
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プログラム命令を記憶するためのメモリユニットと、前記プログラム命令を取得するため
に前記メモリユニットに接続されたバスと、前記バスに接続されたプロセッサとによって
構成されるコンピュータシステムであって、前記プロセッサが、
実行結果を命令ウインドウ内の複数の記憶ロケーションのうちの１つに記憶するための複
数の記憶ロケーションを含む一時バッファと、
データ依存性検査手段からデータ依存性結果を受け、第１命令がオペランドについて前記
命令ウインドウ内の前記複数の命令のうちの前回のものに依存するときは、第１命令のオ
ペランドのためのレジスタアドレスの代わりにタグを出力するタグ割当てロジックであっ
て、前記タグが前記複数の にある前記オペランドのアドレ
スを示すタグ割当てロジックと
を含むレジスタ再命名システムを含んでいることを特徴とするコンピュータシステム。
【請求項２】
前記プロセッサが、さらに前記命令ウインドウ内の命令の順序にもとづいて、前記一時バ
ッファの前記複数の記憶ロケーション内の実行結果を順序通りにレジスタファイルへ転送
するための手段を含むことを特徴とする請求項１記載のコンピュータシステム。
【請求項３】
前記転送手段が、前記一時バッファからの実行結果の１グループを前記レジスタファイル
へ同時に転送することを特徴とする請求項２記載のコンピュータシステム。
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【請求項４】
前記転送手段が、すべての先行命令についてのすべての実行結果が退避可能であるとき、
命令の実行結果を前記一時バッファから前記レジスタファイルへ転送することを特徴とす
る請求項３記載のコンピュータシステム。
【請求項５】
前記タグがアドレスを含み、また前記タグ内の前記アドレスが前記レジスタファイルロケ
ーションまたは前記一時バッファロケーション内のアドレスであるかどうかを示す１ビッ
ト識別子を含むことを特徴とする請求項１記載のコンピュータシステム。
【請求項６】
前記プロセッサが、さらに前記実行結果にアクセスするため前記一時バッファのアドレス
・ポートを読取るよう前記タグを送るための手段を含むことを特徴とする請求項１記載の
コンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はスーパースカラー限定命令セット計算機（ＲＩＳＣ）に関するものであり、更に
具体的に言えばスーパースカラーＲ１ＳＣコンピュータ用の、レジスタの名称変更および
命令発行を含む命令スケジュール化に関するものである。以下は同一承継人の出願に係る
係属中の出願である。
「半導体フロアープランおよびレジスタ名称変更回路の方法」、米国出願番号０７／８６
０，７１８号、１９９２年３月３１日、本発明と同時に出願（代理人整理番号ＳＰ０４１
）。
「高速ＲＩＳＣマイクロプロセッサ・アーキテクチャ」、米国出願番号０７／８１７，８
１０号、１９９２年１月８日出願（代理人整理番号ＳＰ０５１）。
「拡張可能ＲＩＳＣマイクロプロセッサ・アーキテクチャ」、米国出願番号０７／８１７
，８０９号、１９９２年１月８日出願（代理人整理番号ＳＰ０２１）。本願に於いて上記
の出願の開示を参照することによって当該米国特許出願の明細書の記載内容が本明細書の
一部分を構成するものとする。
【０００２】
【従来の技術】
本出願で説明する基本的概念の詳細については以下の幾つかの参考文献に記述されている
。
Ｍｉｋｅ　Ｊｏｈｎｓｏｎ著　Ｓｕｐｅｒｓｃａｌａｒ　Ｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒ
　Ｄｅｓｉｇｎ（Ｐｒｅｎｔｉｃｅ－Ｈａｌｌ，Ｉｎｃ．，Ｅｎｇｌｅｗｏｏｄ　Ｃｌｉ
ｆｆｓ，Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ，１９９１）；Ｊｏｈｎ　Ｌ．Ｈｅｎｎｅｓｓｙその他著
、Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ－ＡＱｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　Ａｐｐ
ｒｏａｃｈ（Ｍｏｒｇａｎ　Ｋａｕｆｍａｎｎ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒ，Ｓａｎ　Ｍａｔｅ
ｏ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，１９９０）。
ジョンソンの著書、特に第２、６、および７章に、本発明によって扱われたレジスタ名称
変更問題の優れた解説が記述されている。
【０００３】
スーパースカラーＲＩＳＣプロセッサに於ける大きな課題は如何にして、斯かる命令実行
の本質的な問題である依存性によるデータ・エラーの発生を回避しつつ、複数の命令を平
行処理的に、順不同に実行できるか、という点に関する。データ依存性検査、レジスタ名
称変更、および命令スケジュール化は問題解決の根本的要素である。
〔記憶競合およびレジスタ名称変更〕
真の依存性（「フロー依存性（ｆｌｏｗ　ｄｅｐｅｎｄｅｎｃｉｅｓ）」または「書き込
み・読み出し（ｗｒｉｔｅ－ｒｅａｄ）」依存性とも呼ばれる）は、しばしば反依存性（
「読み出し・書き込み（ｒｅａｄ－ｗｒｉｔｅ）」依存性とも呼ばれる）および出力依存
性（「書き込み・書き込み（ｗｒｉｔｅ－ｗｒｉｔｅ）」依存性とも呼ばれる）と共に命
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令依存性の単一グルーブに分類される。このように分類をする理由は、これらの依存性の
ひとつひとつが、レジスタまたは他の記憶ロケーションの使用によってそれ自体を証明す
るからである。しかしながら、真の依存性を他の二つの依存性と区別することもまた重要
である。真の依存性は、プログラムを通してデータおよび情報が流れるということである
。反および出力依存性が発生するのは、異なった時点に於いて、レジスタまたは他の記憶
ロケーションが異なった計算の為の異なった値を保持するからである。
【０００４】
命令が順序通りに発行され、順序通りに完了される場合、レジスタと値の間には一対一の
対応が存在する。実行のどの過程に於いても、対応するレジスタに格納されている値はレ
ジスタ識別子によって正確に識別される。命令が順不同に発行され、順不同に実行される
場合、レジスタと値の間の対応が崩れ、値同士の間でレジスタをめぐっての競合が発生す
る。レジスタ割り当ての目的が出来るだけ多くの値を出来るだけ少数のレジスタに保存す
ることである時、これは深刻な問題となる。多数の値を少数のレジスタに保存すると、実
行の順序をレジスタ・アロケータが仮定する順序から変更した場合、多数の競合をもたら
す。
【０００５】
反および出力依存性は正確には「記億競合」と呼ばれる。なぜならば、たとえ互いに競合
する命令が独立していても、記憶のロケーション（レジスタを含む）を再使用しようとす
ると命令同士問で干渉が発生するからである。記憶に対する競合は命令の発行の抑制と、
実行速度の低下という弊害を生む。しかし、問題となるリソースの数を増やすことにより
、他のリソース競合と同じように、記憶競合を減少あるいは解消できる。
〔依存性のメカニズム〕
ジヨンソンは次の項目を含む、様々な依存性のメカニズムを詳しく論じている。すなわち
、ソフトウェア、レジスタの名称変更、リオーダー・バッファを用いたレジスタの名称変
更、未来バッファを用いたレジスタ名称の変更、インターロツク、依存性を回避するため
に命令ウィンドウ中でオペランドをコピーすること、および部分的名称変更、等である。
【０００６】
従来のハードウェア・インプリメンテーションは命令間の依存性はソフトウェアが管理す
るようになつている。命令が真の依存性または記憶競合から完全に抜け出すまでハードウ
ェアが命令を扱うことのないように、コンパイラや他のコードジェネレータは命令の順序
を変更できる。しかし、不幸にしてこの手法では幾つかの問題が生じる。ソフトウェアは
プロセッサによる操作の遅延時間を考慮に入れることができず、したがって依存性を防止
するためにどのように命令の順序を変えていいかということを常には判断できない。命令
が依存性のない状態になるまでハードウェアがその命令を扱わないように、如何にしてソ
フトウェアがハードウェアをして制御できるか、ということも問題点のひとつである。操
作遅延時間が短いスカラー・プロセッサの場合、ソフトウェアはオーバーヘッドを極端に
増大することなく、コードに“ｎｏーｏｐｓ”を挿入してデータ依存性の要求を満たすこ
とができる。プロセッサが１サイクルあたり幾つかの命令を取り出そうとする場合、ある
いはいくつかのオペレーションを完了するのに何サイクルかがかかる場合、プロセッサが
依存性命令を扱わないようにするために挿入しなければならない“ｎｏーｏｐｓ”の数は
急速に増える。その結果、コード・サイズが容認し難い程増大する。命令間の依存性をエ
ンコードするためｎｏーｏｐｓは命令キャッシュという貴重なリソースを使う。
【０００７】
順不同の命令発行をプロセッサが許容する場合、どんなメカニズムのソフトウェアを、依
存性を実施するのに使用すべきかは全く明らかでない。ソフトウェアはプロセッサの挙動
を制御しないので、ソフトウェアが如何にしてプロセッサに依存性命令を解読させないよ
うにするかということは困難である。二番目の問題は、スーパースカラー・プロセッサに
於ける依存性を実施するスカラー・プロセッサ用の既存のバイナリ・コードは存在しない
ことである。なぜならば、実行モードはスーパースカラー・プロセッサにおいては非常に
異なったものであるからである。依存性の管理をソフトウェアに委ねるには、スーパース
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カラー・プロセッサ用にコードを再生成する必要がある。そして、コードの依存性はハー
ドウェアの遅延時間によって直接決定されるので、各スーパースカラー・プロセッサの各
バージヨンの最良のコードはそのバージョンのインプリメンテーションに依存する。
【０００８】
一方、ハードウェアの依存性対処手法は本質的に複雑であるという理由で望ましくない場
合もある。典型的なＲＩＳＣ命令がそうであるように、各命令に２個の入力オペランドと
１個の出力値があると仮定すると、どの２個の命令の間にも５つの依存性が存在する。す
なわち、２つの真の依存性、２つの反依存性、および１つの出力依存性である。更に、ウ
ィンドウ中の命令のグループのような、一つの命令グループの間の依存性の数は、そのグ
ループ中の命令の数の自乗に比例する。なぜなら、各命令は他の命令の一つ一つに対して
考慮されなければならないからである。
【０００９】
プロセッサが１つのサイクル内で解読し、発行し、実行しようとする命令の数によって、
複雑さは更に増大する。これらのアクションによって依存性が導入される。複雑さを減少
させる唯一の助けは、依存性ハードウェァのスコープと複雑さの減少を助けるために、依
存性を幾つものサイクルにわたって増分変化量的に決定できるということである。
【００１０】
記憶競合を除外するひとつの手法は、レジスタと値との対応性を再設立するための、レジ
スタを追加導入することである。これらの追加されたレジスタは従来通り、ハードウェア
によって動的に割り当てられ、そしてそれらのレジスタは「レジスタ名称変更（ｒｅｇｉ
ｓｔｅｒ　ｒｅｎａｍｉｎｇ）」を使用するプログラムに必要な値に対応させられる。レ
ジスタ名称変更を実現するために、通常プロセッサは生成される新しい値一つ一つに対し
て（すなわち、レジスタに書き込む命令一つ一つに対して）新しいレジスタを割り当てる
。元のレジスタを識別する命令は、そのレジスタの値を読む目的で、新規に割り当てられ
たレジスタの値を代わりに取得する。従って、ハードウェアは命令中の元のレジスタ識別
子を名称変更して、新しいレジスタおよび正しい値と識別する。レジスタ割り当てに関し
てはレジスタ参照のロケーシヨンに依って、幾つもの異なった命令中の同一のレジスタ識
別子は、異なったハードウェア・レジスタにアクセスすることがある。
【００１１】
以下のコード・シーケンスを考える。式中、“ｏｐ”はオペレーションを意味し、“Ｒｎ
”は番号の付いているレジスタを表わし、“：＝”は割り当てを表わす。
【００１２】
Ｒ３ｂ：＝Ｒ３ａｏｐＲ５ａ　　　（１）
Ｒ４ｂ：＝Ｒ３ｂ＋１　　　　　　（２）
Ｒ３ｃ：＝Ｒ５ａ＋１　　　　　　（３）
Ｒ７ｂ：＝Ｒ３ｃｏｐＲ４ｂ　　（４）
レジスタヘの各割り当てによって、そのレジスタの新しい「インスタンス（ｉｎｓｔａｎ
ｃｅ）」、英字の添え字で表記さているもの、が生成される。第３命令でＲ３用の新しい
インスタンスが生成されることによって、第２および第１命令の反および出力依存性がそ
れぞれ回避されるが、第４命令に正しくオペランドを供給することについては何も影響を
与えない。第３命令におけるＲ３への割り当ては第１命令に於けるＲ３への割り当てに優
先するものである。従って、次の命令で見られるＲ３Ｃが新しいＲ３となり、その状態は
別の命令が値をＲ３に割り当てるまで続く。
【００１３】
名称変更を行なうハードウェアは新しいレジスタ・インスタンスを生成し、そのインスタ
ンスの値が他のものによって変更されて、その値への参照が存在しなくなった時点でその
インスタンスを破壊する。これによって、反および出力依存性が解消され、さらに多くの
命令パラレリズムが可能となる。レジスタは再利用されるが、再利用はパラレル実行要件
と一致している。これは特に順不同の命令発行に役立つものである。なぜならば、記憶競
合は正しい結果を生成するのに必ずしも必要ではない命令発行抑制をもたらすからである
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。例えば、前記の命令シーケンスに於いては、名称変更によって第３命令は直ちに発行さ
れるが、名称変更がない場合、第３命令は第１命令が完了し第２命令が発行されるまでこ
の命令を遅らせなければならないのである。
【００１４】
依存性を軽減するもう一つの手法は単一のビット（スコアーボード・ビット（ｓｃｏｒｅ
ｂｏａｒｄｂｉｔ）と呼ばれる）を各レジスタと対応させることである。スコアーボード
・ビットはレジスタに処理待ちの更新が存在することを示すために使用される。レジスタ
に書き込む命令が解読されると、プロセッサは対応するスコアーボード・ビットを設定す
る。書き込みが実際に実行されるとスコアーボード・ビットは再設定される。処理待ちの
更新が存在するか否かを示すスコアーボード・ビットは一つだけしか存在しないので、各
レジスタには斯かる更新は一つしかあり得ない。解読された命令が、処理待ちの更新（設
定されているスコアーボード・ビットによって示される）を既に持つレジスタを更新する
ような場合、スコアーボードは命令の解読を遅らせる。こうして、どの時点に於いてもレ
ジスタ当たり一つの処理待ちの更新を受け付けることによって出力依存性が防止される。
【００１５】
一方、レジスタの名称変更は複数のビットを持つタグを使用して様々な未計算の値を識別
する。この場合、これらの値のうち幾つかは同一のプロセッサ・レジスタ（すなわち、同
一の、プログラムから見えるレジスタ）に振り向けられていることも可能である。従来の
名称変更では、ハードウェアは、現在どのような値とも対応していない使用可能なタグの
プールからタグを割り当てることが求められ、また、ハードウェアは値の計算が完了する
とタグを解放してそのプールに戻す必要がある。更に、スコアーボード化では各レジスタ
は一つの処理待ち更新しか受け入れることができないので、プロセッサはどの更新が最新
のものであるかということを考慮しない。
【００１６】
依存性を軽減する更なる手法は、アソシアティブ・ルックアップを使用する「リオーダー
・バッファ（ｒｅｏｒｄｅｒ　ｂｕｆｆｅｒ）」を用いてレジスタの名称変更手法を使用
することである。アソシアティブ・ルックアップはリオーダー・バッファ項目が割り当て
られると直ちにレジスタの識別子をそのリオーダー・バッファ項目に写像する。更に、出
力依存性を防止するために、ルックアップは優先順位で行われ、その結果、レジスタが２
回以上割り当てられた場合、最新の割り当て値だけが得られる。この結果が利用可能でな
い場合は、タグが得られる。一つのレジスタに対し、リオーダー・バッファ項目の数と同
じ数のインスタンスがあつても構わない。従つて、命令間で記憶競合が発生することはな
い。異なったインスタンスの各値はリオーダー・バッファからレジスタ・ファイルに順次
書き込まれる。最後のインスタンスの値がレジスタ・ファイルに書き込まれると、リオー
ダー・バッファはもはやレジスタに写像しない。その場合、レジスタ・ファイルにはこの
レジスタのインスタンスのみが含まれ、これが最も新しいインスタンスとなる。
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、リオーダー・バッファを用いた名称変更は、レジスタ識別子を値に写像するため
に、リオーダー・バッファ中のアソシアティブ・ルックアップを必要とする。リオーダー
・バッファでは、アソシアティブ・ルックアップは優先順位付けられていて、リオーダー
・バッファは常に最新値を対象となるレジスタ（あるいはタグ）に供給するようになって
いる。リオーダー・バッファもまた、種々の値をレジスタ・ファイルに順次書き込むので
、値がリオーダー・バッファ中に存在しない場合でも、レジスタ・ファイルには最新値が
必ず格納されている。
【００１８】
依存性軽減の更なる手法では、「未来ファイル（ｆｕｔｕｒｅｆｉ１ｅ）」を使用するこ
とによってアソシアティブ・ルックアップを削減できる。未来ファイルは前のパラグラフ
で述べたリオーダー・バッファの特性は持たないファイルである。未来ファイル書き込み
用に与えられた値は対応するレジスタに振り向けられた最新の値ではないこともあり、そ

10

20

30

40

50

(5) JP 3571265 B2 2004.9.29



れが実際に最新の値でなければ値は最新のもとのして扱われない。従って、未来ファイル
は最新の更新を記憶していて、実際に書き込みを行なう前に、各書き込みが最新の更新に
対応することを検査するものである。
【００１９】
命令が解読されると、それはオペランド値と一緒に未来ファイル中のタグにアクセスする
。レジスタに一つ以上の処理待ちの更新がある場合、タグは解読された命令が必要とする
更新値を識別する。ひとつの命令が一旦解読されると、他の命令は反依存性に制約される
ことなくこの命令のソース・オペランドに上書きすることができる。なぜならば、このオ
ペランドは命令ウィンドウにコピーされるからである。結果が最新の値のタグを持たない
場合、その結果が未来ファイルに書き込まれることを防止することによって出力依存性は
処理される。反および出力依存性は両方共、命令の発行を遅延させることなく処理される
。
【００２０】
名称変更で依存性が解消されない場合、依存性を管理するために「インターロツク（ｉｎ
ｔｅｒｌｏｃｋｓ）」を使用しなければならない。インターロックは単に、命令が依存性
から解放されるまでその命令の実行を遅延させるものである。命令の実行を抑制するには
２つの方法がある。すなわち、命令の解読の抑制と、命令の発行の抑制である。
【００２１】
スコアーボード化以上にパーフォーマンスを改善するために、インターロックは「ディス
パツチ・スタツク（ｄｉｓｐａｔｃｈ　ｓｔａｃｋ）」を使用してデコーダから命令ウィ
ンドウに移される。ディスパッチ・スタックとは命令ウィンドウの一種で、ウィンドウ中
の各命令を依存性カウントと共に増加させるものである。ウィンドウ中の各命令ごとのソ
ース・レジスタに対応する依存性カウントが存在する。このカウントはソース・レジスタ
の処理待ちの先行更新の数を示すもので、従って、全ての真の依存性が解消される前に終
了しなければならない更新の数を示すものである。ウィンドウ中の各命令の行き先レジス
タに対応する２個の同じ様な依存性カウントが存在する。これらのカウントで処理待ちの
レジスタの使用の数（すなわち反依存性の数）および処理待ちのレジスタの更新の数（す
なわち出力依存性の数）が示される。
【００２２】
一つの命令が解読され、ディスパッチ・スタックにロードされると、依存性カウントはそ
の命令のレジスタ識別子と、当ディスパッチ・スタックに既に存在する全ての命令のレジ
スタ識別子とを比較することによって設定される。命令が完了すると、まだウィンドウ中
に存在する命令の依存性カウントは、実行される命令のソースおよび行き先レジスタ識別
子に基づいて減少する（カウントは完了された命令の数に応じて可変の数で減少する）。
命令はその全てのカウントがゼロの場合、独立した命令となる。カウントを使用すること
によって、ディスパッチ・スタツク中の全ての命令を各サイクルの他の全ての命令と比較
する必要がなくなる。
【００２３】
反依存性は命令の解読中にオペランドを命令ウィンドウ（例えば予約ステーシヨン）にコ
ピーすることによって防止できる。こうすることによって、オペランドが以降のレジスタ
の更新の段階で上書きされることがなくなる。レジスタの名称変更とは別に、反依存性を
解消させるためにどんな手法でもオペランドはコピーできる。オペランドをコピーする代
わりに、反依存性をインターロックすることもできるが、これらのインターロックのため
に必要なコンパレータおよび／またはカウンタは、比較するソースおよび結果レジスタの
組み合わせの数を考慮すると高額である。
【００２４】
オペランドそのものの代わりにタグをオペランドとして供給できる。このタグはハードウ
ェアにとっては単に、命令がどの値を必要とするかを識別するための手段である。従って
、オペランド値が生成されると、それは命令とマッチさせることができる。レジスタ当た
り１個の処理待ちの更新だけしかあり得ない場合、レジスタ識別子がタグとして使用でき
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る（スコアーボード化の場合のように）。レジスタ当たり複数の処理待ちの更新があり得
る場合（名称変更の場合のように）、結果タグを割り当てて、そして一意性を保証するた
めのメカニズムが必要である。
【００２５】
スコアーボード・インターロツキングの代わりとなる手法は、レジスタの複数の処理待ち
更新を、出力依存性のためにデコーダを遅延させないようにし、且つデコードの過程に於
いてオペランド（あるいはタグ）をコピーすることによって反依存性を処理することであ
る。ウィンドウ中の命令は出力依存性から解放されない限り発行されないので、各レジス
タの更新は順序通りの実行で行われるのと同じ順序で実行される。但し、異なるレジスタ
の更新は例外で、お互いに順不同である。この手法はレジスタ名称変更と殆ど同じ機能を
持つものであるが、同一のレジスタの更新が順不同に発生するように命令を発行する能力
だけは持たない。
【００２６】
リオーダ・バツファーを用いる以外に、名称変更にとって代わる良い方法はないように見
える。依存性に関する議論の根底を成すものは、プロセッサは順不同の発行を行い、間違
って予報された分岐から回復するためのリオーダー・バッファを既に持つている、という
前提である。順不同の発行により、依存性を待つためにデコーダを遅延させることが許容
できないこととなる。プロセッサに命令ウィンドウがある場合、デコーダをインターロッ
クしてプロセッサのルックアヘッド機能を制限することは矛盾しているのである。従って
、二つの選択肢しかない。すなわち、ウィンドウ中で反および出力依存性インタロックを
実現させるか、あるいはこれらの依存性を名称変更によって完全に除去することである。
【００２７】
【課題を解決するための手段】
本発明はスパースカラーＲＩＳＣコンピュータ用の、レジスタ名称変更および命令発行を
含む、命令スケジューングに関するものである。スケジューリング論理の一部であるレジ
スタ名称変更回路（ＲＲＣ）によって、コンピュータの命令実行ユニツト（ＩＥＵ）は依
存性を防止しつつ複数の命令を同時に実行することが可能になる。従来のレジスタ名称変
更と比較して、本発明ではレジスタ・アドレスは実際には名称変更されない。本発明のＲ
ＲＣは一時的に命令の結果をバッファに入れ、順不同の命令の実行の結果は全ての先行す
る命令の実行が終わるまでレジスタ・フアイルに転送されない。ＲＲＣはまた一時的にバ
ッファに入れられたオペランド（結果）を依存命令に供給するために結果の前向き送りを
行なう。ＲＲＣには３個のサブセクシヨンが含まれている。すなわち、データ依存性チェ
ッカー（ＤＤＣ）、タグ割り当て論理（ＴＡＬ）、およびレジスタファイル・ポートＭＵ
Ｘ（ＲＰＭ）である。
【００２８】
ＤＤＣの役割は命令のグループ中の命令間の依存性を検出することである。ＤＤＣは各命
令のソース・レジスタのアドレスと、グループ中の以前の各命令の行き先レジスタのアド
レスを比較することによって命令間の依存性を検出する。例えば、命令Ａが命令Ｂによつ
て書き込まれたレジスタからの値を読み出す場合、命令Ａは命令Ｂに依存し、命令Ａは命
令Ｂが完了するまで開始できない。ＤＤＣの出力はこれらの依存性を示す。
【００２９】
ＤＤＣの出力はＴＡＬに送られる。一つの命令が先行する複数の命令に依存することが起
こり得るので、ＴＡＬはこれらの先行する命令のうちどれが最後に実行されるものである
かを決定する必要がある。本発明では、各命令を自動的に、所定の一時的バッファ位置に
写像する。従って、本発明は従来のリオーダー・バッファで使用されるような優先順位化
されたアソシアティブ・ルックアップを必要とせず、従ってチップの面積／コスト、およ
び実行速度を節約する。
【００３０】
同時に実行される複数の命令の順不同の結果は、命令によって指定されたファイル・レジ
スタではなく、一連の一時的バッファに格納される。例えば、ＤＤＣが、命令６のソース
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が命令２、３、および５によって書き込まれるレジスタ、〔ＩＮＣＯＭＰＬＥＴＥＳＥＮ
ＴＥＮＣＥ〕であると決定した場合、ＴＡＬは命令６に代わって命令５の「タグ（ｔａｇ
）」を出力することによって、命令６は命令５が完了するまで待たなければならないこと
を表示する。命令５のタグは命令５の結果が格納されている一時的バツフア位置を示す。
このタグはまた、命令５が済んだかどうかを示す１ビットの信号（「済みフラグ（ｄｏｎ
ｅｆｌａｇ）」と呼ばれる）を含む。各命令は３個のソース・レジスタを持つことができ
るので、ＴＡＬは各命令ごとに３個のタグを出力する。命令が先行するどの命令にも依存
しない場合、ＴＡＬは一時的バッファのアドレスではなく、その命令の入力のレジスタ・
ファイル・アドレスを出力する。
【００３１】
ＲＲＣの最後の要素はＲＰＭ、すなわちレジスタファイル・ポートＭＵＸｅｓである。Ｒ
ＰＭの入力はＴＡＬの出力であり、ＲＰＭの選択ラインは命令スケジューラ（または、イ
シュア）と呼ばれるＩＥＵのもう一つの要素から来る。命令スケジューラはどの命令を実
行するか（この決定は済みフラグにも基づくものである）を選択し、次にＲＰＭを使用し
てその命令のタグを選択する。これらのタグはコンピュータのレジスタ・ファイルの読み
出しアドレス・ポートに送られる。前述の例では、命令５が完了した後、命令スケジュー
ラは命令６を開始し、命令５の結果（タグ）のアドレスがレジスタ・ファイルに送られる
ようにＲＰＭを選択する。そして、レジスタ・ファイルは命令５の結果を命令６で使用で
きるようにする。
【００３２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。
【００３３】
本発明の上記および他の特徴と利点は、添付図の中で説明されるように、以下の推奨実施
例の更に具体的な説明で明らかになるであろう。
【００３４】
図１に本発明の命令実行ユニット（ＩＥＵ）１００の代表的ハイレベルブロック図を示す
。ＩＥＵ１００の目的は最短時間で最大数の命令を実行することである。これを遂行する
には二つの基本的な方法がある。すなわち、各命令が出来るだけ短時間で実行できるよう
にＩＥＵ１００を最適化するか、複数の命令を同時に実行できるようにＩＥＵ１００を最
適化することである。
【００３５】
命令は「バケット」と呼ばれる４つのグループ中のＦＩＦＯ（先入れ先出し方式レジスタ
・スタツク記憶装置）命令１０１を通して、命令取り出しユニット（ＩＦＵ、図示せず）
からＩＥＵ１００に送られる。ＩＥＵ１００は最大２個の命令バケットを同時に解読し、
スケジユールできる。ＦＩＦＯ１０１はＯ－３とラベルされた４個のバケットに全部で１
６個の命令が格納できる。ＩＥＵ１００は命令ウィンドウ１０２を調べる。本発明の一実
施例では、ウィンドウ１０２は８個の命令（バケット０および１）で構成されている。各
サイクルで、ＩＥＵ１００はウィンドウ１０２から最大数の命令を発行しようとする。ウ
ィンドウ１０２は命令バッファ・レジスタとして機能する。一旦、バケット中の命令が実
行され、その結果がプロセッサのレジスタ・ファイル（ブロック１１７を参照）に格納さ
れると、バケットは底部１０４から掃き出され、新しいバケットが上部１０６から落とさ
れる。
【００３６】
命令を並列あるいは順不同に実行するためには、各命令が必要とする時に、必要なデータ
が使用可能であるように、また、各命令の実行の結果が、将来の命令においてそれが必要
になった時に使用可能であるように配慮する必要がある。
【００３７】
レジスタ名称変更回路（ＲＲＣ）はコンピュータのＩＥＵのスケジュール論理の一部であ
るが、ＲＲＣはカレント命令間の依存性を検出し、命令のソース（入力）を名称変更する
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ことによってこの機能を行なうものである。
【００３８】
前述のように三種類の依存性が存在する。すなわち、入力依存性、出力依存性、反依存性
、である。入力依存性は、例えばＡと呼ばれる命令が、仮にＢと呼ばれる先行の命令の結
果に基づいてオペレーションを実行する場合に発生する。出力依存性は、ＡとＢの出力が
同じ場所に格納されるような場合に発生する。反依存性は、命令のストリ一ムに於いて命
令Ａが命令Ｂの前に現れ、Ｂの結果がＡの入力の一つと同じ場所に格納されなければなら
ない場合に発生する。
【００３９】
入力依存性の扱い方は、必要な入力が使用可能になるまで命令を実行しないことである。
ＲＲＣ１１２は、カレント命令間の入力依存性を検出するために、そして特定の命令のた
めの全ての入力が使用可能になると命令スケジューラまたはイシュア１１８に合図するた
めに、使用される。これらの依存性を検出するために、ＲＲＣ１１２はデータ依存性回路
（ＤＤＣ）１０８を使用して、各命令の入力のレジスタ・ファイル・アドレスと各先行命
令の出力のアドレスとを比較する。先行する命令の出力が格納されるべきレジスタから一
つの命令の入力が得られる場合、後者の命令は前者の命令の実行が終わるまで待たねばな
らない。
【００４０】
ＲＲＣ１１２のこのインプリメンテーションでは、８個の命令を同時に検査できるので、
カレント命令はウィンドウ１０２からこれらの８個の命令のうちの一つとして定義される
。当業者にとって、本発明はこれよりも多くの命令、あるいはこれよりも少ない命令を検
査できるように容易に変更できるということは明らかであろう。
【００４１】
本発明の一実施例では、命令は０から３の入力および０または１の出力を持ち得る。多く
の命令の入力および出力は、幾つかのレジスタ・ファイルのうち一つから取得されるか格
納されている。各レジスタ・ファイルｌｌ７（例えば別個の、整数、浮動、およびブール
レジスタ・ファイル）は３２個の実エントリに加え、８個の一時バツファ１１６のグルー
プを持つことができる。ある命令が完了すると（「完了（ｃｏｍｐｌｅｔｅ）」とは、オ
ペレーションが完了し、オペランドはその行き先レジスタに書き込まれる用意があること
を意味する）、その結果は一時バッファ１１６の予め指定されたロケーションに格納され
る。全ての先行する命令の結果がレジスタ・ファイル中の定められた場所に移された後、
この完了した命令の結果はレジスタ・ファイル１１７の適切な場所に移される。このよう
な、一時バッファ１１６からレジスタ・ファイル１１７への結果の移動は「退避（ｒｅｔ
ｉｒｅｍｅｎｔ）」と呼ばれ、終了論理で制御されるもので、当業者にとっては明らかな
ものであろう。複数の命令が同時に退避可能である。退避とは、コンピュータのプログラ
ム・カウンタを含む、マシンの「正式な状態（ｏｆｆｉｃｉａｌｓｔａｔｅ）」を更新す
ることであり、これもまた当業者にとっては明らかなものであろう。例えば、命令Ｉ０が
命令Ｉ１の直前に完了すると、両方の命令の結果をレジスタ・ファイル１１７に直接格納
することができる。しかし、その後命令Ｉ３が完了すると、その結果は命令Ｉ２が完了す
るまで一時バッファ１１６に格納されなければならない。ＩＥＵ１００に各命令の結果を
一時バッファ１１６の予め指定された場所に格納させることによって、ＩＥＵ１００はプ
ログラムでの順序とは異なった順序で命令を実行でき、しかも出力依存性および反依存性
によって生じる問題も回避できる。
【００４２】
ＲＲＣ１１２はビットマツプをバス１２０を経て命令スケジューラ１１８に送り、ウィン
ドウ１０２中のどの命令が発行の用意ができているかを表示する。命令解読論理（図示せ
ず）はイシュア１１８にバス１２３を経て各命令のリソースの要件を通知する。ＩＥＵ１
００中の各リソースごとに（すなわち、各機能ユニットは一つの加算器、乗算器、シフト
器、等である）イシュアｌｌ８はこの情報を走査し、バス１２１を経て発行信号を送るこ
とにより、発行するための最初の命令および以降の命令を選択する。発行命令はＲＲＣ１
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１２内の一組のレジスタファイル・ポートＭＵＸｅｓ（ＲＰＭｓ）１２４を選択する。こ
れらの入力は各命令の入力のアドレスである。
【００４３】
これらの結果はレジスタ・ファイルｌｌ７に送られる前に数サイクル分一時バッファ１１
６に保存されるので、これらがレジスタ・ファイルｌｌ７に送られる前に一時バッファ１
１６から取得するメカニズムが設定されている。このようにして、その情報は他の命令の
オペランドとして使用可能となる。このメカニズムは「結果の前送り（ｒｅｓｕｒｔ　ｆ
ｏｒｗａｒｄｉｎｇ）」と呼ばれ、これなしにはイシュア１１８は順不同での命令の発行
ができない。この結果の前送りはレジスタ・ファイル１１７に於いて行われ、ＲＲＣ１１
２によって制御されるものである。結果の前送りの実行に必要な制御信号、そして斯かる
制御信号の生成に使用されるランダム論理は、当業者にとっては明らかであろう。
【００４４】
与えられた命令がカレント命令のうちどの命令にも依存しない場合、この命令の入力は既
にレジスタ・ファイル１１７に存在するので、結果の前送りは不要となる。イシュア１１
８がその命令の実行を決定すると、ＲＲＣ１１２はレジスタ・ファイルｌ１７にそのデー
タを出力するよう指示する。
【００４５】
ＲＲＣ１１２は次の三つの部分が含まれる。すなわち、データ依存性チェッカー（ＤＤＣ
）１０８、タグ割り当て論理（ＴＡＬ）１２２、およびレジスタファイル・ポートＭＵＸ
ｅｓ（ＲＰＭ）１２４である。ＤＤＣ１０８はカレント命令間の何処に入力依存性が存在
するかを決定する。ＴＡＬ１２２はイシュア１１８のために依存性を監視し、結果の前送
りを制御する。ＲＰＭ１２４はイシュア１１８によって制御され・ＴＡＬ１２２の出力を
適切なレジスタ・ファイル・アドレス・ポート１１９に差し向ける。各命令はバス１１０
を経てＤＤＣ１０８に送られる。全てのソース・レジスタは、ウィンドウ１０２の命令ご
とに、全ての以前の行き先レジスタと比較される。
【００４６】
各命令の行き先は１つだけであり、これは一実施例ではダブルレジスタとなる。ひとつの
命令は先行する命令だけに依存し、最大３個のソース・レジスタを持つことができる。依
存性の存在を検出するために、相互に検査される必要がある様々なレジスタ・ファイルの
ソースおよび行き先アドレスがある。上記の如く、下部の２個のバケットに対応する下部
の８個の命令はＤＤＣ１０８によって検査される。全てのソースレジスタ・アドレスは全
ての先行の行き先レジスタ・アドレスと比較されて、ウィンドウ１０２中の命令が存在す
るかどうかが調べられる。
【００４７】
例えば、一つのプログラムに下記の命令シーケンスがあるとする。
【００４８】
ａｄｄ　Ｒ０，Ｒ１，Ｒ２（０）
ａｄｄ　Ｒ０，Ｒ２，Ｒ３（１）
ａｄｄ　Ｒ４，Ｒ５，Ｒ２（２）
ａｄｄ　Ｒ２，Ｒ３，Ｒ４（３）
各命令０－３の最初の２個のレジスタはソース・レジスタであり、各命令の最後のレジス
タは行き先レジスタである。例えばＲ０とＲ１は命令０のソース・レジスタであり、Ｒ２
は行き先レジスタである。命令０はレジスタ０および１の内容を加算し、結果をＲ２に格
納する。この例の命令１－３で、全ての依存性を評価するために必要な比較は次の通りで
ある。
【００４９】
ＩｌＳ１、Ｉ１Ｓ２　対　Ｉ０Ｄ
Ｉ２Ｓ１，Ｉ２Ｓ２　対　Ｉ１Ｄ，Ｉ０Ｄ
Ｉ３Ｓ１，Ｉ３Ｓ２　対　Ｉ２Ｄ，Ｉ１Ｄ，Ｉ０Ｄ
上記を説明すれば次の通りである。ＩＸＲＳ１は命令Ｘの第１ソース（入力）のアドレス
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であり、ＩＸＲＳ２は命令Ｘの第２ソース（入力）のアドレスであり、ＩＸＤは命令Ｘの
行き先（出力）のアドレスである。
【００５０】
更に、プロセツサには一時バッファがあり、そこに命令０の結果に干渉することなしに命
令２の結果が格納できるので、ＲＲＣｌ１２は、命令２は命令０に依存して出力されるこ
とを無視できる。前述の、命令０と１の結果がレジスタ・ファイル１１７に移されるまで
、命令２の結果は一時バッファ１１６からレジスタファイルｌ１７に移されないのである
。
【００５１】
ＲＲＣｌ１２によつて検査される命令の数は容易にスケール可能である。４個の命令でな
く、８個の命令を同時に検査するためには、下記の更なる比較を行わなければならない。
　
　
　
　
　
　
　
　
依存性の検査を行なうために、ＲＲＣ１１２が扱わねばならない特殊なケースが幾つかあ
る。第一に、ある命令では同じレジスタを入力と出力の両方に使用する。従つて、ＲＲＣ
１１２はこのソース／行き先レジスタ・アドレスを全ての先行する命令の行き先レジスタ
・アドレスと比較する必要がある。従って、命令７のためには下記の比較が必要である。
【００５２】
　
　
　
更に、別の特殊なケースは、６４ビットの出力（長語オペレーション）を生成する命令が
プログラムに含まれている場合である。これらの命令は、結果を格納するための２個のレ
ジスタが必要である。本実施例ではこれらのレジスタは順次レジスタでなけれぱならない
。従って、ＲＲＣｌｌ２が命令４の依存性を検査していて、命令１が長語オペレーション
である場合、ＲＲＣｌｌ２は下記の比較を行なわなければならない。
Ｉ４Ｓ１，Ｉ４Ｓ２　対　Ｉ３Ｄ，Ｉ２Ｄ，Ｉ１Ｄ，Ｉ１Ｄ＋１，Ｉ０Ｄ
場合によっては、命令は行き先レジスタを持たない。従って、ＲＲＣ１１２は行き先レジ
スタなしの命令と如何なる将来の命令との間のどんな依存性をも一切無視しなければなら
ない。更に、命令は１個の有効なソース・レジスタだけを持つとは限らないので、ＲＲＣ
１ｌ２は未使用のソース・レジスタ（通常はＳ２）と全ての先行する命令との間のどんな
依存性をも一切無視しなければならない。
【００５３】
ＲＲＣ１１２はまた複数のレジスタ・ファイルを扱うことができ、複数のレジスタ・ファ
イルが使用される場合、一つの命令のソース・レジスタが他の命令の行き先レジスタと同
じアドレスを持ち、同じレジスタ・ファイルに存在する場合のみ依存性が発生する。ＲＲ
Ｃｌｌ２は特定のアドレスがどのレジスタ・ファイルからのものであるかという情報をそ
のアドレスの一部として扱う。例えば、４個のＲＲＣ１１２は５ビット・レジスタ・ファ
イルを使用するインプリメンテーションに於いて、ＲＲＣ１１２は５ビットの比較のかわ
りに７ビットの比較を行なう（５ビットはアドレスで、２ビットはレジスタ・ファイル用
である）。
【００５４】
どの命令が長語オペレーションであるか、あるいはどの命令に不正なソースまたは行き先
レジスタが含まれているかを示す信号は命令解読論理（ＩＤＬ、図示せず）からＲＲＣ１

10

20

30

40

50

(11) JP 3571265 B2 2004.9.29



１２に送られる。またＩＤＬはどのレジスタ・ファイルから各命令のソースと行き先を取
得するか、またどのレジスタ・ファイルにそれらを送るかをＲＲＣｌ１２に通知する。
【００５５】
図２はＤＤＣ１０８のブロック図である。ウィンドウ１０２の８個の命令すべてのための
ソース・アドレス信号はＩＦＩＦＯ１０１から来着する。更なる入力には、８個の命令す
べてのための長語ロード・オペレーション・フラグ・レジスタ・ファイル解読信号、不正
行き先レジスタ・フラグ、行き先アドレス信号、アドレッシング・モードフラグ、等が含
まれている。
【００５６】
ＤＤＣ２０８は２８個の依存性ブロック２０４で構成されている。各ブロック２０４はＫ
ＥＹ２０６で記述されている。各ブロック２０４はＩＸＳ１，ＩＸＳ２，およびＩＸＳ／
Ｄ、の３個の入力を受け取る。ＩＸＳ１は命令Ｘの第一ソース（入力）のアドレスであり
、ＩＸＳ／Ｄは命令Ｘの第二ソース（入力）のアドレスであり、ＩＸＳ／Ｄは命令Ｘのソ
ース／行き先（入力）のアドレスである。各ブロック２０４はまた入力ＩＹＳ／Ｄを受け
取るが、これはある先行命令Ｙの行き先レジスタ・アドレスである。例えば、最上行２０
８はＩ０Ｓ／Ｄを受け取るが、これは命令０の行き先レジスタ・アドレスである。各ブロ
ック２０４はデータ依存性の結果を対応するバスライン１１４の一つに出力する。例えば
、Ｉ２Ｓ／Ｄのアドレスは命令７、６、５、４および３のオペランドアドレスＳ１，Ｓ２
、およびＳ／Ｄと比較されなくてはならない。
【００５７】
各ブロック２０４は三つの比較を行なう。これらの比較を理解するために図８に示される
汎用的ブロック７００を考察してみる。このブロックは命令Ｙのソース／行き先オペラン
ドと命令Ｘの各オペランドとを比較する。この例に於いて、下記の三つの比較が行なわれ
なくてはならない。
【００５８】
ＩＸＳ１＝ＩＹＳ／Ｄ
ＩＸＳ２＝ＩＹＳ／Ｄ
ＩＸＳ／Ｄ＝ＩＹＳ／Ｄ
これらの比較は３個のコンパレータブロック７０２、７０４、および７０６でそれぞれ表
わされる。コンパレータブロック７０２、７０４および７０６への１組の入力はＩＹＳ／
Ｄフィールドのビットであって、このフィールドは番号７０８で表わされる。コンパレー
タブロック７０２はその入力の第二セットとしてＩＸＳ１のビットを持つ。同じく、コン
パレータブロック７０４はその入力の第二セットとしてＩＸＳ１のビットを持つ。また、
コンパレータブロック７０６はその入力の第二セットとしてＩＸＳ／Ｄのビットを持つ。
【００５９】
推奨実施例では、ブロック７０２，７０４、および７０６で実行される比較はランダム論
理で実行できる。コンパレータブロック７０６のランダム論理の一例を図９に示す。命令
Ｙのソース／行き先ビット［６：０］を参照番号８０２で右側からの入力として示す。同
じく、命令Ｘのソース／行き先ビット［６：０］を参照番号８０４で上側からの入力とし
て示す。最上位ビット（ＭＳＢ）はビット６であり、最下位ビット（ＬＳＢ）はビット０
である。これら２個のオペランドからの、対応するビットは７個の排他的ＮＯＲゲート（
ＸＮＯＲ）８０６に送られる。ＸＮＯＲ８０６の出力は次に７個の入力ＡＮＤゲート８０
８によってＡＮＤをとられる。対応するビットが同一であるならば、ＸＮＯＲ８０６の出
力のすべてはロジック・ハイである。全てのビットが同一であるならば、７個のＸＮＯＲ
８０６の出力のすべてはロジック・ハイであり、ＡＮＤゲート８０８の出力はロジツク・
ハイである。これは、ＩＸＳ／ＤとＩＹＳ／Ｄとの間に依存性が存在することを示す。
【００６０】
コンパレータブロック７０２および７０４のランダム論理は図９に示したものと同じであ
る。本発明ではデータ依存性検査を行なうために幾多の他のランダム論理回路が可能であ
り、これはこの実施例の精神から逸脱することなく、当業者にとって明らかであろう。
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【００６１】
また、当業者にとって更に明らかになるであろうが、種々のインプリメンテーシヨン固有
のケースの発生が可能であるが、そのためにはデータ依存性検査を行なう更なるランダム
論理が必要となる。代表的な特殊なデータ依存性検査のケースは長語の処理である。
【００６２】
前述の如く、長語オペレーションがレジスタＸに書き込むと、最初の３２ビットはレジス
タＸに書き込まれ、二番目の３２ビットはレジスタＸ＋１に書き込まれる。従って、デー
タ依存性チェッカーは比較を行なうに当たって両方のレジスタを検査する必要がある。推
奨実施例では、レジスタＸは偶数レジスタであり、レジスタＸ＋１は奇数レジスタである
。従って両者の違いはＬＳＢの差だけである。両方のレジスタを同時に検査する最も簡単
な方法はＬＳＢを無視することである。ストア・ロング（ＳＴＬＧ）またはロード・ロン
グ（ＬＤＬＧ）オペレーションの場合、ＸとＹがＬＳＢ（０）ビットだけの差で違うなら
ば、図９の論理では、依存性が実際は存在していてもそれがあたかも全然ない状態を生み
出す。従って、長語オペレーシヨンのためには、全ての依存性が確実に検出できるように
、ＳＴＬＧおよびＬＤＬＧフラグは［０］ビットＸＮＯＲの出力とＯＲがとられなければ
ならない。
【００６３】
図５にＩＸＳ１およびＩＹＳ／Ｄのデータ依存性検査フローチャートを示す。条件付きブ
ロック５０２で示されるように、ＤＤＳ１０８は最初にＩＸＳ１およびＩＸＳ／Ｄが同じ
レジスタ・ファイルに在るかどうかを検査する。もし同じレジスタ・ファイルに存在しな
いならば依存性はない。これを、ブロック５０６に示す。依存性が存在するならば、ＤＤ
Ｃ１０８は、ブロック５０６に示すように、次にＩＸＳ１およびＩＹＳ／Ｄが同じレジス
タに在るかどうかを決定する。同じレジスタに存在しない場合、フローは条件付きブロッ
ク５０８へ進み、そこでＤＤＣｌ０８はＩＹが長語オペレーションであるか否かを決定す
る。ＩＹが長語オペレーションでない場合、依存性は存在せず、フローはブロック５０４
に進む。ＩＹが長語オペレーションである場合、フローは条件付き文５０１に進む。そこ
で、ＤＤＣ１０８はＩＸＳ１およびＩＹＳ／Ｄ＋１が同じレジスタに存在するか否かを決
定する。同しレジスタに存在しない場合、依存性はなく、フローはブロックに進む。ＩＸ
Ｓ１およびＩＹＳ／＋１が同じレジスタに存在するならば、条件付きブロック５１２に進
み、そこでＤＤＣ１０８はＩＹが有効な行き先を持っているか否かを決定する。有効な行
き先がない場合、依存性は存在せず、フローはブロック５０４に進む。ＩＹに有効な行き
先がある場合、条件付きブロック５１４に進み、そこでＤＤＣ１０８はＩＸＳ１が有効な
ソースレジスタを持っているか否かを決定する。ここでも、有効なソースレジスタが検出
されないならば依存性は存在せず、フローはブロック５０４に進む。有効なソースレジス
タが検出されれば、ＤＤＣ１０８はＩＸＳ１およびＩＹＳ／Ｄの間に依存性があることを
検出したことになる。これはブロック５１６で示されている。
【００６４】
データ依存性検査については、同一承継人の出願に係る継続中の出願、関連特許申請、米
国出願番号０７／８６０，７１８号（代理人整理番号ＳＰ０４１）に更に詳しく説明され
ている。この出願の開示はここに参照文献として含まれているものとする。ある命令がそ
の入力の一つを、他の幾つかの命令によって既に書き込まれているレジスタから取得する
ことが可能であるので、本発明ではどの入力が真の依存性であるかを選択しなければなら
ない。例えば、命令２および５がレジスタ４に書き込み、命令７がレジスタ４から読み出
す場合、命令７には二つの依存性があり得る。この場合、プログラムでは命令５は命令２
に後続するので、プログラマーの意図とすることは、命令７が命令２の結果ではなく、命
令５の結果を使用することであると仮定される。従って、一つの命令が先行する幾つかの
命令に依存する場合、ＲＲＣ１１２はその命令は先行する命令のうち最高の番号を持つ命
令に依存するものとして扱う。
【００６５】
ＴＡＬ１１２は一旦、真の依存性が何処に存在するかを決定した後、各命令の入力を探す
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必要がある。本発明の推奨実施例では、入力は実際のレジスタ・ファイルまたは一時バッ
ファ１１６の配列から取得できる。ＲＲＣ１１２は、依存性を持たない命令の場合、その
命令の全ての入力はレジスタ・ファイルに存在すると仮定する。この場合、ＲＲＣ１１２
はＩＦＩＦＯ１０２から取得されたＩＸＳ１、ＩＸＳ２およびＩＸＳ／Ｄアドレスをレジ
スタ・ファイルに渡す。依存性のある命令の場合、ＲＲＣ１１２はデータは一時バッファ
１１６に格納されていると仮定する。ＲＲＣ１１２は各命令がどの先行命令に依存するか
が分かっているので、そして各命令は常に一時バッファ１１６中の同じ場所に書き込むの
で、ＲＲＣ１１２は一時バッファ１１６の何処に命令の入力が保存されているかを決定す
ることができる。ＲＲＣ１１２はこれらのアドレスをレジスタ・ファイル読み出しポート
ｌ１９に送り、レジスタ・ファイル１１７はその命令がデータを使用できるようにを一時
バッファｌ１６から出力する。
【００６６】
タグ割り当て例を下記に記す。
【００６７】
０：ａｄｄ　ｒ０，ｒ１，ｒ２
１：ａｄｄ　ｒ０，ｒ２，ｒ３
２：ａｄｄ　ｒ４，ｒ５，ｒ２
３：ａｄｄ　ｒ２，ｒ３，ｒ４
上記のオペレーションの依存性は下記の通りである（依存性を＃記号で記す）。
【００６８】
Ｉ１Ｓ２＃Ｉ０Ｓ／Ｄ
Ｉ３Ｓ１＃Ｉ０Ｓ／Ｄ
Ｉ３Ｓ１＃Ｉ２Ｓ／Ｄ
Ｉ３Ｓ２＃Ｉ１Ｓ／Ｄ
先ずＩ０に注目するならば、Ｉ０は依存性を持たないので、そのタグはその元のソース・
レジスタ・アドレスに等しい。
【００６９】
Ｉ０Ｓｌタグ＝Ｉ０Ｓｌ＝ｒ０
Ｉ０Ｓ２タグ＝Ｉ０Ｓ２＝ｒ１
Ｉ０Ｓ／Ｄタグ＝Ｉ０Ｓ／Ｄ＋ｒ２
Ｉ１は１個の依存性を持つのでＩ１のタグは次の通りである。
【００７０】
ＩｌＳ１タグ＝ＩｌＳ１＝ｒ０
Ｉ１Ｓ２タダ＝Ｉ０Ｓ／Ｄ＝ｔ０
式中、（ｔ０＝一時バッファ中の命令０のスロット）
Ｉ１Ｓ／Ｄタグ＝ＩｌＳ／Ｄ＝ｒ３
Ｉ２もまた依存性を持たない、独立したものである。
【００７１】
Ｉ２Ｓ１タグ＝Ｉ２Ｓ１＝ｒ４
Ｉ２Ｓ２タグ＝Ｉ２Ｓ２＝ｒ５
Ｉ３Ｓ／Ｄタグ＝Ｉ２Ｓ／Ｄ＝ｒ２
Ｉ３Ｓ１にはＩ０Ｓ／ＤおよびＩ２Ｓ／Ｄの二つの依存性が有り得る。ＴＡＬ２２は最後
の依存性（最大の番号を持つ依存性）を選択しなければならないので、Ｉ２Ｓ／Ｄが選択
される。
【００７２】
Ｉ３Ｓ１タグ＝Ｉ２Ｓ／Ｄ＝ｔ２
Ｉ３Ｓ２タグ＝Ｉ１Ｓ／Ｄ＝ｔ１
Ｉ３Ｓ／Ｄタグ＝Ｉ３Ｓ／Ｄ＝ｔ４
これらのタグは次にバス１２６を経てＲＰＭ１２４に送られ、イシュア１１８によって選
択される。ＴＡＬ１２２はタグを準備すると同時にＤＣＬ１３０の出力を監視し、それら
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の出力をバス１２０を使用してイシュア１１８に送る。それを行なうに当たり、ＴＡＬ１
２２はＲＰＭ１２４に送るタグを選ぶのと同じ方法でＤＣＬ１３０の適切な出力を選択し
てイシュア１１８に送る。
【００７３】
この例を更に説明するならば、ＴＡＬ１２２は下記のレディー信号をイシュア１１８に送
る。
【００７４】
Ｉ０Ｓ１ＩＮＦＯ＝１
（命令０は独立した命令であるので、直ちに起動できる）。
【００７５】
Ｉ０Ｓ２ＩＮＦＯ＝１
Ｉ０Ｓ／ＤＩＮＦＯ＝１
ＩｌＳ１ＩＮＦＯ＝１
ＩｌＳ２１ＮＦＯ＝ＤＯＮＥ［０］
（Ｉ０が済んだ時ＤＯＮＥ［０］＝１）
Ｉ１Ｓ／ＤＩＮＦＯ＝１
Ｉ２Ｓ１ＩＮＦＯ＝１
Ｉ２Ｓ２ＩＮＦＯ＝１
Ｉ２Ｓ／ＤＩＮＦＯ＝１
Ｉ３Ｓ１ＩＮＦＯ＝ＤＯＮＥ［２］
Ｉ３Ｓ２ＩＮＦＯ＝ＤＯＮＥ［１］
Ｉ３Ｓ／ＤＲＥＡＤ＝１
（ＤＯＮＥ信号はバス１３２を経てＤＣＬ１３０から送られる。本発明においては「済ん
だ（ｄｏｎｅ）」とは命令の結果が一時バッファに在るか、さもなくば機能ユニットの出
力に於いて使用可能であることを意味する。一方、「終了
（ｔｅｒｍｉｎａｔｅ）」とは命令の結果がレジスタ・ファイルに存在することを意味す
る）
次に図３を参照しつつＴＡＬ１２２の代表的ブロック図を説明する。ＴＡＬ１２２は８個
のタグ割り当て論理ブロック３０４で構成されている。各ＴＡＬブロック３０２は対応す
るデータ依存性結果、およびコンピュータの命令解読および制御論理（図示せず）から送
られる更なる信号を複数のバス１１４を経て受け取る。ＢＫＴビット信号はタグの最下位
ビットを形成する。ＤＯＮＥ［Ｘ］フラグは命令０から６までのものであり、命令Ｘが済
んだか否かを通知する。ＤＢＬＲＥＧ［Ｘ］フラグは命令のうち一つが倍長ワードである
ならば、どれが倍長ワードであるかを通知する。各ＴＡＬブロック３０２はそれ自身の命
令レジスタ・アドレスを入力として受け取る。その他の信号であるＤＢＬＲＥＧおよびＢ
ＫＴ信号は全てインプリメンテーション依存の制御信号である。各ＴＡＬブロック３０２
はＩＸＳ１、ＩＸＳ２およびＩＸＳ／Ｄというラベルを持つ６ビットの、３個のタグ１２
６を出力する。ＴＡＬ１２２は各タグ信号の最下位の５ビットをＲＰＭｓ１２４に出力し
、最上位のタグをイシュア１１８に出力する。
【００７６】
図３の各ブロック３０２は３個の優先エンコーダ（ＰＥ）で構成されている。これらのＰ
ＥはそれぞれＳ１、Ｓ２、およびＳ／Ｄ用である。しかし、一つの例外がある。すなわち
、Ｉ０はタグの割り当てを必要としないのである。Ｉ０は常に独立しているので、その各
タグは元のＳ１、Ｓ２、およびＳ／Ｄのアドレスと同一である。
【００７７】
典型的なＰＥを図１０に示す。ＰＥ９０２は８個の入力９０４および８個の出力９０６を
持つ。ＰＥ９０２の入力９０４はＤＤＣ１０８からの出力１１４であり、これらの出力は
何処に依存性が存在するかを示すものである。例えば、ソース・レジスタ１（Ｓ１）の場
合、Ｉ７Ｓ１タグ割り当てＰＥ９０２の７個の入力はＤＤＣ１０８の７個の出力１１４で
あり、それらはＩ７Ｓ１が１６Ｄに依存しているか否か、Ｉ７Ｓ１がＩ５Ｄに依存してい
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るか否か、等、そしてＩ７Ｓ１がＩ０Ｄに依存しているか否か、までを通知する。参照番
号９０８で示される第８入力は常にＰＥ９０２からの出力であるので、常に高位でタイと
なる。
【００７８】
上記のように、一つの命令が先行する幾つかの命令に依存する場合、ＰＥ９０２は依存性
が存在する先行命令のうち最も古い（プログラム順で）命令だけを選択し、出力する。こ
れは、最も古い先行命令への依存性があるか否かを示す信号をＰＥ９０２の最優先順位の
入力に接続し、２番目に古い先行命令への依存性があるか否かを示す信号をＰＥ９０２の
最優先順位が２番目の入力に接続する、というふうに、すべての先行命令を接続すること
によって行なわれる。ＰＥ９０２の最低優先順位の最も低い入力は常に高位にタイとなり
、従って、ＰＥ９０２の出力のうち少なくとも１個のものが確定される。
【００７９】
出力９０６はＭＵＸ９１０の選択ラインとして使用されるＭＵＸ９１０には８個の入力９
１２があり、それらに各命令のタグが付く。
【００８０】
これを理解するために、Ｉ７がＩ６およびＩ５に依存すると仮定する。Ｉ６の優先順位は
Ｉ５より高いので、ＰＥ９０２の出力９０６に於いてＩ６に対応するビットはハイである
。ＭＵＸ９１Ｏの対応する入力９１２にはＳ１用のＩ６のタグがある（ＰＥ９０２はＩ７
Ｓ１の為のものである）。Ｉ７はＩ６に依存するので、Ｉ６の結果のロケーションは、Ｉ
７が使用可能になるように、ＭＵＸ９１０から出力しなければならない。従って、Ｉ６の
タグが選択され出力ライン９１４に出力される。Ｉ６の済みフラグであるＤＯＮＥ［６］
もまたＭＵＸ９１４から出力して、イシュアｌｌ８が、いつＩ７の入力がレディーである
か分かるようにしなければならない。このデータはバス１２０を経てイシュアｌ１８に送
られる。命令には最大３個までのソースがあるので、ＴＡＬ１２２は各命令に対して最大
３個までの依存性を監視し、各命令に関して３個のベクトル（合計２４個のベクトル）を
イシュアｌｌ８に送る。独立した命令の場合、ＴＡＬ１２２はその命令は直ちに開始でき
ることをイシュアｌ１８に通知する。
【００８１】
ＲＰＭｓ１２４に送られるタグ出力のＭＳＢは、アドレスがレジスタ・ファイル・アドレ
スであるか、一時バッファ・アドレスであるかを通知するのに使用される。独立した命令
の場合、５個のＬＳＢ出力はソース・レジスタ・アドレスを示す。依存性を持つ命令の場
合、第２ＭＳＢはアドレスが６４ビット・バルブのためのものであることを示す。第３か
ら第５ＭＳＢ出力は一時バッファ・アドレスを指定するものである。そしてＬＳＢ出力は
どのバケットがカレント・バケットであるかを示し、このバケットはＴＡＬ１２２中のＢ
ＫＴ信号に等しい。
【００８２】
ＤＤＣｌ０８と同じく、ＴＡＬ１２２は多数のインプリメンテーション依存（すなわち、
特殊なケース）を待つ。先ず、本発明の一実施例では、レジスタ・ファイルのレジスタ番
号０は常に０に等しい。斯くして、一つの命令がレジスタ０に書き込み、別の命令がレジ
スタ０から読み出すことがあっても、これらの命令間には依存性はない。各命令に関し、
ＴＡＬ１２２は命令解読論理（ＩＬＤ、図示せず）から３個の信号を受け取る。これらの
信号はその命令のソースの一つがレジスタ０であるか否かを通知するものである。それら
のソースのうち一つでも確定されると、ＴＡＬ１２２はその命令のその特定の入力に関連
する一切の依存性を無視する。
【００８３】
ある条件下で別の特殊なケースが発生するが、その条件とはバケット０中の命令がバケッ
ト１中のどの命令からも依存されないことが保証されているということである。ＢＫＴｌ
＿ＮＯＤＥＰ＿と呼ばれる４ビットの信号がＩＥＵ制御論理（図示せず）からＲＲＣｌ１
２に送られ、ＢＫＴ１＿ＮＯＤＥＰ［Ｘ］＝１である場合、ＲＲＣｌ１２は命令４、５、
６、または７と命令Ｘとの間の依存性を一切無視すべきものとして扱う。
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【００８４】
命令７のソース１（Ｉ７Ｓ１）のタグ割り当ての一例を図６、図７のフローチャートに示
す。条件付きブロック６０２に示す如く、ＴＡＬ１２２は最初にＩ７Ｓｌがレジスタ０で
あるか否かを決定する。Ｉ７の第１ソースオペランドがレジスタ０であるならば、タグは
ゼロに設定され、Ｉ７ＳｌのＩＮＦＯフラグもブロック６０４に示される如く１に設定さ
れる。Ｉ７の第１ソースオペランド（Ｓ１）がレジスタ０でない場合、条件付きブロック
６０６に示すように、ＴＡＬ１２２は次にＩ７ＳｌがＩ６Ｓ／Ｄに依存するか否かを決定
する。Ｉ７Ｓ１がＩ６Ｓ／Ｄに依存する場合、フローはブロック６１０に進む。ここで、
ブロック６１０に示すように、Ｉ７Ｓｌのタグは｛１，ＤＢＬＲＥＧ［６］，０，１，０
，ＢＫＴ｝に等しいように設定され、Ｉ７Ｓ１のＩＮＦＯフラグはＤＯＮＥ［６］に等し
いように設定される。条件付きブロック６０６でテストされた条件のうちどちらかが満た
されない場合、フローは条件付きブロック６１２に進む。ここで、ＴＡＬ１２２はＩ７Ｓ
ｌがＩ５Ｓ／Ｄに依存しているか否かを決定する。依存性がある場合、フローはブロック
６１６に進み、ここでＴＡＬ１２２はＩ７Ｓ１のタグを［１，ＤＢＬＲＥＧ［５］，０，
０，１，ＢＴＫ］に設定し、Ｉ７Ｓ１のＩＮＦＯフラグをＤＯＮＥ［５］に設定する。条
件付きブロック６１２でテストされた条件が満たされない場合、フローはブロック６１８
に進み、ここで、ＴＡＬ１２２はＩ７Ｓ１がＩ４Ｓ／Ｄに依存しているか否かを決定する
。
【００８５】
図６および図７の残りの部分を一見すれば明らかな如く、Ｉ７Ｓ１がＩ４Ｓ／Ｄ、Ｉ３Ｓ
／Ｄ、Ｉ２Ｓ／Ｄ、Ｉ１Ｓ／Ｄ、およびＩ０Ｓ／Ｄに依存しているか否かに基づいて、同
じようなタグの決定が行なわれる。これをセクション６２０、６２２、６２４、６２６、
および６２８でそれぞれ示す。そして最後に、命令７が命令０から独立しているか、ある
いは条件付きブロック６３０でテストされるように、バケット１の全ての命令が命令０か
ら独立しているならば（すなわち、ＢＫＴ１＿ＮＯＤＥＰ［０］＝１であるならば）、フ
ローはブロック６３２に進み、ここでＴＡＬ１２２はＩ７Ｓｌのタグを｛０，Ｉ７Ｓｌ｝
に設定し、Ｉ７ＳｌのＩＮＦＯフラグを１に設定する。上記の例で留意すべきことは、Ｉ
７Ｓ１タグ信号にはレジスタ・ファイル１１７のレジスタ・ファイル・ポートＭＵＸｅｓ
が直接送られることである。１７のＳ１入力がレディーになると、イシュアｌ１８に通知
するためにＩ７Ｓ１ＩＮＦＯ信号がイシュア１１８に送られる。
【００８６】
図１１にイシュアｌ１８の代表的ブロック図を示す。推奨実施例では、確保する必要のあ
る各リソース（機能ユニット）ごとに、イシュア１１８はスキャナーブロック１００２を
持っている。この例では、イシュア１１８はスキャナーブロックＦＵｌ、ＦＵ２、ＦＵ３
、ＦＵ４、……、ＦＵｎを持っている。機能ユニットヘの要求は既知の方法で解読論理（
図示せず）によって命令情報から発せられる。これらの要求はバス１２３を経てスキャナ
ーブロック１００２に送られる。各スキャナーブロック１００２は命令Ｉ０からＩ７をス
キャンし、そのサイクルでサービスされるように、対応する機能ユニットの最初の要求を
選択する。
【００８７】
複数のレジスタ・ファイル（整数、浮動小数および／またはブール値）の場合、イシュア
１１８は異なるレジスタ・ファイルに格納されたオペランドを持つ命令を発行することが
できる。例えば、ＡＤＤ命令は浮動小数レジスタ・ファイルからの第一オペランド、およ
び整数レジスタからの第二オペランドを持っことができる。一般に、異なるレジスタ・フ
ァイルからのオペランドを持つ命令は高い発行優先順位を与えられる（すなわち、これら
の命令は最初に発行される）。この発行手法により、プロセッサの実行時間および機能ユ
ニットのリソースの節約が可能となる。
【００８８】
ＩＥＵｌ００に２個のＡＬＵが含まれている更なる実施例では、ＡＬＵのスキャンは更に
複雑になる。実行速度を上げるために、１個のＡＬＵスキャナーブロックはＩ０からＩ７
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をスキャンし、もう１個のＡＬＵスキャナーブロックはＩ７からＩ０をスキャンする。こ
のようにして２個のＡＬＵ要求が選択される。この方法では、バケット１にあるＡＬＵ命
令の前にバケット１にあるＡＬＵ命令が発行されることが可能であり、同時にスキャニン
グの効率の向上が計れる。
【００８９】
スキャナー出力１００３はＭＵＸｉｎｇ　ｌｏｇｉｃ　１００４によって選択される。Ｍ
ＵＸ１００４の１組のＳＥＬｅｃｔ入力１００６はパス１２０を経てＴＡＬ１２２から３
個の８ビットベクトル（各オペランドに１個）を受け取る。ベクトルは８個の命令のうち
どれが依存性なしの命令で、発行可能な状態にあるかを通知する。イシュア１１８は命令
を発行する前にこの情報を待たなければならない。イシュア１１８はこれらのベクトルを
監視し、これら３個のベクトルの全てが特定の命令に対してハイになると、イシュア１１
８はその命令がレディーであると関知する。必要な機能ユニットがレディーになると、イ
シュアはその命令を発行して、選択信号をレジスタ・ファイル・ポートＭＵＸｅｓに送り
、対応する命令の出力をレジスタ・ファイル１１７に送ることができる。
【００９０】
本発明の推奨実施例では、イシュア１１８が済んだ後、イシュア１１８は各レジスタ・フ
ァイルごとに２個の８ビットベクトルをＲＲＣ１１２に返しＭＵＸＯＵＴｐｕｔｓ１００
８を通してパス１２１に送る。これらのベクトルはこのサイクルでどの命令が発行された
かを示し、ＲＰＭｓ１２４用のラインを選択するために用いられる。
【００９１】
各レジスタ・ファイルが同時に発行できる命令の最大数は使用可能なレジスタ・ファイル
読み出しポートの数で制約されている。データ依存性に先行する未完了の命令があると、
命令の発行が抑制されることがある。更に、必要な機能ユニットが別の命令に割り当てら
れていても命令の発行が抑制されることがある。
【００９２】
ロード・イミディエイト命令、ブール値オペレーション、および相対的条件分岐のような
幾つかの命令は他に依存せずに発行できる。なぜならば、レジスタ・ファイル読み出しポ
ート以外のリソースを必要としない、あるいは依存性を持つ可能性がないからである。
【００９３】
ＲＲＣ１１２の最後のセクションはレジスタ・ファイル・ポートＭＵＸ（ＲＰＭ）セクシ
ョン１２４である。ＲＰＭｓ１２４の役割は、イシュア１１８がレジスタ・ファイル１１
７からデータを取得して各命令が使用できるような方法を提供することである。ＲＰＭｓ
１２４はバス１２６を経てタグ情報を受け取り、ＲＰＭｓ１２４用の選択ラインはバス１
２１を経てイシュア１１８から、またコンピュータのＩＥＵ制御論理からも得られる。選
択されたタグは、バス１２８を用いてレジスタ・ファイル１１７の所定の１組のポート１
１９に送られる読み出しアドレスで構成されている。
【００９４】
ＲＰＭｓ１２４の数とデザインはレジスタ・ファイルの数、および各レジスタ・ファイル
上のポートの数に依存する。図４にＲＰＭｓ１２４の一実施例を示す。この実施例におい
て、ＲＰＭｓ１２４は３個のレジスタ・ポート・ファイルＭＵＸｅｓ、４０２，４０４、
および４０６で構成されている。ＭＵＸ４０２はＴＡＬ１２２によって生成されたソース
・レジスタ・フィールドＳ１に対応する命令０－７のタグを入力としい受け取る。ＭＵＸ
４０４はＴＡＬ１２２によって生成されたソース・レジスタ・フィールドＳ２に対応する
命令０－７のタグを入力として受け取る。ＭＵＸ４０６はＴＡＬ１２２によって生成され
たソース／行き先レジスタ・フィールドＳ／Ｄに対応する命令０－７のタグを入力として
受け取る。ＭＵＸｅｓ４０２、４０４、および４０６の出力はバス１２８を通してレジス
タ・ファイル１１７の読み出しアドレス・ポートに接続される。
【００９５】
ＲＲＣ１１２およびイシュア１１８によって、プロセッサは命令を同時に、しかもプログ
ラムに依る順序とは別の順序で実行できる。本発明で使用されるＩＥＵは同一承継人の、
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関連特許出願、米国出願番号０７／８１７，８１０号（代理人整理番号ＳＰ０１５／１３
９７．０２８０００１）に開示されている。この開示はここに参照文献として含まれてい
るものとする。
【００９６】
本発明の様々な実施例を上述したが、これらはあくまでも例であり、本発明を制限するも
のではないことは無論である。従って、本発明の範囲および広がりは上記の実施例で制限
されるものではなく、下記の特許請求範囲およびそれと同等のものによってのみ定義され
るものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のレジスタ名称変更回路の１例のブロック図である。
【図２】本発明のデータ依存性検査回路の例を示すブロック図である。
【図３】本発明のタグ割り当て論理の代表的ブロック図である。
【図４】本発明のレジスタ・ポート・ファイルマルチプレクサの代表的ブロック図である
。
【図５】データ依存性検査方法を示すフローチャートを示す図である。
【図６】本発明によるタグ割り当て方法のフローチャートを示す図である。
【図７】本発明によるタグ割り当て方法のフローチャートを示す図である。
【図８】本発明の一実施例に基づいて、命令Ｙのソース／行き先オペランドを命令Ｘの各
オペランドと比較するブロック図である。
【図９】図８のコンパレータ・ブロック７０６の代表的回路図である。
【図１０】優先エンコーダの代表的ブロック図である。
【図１１】本発明の命令スケジュール論理の代表的ブロック図である。
【符号の説明】
１００…命令実行ユニット、１０１…ＦＩＦＯ、１０２…ウィンドウ、１０８…データ依
存性回路、１１２…レジスタ名称変更回路、１１６…一時バツファ、１１７…レジスタ・
ファイル、１１８…イシュア、１２２…タグ割り当て論理、１２４…レジスタファイル・
ポート。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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