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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、複数の命令区間の実行結果としての入力パターンおよび出力パターンを記憶する
入出力記憶手段とを備え、
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
入出力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
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して上記入出力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とともに、
上記データ処理装置が、
上記第１の演算手段による命令区間の実行結果を、上記入出力記憶手段に記憶する際に
、入力パターンに含まれる入力要素のうち、予測を行うべき入力要素と予測を行う必要の
ない入力要素とを区別し、この区別情報を上記入出力記憶手段に登録する区別処理手段と
、
上記区別情報に基づいて、上記入出力記憶手段に記憶されている入力要素のうち、予測
を行うべき入力要素の値の変化の予測を行う予測処理手段と、
上記予測処理手段によって予測された入力要素に基づいて、該当する命令区間を事前実
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行する第２の演算手段とをさらに備え、
上記第２の演算手段による命令区間の事前実行結果が上記入出力記憶手段に記憶され、
上記区別処理手段が、入力に用いられた上記レジスタの各アドレスに対して、スタック
ポインタまたはフレームポインタとして用いられる場合、および、該アドレスに対する書
き込み命令が定数をセットする命令である場合に、該当アドレスに対して、予測を行うべ
き入力要素を示す区別情報としての定数フラグをセットし、上記以外の場合に、該当アド
レスに対して上記定数フラグをリセットすることを特徴とするデータ処理装置。
【請求項２】
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、
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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、複数の命令区間の実行結果としての入力パターンおよび出力パターンを記憶する
入出力記憶手段とを備え、
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
入出力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
して上記入出力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とともに、
上記データ処理装置が、
上記第１の演算手段による命令区間の実行結果を、上記入出力記憶手段に記憶する際に
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、入力パターンに含まれる入力要素のうち、予測を行うべき入力要素と予測を行う必要の
ない入力要素とを区別し、この区別情報を上記入出力記憶手段に登録する区別処理手段と
、
上記区別情報に基づいて、上記入出力記憶手段に記憶されている入力要素のうち、予測
を行うべき入力要素の値の変化の予測を行う予測処理手段と、
上記予測処理手段によって予測された入力要素に基づいて、該当する命令区間を事前実
行する第２の演算手段とをさらに備え、
上記第２の演算手段による命令区間の事前実行結果が上記入出力記憶手段に記憶され、
上記区別処理手段が、入力要素が新規に上記入出力記憶手段に記憶される際に、該入力
要素のアドレスに対して、予測を行うべき入力要素を示す区別情報としての変更フラグを
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リセットし、上記入出力記憶手段に記憶された後に、該当アドレスに対してストア命令が
実行された場合に、該当アドレスに対して上記変更フラグをセットすることを特徴とする
データ処理装置。
【請求項３】
上記区別処理手段が、入力要素が新規に上記入出力記憶手段に記憶される際に、該入力
要素のアドレスに対して、予測を行うべき入力要素を示す区別情報としての変更フラグを
リセットし、上記入出力記憶手段に記憶された後に、該当アドレスに対してストア命令が
実行された場合に、該当アドレスに対して上記変更フラグをセットす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】
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上記区別処理手段が、入力要素が新規に上記入出力記憶手段に記憶される際に、該入力
要素のアドレスに対して、予測を行うべき入力要素を示す区別情報としての履歴フラグを
リセットし、該アドレスに対するロード命令実行時に、該アドレスを生成したレジスタア
ドレスに上記定数フラグがセットされている場合に、該アドレスに対して上記履歴フラグ
をセットす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】
上記区別処理手段が、入力要素が新規に上記入出力記憶手段に記憶される際に、該入力
要素のアドレスに対して、区別情報として変更フラグをリセットし、上記入出力記憶手段
に記憶された後に、該当アドレスに対してストア命令が実行された場合に、該当アドレス
に対して変更フラグをセットするとともに、
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上記予測処理手段が、上記入出力記憶手段に記憶されている入力要素のアドレスのうち
、上記変更フラグがセットされ、かつ、履歴フラグがセットされているアドレスに関して
、入力要素の変化の予測を行うことを特徴とする請求項４記載のデータ処理装置。
【請求項６】
上記予測処理手段が、上記入出力記憶手段に記憶されている入力要素のうち、該入力要
素の履歴における値の変化量が０ではない入力要素のみに対して、入力要素の値の変化の
予測を行うことを特徴とする請求項１または２記載のデータ処理装置。
【請求項７】
請求項１ないし６のいずれか一項に記載のデータ処理装置が備える各手段が行う処理を
コンピュータに実行させることを特徴とするデータ処理プログラム。
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【請求項８】
請求項７に記載のデータ処理プログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、主記憶手段から命令列および／または値を読み出し、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】
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【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。
【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
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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】
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
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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。
【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
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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。
【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
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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
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
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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
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
30

。
【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１７（ａ）に示す。
【００１１】
帯域変数（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
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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１７（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ップを図１７（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
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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。
【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
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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
。
【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】
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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１８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】
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
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。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局所変
数とを区別することができる。
【００１７】
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
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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。
【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】
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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
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
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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】
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１９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

20

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
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
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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、
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】
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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。
【００２７】
以降、図１９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。
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【００２８】
ここで、命令区間の一例として、図２０に示す命令区間が、図１９に示したＲＦおよび
ＲＢの構成によって実行され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。すなわち、命令区間の先頭が１０００番地
となっている。また、図２１は、図２０に示す命令区間が実行された場合に、ＲＢに登録
される入力アドレスおよび入力データ、並びに出力アドレスおよび出力データを簡略化し
て示しており、図２２は、ＲＢにおける実際の登録状況を示している。
【００２９】
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、アドレス定数Ａ１
がレジスタＲ０にセットされる。第２の命令において、レジスタＲ０の内容をアドレスと
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する主記憶からロードされた４バイトデータ（00110000）がレジスタＲ１に格納される。
この場合、アドレスＡ１、マスク（FFFFFFFF）（マスクにおいて、Fが有効バイトを示し
ており、0が無効バイトを示す）、データ（00110000）は、入力としてＲＢにおけるInput
側の第１列に登録され、レジスタ番号Ｒ１、マスク（FFFFFFFF）、およびデータ（001100
00）は出力としてＲＢにおけるOutput側の第１列に登録される。
【００３０】
第３の命令において、アドレス定数Ａ２がレジスタＲ０にセットされる。第４の命令に
おいて、レジスタＲ０の内容をアドレスとする主記憶からロードされた１バイトデータ（
02）がレジスタＲ２に格納される。この場合、アドレスＡ２、マスク（FF000000）、およ
びデータ（02）は入力としてＲＢにおけるInput側の第２列に登録される。この際、アド
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レスＡ２の残り３バイトについては、Don't Careを意味する「−」が格納される。レジス
タ番号Ｒ２、マスク（FFFFFFFF）およびデータ（00000002）は出力としてＲＢにおけるOu
tput側の第２列に登録される。
【００３１】
第５の命令において、アドレス（Ａ２＋Ｒ２）からロードされた１バイトデータ（22）
がレジスタＲ２に格納されている。アドレスＲ２の値は（02）であったので、アドレス（
Ａ２＋02）、およびデータ（22）が、入力としてＲＢにおけるInput側の第２列に追加登
録される。この際、アドレス（Ａ２＋02）の部分に登録が行われ、アドレス（Ａ２＋01）
および（Ａ２＋03）に対応する部分は、Don't Careを意味する「−」のままとなる。すな
わち、アドレスＡ２に対応するマスクは（FF00FF00）となる。レジスタ番号Ｒ２、マスク
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（FFFFFFFF）、およびデータ（00000022）は、出力としてＲＢにおけるOutput側の第２列
に上書きされる。
【００３２】
第６の命令において、アドレス定数Ａ３がレジスタＲ０にセットされる。第７の命令に
おいて、レジスタＲ０の内容をアドレスとする主記憶からロードされた１バイトデータ（
33）がレジスタＲ３に格納される。この場合、アドレスＡ３、マスク（00FF0000）、およ
びデータ（33）は入力としてＲＢにおけるInput側の第３列に登録される。レジスタ番号
Ｒ３、マスク（FFFFFFFF）、およびデータ（00000033）は出力としてＲＢにおけるOutput
側の第３列に登録される。
【００３３】
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第８の命令において、アドレス（Ｒ１＋Ｒ２）からロードされた１バイトデータ（44）
がレジスタＲ４に格納される。この場合、アドレスＲ１とアドレスＲ２は命令区間の内部
にて上書きされたレジスタのアドレスとなるので、アドレスＲ１およびアドレスＲ２は命
令区間の入力とはならない。一方、アドレス（Ｒ１＋Ｒ２）によって生成されたアドレス
Ａ４は命令区間の入力であるので、アドレスＡ４、マスク（00FF0000）、およびデータ（
44）は入力としてＲＢにおけるInput側の第４列に登録される。レジスタ番号Ｒ４、マス
ク（FFFFFFFF）、およびデータ（00000044）は出力としてＲＢにおけるOutput側の第４列
に登録される。
【００３４】
第９の命令において、レジスタＲ５から値が読み出され、読み出された値に１が加えら
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れた結果が再びレジスタＲ５に格納される。この場合、レジスタＲ５、マスク（FFFFFFFF
）、およびデータ（00000100）は入力としてＲＢにおけるInput側の第５列に登録される
。また、レジスタ番号Ｒ５、マスク（FFFFFFFF）、およびデータ（00000101）は出力とし
てＲＢにおけるOutput側の第５列に登録される。
【００３５】
以上のように、命令実行時におけるメモリ／レジスタからの読み出しに際しては、以下
の処理が行われる。
（１）ＲＢにおけるOutput側が検索され、読み出されたアドレス／レジスタ番号が既登録
であれば、該アドレス／レジスタ番号はInput側に登録されずに終了する。
（２）ＲＢにおけるOutput側になければＲＢにおけるInput側が検索され、読み出された
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アドレス／レジスタ番号が既登録であれば該アドレス／レジスタ番号は登録されずに終了
する。
（３）ＲＢにおけるInput側にもなければ、ＲＢに新たにエントリが追加されて、該アド
レス／レジスタ番号および値が登録される。
【００３６】
また、命令実行時におけるメモリ／レジスタへの書き込みに際しては以下の処理が行わ
れる。
（１）ＲＢにおけるOutput側が検索され、読み出されたアドレス／レジスタ番号が既登録
であれば値が更新されて終了する。
（２）ＲＢにおけるOutput側になければ、新たにエントリが追加されて読み出されたアド
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レス／レジスタ番号および値が登録される。
【００３７】
また、後述する特許文献１では、上記のような再利用を行う構成において、プロセッサ
を複数設け、並列事前実行を行う構成が開示されている。この並列事前実行が行われる際
の入力の予測方法として、最後に出現した引数および最近出現した２組の引数の差分に基
づいて、ストライド予測を行う方法が開示されている。
【００３８】
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
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。
【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
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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）
【特許文献１】特開２００４−２５８９０５号公報（公開日２００４年９月１６日）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３９】
図２３は、図２０に示す命令区間が繰り返し実行された場合における、ＲＢの入力側に
登録される履歴の例を示している。この例では、Timeが１〜４まで変化するごとに命令区
間が実行され、命令区間が実行される度に、アドレスＡ２の値は、（02）、（03）、（04
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）、（05）と変化しており、これに伴って他の入力要素における値が変化している。
【００４０】
また、各履歴の間に示されるdiffは、対応する入力要素の値の変化量を示している。上
記した従来の入力予測は、このdiffを用いて予測を行うことになる。図２４は、この従来
の入力予測による予測結果を示している。
【００４１】
例えばループ制御変数のように、単調変化するアドレス（上記の例ではアドレスＡ２に
対応）の内容については正確に予測することができている。しかしながら、命令区間に配
列要素が含まれている場合、配列要素の添字が単調変化していても、配列要素値は一般に
単調変化するとは限らない。図２３に示す例では、アドレスＡ２からロードした値が配列
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要素の添字に該当しており、この添字をアドレスとして用いる主記憶参照はアドレスが変
化するために、履歴として登録される入力要素の数そのものが変化することになる。この
ような状況では、同一列の変化に規則性がなくなるために、図２４におけるアドレスＡ３
に対応する列に示すように、予測的中率が極めて悪化することになる。
【００４２】
入力予測を行う際に、内容が変化しないアドレスに関する値の予測をすることはハード
ウェア資源の無駄となる。また、値の変化に規則性がない場合は、差分を０と仮定して予
測するしかないが、無理に予測することにより、かえって的中率を下げることがある。図
２４に示す例では、Ａ２＋4に対応するアドレスについてはマスク位置そのものの変化を
予測すべきであるが、マスク位置の変化まで予測することは困難である。この場合には、
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予測せずに直接主記憶値を参照することが得策であることがわかる。
【００４３】
以上の課題はいずれも、登録された全てのアドレスを一律に扱ったことにより生じた問
題である。
【００４４】
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、主記憶手段から
命令列および／または値を読み出し、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、予測の的中率を向上させることによって、より効果的な
命令区間の事前実行を実現するデータ処理装置、データ処理プログラム、およびデータ処
理プログラムを記録した記録媒体を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００４５】
上記の課題を解決するために、本発明に係るデータ処理装置は、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、複数の命令区間の実行結果としての入力パターンおよび出力パターンを
記憶する入出力記憶手段とを備え、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、上記入出力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入出力記憶手段に記憶されている出力パターン
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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とともに、上記第１の
演算手段による命令区間の実行結果を、上記入出力記憶手段に記憶する際に、入力パター
ンに含まれる入力要素のうち、予測を行うべき入力要素と予測を行う必要のない入力要素
とを区別し、この区別情報を上記入出力記憶手段に登録する区別処理手段と、上記区別情
報に基づいて、上記入出力記憶手段に記憶されている入力要素のうち、予測を行うべき入
力要素の値の変化の予測を行う予測処理手段と、上記予測処理手段によって予測された入
力要素に基づいて、該当する命令区間を事前実行する第２の演算手段とをさらに備え、上
記第２の演算手段による命令区間の事前実行結果が上記入出力記憶手段に記憶されること
を特徴としている。
【００４６】
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上記の構成では、入出力記憶手段に、複数の命令区間の実行結果としての入力パターン
および出力パターンが記憶されており、命令区間の実行時に、該命令区間の入力パターン
と、入出力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に再利用を行う構成
となっている。そして、予測処理手段によって、入出力記憶手段に記憶されている入力要
素の今後の変化が予測され、この予測結果に基づいて、第２の演算手段が命令区間の事前
実行を行うようになっている。
【００４７】
ここで、前記した従来技術のように、単純に入力要素の予測を行うと、予測の的中率が
低くなることによって、予測による事前実行の効果が非常に低くなるという問題がある。
これに対して、上記の構成によれば、まず区別処理手段によって、入力パターンに含まれ
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る入力要素のうち、予測を行うべき入力要素と予測を行う必要のない入力要素とが区別さ
れる。そして、予測処理手段は、区別処理手段によって予測を行うべき入力要素と判断さ
れた入力要素について予測を行うようになっている。したがって、予測の的中率を向上さ
せることが可能となるので、より効果的な命令区間の事前実行を実現することが可能とな
る。このような事前実行が行われることによって、次に、同じ命令列が出現し、予測入力
値と同じ入力が行われた場合には、命令列記憶手段に記憶されている値を再利用すること
が可能となる。
【００４８】
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、上記区別処理手段が、入
力に用いられた上記レジスタの各アドレスに対して、スタックポインタまたはフレームポ
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インタとして用いられる場合、および、該アドレスに対する書き込み命令が定数セット命
令である場合に、該当アドレスに対して区別情報として定数フラグをセットし、上記以外
の場合に、該当アドレスに対して上記定数フラグをリセットする構成としてもよい。
【００４９】
上記の構成によれば、入力に用いられたレジスタのアドレスのうち、アドレスが固定し
ており、かつ、値が単調変化すると予測されるアドレスに定数フラグをセットすることが
可能となる。よって、定数フラグがセットされているレジスタのアドレスに基づく入力要
素に対して予測を行うようにすることによって、予測的中率を向上させることが可能とな
る。
【００５０】
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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、上記区別処理手段が、入
力要素が新規に上記入出力記憶手段に記憶される際に、該入力要素のアドレスに対して、
区別情報として変更フラグをリセットし、上記入出力記憶手段に記憶された後に、該当ア
ドレスに対してストア命令が実行された場合に、該当アドレスに対して変更フラグをセッ
トする構成としてもよい。
【００５１】
上記の構成によれば、入出力記憶手段に記憶されたものの、その後一度も書き込みが行
われないアドレスに対しては、変更フラグがリセットされた状態となる。このようなアド
レスに記憶されている内容は変化していないことになるので、該アドレスに対して予測を
行う必要はないことになる。すなわち、上記のような変更フラグが入力要素のアドレスに
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設けられることによって、予測が必要なアドレスのみに対して予測を行うことが可能とな
る。よって、予測処理のためのハードウェア資源を有効に利用することが可能となる。
【００５２】
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、上記区別処理手段が、入
力要素が新規に上記入出力記憶手段に記憶される際に、該入力要素のアドレスに対して、
区別情報として履歴フラグをリセットし、該アドレスに対するロード命令実行時に、該ア
ドレスを生成したレジスタアドレスに上記定数フラグがセットされている場合に、該アド
レスに対して履歴フラグをセットする構成としてもよい。
【００５３】
上記の構成によれば、入出力記憶手段に記憶されている入力要素のアドレスに対するロ
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ード命令実行時に、該アドレスを生成したレジスタアドレスに上記定数フラグがセットさ
れている場合に、該アドレスに対して履歴フラグがセットされるようになっている。ここ
で、定数フラグがセットされているレジスタアドレスとは、上記のように、アドレスが固
定しており、かつ、値が単調変化すると予測されるアドレスとなっている。よって、この
ようなレジスタアドレスに基づいて生成されたアドレスに関して予測を行うことによる予
測的中率は高くなることが予想される。すなわち、上記のような履歴フラグを設けること
によって、予測すべきアドレスを適切に設定することが可能となる。
【００５４】
なお、履歴フラグとしては、各アドレスに文字通りのフラグをたてるようにしてもよい
し、複数のバイトデータからなるアドレスのうち、履歴保存対象とするバイト位置を示す
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マスクといった形式で履歴フラグを実現するようにしてもよい。
【００５５】
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、上記区別処理手段が、入
力要素が新規に上記入出力記憶手段に記憶される際に、該入力要素のアドレスに対して、
区別情報として変更フラグをリセットし、上記入出力記憶手段に記憶された後に、該当ア
ドレスに対してストア命令が実行された場合に、該当アドレスに対して変更フラグをセッ
トするとともに、上記予測処理手段が、上記入出力記憶手段に記憶されている入力要素の
アドレスのうち、上記変更フラグがセットされ、かつ、履歴フラグがセットされているア
ドレスに関して、入力要素の変化の予測を行う構成としてもよい。
【００５６】
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ここで、変更フラグがセットされているアドレスとは、上記したように、予測を行うこ
とによる効果が期待できるアドレスとなる。また、履歴フラグがセットされているアドレ
スとは、上記したように、予測的中率が高いことが期待できるアドレスとなる。したがっ
て、上記の構成によれば、予測を行うことによる効果が高いと予想されるアドレスに関し
てのみ予測が行われることになる。よって、予測処理のためのハードウェア資源を有効に
利用することが可能となる。
【００５７】
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、上記予測処理手段が、上
記入出力記憶手段に記憶されている入力要素のうち、該入力要素の履歴における値の変化
量が０ではない入力要素のみに対して、入力要素の値の変化の予測を行う構成としてもよ
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い。
【００５８】
上記の構成によれば、履歴における値の変化量が０ではない入力要素のみに対して、入
力要素の値の変化の予測が行われることになる。ここで、履歴における値の変化量が０と
なっている入力要素とは、変化がないことが予想される入力要素であるので、該入力要素
に対して予測を行う必要はないことになる。すなわち、上記の構成によれば、予測が必要
なアドレスのみに対して予測を行うことが可能となる。よって、予測処理のためのハード
ウェア資源を有効に利用することが可能となる。
【発明の効果】
【００５９】
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以上のように、本発明に係るデータ処理装置は、上記第１の演算手段による命令区間の
実行結果を、上記入出力記憶手段に記憶する際に、入力パターンに含まれる入力要素のう
ち、予測を行うべき入力要素と予測を行う必要のない入力要素とを区別し、この区別情報
を上記入出力記憶手段に登録する区別処理手段と、上記区別情報に基づいて、上記入出力
記憶手段に記憶されている入力要素のうち、予測を行うべき入力要素の値の変化の予測を
行う予測処理手段と、上記予測処理手段によって予測された入力要素に基づいて、該当す
る命令区間を事前実行する第２の演算手段とをさらに備え、上記第２の演算手段による命
令区間の事前実行結果が上記入出力記憶手段に記憶される構成である。
【００６０】
これにより、予測の的中率を向上させることが可能となるので、より効果的な命令区間
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の事前実行を実現することが可能となる。このような事前実行が行われることによって、
次に、同じ命令列が出現し、予測入力値と同じ入力が行われた場合には、命令列記憶手段
に記憶されている値を再利用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】
【００６１】
本発明の実施の一形態について図１ないし図１６に基づいて説明すれば、以下のとおり
である。
【００６２】
（データ処理装置の構成）
本実施形態に係るデータ処理装置の概略構成を図２に示す。同図に示すように、該デー
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タ処理装置は、ＭＳＰ(Main Stream Processor)１Ａ、ＳＳＰ(Shadow Stream Processor)
１Ｂ、再利用表としてのＲＦ／ＲＢ（命令列記憶手段）２、および主記憶（主記憶手段）
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。
【００６３】
ＲＦ／ＲＢ２は、プログラムにおける関数およびループを再利用するためのデータを格
納するメモリ手段であり、ＲＢ登録処理部（区別処理手段）２Ａおよび予測処理部（予測
処理手段）２Ｂを備えた構成となっている。このＲＦ／ＲＢ２の詳細、ならびにＲＢ登録
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処理部２Ａおよび予測処理部２Ｂの詳細については後述する。
【００６４】
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。
【００６５】
ＭＳＰ１Ａは、ＲＷ（再利用記憶手段）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
、ＲＷ（再利用記憶手段）４Ｂ、演算器（第２の演算手段）５Ｂ、レジスタ６Ｂ、および
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Ｃａｃｈｅ／Ｌｏｃａｌ７Ｂを備えた構成となっている。
【００６６】
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および
ＲＢ（後述する）の各エントリ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、ＲＦ／ＲＢ２における特定のエン
トリをアクティブにする制御線の集合によって構成される。
【００６７】
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

30

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、
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。
【００６８】
（ＲＦ／ＲＢの構成）
図１は、本実施形態におけるＲＦ／ＲＢ２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、ＲＦは、複数のエントリを格納しており、各エントリに対して、該エ
ントリが有効であるか否かを示すV、エントリ入れ替えのヒントを示すLRU、関数の先頭ア
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ドレスを示すStart、参照すべき主記憶アドレスを示すRead/Write、および、関数とルー
プとを区別するF/Lを保持している。
【００６９】
また、ＲＢは、ＲＦに格納されているエントリに対応して複数のエントリを格納してお
り、各エントリに対して、該エントリが有効であるか否かを示すV、エントリ入れ替えの
ヒントを示すLRU、関数またはループを呼び出す際の直前のスタックポイント％spを示すS
P、引数(Args.)（V：有効エントリ、Val.：値）、主記憶値(C‑FLAG：Readアドレスの変更
フラグ、P‑Mask：Readアドレスの履歴マスク、Mask：Read/Writeアドレスの有効バイト、
Value：値)、返り値(Return Values)(V：有効エントリ、Val.：値)、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、および、引数や返り値以外のレジス
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タおよび条件コード(Regs.,CC)を保持している。また、ＲＢは、１つ以上のレジスタアド
レスに対応して定数フラグ（Const‑FLAG）を格納するメモリ領域を保持している。なお、
定数フラグ（Const‑FLAG）の詳細については後述する。
【００７０】
上記のＲＦおよびＲＢにおける各項目についてより詳細に説明する。上記Vは、上記の
ようにエントリが有効であるか否かを示すものであるが、具体的には、未登録時には「０
」、登録中である場合には「２」、登録済である場合には「１」の値が格納されるように
なっている。例えば、ＲＦまたはＲＢを確保する際に、未登録エントリ（V=0）があれば
、これを使用し、未登録エントリがなければ、登録済エントリ（V=1）の中からＬＲＵが
最小のものを選択して上書きすることになる。登録中エントリ（V=2）は使用中であるの
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で上書きすることはできない。
【００７１】
上記LRUは、一定時間間隔で右へシフトされていくシフトレジスタの中の「１」の個数
を示したものである。ＲＦの場合、このシフトレジスタは、該当エントリに関して、再利
用のための登録を行ったか、もしくは再利用を試みた場合に、左端に「１」が書き込まれ
るようになっている。したがって、該当エントリが頻繁に使用されれば、LRUは大きな値
となり、一定期間使用されなければ、LRUの値は０となる。一方、ＲＢの場合、シフトレ
ジスタには、該当エントリが再利用された場合に「１」が書き込まれるようになっている
。したがって、該当エントリが頻繁に使用されれば、LRUは大きな値となり、一定期間使
用されなければ、LRUの値は０となる。
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【００７２】
上記ＲＢにおける主記憶値のMaskについて説明する。一般に、アドレスとデータとを１
バイトずつ管理することにすれば管理が可能であるが、実際には、４バイト単位でデータ
を管理する方がキャッシュ参照を高速に行うことができる。そこで、ＲＦでは、主記憶ア
ドレスを４の倍数で記憶するようになっている。一方、管理単位を４バイトとする場合、
１バイト分だけをロードすることに対応できるようにするために、４バイトのうちでどの
バイトが有効であるかを示す必要がある。すなわち、Maskは、４バイトのうちでどのバイ
トが有効であるかを示す４ビットのデータとなっている。例えば、C001番地から１バイト
分をロードした結果、値がE8であった場合、ＲＦには、アドレスC000が登録され、ＲＢの
Maskに「0100」、Valueに「00E80000」が登録されることになる。なお、Readアドレスに
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おける変更フラグ（C‑FLAG）および履歴マスク（P‑Mask）の詳細については後述する。
【００７３】
上記の引数や返り値以外のレジスタおよび条件コード(Regs.,CC)について説明する。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、出力は汎用レジスタ%o0‑1、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、になり、入力は、arg[0‑5]、出力は、rti[
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ＲＢにおける引数(Args.)の項で十分である。
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【００７４】
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、ＲＢにおけるRegs.,CCには、%g0‑
7、%o0‑7、%l0‑7、%i0‑7、%f0‑31、ICC、FCCが登録されるようになっている。
【００７５】
以上のように、ＲＦ／ＲＢ２において、ReadアドレスはＲＦが一括管理し、Maskおよび
ValueはＲＢが管理している。これにより、Readアドレスの内容とＲＢの複数エントリを
ＣＡＭ(content‑addressable memory)によって一度に比較する構成を可能としている。こ
のことについて、以下により詳しく説明する。
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【００７６】
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、そのエントリに対応する信号が
ＯＮとなるように動作するようになっている。通常は、ＣＡＭはＲＡＭとセットにして用
いられる。
【００７７】
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
，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
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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が実現されることになる。
【００７８】
（再利用処理の概略）
次に、関数およびループのそれぞれの場合について、再利用処理の概略について説明す
る。
【００７９】
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まず、関数の場合について説明する。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。
【００８０】
以降、図１を参照しながら説明すると、関数を呼び出す前に、(1)ＲＦに登録されてい
るエントリにおける関数の先頭アドレスに、該当関数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関数に関
するエントリにおける引数が、呼び出す関数の引数と完全に一致するエントリを選択する
。そして、(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
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アドレスをＲＦからすべて参照して、(4)ＲＢに登録されている内容と一致比較を行う。
全ての入力が一致した場合に、(5)ＲＢに登録済の出力（返り値、大域変数、およびＡの
局所変数）を主記憶３に書き戻すことによって、関数の実行を省略する、すなわち関数の
再利用を実現することができる。
【００８１】
次に、ループの場合について説明する。ループが完了する以前に関数から復帰したり、
前記した擾乱が発生したりするなど、ループの入出力登録が中止されなければ、登録中の
ループに対応する後方分岐命令を検出した時点で、登録中の入出力表エントリを有効にし
、そのループの登録を完了する。
【００８２】
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さらに、後方分岐命令が成立する場合は、次のループが再利用可能かどうかを判断する
。すなわち、図１を参照しながら説明すると、後方分岐する前に、(1)ＲＦに登録されて
いるエントリにおけるループの先頭アドレスに、該当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ル
ープに関するレジスタ入力値が、呼び出すループのレジスタ入力値と完全に一致するエン
トリを選択する。そして、(3)関連する主記憶アドレスをＲＦから全て参照して、(4)ＲＢ
に登録されている内容と一致比較を行う。全ての入力が一致した場合に、(5)ＲＢに登録
済の出力（レジスタおよび主記憶出力値）を主記憶３に書き戻すことによってループの実
行を省略する、すなわちループの再利用を実現することができる。
【００８３】
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再利用した場合、ＲＢに登録されている分岐方向に基づいて、さらに次のループに関し
て同様の処理を繰り返す。一方、次のループが再利用不可能であれば、次のループを通常
に実行し、ＲＦおよびＲＢへの登録を開始する。
【００８４】
（命令区間の実行時における処理の流れ）
次に、命令がデコードされた場合の具体的な処理の流れについて説明する。以下では、
命令がデコードされた結果、関数呼び出し命令である場合、関数復帰命令である場合、後
方分岐成立の場合、後方分岐不成立の場合、およびその他の命令の場合について、それぞ
れ処理の流れを説明する。
【００８５】

10

（関数呼び出し命令である場合）
命令がデコードされた結果、関数呼び出し命令である場合の処理を図３に示すフローチ
ャートを参照しながら以下に説明する。まずステップ１（以降、Ｓ１のように称する）に
おいて、引数の第７ワードを検出したか否かが判定される。Ｓ１においてＹＥＳ、すなわ
ち、引数の第７ワードを検出したと判定された場合には、ＲＷに登録されている登録中Ｒ
Ｂエントリを全て無効化し、Ｓ６に移行して、プログラムカウンタを関数の先頭へ進め、
処理を終了する。
【００８６】
一方、Ｓ１においてＮＯ、すなわち、引数の第７ワードを検出していないと判定された
場合には、該関数呼び出しおよび入力値がＲＦおよびＲＢに登録されているか否かを検索

20

する（Ｓ２）。Ｓ２においてＹＥＳ、すなわち、該関数呼び出しおよび入力値がＲＦおよ
びＲＢに登録されていると判定された場合には、後述するＳ７のステップに移行する。
【００８７】
Ｓ２においてＮＯ、すなわち、該関数呼び出しおよび入力値がＲＦおよびＲＢに登録さ
れていないと判定された場合、該関数のためのＲＦエントリおよびＲＢエントリを確保し
ようと試み、(1)既存のＲＦエントリがあるか、(2)登録作業中につき追い出すことのでき
ないＲＦエントリ以外に、使用可能なＲＦエントリがあるか、または(3)登録作業中につ
き追い出すことができないＲＢエントリ以外に、使用可能なＲＢエントリがあるかを判定
する（Ｓ３）。
【００８８】
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Ｓ３においてＮＯ、すなわち、使用可能なＲＦ・ＲＢエントリがないと判定された場合
には、登録を開始せず、ＲＷに登録されているＲＢを全て無効化し（Ｓ５）、ＲＷを空に
する。一方、Ｓ３においてＹＥＳ、すなわち、使用可能なＲＦ・ＲＢエントリがあると判
定された場合には、該関数のためのＲＦエントリおよびＲＢエントリを確保し、ＲＷに登
録する（Ｓ４）。ここで、ＲＷに登録した際に、ＲＷに登録されているＲＷエントリが溢
れた際には、最も古いＲＷエントリを削除し、対応するＲＢを無効化する。Ｓ３またはＳ
４が行われた後に、プログラムカウンタを関数の先頭へ進め（Ｓ６）、処理を終了する。
【００８９】
一方、Ｓ２においてＹＥＳ、すなわち、該関数呼び出しおよび入力値がＲＦおよびＲＢ
に登録されていると判定された場合、該関数は再利用可能であることになる。すなわち、

40

ＲＢから出力値を求めるとともに、レジスタおよび主記憶３にこの出力値を書き込む（Ｓ
７）。そして、登録中の関数／ループがＲＷに登録されているか否かを判定し（Ｓ８）、
登録されている場合には、再利用を行った関数のＲＢエントリの内容のうち必要なものを
ＲＷに登録されているエントリに追加する（Ｓ９）。ここで、ＲＷのＴＯＰから順に登録
し、途中でＲＢがあふれた場合には、以降、ＲＷのＢＯＴＴＯＭまでに対するＲＢを無効
化し、ＲＷから削除する。その後、プログラムカウンタを次の命令へ進め（Ｓ１０）、処
理を終了する。
【００９０】
（関数復帰命令である場合）
命令がデコードされた結果、関数復帰命令である場合の処理を図４に示すフローチャー
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トを参照しながら以下に説明する。Ｓ１１において、ＲＷのＴＯＰから順にたどり、関数
に対応するＲＦ／ＲＢが検出されるまでに、ループに関するＲＢが検出されるか否かが判
定される（Ｓ１２）。ここでループに関するＲＢが検出されると（Ｓ１２においてＹＥＳ
）、該当ＲＢを全て無効化するとともに、ＲＷから削除する（Ｓ１３）。
【００９１】
一方、ＲＷ探索中に、該関数に対応するＲＦ／ＲＢを検出したか否かが判定される（Ｓ
１４）。ここで、該関数に対応するＲＦ／ＲＢが検出されると（Ｓ１４においてＹＥＳ）
、該当ＲＢエントリを有効化するとともに、ＲＷから削除する（Ｓ１５）。
【００９２】
その後、復帰命令を実行し（Ｓ１６）、処理を終了する。

10

【００９３】
（後方分岐成立である場合）
命令がデコードされた結果、後方分岐成立である場合の処理を図５に示すフローチャー
トを参照しながら以下に説明する。まず、ＲＷのＴＯＰから順にたどり、関数に対応する
ＲＢを検出するか否かが判定される（Ｓ２１）。Ｓ２１においてＹＥＳ、すなわち、関数
に対応するＲＢを検出した場合には、後述するＳ２４のステップに移行する。
【００９４】
一方、Ｓ２１においてＮＯ、すなわち、関数に対応するＲＢを検出しない場合には、次
に、該後方分岐命令自身のアドレスとＲＢ中のループ終了アドレスとが一致するか否かが
判定される（Ｓ２２）。Ｓ２２においてＮＯ、すなわち、該後方分岐命令自身のアドレス
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とＲＢ中のループ終了アドレスとが一致しないと判定されると、後述するＳ２４のステッ
プに移行する。
【００９５】
Ｓ２２においてＹＥＳ、すなわち、該後方分岐命令自身のアドレスとＲＢ中のループ終
了アドレスとが一致すると判定された場合、ＲＷのＴＯＰから該ＲＢの手前までのＲＢを
全て無効化し（Ｓ２３）、ＲＷから削除する。また、該ＲＢエントリを有効化し、かつta
ken=1とし、ＲＷから削除する。
【００９６】
次に、Ｓ２４において、次ループの先頭アドレスおよび入力値がＲＦおよびＲＢに登録
されているか否かが判定される。Ｓ２４においてＹＥＳ、すなわち、次ループの先頭アド
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レスおよび入力値がＲＦおよびＲＢに登録されている場合には、後述するＳ３０のステッ
プに移行する。
【００９７】
一方、Ｓ２４においてＮＯ、すなわち、次ループの先頭アドレスおよび入力値がＲＦお
よびＲＢに登録されていない場合には、次ループのためのＲＦエントリおよびＲＢエント
リを確保しようと試み、(1)既存のＲＦエントリがあるか、(2)登録作業中につき追い出す
ことができないＲＦエントリ以外に、使用可能なＲＦエントリがあるか、または(3)登録
作業中につき追い出すことができないＲＢエントリ以外に、使用可能なＲＢエントリがあ
るかが判定される（Ｓ２５）。
【００９８】

40

Ｓ２５においてＮＯ、すなわち、使用可能なＲＦ・ＲＢエントリがないと判定された場
合には、登録を開始せずに、ＲＷに登録されているＲＢを全て無効化し（Ｓ２６）、ＲＷ
を空にする。その後、Ｓ２９において、プログラムカウンタを条件分岐先へ進め、処理を
終了する。
【００９９】
一方、Ｓ２５においてＹＥＳ、すなわち、使用可能なＲＦ・ＲＢエントリがあると判定
された場合には、その使用可能なＲＦ・ＲＢエントリを確保し、確保したＲＦ・ＲＢをＲ
Ｗに登録する（Ｓ２７）。また、ＲＢにループ終了アドレス（後方分岐命令自身のアドレ
ス）を登録する。ここで、ＲＷへの登録を行った際にＲＷが溢れた場合には、最も古いＲ
Ｗエントリを削除し（Ｓ２８）、それに対応するＲＢを無効化する。その後、Ｓ２９にお
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いて、プログラムカウンタを条件分岐先へ進め、処理を終了する。
【０１００】
一方、前記したＳ２４においてＹＥＳとなった場合、次ループは再利用可能であること
になるので、ＲＢから出力値を求め、この値をレジスタおよび主記憶３に書き込む（Ｓ３
０）。ここで、登録中の関数／ループがＲＷに登録されているか否かが判定され（Ｓ３１
）、登録されている場合、再利用を行ったループのＲＢエントリの内容のうち必要なもの
をＲＷに登録されているエントリに追加する（Ｓ３２）。このとき、ＲＷのＴＯＰから順
に登録し、途中でＲＢが溢れた場合、以降、ＲＷのＢＯＴＴＯＭまでに対するＲＢを無効
化し、ＲＷから削除する。
【０１０１】

10

その後、プログラムカウンタは、次ループ先頭ではなく、該ＲＢ中のtakenの値に応じ
て、taken=1の場合は自命令、taken=0の場合は、ＲＢ中に記憶しておいたループ終了アド
レスの次へ進める。その後、処理を終了する。
【０１０２】
（後方分岐不成立である場合）
命令がデコードされた結果、後方分岐不成立である場合の処理を図６に示すフローチャ
ートを参照しながら以下に説明する。まず、ＲＷのＴＯＰから順に検索し（Ｓ４１）、関
数に対応するＲＢを検出したか否かが判定される（Ｓ４２）。Ｓ４２においてＹＥＳ、す
なわち、関数に対応するＲＢを検出したと判定された場合、Ｓ４６においてプログラムカ
ウンタを次命令に進め、処理を終了する。
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【０１０３】
Ｓ４２においてＮＯ、すなわち、関数に対応するＲＢを検出していないと判定された場
合、該後方分岐命令自身のアドレスとＲＢ中のループ終了アドレスが一致するか否かが判
定される（Ｓ４３）。Ｓ４３においてＮＯ、すなわち、該後方分岐命令に対応するＲＦ／
ＲＢを検出していないと判定された場合、Ｓ４６においてプログラムカウンタを次命令に
進め、処理を終了する。
【０１０４】
一方、Ｓ４３においてＹＥＳ、すなわち、該後方分岐命令に対応するＲＦ／ＲＢを検出
したと判定された場合、ＲＷのＴＯＰから該ＲＢの手前までのＲＢを全て無効化し（Ｓ４
４）、ＲＷから削除する。また、該ＲＢエントリを有効化し、かつtaken=0とし、ＲＷか
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ら削除する（Ｓ４５）。その後、Ｓ４６においてプログラムカウンタを次命令に進め、処
理を終了する。
【０１０５】
（その他の命令である場合）
次に、命令がデコードされた結果、上記以外のその他の命令である場合について説明す
る。その他の命令である場合、レジスタＲ／Ｗ、主記憶Ｒ／Ｗが実行される。その際に、
ＲＷが空でなければ、以下の手順によってレジスタＲ／Ｗ、主記憶Ｒ／ＷをＲＷに登録さ
れているＲＢに対して登録する。以下では、（１）汎用レジスタＲＥＡＤの場合、（２）
汎用レジスタＷＲＩＴＥの場合、（３）浮動小数点レジスタＲＥＡＤの場合、（４）浮動
小数点レジスタＷＲＩＴＥの場合、（５）条件コードレジスタＩＣＣ−ＲＥＡＤの場合、
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（６）条件コードレジスタＩＣＣ−ＷＲＩＴＥの場合、（７）浮動小数点条件コードレジ
スタＦＣＣ−ＲＥＡＤの場合、（８）浮動小数点条件コードレジスタＦＣＣ−ＷＲＩＴＥ
の場合、（９）主記憶ＲＥＡＤの場合、（１０）主記憶ＷＲＩＴＥの場合についてそれぞ
れ説明する。
【０１０６】
（１）汎用レジスタＲＥＡＤの場合
まず、ＲＷのＴＯＰからＢＯＴＴＯＭまで順にたどる。そして、（１−１）該ＲＢがリ
ーフ関数かつ%o0‑6の場合、または該ＲＢが非リーフ関数かつ%i0‑6の場合、arg[0‑5].V=0
であれば、arg[0‑5].V=1に変更し、arg[0‑5].Valに読み出しデータを記録する。その後、
さらにＲＷをたどり、該ＲＢが関数の場合、処理を終了する。一方、該ＲＢが関数ではな
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い（ループである）場合、arg[0‑5].V=0であれば、arg[0‑5].V=1に変更し、arg[0‑5].Val
に読み出しデータを記録し、処理を終了する。
【０１０７】
一方、（１−２）該ＲＢがループの場合、（ａ）%g0‑7でgrr[0‑7].V=0であれば、grr[0
‑7].V=1に変更し、grr[0‑7].Valに読み出しデータを記録し、処理を終了する。（ｂ）%o0
‑7でarg[0‑7].V=0であれば、arg[0‑7].V=1に変更し、arg[0‑7].Valに読み出しデータを記
録し、処理を終了する。（ｃ）%l0‑7でlrr[0‑7].V=0であれば、lrr[0‑7].V=1に変更し、l
rr[0‑7].Valに読み出しデータを記録し、処理を終了する。（ｄ）%i0‑7でirr[0‑7].V=0で
あれば、irr[0‑7].V=1に変更し、irr[0‑7].Valに読み出しデータを記録し、次のＲＷエン
トリに進む。

10

【０１０８】
（２）汎用レジスタＷＲＩＴＥの場合
まず、ＲＷのＴＯＰからＢＯＴＴＯＭまで順にたどる。そして（２−１）該ＲＢがリー
フ関数かつ%o0‑5の場合、または該ＲＢが非リーフ関数かつ%i0‑5の場合、arg[0‑5].V=0で
あれば、以降の読み出しは入力ではないことを示すために、arg[0‑5].V=2に変更する。さ
らに、%o0‑1/%i0‑1について、rti[0‑1].V=1に変更し、rti[0‑1].Valに書き込みデータを
記録する。その後、さらにＲＷをたどり、該ＲＢが関数の場合、処理を終了する。一方、
該ＲＢが関数ではない（ループである）場合、arg[0‑1].V=0であれば、以降の読み出しは
入力ではないことを示すために、arg[0‑1].V=2に変更し、rti[0‑1].V=1に変更し、rti[0‑
1].Valに書き込みデータを記録し、処理を終了する。
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【０１０９】
一方、（２−２）該ＲＢがループの場合、（ａ）%g0‑7でgrr[0‑7].V=0であれば、grr[0
‑7].V=2に変更し、grr[0‑7].Valに書き込みデータを記録し、処理を終了する。（ｂ）%o0
‑7でarg[0‑7].V=0であれば、arg[0‑7].V=2に変更し、arg[0‑7].Valに書き込みデータを記
録し、処理を終了する。（ｃ）%l0‑7でlrr[0‑7].V=0であれば、lrr[0‑7].V=2に変更し、l
rr[0‑7].Valに書き込みデータを記録し、処理を終了する。（ｄ）%i0‑7でirr[0‑7].V=0で
あれば、irr[0‑7].V=2に変更し、irr[0‑7].Valに書き込みデータを記録し、次のＲＷエン
トリに進む。
【０１１０】
（３）浮動小数点レジスタＲＥＡＤの場合
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まず、ＲＷのＴＯＰからＢＯＴＴＯＭまで順にたどる。そして（３−１）該ＲＢが関数
の場合、何もせずに処理を終了する。一方、（３−２）該ＲＢがループの場合、frr[0‑31
].V=0であれば、frr[0‑31].V=1に変更し、frr[0‑31].Valに読み出しデータを記録し、処
理を終了する。
【０１１１】
（４）浮動小数点レジスタＷＲＩＴＥの場合
まず、ＲＷのＴＯＰからＢＯＴＴＯＭまで順にたどる。そして（４−１）該ＲＢが関数
かつ%f0‑1の場合、rtf[0‑1].V=1に変更し、rtf[0‑1].Valに書き込みデータを記録する。
さらにＲＷをたどり、frr[0‑1].V=0であれば、以降の読み出しは入力ではないことを示す
ために、frr[0‑1].V=2に変更し、rtf[0‑1].V=1に変更し、rtf[0‑1].Valに書き込みデータ
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を記録し、処理を終了する。
【０１１２】
一方、（４−２）該ＲＢがループの場合、frr[0‑31].V=0であれば、frr[0‑31].V=2に変
更し、frw[0‑31].V=1に変更し、frw[0‑7].Valに書き込みデータを記録し、処理を終了す
る。
【０１１３】
（５）条件コードレジスタＩＣＣ−ＲＥＡＤの場合
まず、ＲＷのＴＯＰからＢＯＴＴＯＭまで順にたどる。そして（５−１）該ＲＢが関数
の場合、何もせずに処理を終了する。一方、（５−２）該ＲＢがループの場合、icr.V=0
であれば、icr.V=1に変更し、icr.Valに読み出しデータを記録し、処理を終了する。
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【０１１４】
（６）条件コードレジスタＩＣＣ−ＷＲＩＴＥの場合
まず、ＲＷのＴＯＰからＢＯＴＴＯＭまで順にたどる。そして（６−１）該ＲＢが関数
の場合、何もせずに処理を終了する。一方、（６−２）該ＲＢがループの場合、icr.V=0
であれば、icr.V=2、icw.V=1に変更し、icw.Valに書き込みデータを記録し、処理を終了
する。
【０１１５】
（７）浮動小数点条件コードレジスタＦＣＣ−ＲＥＡＤの場合
まず、ＲＷのＴＯＰからＢＯＴＴＯＭまで順にたどる。そして（７−１）該ＲＢが関数
の場合、何もせずに処理を終了する。一方、（７−２）該ＲＢがループの場合、fcr.V=0
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であれば、fcr.V=1に変更し、fcr.Valに読み出しデータを記録し、処理を終了する。
【０１１６】
（８）条件コードレジスタＩＣＣ−ＷＲＩＴＥの場合
まず、ＲＷのＴＯＰからＢＯＴＴＯＭまで順にたどる。そして（８−１）該ＲＢが関数
の場合、何もせずに処理を終了する。一方、（８−２）該ＲＢがループの場合、fcr.V=0
であれば、fcr.V=2、fcw.V=1に変更し、fcw.Valに書き込みデータを記録し、処理を終了
する。
【０１１７】
（９）主記憶ＲＥＡＤの場合
まず、ＲＷのＴＯＰからＢＯＴＴＯＭまで順にたどる。そして、ＲＢにＷＲＩＴＥデー
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タとして登録済である場合は、その値を使用する。一方、上記の場合ではなく、ＲＢにＲ
ＥＡＤデータとして登録済である場合には、その値を使用する。さらに、いずれにも登録
済でない場合は、キャッシュを経由して主記憶３から読み込む。
【０１１８】
その後、再度ＲＷのＴＯＰからＢＯＴＴＯＭまで順にたどる。そして、（ａ）アドレス
が、ＲＢに登録されているsp+64の場合、構造体ポインタの読み出しであるので、arg0.V=
0であれば、arg0.V=1に変更し、arg0.Valに読み出しデータを記録する。（ｂ）上記の（
ａ）の場合でなく、アドレスが、LIMIT以上sp+92未満であれば、登録不要領域であるので
、何もしない。（ｃ）上記の（ｂ）の場合でない場合、ＷＲＩＴＥデータとして登録済で
あるかどうかを検査し、そうであれば、すでに上書きされたあとのＲＥＡＤであるので登
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録不要であり、何もしない。（ｄ）上記の（ｃ）でない場合、ＲＥＡＤデータとして登録
済であるかどうかを検査し、そうであれば、すでに登録済であるので登録不要であり、何
もしない。（ｅ）上記の（ｄ）でない場合、ＲＥＡＤデータとしての登録が必要であるの
で、ＲＦに主記憶ＲＥＡＤアドレスを確保し、ＲＥＡＤデータとして登録する。ＲＦに主
記憶アドレスを確保できなかった場合には、登録不能であるため、そのＲＷエントリから
ＢＯＴＴＯＭまでに対応するＲＢエントリを全て無効化する。
【０１１９】
（１０）主記憶ＷＲＩＴＥの場合
まず、キャッシュを経由して、主記憶３に書き込む。そして、ベースレジスタが１４（
％ｓｐ）かつオフセットが９２以上である場合、引数の第７ワードを検出したことを記憶
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する。
【０１２０】
その後、ＲＷのＴＯＰからＢＯＴＴＯＭまで順にたどる。そして、（ａ）アドレスが、
ＲＢに登録されているsp+64の場合、構造体ポインタの読み出しであるので、arg0.V=0で
あれば、arg0.V=2に変更する。（ｂ）上記の（ａ）の場合ではなく、アドレスがLIMIT以
上sp+92未満であれば、登録不要領域であるので、何もしない。（ｃ）上記の（ｂ）の場
合でない場合、ＷＲＩＴＥデータとして登録済であるかどうかを検査し、そうであれば、
すでにアドレスは登録済であるので、内容を新しいＷＲＩＴＥデータに更新する。（ｄ）
上記の（ｃ）でない場合、ＷＲＩＴＥデータとしての登録が必要であるので、ＲＦに主記
憶ＷＲＩＴＥアドレスを確保し、ＷＲＩＴＥデータとして登録する。ＲＦに主記憶アドレ
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スを確保できなかった場合には、登録不能であるため、そのＲＷエントリからＢＯＴＴＯ
Ｍまでに対応するＲＢエントリを全て無効化する。
【０１２１】
（ループを含む多重再利用）
１レベルで上記のような再利用機構を用いた場合、図１７（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
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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。
【０１２２】
図７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。
【０１２３】
図８は、図７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
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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
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。
【０１２４】
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
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、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
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３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
。
【０１２５】
以上のことから、多重再利用を実現するには、前述したＲＦおよびＲＢを関数やループ
の入れ子構造と関連づける機構が必要である。図９に示すように、再利用ウィンドウ（Ｒ
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Ｗ）を装備することによって、現在実行中かつ登録中であるＲＦおよびＲＢの各エントリ
（図中ではＡ、Ｂ、Ｃと示す）をスタック構造として保持する。関数やループの実行中は
、ＲＷに登録されている全てのエントリについて、これまでに述べた方法に基づいて、レ
ジスタおよび主記憶参照を登録していく。
【０１２６】
この際に、あるエントリに関して、（１）登録可能項目数の超過、（２）引数の第７ワ
ードの検出、（３）システムコールの検出、によって再利用不可能であると判断した場合
には、ＲＷを用いて、そのエントリに対応するＲＢおよび上位のＲＢを特定し、登録を中
止することができる。
【０１２７】
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なお、ＲＷの深さは有限であるものの、一度に登録可能な多重度を超えて関数やループ
を検出した場合には、外側の命令区間から順次登録を中止し、より内側の命令区間を登録
対象に加えることによって、入れ子関係の動的変化に追随することができる。また、実行
および登録中（例えばＡ）に、再利用可能な命令区間（例えばＤ）に遭遇した場合には、
登録済の入出力をそのまま登録中エントリに追加することによって、ＲＷの深さを超える
Ａの多重再利用も可能となる。
【０１２８】
（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、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や、パラメータが単調に変化し続ける場合には全く効
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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。
【０１２９】
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。
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【０１３０】
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、ＲＦ／ＲＢ２
、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ＲＦ／ＲＢ２に対して入出力を登録するパスを示して
いる。
【０１３１】
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が挙げられる。以下に、これらの課題に対する解
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決手法について説明する。
【０１３２】
（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３に書き込む値がＭＳＰ
１Ａ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、Ｓ
ＳＰ１Ｂは、ＲＢへの登録対象となる主記憶参照にはＲＦ／ＲＢ２、また、その他の局所
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、ＭＳＰ１Ａ
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
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が無効化される。
【０１３３】
具体的には、ＲＢ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ＲＢ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で、主記憶３を参照する必
要はない。
【０１３４】
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
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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。
【０１３５】
（予測機構）
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、ＲＢの使用履歴に基づいて将来の入力を予測し、ＳＳＰ１Ｂへ渡す必要がある。
このために、ＲＦ／ＲＢ２には、予測処理部２Ｂが設けられている。この予測処理部２Ｂ
は、ＲＦの各エントリごとに設けた小さなプロセッサによって構成され、ＭＳＰ１ＡやＳ
ＳＰ１Ｂとは独立して入力予測値を求めるものである。
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【０１３６】
前記したように、従来の入力予測では、ＲＢにおける入力側に登録された全てのアドレ
スが一律に扱われたことによって、予測の的中率を下げる結果となっている。この問題を
解決するためには、予測が的中する可能性が高いアドレスと、予想が外れる可能性が高い
アドレスを区別するとともに、値の変化にも着目して必要最小限のアドレスのみを予測対
象とすることが必要である。
【０１３７】
予測が的中することが期待できるアドレスとは、アドレスが固定しており、かつ、値が
単調変化するアドレスである。このようなアドレスには、ラベルによって参照される帯域
変数、および、スタックポインタやフレームポインタをベースレジスタとして参照される
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局所変数（フレーム内変数）などがある。
【０１３８】
これらのアドレスを識別するために、ロード命令実行時のアドレス計算が参照するレジ
スタに定数フラグ（Const‑FLAG）が設けられる。スタックポインタやフレームポインタと
して用いるレジスタについては無条件に定数フラグがセットされるものとする。その他の
レジスタについては、定数をセットする命令が実行された時に定数フラグ（Const‑FLAG）
がセットされるものとする。
【０１３９】
次に、過去に参照したアドレスのうち、一度も書き込みが行われないアドレスについて
は、内容が変化していないことが保証されることになり、このようなアドレスについては
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予測する必要がないことになる。よって、このようなアドレスを区別するために、書き込
みが行われたことを示す変更フラグ（C‑FLAG）が設けられる。入力要素としてのアドレス
をＲＦ／ＲＢに新規に記録する時には、該アドレスに対応する変更フラグ（C‑FLAG）がリ
セットされ、登録後に該アドレスに対してストア命令が実行された時に、変更フラグ（C‑
FLAG）がセットされる。
【０１４０】
また、入力要素としてのアドレスを履歴保存対象とするか否かを示す履歴マスク（P‑Ma
sk）が設けられる。入力要素としてのアドレスをＲＦ／ＲＢに新規に記録する時には、該
アドレスに対応する履歴マスク（P‑Mask）（履歴フラグ）がリセットされる。そして、ロ
ード命令実行時に、該アドレスを生成したレジスタに対応する定数フラグ（Const‑FLAG）
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がセットされている場合には、履歴マスク（P‑Mask）のうちロード対象となったバイト位
置がセットされる。
【０１４１】
以上の定数フラグ（Const‑FLAG）、変更フラグ（C‑FLAG）、および履歴マスク（P‑Mask
）の設定の制御は、ＲＦ／ＲＢ２に設けられているＲＢ登録処理部２Ａによって行われる
。このＲＢ登録処理部２Ａは、小さなプロセッサによって構成され、上記のような判断を
行うことによって定数フラグ（Const‑FLAG）、変更フラグ（C‑FLAG）、および履歴マスク
（P‑Mask）の設定を行う。
【０１４２】
（命令区間の実行例）
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ここで、命令区間の一例として、図２０に示す命令区間が、図１に示したＲＦおよびＲ
Ｂの構成によって実行され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。すなわち、命令区間の先頭が１０００番地と
なっている。また、図１０は、図２０に示す命令区間が実行された場合のＲＢにおける実
際の登録状況を示している。
【０１４３】
第１の命令において、アドレス定数Ａ１がレジスタＲ０にセットされる。この命令は、
定数をセットする命令であるので、レジスタＲ０に対応する定数フラグ（Const‑FLAG）が
セットされる。
【０１４４】
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第２の命令において、レジスタＲ０の内容をアドレスとする主記憶３からロードされた
４バイトデータ（00110000）がレジスタＲ１に格納される。この場合、アドレスＡ１、マ
スク（FFFFFFFF）、データ（00110000）は、入力としてＲＢにおけるInput側の第１列に
登録され、レジスタ番号Ｒ１、マスク（FFFFFFFF）、およびデータ（00110000）は出力と
してＲＢにおけるOutput側の第１列に登録される。
【０１４５】
また、アドレスとして用いたレジスタＲ０に対応する定数フラグ（Const‑FLAG）がセッ
トされているので、アドレスＡ１に対応する履歴マスク（P‑Mask）がセットされる。ここ
で、対象となるデータは（00110000）の４バイトデータであるので、これに対応して、ア
ドレスＡ１に対応する履歴マスク（P‑Mask）には（FFFFFFFF）がセットされる。そして、
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レジスタＲ１は、定数がセットされるものではないことになるので、レジスタＲ１に対応
する定数フラグ（Const‑FLAG）はリセットされる。
【０１４６】
第３の命令において、アドレス定数Ａ２がレジスタＲ０にセットされる。この命令は、
定数をセットする命令であるので、レジスタＲ０に対応する定数フラグ（Const‑FLAG）が
セットされる。
【０１４７】
第４の命令において、レジスタＲ０の内容をアドレスとする主記憶３からロードされた
１バイトデータ（02）がレジスタＲ２に格納される。この場合、アドレスＡ２、マスク（
FF000000）、およびデータ（02）は入力としてＲＢにおけるInput側の第２列に登録され
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る。この際、アドレスＡ２の残り３バイトについては、Don't Careを意味する「−」が格
納される。レジスタ番号Ｒ２、マスク（FFFFFFFF）およびデータ（00000002）は出力とし
てＲＢにおけるOutput側の第２列に登録される。
【０１４８】
また、アドレスとして用いたレジスタＲ０に対応する定数フラグ（Const‑FLAG）がセッ
トされているので、アドレスＡ２に対応する履歴マスク（P‑Mask）がセットされる。ここ
で、対象となるデータは（02）の１バイトデータであるので、これに対応して、アドレス
Ａ２に対応する履歴マスク（P‑Mask）には（FF000000）がセットされる。そして、レジス
タＲ２は、定数がセットされるものではないことになるので、レジスタＲ２に対応する定
数フラグ（Const‑FLAG）はリセットされる。
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【０１４９】
第５の命令において、アドレス（Ａ２＋Ｒ２）からロードされた１バイトデータ（22）
がレジスタＲ２に格納されている。アドレスＲ２の値は（02）であったので、アドレス（
Ａ２＋02）、およびデータ（22）が、入力としてＲＢにおけるInput側の第２列に追加登
録される。この際、アドレス（Ａ２＋02）の部分に登録が行われ、アドレス（Ａ２＋01）
および（Ａ２＋03）に対応する部分は、Don't Careを意味する「−」のままとなる。すな
わち、アドレスＡ２に対応するマスクは（FF00FF00）となる。レジスタ番号Ｒ２、マスク
（FFFFFFFF）、およびデータ（00000022）は、出力としてＲＢにおけるOutput側の第２列
に上書きされる。
【０１５０】
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また、アドレスとして用いたレジスタＲ２に対応する定数フラグ（Const‑FLAG）がリセ
ットされているので、アドレス（Ａ２＋02）に対応する履歴マスク（P‑Mask）はセットさ
れない。すなわち、アドレスＡ２に対応する履歴マスク（P‑Mask）は（FF000000）のまま
となる。そして、レジスタＲ２は、定数がセットされるものではないことになるので、レ
ジスタＲ２に対応する定数フラグ（Const‑FLAG）はリセットされる。
【０１５１】
第６の命令において、アドレス定数Ａ３がレジスタＲ０にセットされる。この命令は、
定数をセットする命令であるので、レジスタＲ０に対応する定数フラグ（Const‑FLAG）が
セットされる。
【０１５２】

10

第７の命令において、レジスタＲ０の内容をアドレスとする主記憶３からロードされた
１バイトデータ（33）がレジスタＲ３に格納される。この場合、アドレスＡ３、マスク（
00FF0000）、およびデータ（33）は入力としてＲＢにおけるInput側の第３列に登録され
る。レジスタ番号Ｒ３、マスク（FFFFFFFF）、およびデータ（00000033）は出力としてＲ
ＢにおけるOutput側の第３列に登録される。
【０１５３】
また、アドレスとして用いたレジスタＲ０に対応する定数フラグ（Const‑FLAG）がセッ
トされているので、アドレスＡ３に対応する履歴マスク（P‑Mask）がセットされる。ここ
で、対象となるデータは（33）の１バイトデータであるので、これに対応して、アドレス
Ａ３に対応する履歴マスク（P‑Mask）には（00FF0000）がセットされる。そして、レジス
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タＲ３は、定数がセットされるものではないことになるので、レジスタＲ３に対応する定
数フラグ（Const‑FLAG）はリセットされる。
【０１５４】
第８の命令において、アドレス（Ｒ１＋Ｒ２）からロードされた１バイトデータ（44）
がレジスタＲ４に格納される。この場合、アドレスＲ１とアドレスＲ２は命令区間の内部
にて上書きされたレジスタのアドレスとなるので、アドレスＲ１およびアドレスＲ２は命
令区間の入力とはならない。一方、アドレス（Ｒ１＋Ｒ２）によって生成されたアドレス
Ａ４は命令区間の入力であるので、アドレスＡ４、マスク（00FF0000）、およびデータ（
44）は入力としてＲＢにおけるInput側の第４列に登録される。レジスタ番号Ｒ４、マス
ク（FFFFFFFF）、およびデータ（00000044）は出力としてＲＢにおけるOutput側の第４列
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に登録される。
【０１５５】
また、アドレスとして用いたレジスタＲ１およびレジスタＲ２に対応する定数フラグ（
Const‑FLAG）がリセットされているので、アドレスＡ４に対応する履歴マスク（P‑Mask）
はセットされない。すなわち、アドレスＡ４に対応する履歴マスク（P‑Mask）は（000000
00）となる。そして、レジスタＲ４は、定数がセットされるものではないことになるので
、レジスタＲ４に対応する定数フラグ（Const‑FLAG）はリセットされる。
【０１５６】
第９の命令において、レジスタＲ５から値が読み出され、読み出された値に１が加えら
れた結果が再びレジスタＲ５に格納される。この場合、レジスタＲ５、マスク（FFFFFFFF
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）、およびデータ（00000100）は入力としてＲＢにおけるInput側の第５列に登録される
。また、レジスタ番号Ｒ５、マスク（FFFFFFFF）、およびデータ（00000101）は出力とし
てＲＢにおけるOutput側の第５列に登録される。この時、レジスタＲ５は、定数がセット
されるものではないことになるので、レジスタＲ５に対応する定数フラグ（Const‑FLAG）
はリセットされる。
【０１５７】
その後、アドレスＡ２、およびアドレスＡ３に対してストア命令が実行され、アドレス
Ａ２、およびアドレスＡ３に対して変更フラグ（C‑FLAG）がセットされたとする。
【０１５８】
以上の結果、変更フラグ（C‑FLAG）がセットされ、かつ、履歴マスク（P‑Mask）がセッ
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トされたマスク位置は、アドレスＡ２の第１バイト、アドレスＡ３の第２バイトのみとな
る。このマスク位置のみに対応するアドレス、マスク、および値が、予測対象として、命
令区間ごとに過去の入力履歴を保持する履歴情報として、ＲＢのエントリに記録される。
また、ＲＢの入力パターンに登録されたレジスタについては無条件に予測対象として履歴
として記録される。
【０１５９】
図１１は、図２０に示す命令区間が繰り返し実行された場合における、履歴としてＲＢ
に登録された例を示している。同図に示すように、ＲＢには、アドレスＡ２の列に履歴マ
スク（P‑Mask）として（FF000000）、アドレスＡ３の列に履歴マスク（P‑Mask）として（
00FF0000）、およびアドレスＲ５の列に履歴マスク（P‑Mask）として（FFFFFFFF）が記憶
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される。そして、Timeが１〜４に変化する間に、各アドレスにおける履歴マスク（P‑Mask
）に対応する値が変化することになる。各履歴の間に示されるdiffは、対応する入力要素
の値の変化量（差分）を示している。このdiffは、予測処理部２Ｂによって算出される。
【０１６０】
同図に示す例では、アドレスＡ２およびアドレスＲ５の列に関しては、Timeが１〜４に
変化する間におけるdiffが全て01となっている。よって、これらのアドレスに対応する値
は、単位時間あたりに01ずつ増加していくことが予想される。一方、アドレスＡ３の列に
関しては、Timeが１〜４に変化する間に、diffは00であったり02であったりしている。し
たがって、アドレスＡ３に関しては、予測することが困難であることがわかる。
【０１６１】
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以上より、予測処理部２Ｂは、履歴において、差分が一定となっているアドレスに関し
て、該差分がその後も継続するものと仮定して予測を行うとともに、差分が一定でない、
または差分が０となっているアドレスに関しては予測を行わないようにする。
【０１６２】
図１２は、上記の予測に基づいて、予測処理部２ＢがアドレスＡ２およびアドレスＲ５
の値に関して予測を行った場合の、予測エントリとしてＲＢに記録される入力要素の状態
を示している。同図において、アドレス（Ａ２＋4）およびアドレスＡ３に関しては、予
測値を求めずに直接主記憶３を参照することによって得られたものとなっている。
【０１６３】
このように入力要素の予測値が算出されると、ＳＳＰ１Ｂが、この予測入力要素に基づ
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いて命令区間を実行することによって出力要素が算出され、この予測出力要素が予測エン
トリとしてＲＢに記憶される。その後、ＭＳＰ１Ａによって命令区間が実行され、予測エ
ントリとしてＲＢに記憶されている予測入力要素と同じ入力値が入力された場合に、それ
に対応する予測出力要素を出力することによって再利用が実現されることになる。
【０１６４】
（ＲＦ／ＲＢの第２の構成例）
次に、ＲＦ／ＲＢ２の第２の構成例について、図１３を参照しながら以下に説明する。
同図に示すように、ＲＦ／ＲＢ２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。
【０１６５】
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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
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。
【０１６６】
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
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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
）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。
【０１６７】
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
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る。また、ＲＢおよびＲＦは、それぞれＣＡＭおよびＲＡＭによって構成されている。
【０１６８】
（第２の構成例における連想検索動作）
次に、第２の構成例における連想検索動作について説明する。図１に示した構成では、
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つの行としてＲＢに登
録するようになっている。
【０１６９】
これに対して、第２の構成例では、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
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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。
【０１７０】
これにより、冗長性をなくし、ＲＦ／ＲＢ２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。
【０１７１】
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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
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、第２の構成例によれば、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。
【０１７２】
次に、図１４を参照しながら、ＲＦ／ＲＢ２における連想検索動作の具体例について説
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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。
【０１７３】
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
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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。
【０１７４】
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
、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
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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１４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。
【０１７５】
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。
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【０１７６】
以上のように、第２の構成例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、上記した図１に示す例では、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、第２の構成例によれば、
ＲＦ／ＲＢ２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。
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【０１７７】
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。
【０１７８】
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
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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。
【０１７９】
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
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。
【０１８０】
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。
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【０１８１】
（連想検索動作の別の例）
上記の例では、図１３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構成および動作について以下に説明する。
【０１８２】
まず、図１５（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

10

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、Va
lue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
「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。
【０１８３】
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、

20

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
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。
【０１８４】
したがって、図１５（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。
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【０１８５】
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
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１６（ｂ）に示すようにＲＦおよびＲＢが変更されることになる。
【０１８６】
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

40

るとともに、終端フラグ「Ｅ」が削除される。
【０１８７】
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
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を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。
【０１８８】
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。
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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。
【０１８９】
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。

10

【０１９０】
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
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。
【０１９１】
図１６（ｂ）に示す例では、Keyが「０３」となっているラインは「０４」および「０
５」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
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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、Ｒ
Ｏ１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。
【０１９２】
以上のような連想検索動作によれば、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、主記憶アドレスＡ１の内容とキー０１による検索
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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。
【０１９３】
（出力値の格納手段）
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について説明する。上記において図１３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、ＲＯ１お
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よびＲＯ２が設けられている。
【０１９４】
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
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。
【０１９５】
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
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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。
【０１９６】
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
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。
【０１９７】
そこで、本実施形態では、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
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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。
【０１９８】
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
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が、メモリの利用効率としてはよくないことになる。
【０１９９】
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１３の例では２つ）とともに、ＲＯ１に登録しきれ
な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。
【０２００】
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
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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。
【０２０１】
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。
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【０２０２】
（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
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。
【０２０３】
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
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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
。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。
【０２０４】
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
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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
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。
【０２０５】
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
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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。
【０２０６】
（第２の構成例における予測機構）
第２の構成例では、命令区間の実行時における入出力パターンを一時的に格納する場所
は、ＲＷ４Ａ・４Ｂとなる。ここで、前記した第１の構成例では、命令区間の実行時にお
ける入出力パターンはＲＢに直接登録されていたので、ＲＷ４Ａ・４ＢはＲＢの各行に対
するポインタによって実現されていた。これに対して、第２の構成例では、ＲＦおよびＲ
Ｂが木構造によって構成されているので、ＲＷ４Ａ・４Ｂが直接ＲＢの行をポイントする
ことができない。すなわち、第２の構成例では、ＲＷ４Ａ・４Ｂは、ＲＢの各行に対する
ポインタとして機能するものではなく、命令区間の実行時における入出力パターンを一時
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的に格納する実質的なメモリとして機能することになる。
【０２０７】
また、図１３においては図示していないが、第２の構成例においても、所定の命令区間
が繰り返し実行された場合における入力パターンの履歴エントリを格納する一時格納メモ
リ領域として、図１に示すようなＲＦおよびＲＢが設けられている。ただし、この場合に
は、ＲＢにおけるエントリの行は、履歴エントリを格納する履歴格納行としての数行によ
って構成されることになる。
【０２０８】
命令区間が実行されると、その入力要素がＲＷ４Ａ・４Ｂに順次格納され、全ての入力
要素が揃い、演算が行われることによって出力要素が確定すると、この入出力パターンが
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、上記履歴格納行に格納されるとともに、上記のような木構造の入出力パターン格納機構
に格納されることになる。
【０２０９】
また、所定の命令区間が繰り返し実行された場合には、履歴格納行に順次格納され、所
定の数の履歴が格納された時点で、上記のように予測処理部２Ｂによって予測が行われ、
予測に基づいてＳＳＰ１Ｂによって実行された結果は、上記のような木構造の入出力パタ
ーン格納機構に格納されることになる。
【０２１０】
（本発明の適用例）
「LIMIT」などによって大域変数領域とスタック領域とを区別できるプログラム実行環
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境があるとした上で、本発明に係るデータ処理装置を他の命令セットアーキテクチャにも
適用するためには、スタックフレーム上の変数が、上位／下位関数のどちらの局所変数で
あるかを区別する手段が必要である。特に、引数を格納するレジスタが不足し、引数をス
タックに格納する場合、呼ばれた関数側ではこの区別をすることができないことになる。
【０２１１】
本実施の形態で取り上げたＳＰＡＲＣプロセッサでは、引数の先頭６ワードを汎用レジ
スタに格納しており、６ワード以上の引数を扱う関数は出現頻度が高くないことと、引数
がスタックに溢れた時点で再利用ができなくなることの両方を利用することによって、関
数／ループの再利用を実現している。ＳＰＡＲＣプロセッサ同様に、３２本以上の汎用レ
ジスタを有する多くのＲＩＳＣプロセッサでも、同様の判断をすることによって、本発明
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のような関数／ループの再利用を実現することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【０２１２】
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】
【０２１３】
【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ＲＦ／ＲＢによって実現され
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る再利用表を示す図である。
【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】命令がデコードされた結果、関数呼び出し命令である場合の処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図４】命令がデコードされた結果、関数復帰命令である場合の処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図５】命令がデコードされた結果、後方分岐成立である場合の処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図６】命令がデコードされた結果、後方分岐不成立である場合の処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
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【図７】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８】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
スタ入出力となる影響範囲を示す図である。
【図９】ＲＷと、ＲＦ・ＲＢとの関係を示す図である。
【図１０】ある命令区間が実行された場合のＲＢにおける実際の登録状況を示す図である
。
【図１１】ある命令区間が繰り返し実行された場合における、履歴としてＲＢに登録され
た例を示す図である。
【図１２】予測に基づいて、予測処理部がアドレスＡ２およびアドレスＲ５の値に関して
予測を行った場合の、予測エントリとしてＲＢに記録される入力要素の状態を示す図であ
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る。
【図１３】ＲＦ／ＲＢの第２の構成例の概略を示す図である。
【図１４】図１３に示すＲＦ／ＲＢにおける連想検索動作の具体例を示す図である。
【図１５】同図（ｂ）は、図１３に示すＲＦ／ＲＢ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１６】同図（ｂ）は、図１３に示すＲＦ／ＲＢ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１７】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、
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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
ップを示す図である。
【図１８】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１９】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。
【図２０】命令区間の一例を示す図である。
【図２１】図２０に示す命令区間が実行された場合に、ＲＢに登録される入力アドレスお
よび入力データ、並びに出力アドレスおよび出力データを簡略化して示す図である。
【図２２】ＲＢにおける実際の登録状況を示す図である。
【図２３】図２０に示す命令区間が繰り返し実行された場合における、ＲＢの入力側に登
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録される履歴の例を示す図である。
【図２４】従来の入力予測による予測結果を示す図である。
【符号の説明】
【０２１４】
１Ａ

ＭＳＰ

１Ｂ

ＳＳＰ

２

ＲＦ／ＲＢ（入出力記憶手段）

２Ａ

ＲＢ登録処理部（区別処理手段）

２Ｂ

予測処理部（予測処理手段）

３
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主記憶（主記憶手段）

４Ａ・４Ｂ

ＲＷ

５Ａ・５Ｂ

演算器（第１・第２の演算手段）

６Ａ・６Ｂ

レジスタ

７Ａ・７Ｂ

Ｃａｃｈｅ
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