力パターンを木構造としているので、１つの入力パター
ンをＲＢにおける１つの行としてのエントリに対応付ける必要がないことになる。よって
、一致比較を行うべき入力値の項目の数を可変にすることが可能となっている。
【００７８】
また、ＲＦおよびＲＢは、入力パターンを木構造として登録しているので、一致比較を
行う際には、マルチマッチが行われないことになる。つまり、命令区間記憶部２としては
、シングルマッチ機構を有する連想検索メモリであれば実現可能となる。ここで、シング
ルマッチ機構のみを有する連想検索メモリは一般的に市販されている一方、マルチマッチ
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をシングルマッチと同一性能によって報告可能な連想検索メモリは一般的には市販されて
いない。すなわち、本第１構成例における命令区間記憶部２によれば、市販の連想検索メ
モリを利用することができるので、より短期間かつ低コストで、本実施形態に係るデータ
処理装置を実現することが可能となる。
【００７９】
次に、図３を参照しながら、上記第１構成例における命令区間記憶部２における連想検
索動作の具体例について説明する。まず、命令区間の実行が検出されると、プログラムカ
ウンタ（ＰＣ）およびレジスタの内容（Reg.）がＲＢに入力される。そして、ＲＢにおい
て、連想検索により、入力されたこれらの値と、ＲＢのValueの列に登録されている命令
区間先頭アドレスおよびレジスタ値とが比較され、値が一致する唯一の行（ライン）が候

10

補（マッチライン）として選択される。この例では、ＲＢにおける「０１」のラインがマ
ッチラインとして選択される。
【００８０】
次に、マッチラインとして選択されたラインのＲＢにおける番地である「０１」が、エ
ンコード結果としてＲＦに伝達され、キー０１に対応するＲＦにおけるラインが参照され
る。キー０１に対応するＲＦにおけるラインでは、比較要フラグが「０」であり、比較す
べき主記憶アドレスがＡ１となっている。すなわち、主記憶アドレスＡ１に関しては、一
致比較を行う必要はないことになる。
【００８１】
次に、キー０１を用いて、ＲＢにおけるKeyの列に対して検索が行われる。この例では
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、ＲＢにおける「０３」のラインがマッチラインとして選択される。そして、エンコード
結果としてキー０３がＲＦに伝達され、キー０３に対応するＲＦにおけるラインが参照さ
れる。キー０３に対応するＲＦにおけるラインでは、比較要フラグが「１」であり、比較
すべき主記憶アドレスがＡ２となっている。すなわち、主記憶アドレスＡ２に関しては、
一致比較を行う必要があることになる。ここで、主記憶３における主記憶アドレスＡ２の
値がＣａｃｈｅ７Ａを介して読み出され、ＲＢにおいて、Valueが主記憶３から読み出さ
れた値であり、かつ、Keyが「０３」となっているラインが検索される。図３に示す例で
は、Keyが「０３」となっているラインは「０４」および「０５」の２つあるが、主記憶
３から読み出された値が「００」であるので、「０５」のラインがマッチラインとして選
択され、ＲＦに対して、エンコード結果としてキー０５が伝達される。
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【００８２】
以上のような処理が繰り返され、ＲＦにおいて、次に比較すべきレジスタ番号または主
記憶アドレスがないことを示す終端フラグＥが検出された場合、入力パターンが全て一致
したと判定され、該当命令区間は再利用可能と判断される。そして、終端フラグＥが検出
されたラインから「Select Output」信号が出力され、ＲＯ１およびＲＯ２に格納されて
いる、該ラインに対応する出力値がレジスタ６Ａおよび主記憶３に対して出力される。
【００８３】
以上のように、本第１構成例における命令区間記憶部２による連想検索動作は、次のよ
うな特徴を有している。まず、内容が一致したことを示すマッチラインは、ＲＢにおいて
１つのラインのみとなるので、検索動作を次列へ伝搬する際にエンコードした結果を１つ
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伝送すればよいことになる。したがって、ＲＢとＲＦとの間を接続する信号線は、アドレ
スのエンコード結果である１組（Ｎ本）でよいことになる。これに対して、上記した比較
例では、ＲＢにおいてマルチマッチが許容されているので、ＲＢにおける各列同士を接続
する信号線は、各ラインごとに設ける（２Ｎ本）必要があることになる。すなわち、本第
１構成例の構成によれば、命令区間記憶部２を構成する連想検索メモリにおける信号線の
数を大幅に低減することが可能となる。
【００８４】
また、検索途中ではシングルマッチのみが許容されるようになっているので、比較すべ
き項目の比較順番は、木構造における参照順に限定されることになる。すなわち、レジス
タ値とメモリ内容とは、参照順に混在させながら比較する必要がある。
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【００８５】
入力パターンは、各項目を参照すべきKeyという形でリンクさせることにより、木構造
によってＲＢおよびＲＦに登録されている。また、入力パターンの項目は、終端フラグに
よってその終端が示されるようになっている。よって、入力パターンの項目数を可変とす
ることができるので、再利用表に登録すべき命令区間の状態に応じて、柔軟に入力パター
ンの項目数を設定することが可能となる。また、入力パターンの項目数が固定でないこと
によって、利用しない項目が無駄にメモリ領域を占有することがなくなるので、メモリ領
域の利用効率を向上させることができる。
【００８６】
また、木構造によって入力パターンが登録されるので、項目の内容が重複する部分につ
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いては、複数の入力パターンで１つのラインを共有することが可能となっている。よって
、メモリ領域の利用効率をさらに向上させることができる。
【００８７】
なお、以上のような構成の場合、ＲＦおよびＲＢを構成するメモリとしては、構造が縦
長のものとなる。例えばこのメモリ容量を２Ｍｂｙｔｅとした場合、横が８ｗｏｒｄ、縦
を６５５３６ラインとすることになる。
【００８８】
（入力パターンを木構造として登録する第２構成例）
上記の例では、図１に示したＲＦにおいて、UP、Alt.、およびDNの項目は利用していな
いことになる。すなわち、上記の例では、ＲＦにおいて、これらの項目を設ける必要はな
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いことになる。これに対して、UP、Alt.、およびDNの項目を利用することによって、連想
検索動作をさらに高速化する第２の構成例およびその動作について以下に説明する。
【００８９】
まず、図４（ｂ）に、プログラムカウンタ（ＰＣ）およびレジスタの内容（Reg.）のみ
を比較し、これらが一致した場合は、主記憶値を比較することなく、区間の再利用が可能
であると判断できる場合の状態を示す。この状態では、まず、ＲＢの「０１」のラインに
おいて、ＰＣおよびReg.がValueに登録されており、ＲＦの「０１」のラインにおいて、
終端フラグが「Ｅ」、比較要フラグが「０」、比較すべき主記憶アドレスが「Ａ１」、親
ノード番号を示すUPが「ＦＦ」となっている。また、ＲＢの「０３」のラインでは、Valu
e値なしで、Keyが「０１」となっており、ＲＦの「０３」のラインでは、終端フラグが「
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Ｅ」、比較要フラグが「０」、比較すべき主記憶アドレスが「Ａ２」、親ノード番号を示
すUPが「ＦＦ」となっている。以降、同様に、ＲＢおよびＲＦにおける「０５」のライン
および「０７」のラインが登録されており、それぞれ終端フラグが「Ｅ」、比較要フラグ
が「０」となっている。
【００９０】
この状態で、ある命令区間の実行が検出されると、ＰＣおよびReg.がＲＢに入力され、
マッチラインとして、ＲＢにおける「０１」のラインが選択される。そして、マッチライ
ンとして選択されたラインのＲＢにおける番地である「０１」が、エンコード結果として
ＲＦに伝達され、キー０１に対応するＲＦにおけるラインが参照される。キー０１に対応
するＲＦにおけるラインでは、終端フラグが「Ｅ」となっているので、次に比較すべき主
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記憶アドレスがないことがわかる。また、比較要フラグ「０」となっているので、主記憶
アドレスＡ１について比較を行う必要はないことがわかる。
【００９１】
したがって、図４（ａ）の木構造に示すように、ＰＣおよびReg.の一致がＳ１において
確認されると、Ｔｒ１に示すノードのように、主記憶アドレスＡ１、Ａ２、Ａ３における
比較を行うことなく、対応する出力値が出力されることになる。
【００９２】
ＲＦおよびＲＢがこの状態である場合に、主記憶アドレスＡ２に対して書き込みが行わ
れたとする。この場合、ＲＦおよびＲＢにおける入力パターンの登録時には主記憶アドレ
スＡ２の一致比較を行う必要はない状態であったが、主記憶アドレスＡ２が変更されるこ
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とによって、主記憶アドレスＡ２の一致比較を行う必要が生じることになる。したがって
、この場合には、図５（ｂ）に示すようにＲＦおよびＲＢが変更されることになる。
【００９３】
まず、内容が変更された主記憶アドレスであるＡ２をキーにして、ＲＦにおけるAdr.
の列に対して検索がかけられる。これによって、ＲＦにおける「０３」のラインが選択さ
れる。そして、選択された「０３」のラインにおいて、比較要フラグが「１」に設定され
るとともに、終端フラグ「Ｅ」が削除される。
【００９４】
次に、「０３」のラインにおけるUPを参照することによって、親ノードとしての「０１
」のラインが認識される。そして、「０１」のラインにおいて、次に比較すべき主記憶ア
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ドレスよりも優先して比較すべき主記憶アドレスを示すAlt.に、内容が変更された主記憶
アドレスであるＡ２が書き込まれるとともに、終端フラグ「Ｅ」が削除される。さらに、
「０１」のラインにおいて、優先して比較する際に必要なキーを示すDNに「０３」が書き
込まれる。
【００９５】
以上のようにＲＦおよびＲＢが書き換えられた場合の連想検索動作は次のようになる。
ある命令区間が検出された際に、まず、ＰＣおよびReg.がＲＢに入力される。そして、Ｒ
Ｂにおいて、連想検索により、入力されたこれらの値と、ＲＢのValueの列に登録されて
いる命令区間先頭アドレスおよびレジスタ値とが比較され、ＲＢにおける「０１」のライ
ンがマッチラインとして選択される。
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【００９６】
次に、マッチラインとして選択されたラインのＲＢにおける番地である「０１」が、エ
ンコード結果としてＲＦに伝達され、キー０１に対応するＲＦにおけるラインが参照され
る。キー０１に対応するＲＦにおけるラインでは、比較要フラグが「０」であり、比較す
べき主記憶アドレスがＡ１となっている。すなわち、主記憶アドレスＡ１に関しては、一
致比較を行う必要はないことがわかる。
【００９７】
また、次に比較すべき主記憶アドレスよりも優先して比較すべき主記憶アドレスを示す
Alt.に、主記憶アドレスＡ２が登録されており、優先して比較する際に必要なキーを示す
DNに「０３」が登録されていることが確認される。この場合、主記憶３における主記憶ア
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ドレスＡ２の値がＣａｃｈｅ７Ａを介して読み出され、ＲＢにおいて、Valueが主記憶３
から読み出された値であり、かつ、Keyが、DNに示されている「０３」となっているライ
ンが検索される。
【００９８】
図５（ｂ）に示す例では、Keyが「０３」となっているラインは「０４」および「０５
」の２つあるが、主記憶３から読み出された値が「００」であるので、「０５」のライン
がマッチラインとして選択され、ＲＦに対して、エンコード結果としてキー０５が伝達さ
れる。キー０５に対応するＲＦにおけるラインでは、終端フラグが「Ｅ」となっているの
で、入力パターンが全て一致したと判定され、該当命令区間は再利用可能と判断される。
そして、終端フラグＥが検出されたラインから「Select Output」信号が出力され、ＲＯ
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１およびＲＯ２に格納されている、該ラインに対応する出力値がレジスタ６Ａおよび主記
憶３に対して出力される。
【００９９】
以上のような連想検索動作を行う第２の構成例によれば、ＲＦにおいて、次に比較すべ
き主記憶アドレスよりも優先して比較すべき主記憶アドレスを示すAlt.、および、優先し
て比較する際に必要なキーを示すDNが設けられているので、図５（ａ）に示す木構造のよ
うに、主記憶アドレスＡ１の内容とキー０１による検索をスキップして、主記憶アドレス
Ａ２の内容とキー０３による検索が可能となる。したがって、検索動作の処理ステップを
低減することができるので、処理の高速化を図ることができる。
【０１００】
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（出力値の格納手段構成例）
上記では、命令区間の入力パターンをＲＦおよびＲＢに登録し、連想検索動作を行うこ
とについて説明したが、以下では、入力パターンの一致が確認された後に、再利用として
出力される出力値を格納する手段の構成例について説明する。上記において図１を参照し
ながら説明したように、命令区間記憶部２には、再利用が可能であると判定された場合に
、主記憶および／またはレジスタに出力する出力値を格納する出力値格納手段として、Ｒ
Ｏ１およびＲＯ２が設けられている。
【０１０１】
出力値は、ＲＦおよびＲＢから出力されるアドレスに基づいて、出力値を記憶するＲＡ
Ｍなどの記憶手段を参照することによって得ることが可能である。しかしながら、入力パ
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ターンと同様に、出力パターンについても、出力値の項目数を可変とすることが好ましい
ので、出力値の格納方法に関して工夫が必要である。
【０１０２】
入力パターンに関しては、ＲＦおよびＲＢにおいて木構造によって登録されている。そ
して、木構造の末端となっているライン、すなわち、終端フラグＥが登録されているライ
ンにおいて、再利用が可能であると判定されることになる。したがって、終端フラグＥが
登録されている各ラインに、出力すべき出力値を格納する出力値格納手段におけるポイン
タを登録しておくことによって、再利用の際の出力動作を行うことが可能となる。
【０１０３】
しかしながら、入力パターンが全て一致したことが確認された時点で、出力値が格納さ
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れているポインタに基づいて出力値格納手段における格納位置が特定される場合、ポイン
タに基づいて格納位置を特定するという変換処理が必要となり、処理速度を低下させる要
因となる。
【０１０４】
そこで、本構成例では、出力値格納手段として、ＲＯ１およびＲＯ２の２つの記憶手段
を設けている。そして、ＲＯ１は、ＲＦの各ラインに１対１で対応して出力値および出力
すべきアドレスを格納している。すなわち、終端フラグＥが登録されているＲＦのライン
において再利用が可能であると判定された場合には、そのラインに対応するＲＯ１のライ
ンが選択され、出力値が出力される。
【０１０５】
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しかしながら、このように、出力値格納手段を、ＲＦの各ラインに１対１で対応して出
力値および出力すべきアドレスを格納している場合、ＲＦにおける、終端フラグＥが登録
されていないＲＦのラインに対しても、ＲＯ１においてメモリ領域が確保されることにな
る。また、終端フラグＥが登録されているＲＦの全てのラインに対応して、ＲＯ１におい
て出力値を格納するので、同じ内容が複数箇所で記憶されている、というような冗長性が
存在することになる。したがって、ＲＯ１は、高速に処理を行うという面では優れている
が、メモリの利用効率としてはよくないことになる。
【０１０６】
この問題を解消するために、ＲＯ１に登録可能な項目数、すなわち出力値と出力アドレ
スとの組の数を少なめに設定する（図１の例では２つ）とともに、ＲＯ１に登録しきれな
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い出力値および出力アドレスの組については、ポインタを用いて格納領域が指示される構
成のＲＯ２に登録するようにしている。
【０１０７】
ＲＯ２においては、ポインタによって格納領域が指示されるので、使用されないメモリ
領域はほとんど生じないことになる。また、複数の出力値および出力アドレスの組を登録
する場合には、順次ポインタを用いてつなげていくことができるので、登録可能な出力値
および出力アドレスの組の数を可変にすることが可能である。さらに、ＲＯ１における複
数のラインから、ＲＯ２における同じ格納位置を示すポインタを指示することも可能とな
るので、ＲＯ２における格納情報を、ＲＯ１における複数のラインで共有することも可能
となる。よって、ＲＯ２においては、格納内容の冗長性を低くすることができる。
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【０１０８】
以上のように、出力値格納手段としてＲＯ１およびＲＯ２の２つを設けることによって
、出力値の項目が少ない場合にはＲＯ１のみの利用により処理の高速性を実現するととも
に、出力値の項目が多い場合には、項目の数を可変とすることが可能なＲＯ２を用いるこ
とによって対応している。よって、上記の構成によれば、処理の高速性とメモリ利用効率
の向上とを実現することができる。
【０１０９】
（命令区間記憶部に対する登録処理）
上記では、ある命令区間の実行に際して再利用を行う場合の動作について説明した。以
下では、ある命令区間の実行に際して、再利用が行えないと判断された場合に、該命令区
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間による入出力をＲＦ、ＲＢ、ＲＯ１、およびＲＯ２に登録する際の動作について説明す
る。
【０１１０】
まず、ある命令区間の実行が検出されると、ＰＣおよびReg.の値がＲＢに入力される。
そして、ＲＢにおいて、連想検索により、入力されたこれらの値と、ＲＢのValueの列に
登録されている命令区間先頭アドレスおよびレジスタ値とが比較される。ここで、ＲＢの
Valueの列に、入力された値と一致するものがないと判定された場合、該命令区間は、再
利用が不可能であると判定され、演算器５Ａによる演算処理が行われる。そして、該当命
令区間の演算処理が終了するまでに用いられるレジスタ入力値、主記憶入力値、主記憶出
力値、およびレジスタ出力値が、ＲＢ、ＲＦ、ＲＯ１、必要に応じてＲＯ２に登録される
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。ここで、ＲＢおよびＲＦに登録を行う際には、上記で示したような木構造となるように
、各項目が１つのラインに対応するように登録が行われる。そして、登録すべき入力パタ
ーンの最後の項目が登録されたラインにおいて、ＲＦの終端フラグを「Ｅ」とし、入力パ
ターンの登録を終了する。
【０１１１】
一方、入力されたＰＣおよびReg.の値に一致するものが、ＲＢのValueの列に登録され
ている場合には、上記した連想検索動作と同様にして、次の一致比較すべき項目について
の一致比較が行われる。このようにして、ＲＢおよびＲＦに登録されている入力パターン
と、該当命令区間における入力パターンとの一致比較を継続していき、一致しない項目が
生じた時点で、新たにノードを追加する形で、その一致しない項目についてＲＢおよびＲ
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Ｆに登録が行われる。そして、登録すべき入力パターンの最後の項目が登録されたライン
において、ＲＦの終端フラグを「Ｅ」とし、入力パターンの登録を終了する。
【０１１２】
入力パターンの登録が終了すると、終端フラグを「Ｅ」としたＲＦにおけるラインに対
応する、ＲＯ１におけるラインに、出力値および出力アドレスの登録を行う。そして、出
力値として登録すべき項目がＲＯ１に登録しきれない場合には、ポインタを用いてＲＯ２
に対して登録が行われる。以上により、命令区間の登録処理が完了する。
【０１１３】
（命令区間実行時の入出力セットの生成）
ある命令区間を実行した際に、命令区間記憶部２に対して実行結果が登録されることに
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なるが、この実行結果は、該命令区間の実行に際して、レジスタおよび／または主記憶（
以降、単にレジスタ／メモリと称する）に対して行われた入出力のセットに相当するもの
である。以下では、命令区間記憶部２に登録すべき入出力セットをどのように生成するか
について説明する。
【０１１４】
上記した入力パターンを木構造として登録する第１および第２構成例の場合、入出力セ
ットはＲＷ４Ａ・４Ｂによって生成され、生成された入出力セットに基づいて、ＲＢ、Ｒ
Ｆ、ＲＯ１、およびＲＯ２への上記したような登録処理が行われる。ＲＷ４Ａ・４Ｂは、
ある命令区間が実行された際に行われるレジスタ／メモリからの読み出し、および／また
は、レジスタ／メモリへの書き込みを監視し、これに基づいて入出力セットを生成する。
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このＲＷ４Ａ・４Ｂによる入出力セットの生成方法について以下に説明する。なお、以下
の説明では、ＲＷ４Ａについて説明するが、ＲＷ４Ｂについても同様である。
【０１１５】
（ＲＷの第１構成例）
図１１は、第１構成例としてのＲＷ４Ａのメモリ構成の概略を示す図である。同図に示
すように、ＲＷ４Ａは、命令区間のＰＣ値を格納するＰＣ、入力アドレスおよび入力値を
格納するＲＷＩ、および、出力アドレスおよび出力値を格納するＲＷＯのメモリを有して
いる。ある命令区間を実行した際の入出力セットはこのＲＷ４Ａのメモリに格納され、そ
の後、命令区間記憶部２に登録されることになる。
【０１１６】
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まず、ある命令区間の実行が開始されると、そのＰＣ値がＲＷ４ＡにおけるＰＣに格納
される。その後、命令区間の実行が順次行われると、レジスタ／メモリからの読み出し、
および／または、レジスタ／メモリへの書き込みが順に行われることになる。
【０１１７】
命令区間実行時にレジスタ／メモリからの読み出しが行われた場合には、ＲＷ４Ａによ
って次の処理が行われる。
【０１１８】
（ＡＲ１）読み出しが行われたレジスタ／メモリのアドレスが、ＲＷＯに登録されてい
るか否かが検索される。ＲＷＯに登録されている場合には、既に出力値として入出力セッ
トに登録されている値の読み出しが行われたものであるので、入力値として登録する必要
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はないことになる。すなわち、該アドレスをＲＷＩに登録せずに終了する。
【０１１９】
（ＡＲ２）読み出しが行われたレジスタ／メモリのアドレスが、ＲＷＯに登録されてい
ない場合には、該アドレスがＲＷＩに登録されているか否かが検索される。ＲＷＩに登録
されている場合には、既に入力値として入出力セットに登録されている値の読み出しが行
われたものであるので、さらに入力値として登録する必要はないことになる。すなわち、
該アドレスをＲＷＩに登録せずに終了する。
【０１２０】
（ＡＲ３）読み出しが行われたレジスタ／メモリのアドレスが、ＲＷＯおよびＲＷＩの
いずれにも登録されていない場合には、該アドレスおよび値を入力アドレスおよび入力値
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としてＲＷＩに登録する。
【０１２１】
また、命令区間実行時にレジスタ／メモリへの書き込みが行われた場合には、ＲＷ４Ａ
によって次の処理が行われる。
【０１２２】
（ＡＷ１）書き込みが行われたレジスタ／メモリのアドレスが、ＲＷＯに登録されてい
るか否かが検索される。ＲＷＯに登録されている場合には、既に出力値として入出力セッ
トに登録されている値の書き換えが行われたことになるので、登録されている出力アドレ
スに対応する出力値を、書き込みが行われた値に更新し、終了する。
【０１２３】
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（ＡＷ２）書き込みが行われたレジスタ／メモリのアドレスが、ＲＷＯに登録されてい
ない場合には、該アドレスおよび値を出力アドレスおよび出力値としてＲＷＯに登録する
。
【０１２４】
以上の処理が該命令区間の終了まで行われることによって、該命令区間の入出力セット
がＲＷ４Ａによって生成されることになる。生成された入出力セットは、上記したような
登録処理によって命令区間記憶部２に登録される。
【０１２５】
ここで、命令区間の一例として、図１０に示す命令区間を実行した場合の例について説
明する。同図において、ＰＣは、該命令区間が開始された際のＰＣ値を示している。この
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ＰＣ値が、ＲＷ４ＡのＰＣに格納される。
【０１２６】
第１行目の命令（以降、単に第１の命令のように称する）において、メモリにおけるア
ドレスＡ１からロードした４バイトデータ（00110000）が、レジスタにおけるアドレスＲ
１に格納される。この時点では、読み出しが行われたアドレスＡ１は、ＲＷＯおよびＲＷ
Ｉのいずれにも登録されていないので、アドレスＡ１およびデータ（00110000）がＲＷＩ
に登録される。また、書き込みが行われたアドレスＲ１は、ＲＷＯに登録されていないの
で、アドレスＲ１およびデータ（00110000）がＲＷＯに登録される。
【０１２７】
次に、第２の命令において、メモリにおけるアドレスＡ２からロードした１バイトデー
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タ（02）が、レジスタにおけるアドレスＲ２に格納される。この時点では、読み出しが行
われたアドレスＡ２は、ＲＷＯおよびＲＷＩのいずれにも登録されていないので、アドレ
スＡ２およびデータ（02）がＲＷＩに登録される。この際に、アドレスＡ２における残り
３バイトについては、Don't Careを意味する「‑」が格納される。また、書き込みが行わ
れたアドレスＲ２は、ＲＷＯに登録されていないので、アドレスＲ２およびデータ（02）
がＲＷＯに登録される。
【０１２８】
次に、第３の命令において、メモリにおけるアドレス（Ａ２＋Ｒ２）からロードした１
バイトデータ（22）が、レジスタにおけるアドレスＲ２に格納される。ここで、アドレス
Ｒ２に格納されているデータは（02）であったので、読み出しが行われたメモリにおける
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アドレスは（Ａ２＋０２）となる。この時点では、読み出しが行われたアドレス（Ａ２＋
０２）は、ＲＷＯおよびＲＷＩのいずれにも登録されていないので、アドレス（Ａ２＋０
２）およびデータ（22）がＲＷＩに登録される。この際に、アドレスＡ２における４バイ
トのうち、アドレス（Ａ２＋０２）となるバイトの部分にデータ（22）が登録される。す
なわち、第２の命令において、アドレスＡ２となるバイトの部分にデータ（02）が登録さ
れているので、アドレス（Ａ２＋０１）およびアドレス（Ａ２＋０３）となるバイトの部
分に、Don't Careを意味する「‑」が格納されたままとなる。
【０１２９】
また、書き込みが行われたアドレスＲ２は、既にＲＷＯに登録されているので、アドレ
スＲ２に対応する出力値として、データ（02）からデータ（22）に書き換えられる。
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【０１３０】
次に、第４の命令において、メモリにおけるアドレスＡ３からロードした１バイトデー
タ（33）が、レジスタにおけるアドレスＲ３に格納される。この時点では、読み出しが行
われたアドレスＡ３は、ＲＷＯおよびＲＷＩのいずれにも登録されていないので、アドレ
スＡ１およびデータ（33）がＲＷＩに登録される。また、書き込みが行われたアドレスＲ
３は、ＲＷＯに登録されていないので、アドレスＲ３およびデータ（33）がＲＷＯに登録
される。
【０１３１】
最後に、第５の命令において、メモリにおけるアドレス（Ｒ１＋Ｒ２）からロードした
１バイトデータ（44）が、レジスタにおけるアドレスＲ４に格納される。ここで、アドレ
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スＲ１およびＲ２は、命令区間の内部にて上書きされたレジスタであるので、命令区間の
入力とはならない。一方、（Ｒ１＋Ｒ２）によって生成されたアドレスＡ４は命令区間の
入力となる。このアドレスＡ４は、ＲＷＯおよびＲＷＩのいずれにも登録されていないの
で、アドレスＡ４およびデータ（44）がＲＷＩに登録される。また、書き込みが行われた
アドレスＲ４は、ＲＷＯに登録されていないので、アドレスＲ４およびデータ（44）がＲ
ＷＯに登録される。以上の処理によって、図１１に示すＲＷ４Ａの入出力セットが生成さ
れる。
【０１３２】
以上のようにして生成された入出力セットは、図１２に示すような木構造として、命令
区間記憶部２に登録される。この木構造において、登録されている入力パターンは、ルー
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トノードからリーフへ至る１本のパスとして命令区間記憶部２に保持される。以降、命令
区間を実行する前に、該命令区間の入力パターンが、登録されている入力パターンと同じ
であるかを判断するために、図３に示したように、ルートノードから順に、ノードに記録
されているアドレスを参照し、得られた値と一致するノードを連想検索機構を用いて選択
することを繰り返すことになる。
【０１３３】
（木構造連想検索の問題）
上記の木構造の場合、入力パターンを１つずつ順に読み出して連想検索を行い、一致す
るノードが見つかった後に、次のノードの選択を行うことになる。すなわち、先行するノ
ードの検索が完全に終了してから次のノードの検索が開始されることになる。
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【０１３４】
ここで、ＣＡＭ／ＲＡＭで構成される連想検索装置は、一般的に長レイテンシ高スルー
プットの特性を有している。すなわち、一般的な連想検索装置は、１つの検索入力が行わ
れてから出力されるまでの期間は比較的長いものであるが、複数の検索入力を同時に処理
して出力することが可能であるという特性を有している。これに対し、上記のように、先
行するノードの検索が完全に終了してから次のノードの検索が開始される、というような
検索が行われる場合、連想検索装置における高スループットの能力を利用することができ
ないことになり、連想検索装置の能力を十全に発揮することができないことになる（問題
１）。
【０１３５】
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また、上記の木構造の場合、命令区間の入力パターンが参照順に一本のパスとして実現
されており、入力パターン全体が一致しなければ出力を再利用することができないことに
なる。ここで、次のような例を想定する。まず、ある命令区間を実行した際の入力パター
ンのうち、前半がパターンＡ１、後半がパターンＡ２となっており、パターンＡ１に対応
する出力がＸ１、パターンＡ２に対応する出力がＸ２となっていたとする。また、別の命
令区間を実行した際の入力パターンのうち、前半がパターンＢ１、後半がパターンＢ２と
なっており、パターンＢ１に対応する出力がＹ１、パターンＢ２に対応する出力がＹ２と
なっていたとする。その後、ある命令区間を実行しようとした時の入力パターンのうち、
前半がパターンＡ１、後半がパターンＢ２となっていた場合、入力パターンの前半および
後半のそれぞれについては再利用が可能であるものの、入力パターン全体としては過去に
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同一パターンが出現していないので、実際には再利用することができないことになる（問
題２）。
【０１３６】
例えば、図１１に示す例では、入力セットにおけるアドレスＡ１およびＡ２による入力
パターンと、アドレスＡ３による入力パターンとは、相互に依存関係がなく、互いに独立
となっている。すなわち、アドレスＡ１およびＡ２による入力パターンを含むが、アドレ
スＡ３による入力パターンを含まない命令区間や、アドレスＡ３による入力パターンを含
むが、アドレスＡ１およびＡ２による入力パターンを含まない命令区間に関しては、図１
１に示す入力パターンの木構造が存在したとしても、再利用することができないことにな
る。
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【０１３７】
（ＲＷの第２構成例）
上記の２つの問題は、ある呼び出し時点における命令区間の入力パターンをルートノー
ドからリーフへ至る１本のパスによる表現したことによって生じたものである。これらの
問題を解決するためには、入力パターンをグループ分割し、各グループ毎に過去の入力パ
ターンを保持する木構造を構成し、さらに、複数木構造の同時探索を可能とすることによ
って連想検索装置を有効に利用できるようにすることが必要である。
【０１３８】
例えば、図１１に示す入出力セットに対して、図１３に示すように、互いに独立な入力
セットおよび出力セットそれぞれにグループ番号を付与する。すなわち、アドレスＡ１に

50

(23)

JP 4660747 B2 2011.3.30

よる入力パターン、アドレスＡ２による入力パターン、およびアドレスＡ４による入力パ
ターンにグループ番号（grpid）０を付与し、アドレスＡ３による入力パターンにグルー
プ番号（grpid）２を付与する。また、アドレスＲ１による出力パターン、アドレスＲ２
による出力パターン、およびアドレスＲ４による出力パターンにグループ番号（grpid）
０を付与し、アドレスＲ３による出力パターンにグループ番号（grpid）２を付与する。
【０１３９】
次に、グループ番号に基づいて、図１２に示す木構造を、図１４に示すような複数の木
構造に分割する。このようにすれば、グループの異なる入力パターンを独立に登録するこ
とが可能となり、ルートノードからリーフに至るパスに対応する入力グループ毎に独立に
再利用を行うことが可能となるとともに、並列に検索を行うことが可能となる。
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【０１４０】
上記のように、木構造の分割を実現するためには、各入力グループ同士の間でデータ依
存関係がないことが必要である。すなわち、ある入力パターンをグループＡとグループＢ
とに分割した場合において、グループＡの入力がグループＢの入力に依存する場合、ある
いは、グループＢの入力がグループＡの入力に依存する場合には、グループ分割したとし
ても、各グループを独立に再利用できる可能性は極めて低くなる。
【０１４１】
データ依存関係がないグループに分割するには、入力パターンを生成する際に、データ
依存関係の解析を行う必要がある。すなわち、ＲＷ４Ａが、データ依存関係の解析を行っ
た上で、入力パターンをデータ依存関係がないグループに分割して入出力セットを生成す
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るようにすればよいことになる。
【０１４２】
図１５は、上記を実現する第２構成例としてのＲＷ４Ａの概略構成を示している。同図
に示すように、ＲＷ４Ａは、命令区間のＰＣ値を格納するＰＣ、入力アドレスおよび入力
値を格納するＲＷＩ、出力アドレスおよび出力値を格納するＲＷＯ、依存関係格納部Ｍ、
行間論理積比較部ＭＲ、およびグループＩＤ格納部ＩＤを有している。
【０１４３】
依存関係格納部Ｍは、２次元配列のメモリであり、各メモリ要素には０または１が記憶
されるようになっている。また、依存関係格納部Ｍにおいて、各列はＲＷＩに登録されて
いる各入力アドレスおよび入力値に対応しており、各行はＲＷＯに登録されている各出力
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アドレスおよび出力値に対応している。そして、依存関係格納部Ｍは、各出力アドレスお
よび出力値が、どの入力アドレスおよび入力値を起源とするものであるかを示している。
【０１４４】
行間論理積比較部ＭＲは、依存関係格納部Ｍに格納されている各行成分間の論理積演算
を行い、１以上の出力アドレスおよび出力値を含む出力パターンと、１以上の入力アドレ
スおよび入力値を含む入力パターンとからなる入出力グループを設定する演算部である。
この行間論理積比較部ＭＲによる論理積演算の詳細については後述する。
【０１４５】
グループＩＤ格納部ＩＤは、行間論理積比較部ＭＲによる論理積演算結果に基づいて、
依存関係格納部Ｍにおける各列に対応する入力アドレスおよび入力値に対して付与される
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グループＩＤを格納するメモリである。このグループＩＤの詳細については後述する。
【０１４６】
ある命令区間の実行が開始されると、まず依存関係格納部Ｍにおける各メモリ要素の初
期値として、全て０に設定される。そして、該命令区間のＰＣ値がＲＷ４ＡにおけるＰＣ
に格納される。その後、命令区間の実行が順次行われると、レジスタ／メモリからの読み
出し、および／または、レジスタ／メモリへの書き込みが順に行われることになる。
【０１４７】
命令区間実行時にレジスタ／メモリからの読み出しが行われた場合には、ＲＷ４Ａによ
って次の処理が行われる。
【０１４８】
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（ＢＲ１）読み出しが行われたレジスタ／メモリのアドレスが、ＲＷＯに登録されてい
るか否かが検索される。ＲＷＯに登録されている場合には、既に出力値として入出力セッ
トに登録されている値の読み出しが行われたものであるので、入力値として登録する必要
はないことになる。すなわち、該アドレスをＲＷＩに登録せずに終了する。
【０１４９】
この時、ＲＷＯにおいて既に登録されているアドレスに対応する依存関係格納部Ｍの行
成分の各メモリ要素の値が取り出され、行成分のみの１次元行列としての暫定行列Ａ（ｘ
）として記憶される。ここで、ｘは暫定行列Ａが生成された順に付される番号とする。こ
の暫定行列Ａ（ｘ）は、後述する書き込み処理が終了した時点で初期化される。なお、こ
の暫定行列Ａ（ｘ）は、図１５では図示していないが、暫定行列Ａ（ｘ）を複数格納する
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ことができる暫定行列格納メモリに格納されることになる。
【０１５０】
（ＢＲ２）読み出しが行われたレジスタ／メモリのアドレスが、ＲＷＯに登録されてい
ない場合には、該アドレスがＲＷＩに登録されているか否かが検索される。ＲＷＩに登録
されている場合には、既に入力値として入出力セットに登録されている値の読み出しが行
われたものであるので、さらに入力値として登録する必要はないことになる。すなわち、
該アドレスをＲＷＩに登録せずに終了する。
【０１５１】
この時、ＲＷＩにおいて既に登録されているアドレスに対応する依存関係格納部Ｍの列
に対応するメモリ要素を１とし、その他のメモリ要素を０とした暫定行列Ａ（ｘ）が記憶
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される。
【０１５２】
（ＢＲ３）読み出しが行われたレジスタ／メモリのアドレスが、ＲＷＯおよびＲＷＩの
いずれにも登録されていない場合には、該アドレスおよび値を入力アドレスおよび入力値
としてＲＷＩに登録する。
【０１５３】
この時、新たに追加した入力アドレスおよび入力値（エントリ）に対応する依存関係格
納部Ｍの列に対応するメモリ要素を１とし、その他のメモリ要素を０とした暫定行列Ａ（
ｘ）が記憶される。
【０１５４】
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また、命令区間実行時にレジスタ／メモリへの書き込みが行われた場合には、ＲＷ４Ａ
によって次の処理が行われる。
【０１５５】
（ＢＷ１）書き込みが行われたレジスタ／メモリのアドレスが、ＲＷＯに登録されてい
るか否かが検索される。ＲＷＯに登録されている場合には、既に出力値として入出力セッ
トに登録されている値の書き換えが行われたことになるので、登録されている出力アドレ
スに対応する出力値を、書き込みが行われた値に更新し、終了する。
【０１５６】
この時、ＲＷＯにおいて既に登録されているアドレスに対応する依存関係格納部Ｍの行
成分が、その時点で記憶されている全ての暫定行列Ａ（ｘ）の論理和に置き換えられる。
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これにより、ＲＷＯにおいて既に登録されている出力アドレス／値に対する出力の起源と
なる入力アドレス／値のパターンが、該出力アドレスに対応する依存関係格納部Ｍの行成
分によって示されることになる。書き込み処理が終了し、暫定行列Ａ（ｘ）の論理和への
置き換えが完了すると、暫定行列Ａ（ｘ）が全て初期化される。
【０１５７】
（ＢＷ２）書き込みが行われたレジスタ／メモリのアドレスが、ＲＷＯに登録されてい
ない場合には、該アドレスおよび値を出力アドレスおよび出力値としてＲＷＯに登録する
。
【０１５８】
この時、新たに追加した出力アドレスおよび出力値（エントリ）に対応する依存関係格
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納部Ｍの行成分が、その時点で記憶されている全ての暫定行列Ａ（ｘ）の論理和に置き換
えられる。これにより、ＲＷＯに新たに登録した出力アドレス／値に対する出力の起源と
なる入力アドレス／値のパターンが、該出力アドレスに対応する依存関係格納部Ｍの行成
分によって示されることになる。書き込み処理が終了し、暫定行列Ａ（ｘ）の論理和への
置き換えが完了すると、暫定行列Ａ（ｘ）が全て初期化される。
【０１５９】
ここで、命令区間の一例として、図１６に示す命令区間を実行した場合の例について説
明する。同図において、ＰＣは、該命令区間が開始された際のＰＣ値を示している。この
ＰＣ値が、ＲＷ４ＡのＰＣに格納される。
【０１６０】
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その後、第１行目において、レジスタにおけるアドレスＲ１に格納されている(0000100
0)という値が読み込まれるとともに、この読み込まれた値に100を加える演算が行われた
結果の主記憶アドレス（アドレスＡ１に相当）の値を読み出す命令が行われている。この
時点では、アドレスＲ１はＲＷＯおよびＲＷＩのいずれにも登録されていないので、アド
レスＲ１および値(00001000)がＲＷＩに登録される。
【０１６１】
この時、アドレスＲ１に対応する依存関係格納部Ｍの列に対応するメモリ要素を１とし
、その他のメモリ要素を０とした暫定行列Ａ（１）［１０００］が記憶される。
【０１６２】
また、アドレスＡ１の値(‑‑‑‑FF‑‑)が読み出され、レジスタのアドレスｒｅｇ．に格納
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する命令が行われている。この時点では、アドレスＡ１はＲＷＯおよびＲＷＩのいずれに
も登録されていないので、アドレスＡ１および値(‑‑‑‑FF‑‑)がＲＷＩに登録される。
【０１６３】
この時、アドレスＡ１に対応する依存関係格納部Ｍの列に対応するメモリ要素を１とし
、その他のメモリ要素を０とした暫定行列Ａ（２）［０１００］が記憶される。
【０１６４】
また、この時点では、アドレスｒｅｇ．はＲＷＯに登録されていないので、アドレスｒ
ｅｇ．および値(‑‑‑‑FF‑‑)がＲＷＯに登録される。この時、新たに追加したアドレスｒｅ
ｇ．に対応する依存関係格納部Ｍの行成分が、その時点で記憶されている全ての暫定行列
Ａ（１）〜Ａ（２）の論理和［１１００］に置き換えられる。その後、暫定行列Ａ（ｘ）
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が初期化される。
【０１６５】
次に、第２行目において、アドレスｒｅｇ．から値を読み出して主記憶への書き込み処
理が行われ、アドレスＢ１に値(‑‑‑‑FF‑‑)が書き込まれる。この時点では、アドレスｒｅ
ｇ．はＲＷＯに登録されているので、ＲＷＯへの登録は行われない。この時、アドレスｒ
ｅｇ．に対応する依存関係格納部Ｍの行成分が取り出され、暫定行列Ａ（１）［１１００
］が記憶される。
【０１６６】
また、アドレスＢ１はＲＷＯに登録されていないので、アドレスＢ１および値(‑‑‑‑FF‑
‑)がＲＷＯに登録される。
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【０１６７】
この時、新たに追加した出力アドレスに対応する依存関係格納部Ｍの行成分が、その時
点で記憶されている全ての暫定行列Ａ（１）の論理和［１１００］に置き換えられる。そ
の後、暫定行列Ａ（ｘ）が初期化される。
【０１６８】
次に、第３行目において、レジスタにおけるアドレスＲ１に格納されている(00001000)
という値が読み込まれるとともに、この読み込まれた値に200を加える演算が行われた結
果の主記憶アドレス（アドレスＡ２に相当）の値を読み出す命令が行われている。この時
点では、アドレスＲ１はＲＷＩに既に登録されているので、ＲＷＩへの登録は行われない
。
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【０１６９】
この時、アドレスＲ１に対応する依存関係格納部Ｍの列に対応するメモリ要素を１とし
、その他のメモリ要素を０とした暫定行列Ａ（１）［１０００］が記憶される。
【０１７０】
また、アドレスＡ２の値(‑‑01‑‑‑‑)が読み出され、レジスタのアドレスｒｅｇ．に格納
する命令が行われている。この時点では、アドレスＡ２はＲＷＯおよびＲＷＩのいずれに
も登録されていないので、アドレスＡ２および値(‑‑01‑‑‑‑)がＲＷＩに登録される。
【０１７１】
この時、アドレスＡ２に対応する依存関係格納部Ｍの列に対応するメモリ要素を１とし
、その他のメモリ要素を０とした暫定行列Ａ（２）［００１０］が記憶される。
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【０１７２】
また、この時点では、アドレスｒｅｇ．はＲＷＯに登録されており、このＲＷＯにおけ
るアドレスｒｅｇ．の値が値(‑‑01‑‑‑‑)に更新される。この時、更新されたアドレスｒｅ
ｇ．に対応する依存関係格納部Ｍの行成分が、その時点で記憶されている全ての暫定行列
Ａ（１）〜Ａ（２）の論理和［１０１０］に置き換えられる。その後、暫定行列Ａ（ｘ）
が初期化される。
【０１７３】
次に、第４行目において、アドレスｒｅｇ．から値を読み出して主記憶への書き込み処
理が行われ、アドレスＢ２に値(‑‑01‑‑‑‑)が書き込まれる。この時点では、アドレスｒｅ
ｇ．はＲＷＯに登録されているので、ＲＷＯへの登録は行われない。この時、アドレスｒ
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ｅｇ．に対応する依存関係格納部Ｍの行成分が取り出され、暫定行列Ａ（１）［１０１０
］が記憶される。
【０１７４】
また、アドレスＢ２はＲＷＯに登録されていないので、アドレスＢ２および値(‑‑01‑‑‑
‑)がＲＷＯに登録される。
【０１７５】
この時、新たに追加した出力アドレスに対応する依存関係格納部Ｍの行成分が、その時
点で記憶されている全ての暫定行列Ａ（１）の論理和［１０１０］に置き換えられる。そ
の後、暫定行列Ａ（ｘ）が初期化される。
【０１７６】
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次に、第５行目において、アドレスＡ３の値(5678‑‑‑‑)が読み出され、レジスタのアド
レスｒｅｇ．に格納する命令が行われている。この時点では、アドレスＡ３はＲＷＯおよ
びＲＷＩのいずれにも登録されていないので、アドレスＡ３および値(5678‑‑‑‑)がＲＷＩ
に登録される。
【０１７７】
この時、アドレスＡ３に対応する依存関係格納部Ｍの列に対応するメモリ要素を１とし
、その他のメモリ要素を０とした暫定行列Ａ（１）［０００１］が記憶される。
【０１７８】
また、この時点では、アドレスｒｅｇ．はＲＷＯに登録されており、このＲＷＯにおけ
るアドレスｒｅｇ．の値が値(5678‑‑‑‑)に更新される。この時、更新されたアドレスｒｅ

40

ｇ．に対応する依存関係格納部Ｍの行成分が、その時点で記憶されている全ての暫定行列
Ａ（１）の論理和［０００１］に置き換えられる。その後、暫定行列Ａ（ｘ）が初期化さ
れる。
【０１７９】
最後に、第６行目において、アドレスｒｅｇ．から値を読み出して主記憶への書き込み
処理が行われ、アドレスＢ３に値(5678‑‑‑‑)が書き込まれる。この時点では、アドレスｒ
ｅｇ．はＲＷＯに登録されているので、ＲＷＯへの登録は行われない。この時、アドレス
ｒｅｇ．に対応する依存関係格納部Ｍの行成分が取り出され、暫定行列Ａ（１）［０００
１］が記憶される。
【０１８０】
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また、アドレスＢ３はＲＷＯに登録されていないので、アドレスＢ３および値(5678‑‑‑
‑)がＲＷＯに登録される。
【０１８１】
この時、新たに追加した出力アドレスに対応する依存関係格納部Ｍの行成分が、その時
点で記憶されている全ての暫定行列Ａ（１）の論理和［０００１］に置き換えられる。そ
の後、暫定行列Ａ（ｘ）が初期化される。以上の処理によって、図１５に示すＲＷ４Ａの
入出力セットが生成される。
【０１８２】
以上のように依存関係格納部Ｍを生成することによって、命令区間の実行完了時には、
次の情報が得られていることになる。
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【０１８３】
（Ｒｓ１）依存関係格納部Ｍの行成分は、対応する出力アドレス／値の起源となる入力
アドレス／値を１によって示している。
【０１８４】
（Ｒｓ２）ある行成分Ｍａにおいて１が示されている入力アドレス／値の組が１つの入
力グループを形成し、該入力グループが一致した場合に再利用可能な出力アドレス／値は
、行成分Ｍａに対応する出力アドレス／値である。
【０１８５】
（Ｒｓ３）「ある行成分Ｍａの反転」と「ある行成分Ｍｂ」との論理積が全て０である
場合、Ｍａにおける１のパターンは、Ｍｂにおける１のパターンを包含する。すなわち、
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Ｍａに属する入力アドレス／値の組が１つの入力グループを形成するとともに、該入力グ
ループが一致した場合に再利用可能な出力アドレス／値は、Ｍａに対応する出力アドレス
／値、および、Ｍｂに対応する出力アドレス／値となる。
【０１８６】
（Ｒｓ４）「ある行成分Ｍａ」と「ある行成分Ｍｂ」との論理積が全て０である場合、
Ｍａに属する入力アドレス／値と、Ｍｂに属する入力アドレス／値とは互いに独立してい
る。
【０１８７】
以上の情報に基づいて、ＲＷ４Ａは、入出力セットを複数の入出力グループに分割する
。まず、上記の（Ｒｓ３）に関連する処理として、依存関係格納部Ｍにおいて、「ある行
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成分Ｍａの反転」と「ある行成分Ｍｂ」との論理積が全て０になる行成分の組が行間論理
積比較部ＭＲによって抽出される。抽出された行成分の組のうち、入力アドレス／値の組
を最も多く含む行成分、すなわち、他の行成分における入力アドレス／値の組を全て含ん
だ行成分が上位行成分として選択される。そして、抽出された行成分のうち、上位行成分
以外の下位行成分が削除される。この処理によって、冗長な入出力グループを排除するこ
とができる。
【０１８８】
次に、下位行成分が削除された状態において、上記の（Ｒｓ４）に関連する処理として
、「ある行成分Ｍａ」と「ある行成分Ｍｂ」との論理積が全て０になる行成分の組が行間
論理積比較部ＭＲによって抽出される。そして、抽出された行成分の組のうち、他のどの
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行成分に対しても論理積が全て０になる行成分がさらに抽出される。ここで抽出された行
成分は、他のどの行成分に対しても依存関係を有さないことになるので、これを独立行成
分と設定し、これ以外を非独立行成分と設定する。
【０１８９】
独立行成分は、それぞれ対応する入力アドレス／値の組および出力アドレス／値の組が
抽出されて、１つの入出力グループとして設定される。一方、非独立行成分は、次の２つ
の処理のいずれかによって入出力グループとして設定される。
【０１９０】
第１の処理としては、非独立行成分の全てに含まれる入力アドレス／値の組および出力
アドレス／値の組の総和を１つの入出力グループとして設定する処理である。第２の処理
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としては、非独立行成分のそれぞれをそのまま入出力グループとして設定する処理である
。第１の処理を行う場合、入出力グループの数を必要以上に増大させることがなくなるの
で、命令区間記憶部２におけるメモリ使用容量を低減することができる。一方、第２の処
理を行う場合、入出力グループの数が比較的多くなり、命令区間記憶部２におけるメモリ
使用容量が比較的大きくなるという問題はあるが、命令区間記憶部２において、同時に検
索すべき木構造の数を増やすことができるので、連想検索装置における高スループットの
能力を利用することが可能となる。
【０１９１】
以上のようにして入出力グループが設定されると、これに基づいて、行間論理積比較部
ＭＲが、各入出力グループにグループＩＤを付与し、ＲＷＩに登録されている入力アドレ
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ス／値のそれぞれに対して、どのグループＩＤに含まれているものであるかを示す情報を
グループＩＤ格納部ＩＤに格納する。これにより、グループＩＤ格納部ＩＤの内容を見る
ことによって、各入出力グループにおける入力パターンを特定することが可能となる。
【０１９２】
以上のように、ＲＷ４Ａは、１つ以上の入出力グループを生成し、生成した入出力グル
ープを命令区間記憶部２に対して実行結果として登録する。このような処理により、１つ
の命令区間の実行結果が、１つ以上の入出力グループとして命令区間記憶部２に登録され
ることになる。よって、ある命令区間を再利用によって実行する際に、以前に実行された
命令区間の入力パターンの一部しか一致していない場合でも、再利用を行うことが可能と
なる確率を高めることができる。また、同時に検索すべき木構造が複数存在する確率を高
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めることができるので、連想検索装置における高スループットの能力を利用することが可
能となり、処理速度の向上を期待することができる。
【０１９３】
なお、本実施形態においては、ＲＷ４Ａによって生成された入出力グループは、入力パ
ターンを木構造として登録する命令区間記憶部２に登録されるようになっているが、これ
に限定されるものではない。すなわち、ＲＷ４Ａによって生成された入出力グループを、
命令区間の実行結果を再利用することが可能な形態で登録することが可能な命令区間記憶
部であれば、本実施形態に係るＲＷ４Ａを適用することが可能である。
【０１９４】
（ＲＷの第３構成例）
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上記のＲＷの第２構成例によれば、依存関係格納部Ｍを用いて行間論理積比較部ＭＲが
演算を行うことによって、１つの命令区間の実行結果を、１つ以上の入出力グループとし
て命令区間記憶部２に登録することが可能となる。しかしながら、命令区間の実行結果に
おいて、出力アドレスおよび出力値のパターンの数が多くなると、依存関係格納部Ｍの行
数が多くなることになる。この場合、行間論理積比較部ＭＲによる論理積演算が膨大にな
り、行間論理積比較部ＭＲの回路規模が莫大になるという問題がある。以下に示すＲＷの
第３構成例は、この問題を解決するものとなっている。
【０１９５】
図１７は、第３構成例としてのＲＷ４Ａの概略構成を示している。同図に示すように、
ＲＷ４Ａは、命令区間の命令区間のＰＣ値を格納するＰＣ、入力アドレスおよび入力値を
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格納するＲＷＩ、出力アドレスおよび出力値を格納するＲＷＯ、依存関係格納部Ｍ、行一
時格納部（一時格納部）ｔｍｐ００、入力側番号格納部（入力側グループ格納部）ｒｇｐ
ｉｄ、出力側番号格納部（出力側グループ格納部）ｗｇｐｉｄ、番号管理部（グループ管
理部）ｂｕｓｙ、および、番号一時格納部（グループ一時格納部）ｔｍｐ０１を有してい
る。
【０１９６】
依存関係格納部Ｍは、入力側を列指定子［Ｉ］、出力側を行指定子［Ｏ］とする２次元
配列のメモリであり、各メモリ要素には０または１が記憶されるようになっている。また
、依存関係格納部Ｍにおいて、各列はＲＷＩに登録されている入力アドレスおよび入力値
の組のそれぞれに対応しており、各行はＲＷＯに登録されている出力アドレスおよび出力
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値の組のそれぞれに対応している。そして、依存関係格納部Ｍは、各出力アドレスおよび
出力値の組が、どの入力アドレスおよび入力値の組を起源とするものであるかを示してい
る。
【０１９７】
行一時格納部ｔｍｐ００は、依存関係格納部Ｍから読み出された行を一時的に保存する
メモリである。入力側番号格納部ｒｇｐｉｄは、入力アドレスおよび入力値の組のそれぞ
れに対して付与するグループ番号を格納するメモリである。出力側番号格納部ｗｇｐｉｄ
は、出力アドレスおよび出力値の組のそれぞれに対して付与するグループ番号を格納する
メモリである。命令区間の実行完了時には、（１）各入力データが所属するグループ番号
が、対応する入力側番号格納部ｒｇｐｉｄに１が示されているビット位置によって得られ
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、（２）各出力データが所属するグループ番号は、対応する出力側番号格納部ｗｇｐｉｄ
に１が示されているビット位置によって得られることになる。
【０１９８】
番号管理部ｂｕｓｙは、グループ番号の空き状況を管理するメモリである。番号一時格
納部ｔｍｐ０１は、入力側番号格納部ｒｇｐｉｄおよび出力側番号格納部ｗｇｐｉｄから
読み出したグループ番号情報を一時的に格納するメモリである。
【０１９９】
命令区間の実行開始直前には、依存関係格納部Ｍ、行一時格納部ｔｍｐ００、入力側番
号格納部ｒｇｐｉｄ、出力側番号格納部ｗｇｐｉｄ、番号管理部ｂｕｓｙ、および、番号
一時格納部ｔｍｐ０１が全て０に初期化される。そして、該命令区間のＰＣ値がＲＷ４Ａ
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におけるＰＣに格納される。その後、命令区間の実行が順次行われると、レジスタ／メモ
リからの読み出し、および／または、レジスタ／メモリへの書き込みが順に行われること
になる。
【０２００】
命令区間実行時にレジスタ／メモリからの読み出しが行われた場合には、ＲＷ４Ａによ
って次の処理が行われる。
【０２０１】
（ＣＲ１）読み出しが行われたレジスタ／メモリのアドレスが、ＲＷＯに登録されてい
るか否かが検索される。ＲＷＯに登録されている場合には、既に出力値として入出力セッ
トに登録されている値の読み出しが行われたものであるので、入力値として登録する必要
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はないことになる。すなわち、該アドレスをＲＷＩに登録せずに終了する。
【０２０２】
この時、ＲＷＯにおいて既に登録されているアドレスに対応する依存関係格納部Ｍの行
成分の各メモリ要素の値が取り出され、行一時格納部ｔｍｐ００に格納されている各要素
との論理和が演算される。この演算結果としての論理和が、行一時格納部ｔｍｐ００に格
納される。すなわち、読み出しが行われたデータの起源を表す行一時格納部ｔｍｐ００に
、入力の情報が格納されることになる。
【０２０３】
また、ＲＷＯにおいて既に登録されているアドレスに対応する出力側番号格納部ｗｇｐ
ｉｄの行成分の各要素の値が取り出され、番号一時格納部ｔｍｐ０１に格納されている各
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要素との論理和が演算される。この演算結果としての論理和が、番号一時格納部ｔｍｐ０
１に格納される。すなわち、読み出しが行われたデータの所属グループを示す番号一時格
納部ｔｍｐ０１に、入力の情報が格納されることになる。
【０２０４】
（ＣＲ２）読み出しが行われたレジスタ／メモリのアドレスが、ＲＷＯに登録されてい
ない場合には、該アドレスがＲＷＩに登録されているか否かが検索される。ＲＷＩに登録
されている場合には、既に入力値として入出力セットに登録されている値の読み出しが行
われたものであるので、さらに入力値として登録する必要はないことになる。すなわち、
該アドレスをＲＷＩに登録せずに終了する。
【０２０５】
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この時、行一時格納部ｔｍｐ００における、入力側の既登録位置［Ｉ］に対応するメモ
リ要素のビットを１とする。すなわち、読み出しが行われたデータの起源を表す行一時格
納部ｔｍｐ００が新規に作成されることになる。
【０２０６】
また、行一時格納部ｔｍｐ００においてビットが１にセットされたメモリ要素の列位置
に対応する入力側番号格納部ｒｇｐｉｄが読み出され、番号一時格納部ｔｍｐ０１に格納
されている要素との論理和が演算される。この演算結果としての論理和が、番号一時格納
部ｔｍｐ０１に格納される。すなわち、読み出しが行われたデータの所属グループを示す
番号一時格納部ｔｍｐ０１に、入力の情報が格納されることになる。
【０２０７】
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（ＣＲ３）読み出しが行われたレジスタ／メモリのアドレスが、ＲＷＯおよびＲＷＩの
いずれにも登録されていない場合には、該アドレスおよび値を入力アドレスおよび入力値
としてＲＷＩに登録する。
【０２０８】
この時、行一時格納部ｔｍｐ００における、新たに登録された位置［Ｉ］に対応するメ
モリ要素のビットを１とする。すなわち、読み出しが行われたデータの起源を表す行一時
格納部ｔｍｐ００が新規に作成されることになる。
【０２０９】
また、命令区間実行時にレジスタ／メモリへの書き込みが行われた場合には、ＲＷ４Ａ
によって次の処理が行われる。
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【０２１０】
また、行一時格納部ｔｍｐ００においてビットが１にセットされたメモリ要素の列位置
に対応する入力側番号格納部ｒｇｐｉｄが読み出され、番号一時格納部ｔｍｐ０１に格納
されている要素との論理和が演算される。この演算結果としての論理和が、番号一時格納
部ｔｍｐ０１に格納される。すなわち、読み出しが行われたデータの所属グループを示す
番号一時格納部ｔｍｐ０１に、入力の情報が格納されることになる。
【０２１１】
（ＣＷ１）書き込みが行われたレジスタ／メモリのアドレスが、ＲＷＯに登録されてい
るか否かが検索される。ＲＷＯに登録されている場合には、既に出力値として入出力セッ
トに登録されている値の書き換えが行われたことになるので、登録されている出力アドレ
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スに対応する出力値を、書き込みが行われた値に更新し、終了する。
【０２１２】
この時、ＲＷＯにおいて既に登録されているアドレスに対応する依存関係格納部Ｍの行
成分の各メモリ要素の値が、該命令区間の実行時に生成された行一時格納部ｔｍｐ００に
格納されている各要素の値に書き換えられる。すなわち、書き込みが行われたデータの起
源が行一時格納部ｔｍｐ００の値に置き換えられることになる。
【０２１３】
ここで、番号一時格納部ｔｍｐ０１の各要素の値がチェックされる。そして、番号一時
格納部ｔｍｐ０１の全ての要素が０である場合には、番号管理部ｂｕｓｙにおいて空きグ
ループ番号となっている列位置の１つに対応する、番号一時格納部ｔｍｐ０１における列
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位置が１に設定される。具体的には、番号管理部ｂｕｓｙにおける各要素のうち、最も左
寄りの０に該当する列位置に対応する、番号一時格納部ｔｍｐ０１における列位置が１に
設定される。また、この際に、番号一時格納部ｔｍｐ０１において、１に設定された列位
置に対応する、番号管理部ｂｕｓｙにおける列位置が１に設定される。
【０２１４】
一方、番号一時格納部ｔｍｐ０１の要素に１がある場合には、最も左寄りの１に対応す
る列位置が使用すべきグループ番号と認識される。そして、番号一時格納部ｔｍｐ０１の
全ての要素のうち、最も左寄りの位置にある１を残して、残りの要素を０にした値が、出
力側番号格納部ｗｇｐｉｄにおける既登録位置［Ｏ］、および、行一時格納部ｔｍｐ００
の該当位置が１である入力側番号格納部ｒｇｐｉｄの該当位置にそれぞれ書き込まれる。
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【０２１５】
さらに、番号一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素のうち、最も左寄りの位置にある１を
除いた残りの値と、入力側番号格納部ｒｇｐｉｄ全体および出力側番号格納部ｗｇｐｉｄ
全体とをそれぞれ比較し、各要素の論理積が求められる。そして、論理積の結果、１とな
る要素を保持する入力側番号格納部ｒｇｐｉｄおよび出力側番号格納部ｗｇｐｉｄの列位
置については、該当要素を０にリセットすることにより、番号一時格納部ｔｍｐ０１全体
のうち、最も左寄りの位置にある１を残して、残りを０にした値がセットされる。
【０２１６】
（ＣＷ２）
書き込みが行われたレジスタ／メモリのアドレスが、ＲＷＯに登録されていない場合に

10

は、該アドレスおよび値を出力アドレスおよび出力値としてＲＷＯに登録する。
【０２１７】
この時、新たに追加した出力アドレスおよび出力値（エントリ）に対応する依存関係格
納部Ｍの行成分の各メモリ要素の値が、該命令区間の実行時に生成された行一時格納部ｔ
ｍｐ００に格納されている各要素の値に書き換えられる。すなわち、書き込みが行われた
データの起源が行一時格納部ｔｍｐ００の値に置き換えられることになる。
【０２１８】
ここで、上記したＣＷ２と同様に、番号一時格納部ｔｍｐ０１の各要素の値がチェック
される。そして、番号一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素が０である場合には、番号管理
部ｂｕｓｙにおいて空きグループ番号となっている列位置の１つに対応する、番号一時格
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納部ｔｍｐ０１における列位置が１に設定される。具体的には、番号管理部ｂｕｓｙにお
ける各要素のうち、最も左寄りの０に該当する列位置に対応する、番号一時格納部ｔｍｐ
０１における列位置が１に設定される。また、この際に、番号一時格納部ｔｍｐ０１にお
いて、１に設定された列位置に対応する、番号管理部ｂｕｓｙにおける列位置が１に設定
される。
【０２１９】
一方、番号一時格納部ｔｍｐ０１の要素に１がある場合には、最も左寄りの１に対応す
る列位置が使用すべきグループ番号と認識される。そして、番号一時格納部ｔｍｐ０１の
全ての要素のうち、最も左寄りの位置にある１を残して、残りの要素を０にした値が、出
力側番号格納部ｗｇｐｉｄにおける既登録位置［Ｏ］、および、行一時格納部ｔｍｐ００
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の該当位置が１である入力側番号格納部ｒｇｐｉｄの該当位置にそれぞれ書き込まれる。
【０２２０】
さらに、番号一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素のうち、最も左寄りの位置にある１を
除いた残りの値と、入力側番号格納部ｒｇｐｉｄ全体および出力側番号格納部ｗｇｐｉｄ
全体とをそれぞれ比較し、各要素の論理積が求められる。そして、論理積の結果、１とな
る要素を保持する入力側番号格納部ｒｇｐｉｄおよび出力側番号格納部ｗｇｐｉｄの列位
置については、該当要素を０にリセットすることにより、番号一時格納部ｔｍｐ０１全体
のうち、最も左寄りの位置にある１を残して、残りを０にした値がセットされる。
【０２２１】
以上の手順により、命令区間の実行完了時には、以下の情報が得られている。
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（１）各入力データが所属するグループ番号は、対応する入力側番号格納部ｒｇｐｉｄに
１が表示されているビット位置により得られる。
（２）各出力データが所属するグループ番号は、対応する出力側番号格納部ｗｇｐｉｄに
１が表示されているビット位置により得られる。
【０２２２】
ここで、命令区間の一例として、図１０に示す命令区間を実行した場合の例について説
明する。同図において、ＰＣは、該命令区間が開始された際のＰＣ値を示している。この
ＰＣ値が、ＲＷ４ＡのＰＣに格納される。
【０２２３】
第１の命令において、メモリにおけるアドレスＡ１からロードした４バイトデータ（00
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110000）が、レジスタにおけるアドレスＲ１に格納される。この時点では、読み出しが行
われたアドレスＡ１は、ＲＷＯおよびＲＷＩのいずれにも登録されていないので、アドレ
スＡ１およびデータ（00110000）がＲＷＩの第１列位置に登録される。
【０２２４】
また、同時に、行一時格納部ｔｍｐ００の第１列位置に１がセットされ、行一時格納部
ｔｍｐ００は「1000」となる。
【０２２５】
また、行一時格納部ｔｍｐ００に１がセットされた第１列位置に対応する入力側番号格
納部ｒｇｐｉｄの第１列位置から読み出された値「0000」が、番号一時格納部ｔｍｐ０１
に書き込まれる。番号一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素が０の場合には、番号管理部ｂ
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ｕｓｙの各要素が確認される。そして、番号管理部ｂｕｓｙ「0000」の各要素のうち、最
も左寄りの０に該当する第１列位置が、次に利用すべき空きグループ番号として認識され
る。その後、番号管理部ｂｕｓｙおよび番号一時格納部ｔｍｐ０１の第１列位置に１がそ
れぞれセットされる。この結果、番号管理部ｂｕｓｙは「1000」、番号一時格納部ｔｍｐ
０１は「1000」となる。
【０２２６】
また、書き込みが行われたアドレスＲ１は、ＲＷＯに登録されていないので、アドレス
Ｒ１およびデータ（00110000）がＲＷＯの第１行に登録される。これと同時に、行一時格
納部ｔｍｐ００の全ての要素「1000」が依存関係格納部Ｍの第１行に書き込まれる。また
、番号一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素「1000」が、出力側番号格納部ｗｇｐｉｄの第
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１行に書き込まれる。また、同じく番号一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素「1000」が、
行一時格納部ｔｍｐ００において１となっている列における、入力側番号格納部ｒｇｐｉ
ｄの第１列位置に書き込まれる。
【０２２７】
次に、第２の命令において、メモリにおけるアドレスＡ２からロードした１バイトデー
タ（02）が、レジスタにおけるアドレスＲ２に格納される。この時点では、読み出しが行
われたアドレスＡ２は、ＲＷＯおよびＲＷＩのいずれにも登録されていないので、アドレ
スＡ２およびデータ（02）がＲＷＩの第２列に登録される。この際に、アドレスＡ２にお
ける残り３バイトについては、Don't Careを意味する「‑」が格納される。
【０２２８】
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また、同時に、行一時格納部ｔｍｐ００の第２列位置に１がセットされ、行一時格納部
ｔｍｐ００は「0100」となる。
【０２２９】
また、行一時格納部ｔｍｐ００に１がセットされた第２列位置に対応する入力側番号格
納部ｒｇｐｉｄの第２列位置から読み出された値「0000」が、番号一時格納部ｔｍｐ０１
に書き込まれる。番号一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素が０の場合には、番号管理部ｂ
ｕｓｙの各要素が確認される。そして、番号管理部ｂｕｓｙ「1000」の各要素のうち、最
も左寄りの０に該当する第２列位置が、次に利用すべき空きグループ番号として認識され
る。その後、番号管理部ｂｕｓｙおよび番号一時格納部ｔｍｐ０１の第２列位置に１がそ
れぞれセットされる。この結果、番号管理部ｂｕｓｙは「1100」、番号一時格納部ｔｍｐ
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０１は「0100」となる。
【０２３０】
また、書き込みが行われたアドレスＲ２は、ＲＷＯに登録されていないので、アドレス
Ｒ２およびデータ（02）がＲＷＯの第２行に登録される。これと同時に、行一時格納部ｔ
ｍｐ００の全ての要素「0100」が依存関係格納部Ｍの第２行に書き込まれる。また、番号
一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素「0100」が、出力側番号格納部ｗｇｐｉｄの第２行に
書き込まれる。また、同じく番号一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素「0100」が、行一時
格納部ｔｍｐ００において１となっている列における、入力側番号格納部ｒｇｐｉｄの第
２列位置に書き込まれる。
【０２３１】
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次に、第３の命令において、メモリにおけるアドレス（Ａ２＋Ｒ２）からロードした１
バイトデータ（22）が、レジスタにおけるアドレスＲ２に格納される。この場合、アドレ
スＲ２は命令区間の内部にて上書きされたレジスタであるので、アドレスＲ２は命令区間
の入力とはならない。
【０２３２】
一方、アドレスＲ２に格納されているデータは（02）であったので、読み出しが行われ
たメモリにおけるアドレスは（Ａ２＋０２）となる。この時点では、読み出しが行われた
アドレス（Ａ２＋０２）は、ＲＷＯおよびＲＷＩのいずれにも登録されていないので、ア
ドレス（Ａ２＋０２）およびデータ（22）がＲＷＩの第２列に追加登録される。
【０２３３】
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この際に、アドレスＡ２における４バイトのうち、アドレス（Ａ２＋０２）となるバイ
トの部分にデータ（22）が登録される。すなわち、第２の命令において、アドレスＡ２と
なるバイトの部分にデータ（02）が登録されているので、アドレス（Ａ２＋０１）および
アドレス（Ａ２＋０３）となるバイトの部分に、Don't Careを意味する「‑」が格納され
たままとなる。
【０２３４】
また、同時に、行一時格納部ｔｍｐ００の第２列位置に１がセットされ、行一時格納部
ｔｍｐ００は「0100」となる。
【０２３５】
また、アドレスＲ２からの読み出しに対応して、依存関係格納部Ｍのうち、アドレスＲ
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２に対応する第２行位置から読み出された値「0100」が、行一時格納部ｔｍｐ００に書き
込まれる。さらに、出力側番号格納部ｗｇｐｉｄのうち、アドレスＲ２に対応する第２行
位置から読み出された値「0100」が番号一時格納部ｔｍｐ０１に書き込まれる。
【０２３６】
また、行一時格納部ｔｍｐ００に１がセットされた第２列位置に対応する入力側番号格
納部ｒｇｐｉｄの第２列位置から読み出された値「0100」が、番号一時格納部ｔｍｐ０１
に論理和として書き込まれる。番号一時格納部ｔｍｐ０１にビットが１となっている要素
がある場合には、最も左寄りの１に該当する第２列位置が、次に利用すべき空きグループ
番号として認識される。
【０２３７】
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また、書き込みが行われたアドレスＲ２は、既にＲＷＯに登録されているので、アドレ
スＲ２に対応する出力値として、データ（02）からデータ（22）に書き換えられる。これ
と同時に、行一時格納部ｔｍｐ００の全ての要素「0100」が依存関係格納部Ｍの第２行に
書き込まれる。また、番号一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素「0100」が、出力側番号格
納部ｗｇｐｉｄの第２行に書き込まれる。また、同じく番号一時格納部ｔｍｐ０１の全て
の要素「0100」が、行一時格納部ｔｍｐ００において１となっている列における、入力側
番号格納部ｒｇｐｉｄの第２列位置に書き込まれる。
【０２３８】
次に、第４の命令において、メモリにおけるアドレスＡ３からロードした１バイトデー
タ（33）が、レジスタにおけるアドレスＲ３に格納される。この時点では、読み出しが行
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われたアドレスＡ３は、ＲＷＯおよびＲＷＩのいずれにも登録されていないので、アドレ
スＡ３およびデータ（33）がＲＷＩの第３列に登録される。
【０２３９】
また、同時に、行一時格納部ｔｍｐ００の第３列位置に１がセットされ、行一時格納部
ｔｍｐ００は「0010」となる。
【０２４０】
また、行一時格納部ｔｍｐ００に１がセットされた第３列位置に対応する入力側番号格
納部ｒｇｐｉｄの第３列位置から読み出された値「0000」が、番号一時格納部ｔｍｐ０１
に書き込まれる。番号一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素が０の場合には、番号管理部ｂ
ｕｓｙの各要素が確認される。そして、番号管理部ｂｕｓｙ「1100」の各要素のうち、最
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も左寄りの０に該当する第３列位置が、次に利用すべき空きグループ番号として認識され
る。その後、番号管理部ｂｕｓｙおよび番号一時格納部ｔｍｐ０１の第３列位置に１がそ
れぞれセットされる。この結果、番号管理部ｂｕｓｙは「1110」、番号一時格納部ｔｍｐ
０１は「0010」となる。
【０２４１】
また、書き込みが行われたアドレスＲ３は、ＲＷＯに登録されていないので、アドレス
Ｒ３およびデータ（33）がＲＷＯの第３行に登録される。これと同時に、行一時格納部ｔ
ｍｐ００の全ての要素「0010」が依存関係格納部Ｍの第３行に書き込まれる。また、番号
一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素「0010」が、出力側番号格納部ｗｇｐｉｄの第３行に
書き込まれる。また、同じく番号一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素「0010」が、行一時
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格納部ｔｍｐ００において１となっている列における、入力側番号格納部ｒｇｐｉｄの第
３列位置に書き込まれる。
【０２４２】
最後に、第５の命令において、メモリにおけるアドレス（Ｒ１＋Ｒ２）からロードした
１バイトデータ（44）が、レジスタにおけるアドレスＲ４に格納される。ここで、アドレ
スＲ１およびＲ２は、命令区間の内部にて上書きされたレジスタであるので、命令区間の
入力とはならない。一方、（Ｒ１＋Ｒ２）によって生成されたアドレスＡ４は命令区間の
入力となる。このアドレスＡ４は、ＲＷＯおよびＲＷＩのいずれにも登録されていないの
で、アドレスＡ４およびデータ（44）がＲＷＩの第４列に登録される。
【０２４３】
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また、同時に、行一時格納部ｔｍｐ００の第４列位置に１がセットされ、行一時格納部
ｔｍｐ００は「0001」となる。
【０２４４】
また、アドレスＲ１およびアドレスＲ２からの読み出しに対応して、依存関係格納部Ｍ
のうち、アドレスＲ１およびアドレスＲ２に対応する第１行位置および第２行位置から読
み出された値「1000」、値「0100」、および行一時格納部ｔｍｐ００の値「0001」の論理
和「1101」が、行一時格納部ｔｍｐ００に書き込まれる。さらに、出力側番号格納部ｗｇ
ｐｉｄのうち、アドレスＲ１およびアドレスＲ２に対応する第１行位置および第２行位置
から読み出された値「1000」および値「0100」の論理和「1100」が番号一時格納部ｔｍｐ
０１に書き込まれる。
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【０２４５】
また、最初に行一時格納部ｔｍｐ００に１がセットされた第４列位置に対応する入力側
番号格納部ｒｇｐｉｄの第４列位置から読み出された値「0000」と、番号一時格納部ｔｍ
ｐ０１に格納されている値「1100」との論理和「1100」が、番号一時格納部ｔｍｐ０１に
書き込まれる。番号一時格納部ｔｍｐ０１にビットが１となっている要素がある場合には
、最も左寄りの１に該当する第１列位置が、次に利用すべき空きグループ番号として認識
される。
【０２４６】
また、書き込みが行われたアドレスＲ４は、ＲＷＯに登録されていないので、アドレス
Ｒ４およびデータ（44）がＲＷＯの第４行に登録される。これと同時に、行一時格納部ｔ
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ｍｐ００の全ての要素「1101」が依存関係格納部Ｍの第４行に書き込まれる。また、番号
一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素「1100」のうち、最も左寄りの１を残して、残りを０
にした「1000」が、出力側番号格納部ｗｇｐｉｄの第４行に書き込まれる。また、同じく
番号一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素「1100」のうち、最も左寄りの１を残して、残り
を０にした「1000」が、行一時格納部ｔｍｐ００において１となっている列における、入
力側番号格納部ｒｇｐｉｄの第１、２、４列位置に書き込まれる。
【０２４７】
さらに、番号一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素「1100」のうち、最も左寄りの１を除
外した残りの「0100」を、入力側番号格納部ｒｇｐｉｄの全ての要素および出力側番号格
納部ｗｇｐｉｄの全ての要素と比較し、論理積が１になるビットを保持する入力側番号格
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納部ｒｇｐｉｄおよび出力側番号格納部ｗｇｐｉｄのエントリについては、該当ビットが
０にリセットされることにより、番号一時格納部ｔｍｐ０１全体「1100」のうち、最も左
寄りの位置にある１を残して、残りを０にした値「0100」がセットされる。
【０２４８】
以上の手順により、入力セットＡ１−Ｄ１、Ａ２−Ｄ２、およびＡ４−Ｄ４については
、対応する入力側番号格納部ｒｇｐｉｄの列位置にグループ０が表示され、出力セットＲ
１、Ｒ２、およびＲ４については、対応する出力側番号格納部ｗｇｐｉｄの行位置にグル
ープ０が表示される。一方、入力セットＡ３−Ｄ３については、対応する入力側番号格納
部ｒｇｐｉｄの列位置にグループ番号２が表示され、出力セットＲ３については、対応す
る出力側番号格納部ｗｇｐｉｄの行位置にグループ２が表示される。
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【０２４９】
（ＲＷの第４構成例）
ある命令区間に条件分岐命令が含まれている場合、条件分岐に使用した条件コードの生
成に関与した資源が、条件分岐命令実行後の全ての命令の実行に関与することになる。よ
って、条件分岐命令を考慮したグループ分割技術も必要となる。以下に示すＲＷの第４構
成例は、これを実現することが可能となっている。
【０２５０】
図１８は、第４構成例としてのＲＷ４Ａの概略構成を示している。同図に示すように、
ＲＷ４Ａは、命令区間の命令区間のＰＣ値を格納するＰＣ、入力アドレスおよび入力値を
格納するＲＷＩ、出力アドレスおよび出力値を格納するＲＷＯ、依存関係格納部Ｍ、行一

20

時格納部ｔｍｐ００、入力側番号格納部ｒｇｐｉｄ、出力側番号格納部ｗｇｐｉｄ、番号
管理部ｂｕｓｙ、および、番号一時格納部ｔｍｐ０１に加えて、条件分岐命令の実行に伴
う依存関係の擾乱に追随することを目的として、条件分岐格納部（条件分岐格納部）ｔｍ
ｐｃｃを有している。
【０２５１】
条件分岐格納部ｔｍｐｃｃは、条件分岐に関わった入力セットを格納するメモリである
。条件分岐の成立／不成立に拘らず、分岐命令後の命令を実行すること自体が条件コード
生成に関わった全入力に依存することになる。
【０２５２】
前記したＲＷの第３構成例では、各命令ごとに行一時格納部ｔｍｐ００を初期化するの
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に対して、ＲＷの第４構成例では、条件分岐格納部ｔｍｐｃｃの値を行一時格納部ｔｍｐ
００にコピーすることをもって、行一時格納部ｔｍｐ００の初期化としている。
【０２５３】
図１８に示す例では、図１９に示す命令区間が実行された場合を示している。図１９に
示す命令区間において、第１の命令から第４の命令までは、図１０に示した命令区間と同
様である。
【０２５４】
第５の命令において、アドレスＲ３の値が検査される。そして、第６の命令において、
第５の命令による検査結果に基づいて条件分岐が行われる。ここで、第５および第６の命
令は、アドレスＲ３の値に依存しているので、実行時には、依存関係格納部Ｍの第３行が
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条件分岐格納部ｔｍｐｃｃにコピーされる。そして、第７の命令が実行される前に、条件
分岐格納部ｔｍｐｃｃに格納されている「0010」が行一時格納部ｔｍｐ００にコピーされ
る。
【０２５５】
第７の命令では、アドレス（Ｒ１＋Ｒ２）からロードした１バイトデータ（44）が、レ
ジスタにおけるアドレスＲ４に格納される。ここで、アドレスＲ１およびＲ２は、命令区
間の内部にて上書きされたレジスタであるので、命令区間の入力とはならない。一方、（
Ｒ１＋Ｒ２）によって生成されたアドレスＡ４は命令区間の入力となる。このアドレスＡ
４は、ＲＷＯおよびＲＷＩのいずれにも登録されていないので、アドレスＡ４およびデー
タ（44）がＲＷＩの第４列に登録される。
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【０２５６】
また、同時に、行一時格納部ｔｍｐ００の第４列位置に１がセットされ、行一時格納部
ｔｍｐ００は「0011」となる。
【０２５７】
また、アドレスＲ１およびアドレスＲ２からの読み出しに対応して、依存関係格納部Ｍ
のうち、アドレスＲ１およびアドレスＲ２に対応する第１行位置および第２行位置から読
み出された値「1000」、値「0100」、および行一時格納部ｔｍｐ００の値「0011」の論理
和「1111」が、行一時格納部ｔｍｐ００に書き込まれる。さらに、出力側番号格納部ｗｇ
ｐｉｄのうち、アドレスＲ１およびアドレスＲ２に対応する第１行位置および第２行位置
から読み出された値「1000」および値「0100」の論理和「1100」が番号一時格納部ｔｍｐ
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０１に書き込まれる。
【０２５８】
また、最初に行一時格納部ｔｍｐ００に１がセットされた第３列位置および第４列位置
に対応する入力側番号格納部ｒｇｐｉｄの第３列位置および第４列位置から読み出された
値「0010」および値「0000」の論理和「0010」と、番号一時格納部ｔｍｐ０１に格納され
ている値「1100」との論理和「1110」が、番号一時格納部ｔｍｐ０１に書き込まれる。番
号一時格納部ｔｍｐ０１にビットが１となっている要素がある場合には、最も左寄りの１
に該当する第１列位置が、次に利用すべき空きグループ番号として認識される。
【０２５９】
また、書き込みが行われたアドレスＲ４は、ＲＷＯに登録されていないので、アドレス
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Ｒ４およびデータ（44）がＲＷＯの第４行に登録される。これと同時に、行一時格納部ｔ
ｍｐ００の全ての要素「1111」が依存関係格納部Ｍの第４行に書き込まれる。また、番号
一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素「1110」のうち、最も左寄りの１を残して、残りを０
にした「1000」が、出力側番号格納部ｗｇｐｉｄの第４行に書き込まれる。また、同じく
番号一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素「1110」のうち、最も左寄りの１を残して、残り
を０にした「1000」が、行一時格納部ｔｍｐ００において１となっている列における、入
力側番号格納部ｒｇｐｉｄの第１、２、３、４列位置に書き込まれる。
【０２６０】
さらに、番号一時格納部ｔｍｐ０１の全ての要素「1110」のうち、最も左寄りの１を除
外した残りの「0110」を、入力側番号格納部ｒｇｐｉｄの全ての要素および出力側番号格
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納部ｗｇｐｉｄの全ての要素と比較し、論理積が１になるビットを保持する入力側番号格
納部ｒｇｐｉｄおよび出力側番号格納部ｗｇｐｉｄのエントリについては、該当ビットが
０にリセットされることにより、番号一時格納部ｔｍｐ０１全体「1110」のうち、最も左
寄りの位置にある１を残して、残りを０にした値「1000」がセットされる。
【０２６１】
以上の手順により、入力セットＡ１−Ｄ１、Ａ２−Ｄ２、Ａ３−Ｄ３、およびＡ４−Ｄ
４については、対応する入力側番号格納部ｒｇｐｉｄの列位置にグループ０が表示され、
出力セットＲ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４については、対応する出力側番号格納部ｗｇｐ
ｉｄの行位置にグループ０が表示される。すなわち、条件分岐命令の実行によって、アド
レスＲ４の出力が依存する入力データは、入力セットＡ１−Ｄ１、Ａ２−Ｄ２、Ａ３−Ｄ
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３、およびＡ４−Ｄ４の全てとなっている。
【０２６２】
（グループ分割に基づく再利用表設定）
以上のように、ＲＷの第３および第４構成例によれば、各入力セットおよび各出力セッ
トに対して、所属するグループ番号が割り当てられることになる。これに基づいて、同一
グループとなる入力セットごとに、図１４に示すような独立した木構造を構成することが
可能となる。この木構造に基づいて、図２０に示すように、各入力セットがＲＢおよびＲ
Ｆの連想検索装置に格納される。例えば図３に示す例では、初期検索キーとしてＦＦのみ
が用いられているが、上記のように各入力セットにグループ番号が与えられることによっ
て、複数の初期検索キー（Ｆ０、Ｆ１、Ｆ２、…）を用いることが可能となる。これによ
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り、複数の検索を同時に開始することが可能となる。図２０に示す例では、グループ番号
が０および２となっている独立木構造の先頭キーに対して、初期検索キーＦ０およびＦ２
が設定されている。
【０２６３】
（レジスタ値の詳細）
レジスタ入出力値としては、引数、返り値（Args.）、および、引数および返り値以外
のレジスタおよび条件コード(Regs.,CC)が挙げられる。本実施形態では、ＳＰＡＲＣアー
キテクチャレジスタのうち、汎用レジスタ%g0‑7、%o0‑7、%l0‑7、%i0‑7、浮動小数点レジ
スタ%f0‑31、条件コードレジスタICC、浮動小数点条件コードレジスタFCCを用いるように
なっている（詳細は後述する）。このうち、リーフ関数の入力は汎用レジスタ%o0‑5、出

10

力は汎用レジスタ%o0‑1または%f0‑1、また、非リーフ関数の入力は汎用レジスタ%i0‑5、
出力は汎用レジスタ%i0‑1または%f0‑1、になり、入力は、arg[0‑5]、出力は、rti[0‑1]
または%rtf[0‑1]に登録される。ＳＰＡＲＣ−ＡＢＩの規定では、これら以外のレジスタ
は関数の入出力にはならないので、関数に関しては、レジスタ入出力値としては、Args.
がＲＢ、およびＲＯ１／ＲＯ２に登録されることになる。
【０２６４】
一方、ＳＰＡＲＣ−ＡＢＩの規定では、ループの入出力に関しては、用いられるレジス
タの種類を特定することはできないので、ループの入出力を特定するには、全ての種類の
レジスタに関してＲＢに登録する必要がある。よって、ループに関しては、レジスタ入出
力値として、Regs.,CCに相当する、%g0‑7、%o0‑7、%l0‑7、%i0‑7、%f0‑31、ICC、FCCが登
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録されることになる。
【０２６５】
（多重再利用）
１レベルで上記のような再利用機構を用いた場合、図２１（ａ）に示した例で言えば、
リーフ関数としての関数Ｂや、関数Ｂの内部にあるループＣなどをそれぞれ再利用するこ
とが可能となる。これに対して、ある関数を一度実行しただけで、その関数の内部に含ま
れる関数やループを含む全ての命令区間が再利用可能となるように登録を行う仕組みが多
重再利用である。例えば上記の例で言えば、多重再利用によれば、関数Ａを一度実行した
だけで、入れ子関係にあるＡ，Ｂ，Ｃの全ての命令区間が再利用可能となる。以下に、多
重再利用を実現する上で必要とされる機能拡張について説明する。
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【０２６６】
図６に、一例として、関数Ａおよび関数Ｄの概念的な構造を示す。同図に示す例では、
関数Ａの内部にループＢが存在しており、ループＢの内部にループＣが存在しており、ル
ープＣにおいて関数Ｄが呼び出されるようになっている。そして、関数Ｄの内部にループ
Ｅが存在しており、ループＥの内部にループＦが存在している。
【０２６７】
図７は、図６に示す関数Ａ，ＤおよびループＢ，Ｃ，Ｅ，Ｆの入れ子構造において、内
側の構造のレジスタ入出力（太枠セル領域）が、外側の構造のレジスタ入出力となる影響
範囲（矢印）について示している。例えば、ループＦの内部において入力として参照され
た％i０〜５は、ループＥおよび関数Ｄに対する入力でもあり、さらに、関数Ｄを呼び出
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したループＣおよびループＢに対する入力（ただし％o０〜５に読み替える）でもある。
一方、関数Ａにとって％o０〜５は局所変数に相当するので、％i０〜５（％o０〜５）は
、関数Ａに対してのレジスタ入力とはならない。すなわち、％i０〜５（％o０〜５）の影
響範囲はループＢまでとなる。別の見方をすれば、関数Ｄの内部で％i０〜５が参照され
た場合には、ループＢが直接的に％o０〜５を参照しなくても、％o０〜５をループＢの入
力値として登録する必要がある。ループＦ内部において出力された％i０〜１についても
同様である。
【０２６８】
浮動小数点レジスタはレジスタウィンドウに含まれないので、出力された％f０〜１は
、関数Ａを含む全階層の出力となる。一方、その他のレジスタ入出力は、関数を超えて影
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響がおよぶことはない。すなわち、ループＦ内部における入出力、すなわち、レジスタ入
力としての％i６〜７、％g,l,o、％f０〜３１、％icc、％fcc、およびレジスタ出力とし
ての％I２〜７、％g,l,o、％f２〜３１、％icc、％fccの影響範囲はループＥまでとなる
。主記憶に対する入出力については、前述した、関数呼び出し直前の％sp(SP)と比較する
方法を入れ子の全階層に対して適用することにより、影響範囲を特定することができる。
【０２６９】
ここで、上記のようなＲＷ４Ａ、ＲＷ４Ｂ、および命令区間記憶部２の構成によれば、
複数の命令区間の入出力を個別に記録することが可能であるので、多重再利用を実現する
ことが可能となる。
【０２７０】

10

（並列事前実行）
以上に述べた、関数やループの多重再利用では、同一パラメータが出現する間隔が長い
場合や、パラメータが単調に変化し続ける場合には全く効果がないことになる。すなわち
、ＲＢエントリの生存時間よりも同一パラメータが出現する間隔が長い場合には、ある関
数またはループがＲＢに登録されたとしても、その登録された関数またはループに関して
同一パラメータが次に出現した際には、すでにその関数またはループがＲＢエントリから
消えていることになり、再利用できないことになる。また、パラメータが単調に変化し続
ける場合には、該当する関数やループがＲＢに登録されていても、パラメータが異なるこ
とによって再利用できないことになる。
【０２７１】
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これに対して、多重再利用を行うプロセッサとしてのＭＳＰ１Ａとは別に、命令区間の
事前実行によってＲＢエントリを有効にするプロセッサとしてのＳＳＰ１Ｂを複数個設け
ることによって、さらなる高速化を図ることができる。
【０２７２】
並列事前実行機構を行うためのハードウェア構成は、前記した図２に示すような構成と
なる。同図に示すように、ＲＷ４Ａ・４Ｂ、演算器５Ａ・５Ｂ、レジスタ６Ａ・６Ｂ、キ
ャッシュ７Ａ・７Ｂは、各プロセッサごとに独立して設けられている一方、命令区間記憶
部２、および主記憶３は全てのプロセッサが共有するようになっている。同図において、
破線は、ＭＳＰ１ＡおよびＳＳＰ１Ｂが命令区間記憶部２に対して入出力を登録するパス
を示している。
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【０２７３】
ここで、並列事前実行を実現する上での課題は、（１）どのように主記憶一貫性を保つ
か、（２）どのように入力を予測するか、の２点が挙げられる。以下に、これらの課題に
対する解決手法について説明する。
【０２７４】
（主記憶一貫性に関する課題の解決方法）
まず、上記の課題（１）どのように主記憶一貫性を保つかについて説明する。特に予測
した入力パラメータに基づいて命令区間を実行する場合、主記憶に書き込む値がＭＳＰ１
ＡとＳＳＰ１Ｂとで異なることになる。これを解決するために、図２に示すように、ＳＳ
Ｐ１Ｂは、ＲＢへの登録対象となる主記憶参照には命令区間記憶部２、また、その他の局
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所的な参照にはＳＳＰ１Ｂごとに設けた局所メモリとしてのＬｏｃａｌ７Ｂを使用するこ
ととし、Ｃａｃｈｅ７Ｂおよび主記憶３への書き込みを不要としている。なお、ＭＳＰ１
Ａが主記憶３に対して書き込みを行った場合には、対応するＳＳＰ１Ｂのキャッシュライ
ンが無効化される。
【０２７５】
具体的には、命令区間記憶部２への登録対象のうち、読み出しが先行するアドレスにつ
いては主記憶３を参照し、ＭＳＰ１Ａと同様にアドレスおよび値をＲＢへ登録する。以後
、主記憶３ではなく命令区間記憶部２を参照することによって、他のプロセッサからの上
書きによる矛盾の発生を避けることができる。局所的な参照については、読み出しが先行
するということは、変数を初期化せずに使うことに相当し、値は不定でよいことになるの
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で、主記憶３を参照する必要はない。
【０２７６】
なお、局所メモリとしてのＬｏｃａｌ７Ｂの容量は有限であり、関数フレームの大きさ
がＬｏｃａｌ７Ｂの容量を超えた場合など、実行を継続できない場合は、事前実行を打ち
切るようにする。また、事前実行の結果は主記憶３に書き込まれないので、事前実行結果
を使って、さらに次の事前実行を行うことはできない。
【０２７７】
（入力の予測方法）
次に、上記の課題（２）どのように入力を予測するかについて説明する。事前実行に際
しては、命令区間記憶部２の使用履歴に基づいて将来の入力を予測し、ＳＳＰ１Ｂへ渡す
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必要がある。このために、命令区間記憶部２に記憶されている各入力パターンごとに小さ
なプロセッサを設け、ＭＳＰ１ＡやＳＳＰ１Ｂとは独立して入力予測値を求めるようにす
る。
【０２７８】
具体的には、最後に出現した引数（Ｂ）および最近出現した２組の引数の差分（Ｄ）に
基づいて、ストライド予測を行う。なお、Ｂ＋Ｄに基づく命令区間の実行はＭＳＰ１Ａが
すでに開始していると考える。ＳＳＰ１ＢがＮ台の場合には、用意する入力予測値は、Ｂ
＋Ｄ×２からＢ＋Ｄ×（Ｎ＋１）までの範囲とする。
【０２７９】
以上のように入力予測を行えば、上記した入力パラメータが単調に変化し続けるような
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場合に、事前に予測しておいた結果に基づいて効果的に再利用を行うことが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【０２８０】
本発明に係るデータ処理装置は、上記したようにＳＰＡＲＣプロセッサに適用すること
が可能である。また、ＳＰＡＲＣプロセッサと同様に、３２本以上の汎用レジスタを有す
る多くのＲＩＳＣプロセッサにも適用することが可能である。また、このようなプロセッ
サを備えたゲーム機器、携帯型電話機、および情報家電などに適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２８１】
【図１】本発明の一実施形態に係るデータ処理装置が備える命令区間記憶部の概略構成を
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示す図である。
【図２】上記データ処理装置の概略構成を示すブロック図である。
【図３】上記命令区間記憶部における連想検索動作の具体例を示す図である。
【図４】同図（ｂ）は、上記命令区間記憶部における連想検索動作の他の具体例を示す図
であり、同図（ａ）は、同図（ｂ）における連想検索動作を木構造として示す図である。
【図５】同図（ｂ）は、上記命令区間記憶部における連想検索動作のさらに他の具体例を
示す図であり、同図（ａ）は、同図（ｂ）における連想検索動作を木構造として示す図で
ある。
【図６】関数およびループが入れ子構造となっている状態の一例を示す図である。
【図７】関数の入れ子構造において、内側の構造のレジスタ入出力が、外側の構造のレジ
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スタ入出力となる影響範囲を示す図である。
【図８】比較例におけるＲＦおよびＲＢの概略構成を示す図である。
【図９】比較例における検索動作の例を示す図である。
【図１０】命令区間の一例を示す図である。
【図１１】第１構成例としてのＲＷのメモリ構成の概略を示す図である。
【図１２】ＲＷの第１構成例によって生成された入出力セットが木構造として登録された
状態を示す図である。
【図１３】図１１に示す入出力セットに対して、互いに独立な入力セットおよび出力セッ
トそれぞれにグループ番号を付与した状態を示す図である。
【図１４】グループ番号に基づいて、図１２に示す木構造を複数の木構造に分割した状態
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を示す図である。
【図１５】第２構成例としてのＲＷの概略構成を示す図である。
【図１６】命令区間の他の一例を示す図である。
【図１７】第３構成例としてのＲＷの概略構成を示す図である。
【図１８】第４構成例としてのＲＷの概略構成を示す図である。
【図１９】命令区間のさらに他の一例を示す図である。
【図２０】グループ番号に基づいて生成された複数の木構造が格納された上記命令区間記
憶部における連想検索動作の具体例を示す図である。
【図２１】同図（ａ）は、関数Ａが関数Ｂを呼び出す構造を概念的に示す概念図であり、
同図（ｂ）は、同図（ａ）に示すプログラム構造を実行する際の主記憶におけるメモリマ
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ップを示す図である。
【図２２】関数Ａが関数Ｂを呼び出す場合の、メモリマップにおける引数およびフレーム
の概要を示す図である。
【図２３】１つの関数を再利用するための従来の再利用表を示す図である。
【符号の説明】
【０２８２】
１Ａ

ＭＳＰ

１Ｂ

ＳＳＰ

２

命令区間記憶部（命令区間記憶手段）

３

主記憶（主記憶手段）

４Ａ・４Ｂ

ＲＷ（入出力生成手段）

５Ａ・５Ｂ

演算器（第１・第２の演算手段）

６Ａ・６Ｂ

レジスタ

７Ａ・７Ｂ

Ｃａｃｈｅ

Ｍ
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ＭＲ

依存関係格納部
行間論理積比較部

ｔｍｐ００

行一時格納部（一時格納部）

ｒｇｐｉｄ

入力側番号格納部（入力側グループ格納部）

ｗｇｐｉｄ

出力側番号格納部（出力側グループ格納部）

ｂｕｓｙ

番号管理部（グループ管理部）

ｔｍｐ０１

番号一時格納部（グループ一時格納部）

ｔｍｐｃｃ

条件分岐格納部（条件分岐格納部）
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