
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スーパースカラマイクロプロセッサであって、
　同じマイクロプロセッササイクル中に複数の命令をデコードするための複数命令デコー
ダを含み、前記デコーダは同じマイクロプロセッササイクル内に整数および浮動小数点命
令の両方をデコードし、さらに
　前記デコーダに結合されるデータ処理バスと、
　前記データ処理バスに結合され 整数機能ユニットと、
　前記データ処理バスに結合され る浮動小数点機能ユニッ
トと、
　

　前記データ処理バスに結合されて、前記整数機能ユニットおよび前記浮動小数点機能ユ
ニットの両方によって用いられ

共通リオーダバッファと、
　前記リオーダバッファに結合されて、前記リオーダバッファから用済と

結果を受入れ る共通レジスタファイルとを含む、スーパースカラマ
イクロプロセッサ。
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、分岐予測時命令を推論実行する
、分岐予測時命令を推論実行す

前記データ処理バスに結合され、前記整数機能ユニットおよび前記浮動小数点機能ユニ
ットにより共有され、分岐命令の分岐方向を推論する分岐予測ユニットと、

、前記整数機能ユニットおよび前記浮動小数点機能ユニッ
トの推論実行を可能とし、前記分岐予測推論実行時正しい分岐予測経路に存在するために
非推論実行結果となった推論結果を用済みとして退出させかつ誤分岐予測経路の推論結果
は非退出とする

されて退出され
た非推論実行 て格納す



【請求項２】
　前記整数機能ユニットが少なくとも１つの待合わせステーションを含む、請求項１に記
載のマイクロプロセッサ。
【請求項３】
　前記整数機能ユニットが２つの待合わせステーションを含む、請求項１に記載のマイク
ロプロセッサ。
【請求項４】
　前記浮動小数点機能ユニットが少なくとも１つの待合わせステーションを含む、請求項
１に記載のマイクロプロセッサ。
【請求項５】
　前記浮動小数点機能ユニットが２つの待合わせステーションを含む、請求項１に記載の
マイクロプロセッサ。
【請求項６】
　前記データ処理バスは、
　複数のｏｐコードバスと、
　複数のオペランドバスと、
　複数の命令タイプバスと、
　複数の結果バスと、
　複数の結果タグバスとを含む、請求項１に記載のマイクロプロセッサ。
【請求項７】
　前記オペランドバスがオペランドタグバスを含む、請求項６に記載のマイクロプロセッ
サ。
【請求項８】
　前記データ処理バスが予め定められたデータ幅を示し、前記リオーダバッファが、前記
データ処理バス幅に等しい幅を示すエントリと、前記データ処理バスのデータ幅の倍数に
等しい幅を示すエントリとをストアするメモリ手段を含む、請求項１に記載のマイクロプ
ロセッサ。
【請求項９】
　前記デコーダが、プログラム順に整数および浮動小数点命令の両方を発行するための発
行手段をさらに含む、請求項１に記載のマイクロプロセッサ。
【請求項１０】
　前記浮動小数点機能ユニットが、複数のサイズを示すオペランドを処理する、請求項１
に記載のマイクロプロセッサ。
【請求項１１】
　前記浮動小数点機能ユニットが、単精度／倍精度浮動小数点機能ユニットを含む、請求
項１に記載のマイクロプロセッサ。
【請求項１２】
　前記複数命令デコーダが、１マイクロプロセッササイクルにつき４つの命令をデコード
することができる、請求項１に記載のマイクロプロセッサ。
【請求項１３】
　前記マイクロプロセッサを、命令およびデータがストアされる外部メモリにインタフェ
ースさせるためのバスインタフェースユニットと、
　前記バスインタフェースユニットに結合される内部アドレスデータ通信バスと、
　前記データ処理バスに結合されて、そこからロードおよびストア命令を受取るためのロ
ード／ストア機能ユニットとを含み、前記ロード／ストア機能ユニットは、前記内部アド
レスデータ通信バスに結合されて、前記外部メモリに前記ロード／ストア機能ユニットア
クセスを与え、さらに
　前記内部アドレスデータ通信バスおよび前記デコーダに結合されて、前記デコーダに命
令源を与える命令キャッシュと、
　前記内部アドレスデータ通信バスおよび前記ロード／ストア機能ユニットに結合される
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データキャッシュとをさらに含み、
　前記内部アドレスデータ通信バスは、アドレスおよびデータ情報を前記外部メモリ、前
記命令キャッシュおよび前記データキャッシュ間で通信する、請求項１に記載のマイクロ
プロセッサ。
【請求項１４】
　命令およびデータを前記マイクロプロセッサに与えるための外部メモリと組合わされる
、請求項１に記載のマイクロプロセッサ。
【請求項１５】
　前記複数のオペランドバスが、オペランドおよびオペランドタグの両方がそれに伝達さ
れるバスである、請求項６に記載のマイクロプロセッサ。
【請求項１６】
　スーパースカラマイクロプロセッサであって、
　同じマイクロプロセッササイクル内に複数の命令をデコードするための複数命令デコー
ダを含み、前記デコーダは、同じマイクロプロセッササイクル内に整数および浮動小数点
命令の両方をデコードし、さらに
　前記デコーダに結合されるデータ処理バスと、
　前記データ処理バスに結合される整数機能ユニットとを含み、前記整数機能ユニットは
、前記マイクロプロセッサによる 順序通りでない命令の実行
を可能にするための複数の待合わせステーションを含み、さらに
　前記データ処理バスに結合される浮動小数点機能ユニットを含み、前記浮動小数点機能
ユニットは、前記マイクロプロセッサによる 順序通りでない
命令の実行を可能にするための複数の待合わせステーションを含み、さらに
　

　前記データ処理バスに結合されて、前記整数機能ユニットおよび前記浮動小数点機能ユ
ニットの両方によって、そこから命令結果を受取って命令を推論的 順序通りではな
く処理することを可能にするために用いられ

る共通リオーダバッファと、
　前記リオーダバッファに結合され

、前記リオーダバッファから用済と
結果を受入れ るためのレジスタファイルと、

　前記データ処理バスに結合されて、前記整数機能ユニットおよび前記浮動小数点機能ユ
ニットの両方によって、情報のロードおよびストアを可能にするために用いられるロード
／ストア機能ユニットとを含む、スーパースカラマイクロプロセッサ。
【請求項１７】
　前記データ処理バスは、
　複数のｏｐコードバスと、
　複数のオペランドバスと、
　複数の命令タイプバスと、
　複数の結果バスと、
　複数の結果タグバスとを含む、請求項１ に記載のマイクロプロセッサ。
【請求項１８】
　前記オペランドバスがオペランドタグバスを含む、請求項１ に記載のマイクロプロセ
ッサ。
【請求項１９】
　前記データ処理バスが予め定められたデータ幅を示し、前記リオーダバッファが、前記
データ処理バス幅に等しい幅を示すエントリと、前記データ処理バスのデータ幅の倍数に
等しい幅を示すエントリとをストアするためのメモリ手段を含む、請求項１ に記載のマ
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分岐予測時の推論実行を含む

分岐予測時の推論実行を含む

前記データ処理バスに結合されて、前記整数機能ユニットおよび浮動小数点機能ユニッ
トの両方によって、コンピュータプログラム内のどの分岐が発生されるかを推論的に予測
するために用いられる分岐予測ユニットと、

および
、分岐予測推論実行時正しい分岐経路に存在

するために非推論実行結果となった推論結果を用済みとして退出させ、かつ誤分岐予測経
路の推論実行結果は非退出すとす

、かつ前記整数機能ユニットおよび前記浮動小数点機
能ユニットにより非推論実行を行うために用いられ さ
れて退出された推論実行 て格納す

６

６

６



イクロプロセッサ。
【請求項２０】
　前記デコーダが、プログラム順に整数および浮動小数点命令の両方を発行するための発
行手段をさらに含む、請求項１ に記載のマイクロプロセッサ。
【請求項２１】
　前記浮動小数点機能ユニットが、複数のサイズを示すオペランドを処理する、請求項１

に記載のマイクロプロセッサ。
【請求項２２】
　前記浮動小数点機能ユニットが、単精度／倍精度浮動小数点機能ユニットを含む、請求
項１ に記載のマイクロプロセッサ。
【請求項２３】
　前記複数命令デコーダが、１マイクロプロセッササイクルにつき４つの命令をデコード
することができる、請求項１ に記載のマイクロプロセッサ。
【請求項２４】
　前記マイクロプロセッサを、命令およびデータがストアされる外部メモリにインタフェ
ースさせるためのバスインタフェースユニットと、
　前記バスインタフェースユニットに結合される内部アドレスデータ通信バスと、
　前記内部アドレスデータ通信バスおよび前記デコーダに結合されて、前記デコーダに命
令源を供給する命令キャッシュと、
　前記内部アドレスデータ通信バスおよび前記ロード／ストア機能ユニットに結合される
データキャッシュとをさらに含み、
　前記内部アドレスデータ通信バスは、前記外部メモリ、前記命令キャッシュおよび前記
データキャッシュ間でアドレスおよびデータ情報を通信する、請求項１ に記載のマイク
ロプロセッサ。
【請求項２５】
　前記マイクロプロセッサに命令およびデータを与えるための外部メモリと組合わされる
、請求項１ に記載のマイクロプロセッサ。
【請求項２６】
　前記複数のオペランドバスは、オペランドおよびオペランドタグの両方がそれに伝達さ
れるバスである、請求項１ に記載のマイクロプロセッサ。
【請求項２７】
　スーパースカラマイクロプロセッサであって、
　同じマイクロプロセッササイクル中で複数の命令をデコードするための複数命令デコー
ダと、
　整数命令を実行するように構成された整数機能ユニットと、
　浮動小数点命令を実行するように構成された浮動小数点機能ユニットと、
　前記命令デコーダに結合された共通リオーダバッファとを含み、前記リオーダバッファ
は、前記整数命令の推論実行を制御しかつ前記浮動小数点命令の推論実行を制御するよう
に構成され 経路の推論結果を用済みとし

、 前記リオーダバッファは、前記
整数および浮動小数点命令の用尽を制御するように構成され、さらに
　前記リオーダバッファから用済とされ た 結果を受入れ た
めの、前記リオーダバッファに結合された共通レジスタファイルを含む、スーパースカラ
マイクロプロセッサ。
【請求項２８】
　前記整数および浮動小数点命令をストアするための、前記デコーダに結合された命令キ
ャッシュをさらに含む、請求項２ に記載のスーパースカラマイクロプロセッサ。
【請求項２９】
　前記整数および浮動小数点命令は可変バイト長命令である、請求項２ に記載のスーパ
ースカラマイクロプロセッサ。
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分岐予測の推論実行時において正しい予測 て退出
させかつ誤分岐予測経路の推論結果を非退出とし さらに

て退出され 推論実行 て格納する

７

８



【請求項３０】
　前記デコーダは、前記可変バイト長命令を固定長命令に変換するように構成される、請
求項 に記載のスーパースカラマイクロプロセッサ。
【請求項３１】
　前記デコーダは、所与の可変バイト長命令を複数の固定長命令に変換するように構成さ
れる、請求項３ に記載のスーパースカラマイクロプロセッサ。
【請求項３２】
　前記整数機能ユニットは、前記複数の固定長命令を並列に実行するように構成された複
数の実行ユニットを含む、請求項３ に記載のスーパースカラマイクロプロセッサ。
【請求項３３】
　前記リオーダバッファは複数のストア場所を含み、その各々は、情報をストアして前記
複数の固定長命令の対応するものの推論実行を制御するように構成される、請求項３ に
記載のスーパースカラマイクロプロセッサ。
【請求項３４】
　前記リオーダバッファは、前記整数および浮動小数点命令の推論結果をストアするよう
にさらに構成される、請求項２ に記載のスーパースカラマイクロプロセッサ。
【請求項３５】
　前記整数機能ユニットは少なくとも１つの待合わせステーションを含む、請求項２ に
記載のスーパースカラマイクロプロセッサ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の背景】
この発明は一般にマイクロプロセッサに関し、より特定的には高性能スーパースカラマイ
クロプロセッサに関する。
【０００２】
他の多くの近代技術分野と同様に、マイクロプロセッサの設計も、技術者および科学者が
常に速度、効率および性能を高めようと努める技術である。一般的に言えば、マイクロプ
ロセッサは２つのクラス、すなわちスカラおよびベクトルプロセッサに分けることができ
る。最も初期のスカラプロセッサは、１マシンサイクルにつき最大で１の命令を処理する
。いわゆる「スーパースカラ」プロセッサで、１マシンサイクルにつき処理できる命令は
、１を上回る。スカラプロセッサと対照的に、ベクトルプロセッサは各マシンサイクル中
に比較的大きな値のアレイを処理できる。
【０００３】
ベクトルプロセッサは処理効率を追求するのにデータ並列性に頼り、一方スーパースカラ
プロセッサは動作の効率を高めるのに命令並列性に頼る。命令並列性は、命令を並列に処
理することを可能にするこのような命令シーケンスの固有の特性と考えることができる。
対照的に、データ並列性はその要素を並列に処理することを可能にするデータの流れの固
有の特性と見ることができる。命令並列性は、命令の特定のシーケンスが示す従属性の数
に関連する。従属性とは、ある特定の命令が別の命令の結果に依存する程度と定義される
。スカラプロセッサでは、ある命令が別の命令に対する従属性を示すと、一般に、その命
令が実行のために機能ユニットに渡され得る前にその従属性を解決しなくてはならない。
この理由のため、従来のスカラプロセッサは、プロセッサがこのような従属性の未処理の
解決を待つ間の望ましくない時間遅延がある。
【０００４】
ここ数年、プロセッサおよびマイクロプロセッサによる命令の実行を高速化するためにい
くつかのアプローチがとられてきた。現在でもマイクロプロセッサで広く用いられている
アプローチの１つは、パイプライン化である。パイプライン処理では、１）命令のフェッ
チ、２）命令のデコードおよびオペランドの収集、ならびに３）命令の実行および結果の
ライトバックの３つのマイクロプロセッサの動作が処理を速くするために重ねられる、組
立ラインのアプローチがとられる。言い換えれば、それぞれのマシンサイクルにおいて命
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令１がフェッチされ、命令１がデコードされる。命令１がデコードされ、そのオペランド
が集められている間、命令２がフェッチされる。命令１が実行され、その結果が書込まれ
る間、命令２はデコードされ、そのオペランドが集められ、命令３がフェッチされる。実
用において、組立ラインのアプローチは、上述したよりも多くの組立ラインステーション
に分けられることがある。パイプライン技術のより詳細な議論は、ディー・ダブリュー・
アンダーソン（ D. W. Anderson）らによる、１９６７年１月、ＩＢＭジャーナル第１１巻
の８－２４頁、「ＩＢＭシステム／３６０モデル９１：マシンフィロソフィ」（“ The IB
M System/360 Model 91:Machine Philosophy”）に記載される。
【０００５】
以下の定義は、本明細書中、明確を期するために述べるものである。「発行」とは、命令
を命令デコーダから機能ユニットに送る動作のことである。「投入」とは、命令を機能ユ
ニット内での実行の状態に置く動作である。「完了」とは、命令が実行を終えて、その結
果が利用可能であるときに達成されるものである。命令の結果がレジスタファイルに書込
まれるとき、命令は「用尽」されると言う。これはまた、「ライトバック」とも称する。
【０００６】
ウィリアム・ジョンソン（ William Johnson)による最近の著書「スーパースカラマイクロ
プロセッサ設計」（“ Superscalar Microprocessor Design", １９９１年、プレンティス
・ホール社（ Prentice-Hall, Inc.)）では、実用的なスーパースカラマイクロプロセッサ
の設計に関していくつかの一般的な考察が述べられている。図１は、このジョンソンの著
書で説明されているスーパースカラマイクロプロセッサの実現例を示すマイクロプロセッ
サ１０のブロック図である。マイクロプロセッサ１０は、整数演算を処理するための整数
ユニット１５と、浮動小数点演算を処理するための浮動小数点ユニット２０とを含む。整
数ユニット１５および浮動小数点ユニットの各々は、それぞれ別個で専用の命令デコーダ
と、レジスタファイルと、リオーダバッファと、ロードおよびストアユニットとを含む。
より特定的には、整数ユニット１５は、命令デコーダ２５と、レジスタファイル３０と、
リオーダバッファ３５と、ロードおよびストアユニット（６０および６５）とを含み、一
方浮動小数点ユニット２０は、固有の命令デコーダ４０と、レジスタファイル４５と、リ
オーダバッファ５０と、ロードおよびストアユニット（７５および８０）とを含み、図１
に示されるとおりである。リオーダバッファはマイクロプロセッサの推論状態を含み、一
方レジスタファイルはマイクロプロセッサのアーキテクチャの状態を含む。
【０００７】
マイクロプロセッサ１０はメインメモリ５５に結合され、これは２つの部分、すなわち命
令をストアするための命令メモリ５５Ａとデータをストアするためのデータメモリ５５Ｂ
とを含むものとして考えることができる。命令メモリ５５Ａは、整数ユニット１５と浮動
小数点ユニット２０との両方に結合される。同様に、データメモリ５５Ｂも、整数ユニッ
ト１５および浮動小数点ユニット２０の両方に結合される。より詳細には、命令メモリ５
５Ａはデコーダ２５およびデコーダ４０に命令キャッシュ５８を介して結合される。デー
タメモリ５５Ｂは、データキャッシュ７０を介して整数ユニット１５のロード機能ユニッ
ト６０とストア機能ユニット６５とに結合される。データメモリ５５Ｂはまた、データキ
ャッシュ７０を介して浮動小数点ユニット２０の浮動小数点ロード機能ユニット７５と浮
動小数点ストア機能ユニット８０とに結合される。ロードユニット６０は、データメモリ
５５Ｂから選択されたデータを整数ユニット１５へとロードする従来のマイクロプロセッ
サの機能を実行し、一方ストアユニット７０は、整数ユニット１５からのデータをデータ
メモリ５５Ｂにストアする従来のマイクロプロセッサの機能を実行する。
【０００８】
コンピュータプログラムは、マイクロプロセッサ１０によって実行されるべき命令のシー
ケンスを含む。コンピュータプログラムは、典型的には、ハードディスク、フロッピィデ
ィスクまたはコンピュータシステム内に位置される他の不揮発性記憶媒体にストアされる
。プログラムが実行されるとき、プログラムは記憶媒体からメインメモリ５５にロードさ
れる。プログラムの命令および関連のデータが一旦メインメモリ５５内に入れば、個々の

10

20

30

40

50

(6) JP 3670039 B2 2005.7.13



命令を実行のために準備し、最終的にはマイクロプロセッサ１０によって実行することが
できる。
【０００９】
メインメモリ５５内にストアされた後、命令は、命令キャッシュ５８を介して命令デコー
ダ２５へと渡される。命令デコーダ２５は各命令を調べ、取るべき適切な動作を決定する
。たとえば、デコーダ２５は、特定の命令が、ＰＵＣＨ、ＰＯＰ、ＬＯＡＤ、ＡＮＤ、Ｏ
Ｒ、ＥＸ　ＯＲ、ＡＤＤ、ＳＵＢ、ＮＯＰ、ＪＵＭＰ、条件付ＪＵＭＰ（ＢＲＡＮＣＨ）
または他のタイプの命令であるかを決定する。デコーダ５８が決定した特定のタイプの命
令が存在するかに依存して、命令は適切な機能ユニットに発行される。ジョンソンの著書
で提案されているスーパースカラアーキテクチャでは、デコーダ２５は１マシンサイクル
につき４つの命令をデコードすることのできるマルチ命令デコーダである。したがって、
デコーダ５８は４命令幅のバンド幅を示すと言える。
【００１０】
図１に示されるように、ＯＰ　ＣＯＤＥバス８５は、デコーダ２５と機能ユニットの各々
、すなわち分岐ユニット９０、算術論理装置９５および１００、シフタユニット１０５、
ロードユニット６０およびストアユニット６５との間に結合される。この態様で、各命令
のためのｏｐコードは適切な機能ユニットに与えられる。
【００１１】
ここでしばらく直接的な説明からは離れるが、命令は、典型的には以下のフォーマットで
、すなわちｏｐコード、オペランドＡ、オペランドＢ、行先レジスタという複数のフィー
ルドを含むことが認められる。たとえば、サンプル命令ＡＤＤ　Ａ、Ｂ、Ｃとは、レジス
タＡの内容をレジスタＢの内容に加算し、その結果を行先レジスタＣに置くことを意味す
るであろう。各命令のｏｐコード部分の処理は、既に上述したとおりである。ここで各命
令のオペランドの処理を説明する。
【００１２】
特定の命令のためのｏｐコードが適切な機能ユニットに送られなくてはならないだけでな
く、その命令のための指定されたオペランドが検索されて、機能ユニットに送られなくて
はならない。特定のオペランドの値がまだ計算されていなければ、機能ユニットが命令を
実行できる前に、その値をまず計算して、機能ユニットに与えられなくてはならない。た
とえば、現在の命令が先行の命令に従属していれば、現在の命令が実行される前に先行の
命令の結果を決定しなくてはならない。この状況を従属性と称する。
【００１３】
特定の命令を機能ユニットが実行するのに必要とされるオペランドは、レジスタファイル
３０またはリオーダバッファ３５のいずれかによってオペランドバス１１０に与えられる
。オペランドバス１１０は、機能ユニットの各々に結合される。したがって、オペランド
バス１１０はオペランドを適切な機能ユニットに送る。実用において、オペランドバス１
１０はオペランドＡおよびオペランドＢのための別個のバスを含む。
【００１４】
機能ユニットにｏｐコードならびにオペランドＡおよびオペランドＢが与えられれば、機
能ユニットは命令を実行し、その結果を、すべての機能ユニットの出力とリオーダバッフ
ァ３５とに（および、後述のように各機能ユニットの入力にあるそれぞれの待合わせステ
ーションに）結合される結果バス１１５に置く。
【００１５】
各機能ユニットの入力には、その命令のためのオペランドが機能ユニットに対してまだ利
用可能でないという意味でまだ完全でない命令からのｏｐコードをストアするための「待
合わせステーション」が設けられる。待合わせステーションは、後に待合わせステーショ
ンに到達する、抜けているオペランドのための場所を確保するオペランドタグとともに命
令のｏｐコードをストアする。この技術は、未処理の命令が待合わせステーションでその
オペランドとともに集められている間、マイクロプロセッサが他の命令を実行し続けるこ
とを可能にすることによって性能を高める。図１に示されるように、分岐ユニット９０に
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は待合わせステーション９０Ｒが設けられ、ＡＬＵ９５および１００には待合わせステー
ション９５Ｒおよび１００Ｒがそれぞれ設けられ、シフタユニット１０５には待合わせス
テーション１０５Ｒが設けられ、ロードユニット６０には待合わせステーション６０Ｒが
設けられ、ストアユニット６５には待合わせステーション６５Ｒが設けられる。このアプ
ローチでは、待合わせステーションが、より初期のマイクロプロセッサにおいて機能ユニ
ットの入力で典型的には使用されていた入力ラッチの代わりに使用される。待合わせステ
ーションに関してのよく知られた参考文献は、１９６７年１月、ＩＢＭジャーナル、第１
１号、２５－３３頁、アール・エム・トマシュロ（ R. M. Tomasulo）の「複数の算術装置
を用いる効率的なアルゴリズム」（“ An Efficient Algorithm For Expoiting Multiple 
Arithmetic Units”）である。
【００１６】
先に述べたように、スカラマイクロプロセッサでの効果的なスループットを１マシンサイ
クルにつき１つの命令という限界まで増大するのにパイプラインを用いることができる。
図１に示されるスーパースカラマイクロプロセッサでは、１マシンサイクルにつき複数の
命令の処理を達成するのに複数のパイプラインが用いられる。この技術を、「スーパーパ
イプライン化」と称する。
【００１７】
「レジスタ再指定」と称する別の技術もまた、スーパースカラマイクロプロセッサのスル
ープットを高めるために用いることができる。この技術は、命令ストリームにおける２つ
の命令のどちらも同じレジスタ、たとえば仮説レジスタ１を使用することを要求する場合
に有用である。第２の命令が第１の命令に従属していなければ、レジスタ１Ａと呼ぶ第２
のレジスタが、レジスタ１の代わりに第２の命令によって使用されるように割当てられる
。この態様で、レジスタ１を用いて第１の命令が終了するのを待つことなく、第２の命令
を実行することができ、結果を得ることができる。図１に示されるスーパースカラマイク
ロプロセッサ１０は、命令処理能力を高めるのにレジスタ再指定のアプローチを用いる。
マイクロプロセッサ１０においてレジスタ再指定を実現する態様を以下により詳細に説明
する。
【００１８】
上述のことから、レジスタ再指定がレジスタに対するストアの競合をなくすことが認めら
れる。レジスタ再指定を実現するために、整数ユニット１５および浮動小数点ユニット２
０は、それぞれのリオーダバッファ３５および５０と関連付けられる。簡略にするために
、整数ユニット１５内のリオーダバッファ３５を介してのレジスタ再指定のみを議論する
が、同じ議論が浮動小数点ユニット２０内の同様の回路にも当てはまる。
【００１９】
リオーダバッファ３５は、命令結果にダイナミックに割当てられるいくつかのストア位置
を含む。より特定的には、デコーダ２５によって命令がデコードされると、その命令の結
果値にリオーダバッファ３５内の位置が割当てられ、その行先レジスタ番号がこの位置と
関連付けられる。これが命令の行先レジスタ番号をリオーダバッファ位置に効果的に再指
定する。タグ、または一時ハードウェア識別子が、結果を識別するためにマイクロプロセ
ッサハードウェアによって発生される。このタグもまた、割当てられたリオーダバッファ
位置にストアされる。レジスタにストアされていると考えられる値を得るために、命令ス
トリームにおける後の命令が再指定された行先レジスタを参照するとき、命令はその代わ
りにリオーダバッファにストアされた値、または値がまだ計算されていなければその値に
関するタグを得る。
【００２０】
リオーダバッファ３５は、内容参照メモリである、先入れ先出し（ＦＩＦＯ）環状バッフ
ァとして実現される。このことは、リオーダバッファ３５内のエントリが、エントリを直
接識別することによってではなく、エントリが含むものを特定することによって識別され
ることを意味する。より特定的には、エントリは、それに書込まれたレジスタ番号を用い
て識別される。レジスタ番号がリオーダバッファ３５に与えられると、リオーダバッファ
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はレジスタに書込まれた最新の値（または値がまだ計算されていなければその値に関する
タグ）を与える。このタグは、リオーダバッファ３５内の特定の命令の相対的な推論位置
を含む。この構成は、レジスタ番号を与えられるとレジスタ内の値を与えるレジスタファ
イル３０を模倣している。しかしながら、リオーダバッファ３５およびレジスタファイル
３０が用いる、その中の値にアクセスするための機構はかなり異なる。
【００２１】
リオーダバッファ３５が用いる機構では、リオーダバッファは要求されたレジスタ番号を
リオーダバッファのすべてのエントリ内のレジスタ番号と比較する。次に、リオーダバッ
ファは一致するレジスタ番号を有するエントリの値（またはタグ）を戻す。これは連想ル
ックアップ技術である。対照的に、レジスタファイル３０に要求されたレジスタ番号が与
えられると、レジスタファイルは単にレジスタ番号をデコードし、選択されたエントリで
の値を与える。
【００２２】
命令デコーダ２５が命令をデコードすると、デコードされた命令のソースオペランドのレ
ジスタ番号が、リオーダバッファ３５およびレジスタファイル３０に同時にアクセスする
のに用いられる。リオーダバッファ３５が、そのレジスタ番号が要求されたソースレジス
タ番号と一致するエントリを持たない場合には、レジスタファイル３０内の値がソースオ
ペランドとして選択される。しかしながら、リオーダバッファ３５が一致するエントリを
有する場合には、そのエントリ内の値がソースオペランドとして選択される、というのは
この値はリオーダバッファに割当てられた最も最近の値であるはずだからである。値がま
だ計算されていないために利用可能でなければ、その値に関するタグがその代わりに選択
され、オペランドとして用いられる。いずれの場合にせよ、値またはタグが適切な機能ユ
ニットの待合わせステーションにコピーされる。この手順が、デコードされた命令の各々
が要求する各オペランドについて行なわれる。
【００２３】
典型的な命令シーケンスでは、所与のレジスタは何度も書込まれる。この理由のため、命
令が同じレジスタを特定する場合には、それらの命令によって同じレジスタがリオーダバ
ッファ３５の異なるエントリに書込まれる可能性がある。この状況で正しいレジスタ値を
得るために、リオーダバッファ３５は割当の順番によって複数の一致エントリに優先順位
をつけ、特定のレジスタ値が要求されると最も最近のエントリを戻す。この技術によって
、リオーダバッファへの新しいエントリが、より古いエントリにとって替わる。
【００２４】
機能ユニットが結果を生成すると、その結果はリオーダバッファ３５、およびその結果に
関するタグを含む何らかの待合わせステーションのエントリに書込まれる。結果値がこの
態様で待合わせステーションに書込まれると、必要なオペランドを与えるかもしれず、実
行のために機能ユニットに投入されるべき１つまたはそれ以上の待合わせをしている命令
を解放するかもしれない。結果値がリオーダバッファ３５に書込まれた後、後続の命令は
リオーダバッファから結果値をフェッチし続ける。このフェッチングは、エントリが新し
い値にとって替わられなければ、かつ、値をレジスタファイル３０に書込むことによって
値が用済とされるまで続く。用尽は、元の命令シーケンスの順序で起こり、したがって割
込および例外に関して順序通りの状態を保つ。
【００２５】
浮動小数点ユニット２０に関しては、浮動小数点ロード機能ユニット７５および浮動小数
点ストア機能ユニット８０に加えて、浮動小数点ユニット２０は他の機能ユニットも含む
ことがわかる。たとえば、浮動小数点ユニット２０は、浮動小数点加算ユニット１２０と
、浮動小数点変換ユニット１２５と、浮動小数点乗算ユニット１３０と、浮動小数点除算
ユニット１４０とを含む。ＯＰ　ＣＯＤＥバス１４５が、デコーダ４０と浮動小数点ユニ
ット２０内の各機能ユニットとの間に結合されて、デコードされた命令を機能ユニットに
与える。各機能ユニットはそれぞれの待合わせステーション、すなわち浮動小数点加算待
合わせステーション１２０Ｒと、浮動小数点変換待合わせステーション１２５Ｒと、浮動
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小数点乗算待合わせステーション１３０Ｒと、浮動小数点除算待合わせステーション１４
０Ｒとを含む。オペランドバス１５０は、レジスタファイル４５およびリオーダバッファ
５０を機能ユニットの待合わせステーションに結合して、オペランドがそれらに与えられ
るようにする。結果バス１５５は、浮動小数点ユニット２０のすべての機能ユニットの出
力をリオーダバッファ５０に結合する。リオーダバッファ５０はレジスタファイル４５に
結合される。リオーダバッファ５０およびレジスタファイル４５には、したがって、先に
整数ユニット１５に関して説明したのと同じ態様で結果が与えられる。
【００２６】
整数リオーダバッファ３５は１６のエントリを保持し、浮動小数点リオーダバッファ５０
は８のエントリを保持する。整数リオーダバッファ３５および浮動小数点リオーダバッフ
ァ５０は、各々１マシンサイクルにつき２つの計算値を受入れることができ、１サイクル
につき２つの結果をそれぞれのレジスタファイルに格納することができる。
【００２７】
マイクロプロセッサがデコードされた命令を順序通りに投入する（「順序通りの投入」）
ように制約されると、マイクロプロセッサは、デコードされた命令が資源の競合を発生す
る（すなわち２つの命令の両方がＲ１レジスタを使うことを要求する）と常に、またはデ
コードされた命令が従属性を有すると、命令のデコードを停止しなくてはならない。対照
的に、「順序通りでない投入」を用いる図１のマイクロプロセッサ１０は、デコーダ２５
を実行ユニット（機能ユニット）から分離することによって、このタイプの命令の投入を
達成する。これは、リオーダバッファ３５および機能ユニットにある上述の待合わせステ
ーションを用いて分配命令ウィンドウを効果的に確立することによって行なわれる。この
態様で、デコーダは、命令を直ちに実行できなくても、命令をデコードし続けることがで
きる。命令ウィンドウは、マイクロプロセッサが、先に進み命令を実行し続けながらそこ
から引出すことのできる命令のプールとして作用する。したがって、命令ウィンドウによ
ってマイクロプロセッサに先見能力が与えられる。従属性がクリアされてオペランドが利
用可能になると、ウィンドウ内のより多くの命令が機能ユニットによって実行され、デコ
ーダはさらに多くのデコードされた命令でウィンドウを充満し続ける。
【００２８】
マイクロプロセッサ１０は、その性能を高めるために分岐予測ユニット９０を含む。プロ
グラムの命令ストリームにおける分岐がマイクロプロセッサの命令をフェッチする能力を
妨げることはよく知られている。これは、分岐が起こると、フェッチャがフェッチすべき
次の命令が分岐の結果に従属するからである。ユニット９０等の分岐予測ユニットがなけ
れば、マイクロプロセッサの命令フェッチャは機能停止となるか、または正しくない命令
をフェッチする恐れがある。このことは、マイクロプロセッサが命令ウィンドウ内の並列
に実行する他の命令を探しあてる可能性を減じてしまう。ソフトウェア分岐予測ではなく
、ハードウェア分岐予測が分岐予測ユニット９０では用いられて、命令のフェッチの間に
起こる分岐の結果を予測する。言い換えれば、分岐予測ユニット９０は、分岐が発生され
るべきであるか否かを予測する。たとえば、先行の分岐結果の実行の履歴を保持するため
に分岐先バッファが用いられる。この履歴に基づいて、特定のフェッチされた分岐の間、
フェッチされた分岐命令がどの分岐をとるかに関して決定がなされる。
【００２９】
ソフトウェア分岐予測もまた、分岐の結果を予測するのに用いることができることが認め
られる。この分岐予測のアプローチでは、プログラムにおける各分岐にいくつかのテスト
が行なわれて、統計的にどの分岐結果が起こりそうかを判断する。ソフトウェア分岐予測
技術は、典型的にはプログラム自体に好ましい分岐結果に関して統計的な分岐予測情報を
組込むことを伴う。コード列（分岐等）が、マイクロプロセッサがそのコード列を実行す
るのが適切であることを確信する前に実行されるマイクロプロセッサ設計の実用に、「推
論実行」という用語がしばしば適用される。
【００３０】
スーパースカラマイクロプロセッサの動作を理解するために、パイプラインの各ステージ
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、すなわちフェッチ、デコード、実行、ライトバックおよび結果コミットでのスカラおよ
びスーパースカラマイクロプロセッサを比較することが有用である。以下の表１はこのよ
うな比較を示す。
【００３１】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３２】
スーパースカラマイクロプロセッサ１０の上述の説明より、このマイクロプロセッサは実
に強力であるが、非常に複雑な構造であることが認められる。しかしながら、設計の簡略
化および処理性能のさらなる向上が、マイクロプロセッサ１０等のマイクロプロセッサに
おいて常に望ましい。
【００３３】
【発明の概要】
したがって、本発明のスーパースカラマイクロプロセッサのある利点は、並列に命令を処
理することに関しての性能の向上である。
【００３４】
本発明のスーパースカラマイクロプロセッサの別の利点は、その複雑さが減じられたこと
である。
【００３５】
本発明のスーパースカラマイクロプロセッサのさらに別の利点は、他のスーパースカラマ
イクロプロセッサと比較して、ダイの寸法が減じられたことである。
【００３６】
本発明の一実施例に従えば、主メモリにストアされた命令を処理するためのスーパースカ
ラマイクロプロセッサが提供される。マイクロプロセッサは、同じマイクロプロセッササ
イクル内に複数の命令をデコードするための複数命令デコーダを含む。デコーダは、同じ

10

20

30

40

50

(11) JP 3670039 B2 2005.7.13



マイクロプロセッサ内に整数および浮動小数点命令の両方をデコードする。マイクロプロ
セッサは、デコーダに結合されるデータ処理バスを含む。マイクロプロセッサはさらに、
同じデータ処理バスに結合されて、これを共有する整数機能ユニットおよび浮動小数点機
能ユニットを含む。共通のリオーダバッファが、データ処理バスに結合されて、整数機能
ユニットおよび浮動小数点機能ユニットの両方に用いられる。共通レジスタファイルがリ
オーダバッファに結合されて、リオーダバッファから用済とされた命令結果を受入れる。
【００３７】
新規であると考えられる本発明の特徴は、前掲の特許請求の範囲に特定的に述べられる。
しかしながら、この発明自体は、その構造および動作方法の両方について、以下の説明お
よび添付の図面を参照することによって最もよく理解されるであろう。
【００３８】
【実施例の詳細な説明】

本発明の高性能スーパースカラマイクロプロセッサは、望ましいことに、順序通りでない
命令の投入と順序通りでない命令の実行とを並列して可能にする。より特定的には、開示
されるスーパースカラマイクロプロセッサでは、命令はプログラム順に発行され、投入お
よび完了は順序通りでなく、用尽（用済）は順序通りに行なわれる。高性能を可能にする
本発明のいくつかの局面を、より詳細な説明に入る前に議論する。
【００３９】
図２のスーパースカラマイクロプロセッサ２００は、いくかつの主な構成要素を共有する
ことで、ダイの寸法を増大することなく性能を向上することができる。このマイクロプロ
セッサのアーキテクチャでは、整数ユニット２１５および浮動小数点ユニット２２５は共
通のデータ処理バス５３５に結合される。データ処理バス５３５は、主にその広いバンド
幅のために、高速で高性能のバスである。整数機能ユニットおよび浮動小数点機能ユニッ
トが別個のバスの上にある設計と比較して、これらの両方の機能ユニットをさらに活用す
ることが可能になる。
【００４０】
整数および浮動小数点機能ユニットは、複数の待合わせステーションを含み、これらもま
た同じデータ処理バス５３５に結合される。図３ないし図５に示される本発明のマイクロ
プロセッサのより詳細な表現からわかるように、整数および浮動小数点機能ユニットはま
た、データ処理バス５３５を介して共通の分岐ユニット５２０を共有する。さらに、整数
および浮動小数点機能ユニットは、同じデータ処理バス５３５に結合される共通のロード
／ストアユニット５３０を共有する。開示されるマイクロプロセッサアーキテクチャは、
マイクロプロセッサダイの寸法をより効率的に用いながら、有利に性能を高める。図２な
いし図５に示されるこの発明の実施例では、本発明のマイクロプロセッサは、マイクロプ
ロセッサによって処理される命令が同じ幅を示し、かつオペランドサイズが可変である縮
小命令セットコンピュータ（ＲＩＳＣ）である。
【００４１】
図２に戻って、この発明のスーパースカラマイクロプロセッサの簡略化されたブロック図
が、マイクロプロセッサ２００として示される。スーパースカラマイクロプロセッサ２０
０は、４命令幅、２ウェイセットアソシアティブ、部分デコード８Ｋバイト命令キャッシ
ュ２０５を含む。命令キャッシュ２０５は、分岐予測を伴う１マシンサイクルにつき複数
の命令のフェッチをサポートする。この明細書の目的のため、マシンサイクルおよびマイ
クロプロセッササイクルという用語は、同意語であると見なす。命令キャッシュ２０５は
また、ＩＣＡＣＨＥとも称する。
【００４２】
マイクロプロセッサ２００はさらに、オペランドの利用可能性に関わらず、１マシンサイ
クルにつき４つまでの命令をデコードし、６つの独立した機能ユニットのいずれにも発行
することのできる命令デコーダ（ＩＤＥＣＯＤＥ）２１０を含む。図３ないし図５にマイ
クロプロセッサ５００として示される本発明のより詳細な実施例においてわかるように、
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これらの機能ユニットは、２つの算術論理ユニット（まとめてＡＬＵ５００として示され
るＡＬＵ０およびＡＬＵ１）を含む。これらの機能ユニットはさらに、シフタセクション
５１０（ＳＨＦＳＥＣ）を含み、これはＡＬＵセクション５０５とともに、整数命令を処
理するための整数ユニット５１５を形成する。機能ユニットはさらに、命令分岐を処理し
、かつ分岐予測を行なうための分岐セクション（ＢＲＮＳＥＣ）５２０を含む。分岐ユニ
ット５２０として用いることができる分岐ユニットの１つは、１９９２年８月４日に発行
された、「キャッシュ内に各命令のブロックとストアされたフェッチ情報を用いての適切
に予測された分岐命令に続く実行のための遅延を低減するためのシステム」（“ System F
or Reducing Delay For Execution Subsequent To Correctly Predicted Branch Instruc
tion Using Fetch Information Stored With Each Block Of Instructions In Cache”）
と題される米国特許第５，１３６，６９７号に記載され、その開示をここに引用によって
援用する。浮動小数点セクション（ＦＰＴＳＥＣ）５２５およびロード／ストアセクショ
ン（ＬＳＳＥＣ）５３０もまた、デコーダ（ＩＤＥＣＯＤＥ）２１０が命令を発行する機
能ユニットに含まれる。上述の機能ユニットはすべて、図３ないし図５に示されるように
共通の主データ処理バス５３５を共有する（この明細書の目的のため、図３ないし図５は
併せてマイクロプロセッサ５００を形成し、併せて横に並べて見るものである）。
【００４３】
図２のスーパースカラマイクロプロセッサ２００の簡略化されたブロック図では、分岐は
整数演算と考えられ、分岐ユニットは整数コア２１５の一部として見なされる。スーパー
スカラマイクロプロセッサ２００は、オペランド従属性の適切な順序付けを守り、かつ順
序通りでない投入を可能にするために命令のタグの付与を行なう。マイクロプロセッサ２
００はさらに、発行された命令が実行を待つ間待ち行列にされる、機能ユニットの複数の
待合わせステーションを含む。この特定の実施例では、各機能ユニットの入力に２つの待
合わせステーションが設けられる。より特定的には、この特定の実施例では、整数コア２
１５は２つの待合わせステーション２２０を含み、浮動小数点コア２２５は２つの待合わ
せステーション２３０を含む。１機能ユニットについて用いられる待合わせステーション
の数は、所望される待ち行列の程度に従って変えてもよい。整数コア２１５は整数命令を
処理し、浮動小数点コア２２５は浮動小数点命令を処理する。実用において、整数コア２
１５および浮動小数点コア２２５の各々は、複数の機能ユニットを含み、この発明の一実
施例では、その各々には複数の待合わせステーションが備えられる。
【００４４】
この特定の実施例において、マイクロプロセッサ２００は１マシンサイクルについて３つ
までの機能ユニット結果を処理することができる。これは、マイクロプロセッサ２００が
、すべての機能ユニット（すなわち図２の整数コア２２０および浮動小数点コア２３０）
に結合されるＲＥＳＵＬＴ０、ＲＥＳＵＬＴ１、およびＲＥＳＵＬＴ２と示される３つの
結果バスを含むからである。この発明はこの数の結果バスに制限されるわけではなく、所
望の性能レベルに見合った、より多いまたは少ない数の結果バスを用いてもよい。同様に
、この発明は示される実施例における機能ユニットの特定の数に制限されるわけではない
。
【００４５】
マイクロプロセッサ２００はさらに、リオーダバッファ２４０から用済となった結果をス
トアするための統合されたレジスタファイル２３５を含む。レジスタファイル２３５は、
一実施例においては１マシンサイクルにつき４つの読出および２つの書込を可能にするマ
ルチポートマルチレジスタ記憶領域である。レジスタファイル２３５は様々なサイズのエ
ントリ、すなわち一実施例では同じレジスタファイルに３２ビット整数および６４ビット
浮動小数点オペランドエントリの両方を収容する。レジスタファイル２３５は、この特定
の実施例では１９４の３２ビットレジスタのサイズを示す。リオーダバッファ２４０もま
た異なるサイズのエントリ、すなわち一実施例では同じレジスタファイル内に３２ビット
整数および６４ビット浮動小数点オペランドエントリの両方を収容する。これらの特定の
数もまた、制限するものではなく例示する目的のために与えるものである。
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【００４６】
リオーダバッファ２４０は、環状バッファ、または順序通りでない機能ユニットの結果を
受取りかつ逐次命令プログラム順にレジスタファイル２３５を更新するキューである。一
実施例では、リオーダバッファ２４０は、１０のエントリを備えた先入れ先出し（ＦＩＦ
Ｏ）バッファとして実現される。ＦＩＦＯ　ＲＯＢ２４０内のキューは先頭および末尾を
含む。この発明の別の実施例では、１６のエントリを備えたリオーダバッファを用いる。
リオーダバッファ２４０は再指定されたレジスタに割当てられる位置を含み、推論的に実
行された命令の結果を保持する。分岐論理がある分岐の発生を予測すると、予測された分
岐における命令が、分岐がある特定の例において適切に発生したとの推論の下に実行され
るように、命令が推論的に実行される。分岐が誤予測されたと判断されるようなことがあ
れば、リオーダバッファ２４０内にある分岐結果は、効果的にキャンセルされる。このこ
とは、マイクロプロセッサが誤予測された分岐命令に対して効果的にバックアップし、マ
イクロプロセッサの推論状態をリセットし、誤予測された分岐前のプログラム命令ストリ
ームの点から実行を再開することによって達成される。
【００４７】
リオーダバッファの１０のエントリは各々３２ビット幅（３２ビット整数量の幅に対応す
る）であるが、リオーダバッファはまた、たとえば６４ビット浮動小数点量等の６４ビッ
ト量を収容することもできる。これは、リオーダバッファ内で６４ビット量を２つの連続
ＲＯＰとしてストアすることによって達成される（アール・オップと発音するＲＯＰは、
マイクロプロセッサによって処理されるＲＩＳＣまたはＲＩＳＣ類似命令／演算を指す）
。このようにストアされた連続ＲＯＰは、これらを１つの構造として連結する情報を有し
、１つの構造として一緒に用済とされる。各リオーダバッファエントリは、１の３２ビッ
ト量、すなわち倍精度浮動小数点量の１／２、１の単精度浮動小数点量または３２ビット
整数を保持する容量を有する。
【００４８】
プログラムカウンタ（ＰＣ）は、もう推論的ではないものとしてレジスタファイル２３５
に格納された命令と、推論的に実行されてその結果がリオーダバッファ（ＲＯＢ）２４０
にあり、用済が未定の命令との間の境界である、プログラム命令ストリーム内の点を追跡
するために用いられる。このＰＣは、リタイアＰＣまたは単にＰＣと称する。リタイアＰ
Ｃは、ＲＯＢキューの先頭にストアされ、更新される。ＲＯＢエントリは、相対ＰＣ更新
状態情報を含む。
【００４９】
リタイアＰＣは、リオーダバッファキューの先頭と関連する状態情報によって更新される
。より特定的には、リオーダバッファキューは、この特定の実施例では最大４の命令まで
の、用済とする準備のできている命令の数を示す。リタイア論理２４２内に位置されるリ
タイアＰＣセクションは、現在の用済となったＰＣを保持する。ある特定のクロックサイ
クル内に４つの逐次命令が用済とされるべきであれば、リタイアＰＣ論理は現在のリタイ
アＰＣに［４命令＊４バイト／命令］を加えて新しいリタイアＰＣを生成する。発生され
た分岐が存在すれば、リタイアＰＣは、一旦分岐が用済とされもう推論的でなくなると、
分岐先に進む。リタイアＰＣは次に、その点から用済とされた命令の数だけ増分される。
リタイアＰＣはリタイア論理２４２内の内部バス、すなわちＰＣ（３１：０）に存在する
。
【００５０】

このセクションでは、図２の簡略化されたマイクロプロセッサのブロック図のまだ述べて
いない局面を中心に議論する。一般的な見方を述べる。
【００５１】
図２は、マイクロプロセッサ２００として、この発明の高性能スーパースカラマイクロプ
ロセッサの一実施例の簡略化されたブロック図を示す。マイクロプロセッサ２００におい
て、命令キャッシュ２０５およびデータキャッシュ２４５は、３２ビット幅内部アドレス
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データ（ＩＡＤ）バス２５０を介して互いに結合される。ＩＡＤバス２５０は、一実施例
では、データ処理バス５３５と比較すると比較的低速の通信バスである。ＩＡＤバス２５
０は、マイクロプロセッサ２００のいくつかの主要な構成要素を相互接続して、このよう
な構成要素の間でアドレス情報およびデータの両方の通信を与えるように機能する。ＩＡ
Ｄバス２５０は、データ処理バス５３５が扱うオペランド処理および結果処理のように高
速の並列性を要求しないタスクのために用いられる。この発明の一実施例では、ＩＡＤバ
ス２５０は、各クロックサイクルにおいてデータおよびアドレス情報の両方がそれにマル
チプレクスされる３２ビット幅バスである。ＩＡＤバス２５０のバンド幅は、したがって
ある例では６４ビット／クロックである。
【００５２】
主メモリ２５５が、図２に示されるようにバスインタフェースユニット２６０を介してＩ
ＡＤバス２５０に結合される。このように、主メモリ２５５への、およびそこからの情報
の読出および書込が可能にされる。図示の目的のため、主メモリ２５５はマイクロプロセ
ッサ２００の一部として図２に示される。実用において、主メモリ２２５は、一般にマイ
クロプロセッサ２００の外部に置かれる。
【００５３】
しかしながら、たとえばマイクロコントローラの場合のように主メモリ２５５がマイクロ
プロセッサ２００内に配置される、マイクロプロセッサ２００の実現例が企図される。
【００５４】
デコーダ２１０は、命令キャッシュ２０５に結合されるフェッチャ２５７を含む。フェッ
チャ２５７は、デコーダ２１０によるデコードおよび発行のためにキャッシュ２０５およ
び主メモリ２５５から命令をフェッチする。
【００５５】
バスインタフェースユニット（ＢＩＵ）２６０は、ＩＡＤバス２５０に結合されてマイク
ロプロセッサ２００の外部にあるバス回路（図示せず）とマイクロプロセッサ２００をイ
ンタフェースさせる。より特定的には、ＢＩＵバス２６０は、マイクロプロセッサ２００
の外部にあるシステムバス、ローカルバスまたは他のバス（図示せず）とマイクロプロセ
ッサ２００をインタフェースさせる。ＢＩＵ２６０として用いることができるバスインタ
フェースユニットの１つは、アドバンスト・マイクロ・ディバイシズ・インコーポレイテ
ッド（ Advanced Micro Devices）が製造するＡＭ２９０３０マイクロプロセッサからのバ
スインタフェースユニットである。ＢＩＵ２６０は、Ａ（３１：０）と示されるアドレス
ポートと、Ｄ（３１：０）と示されるデータポートとを含む。ＢＩＵ２６０はまた、バス
ハンドシェークポート（ＢＵＳ　ＨＡＮＤ　ＳＨＡＫＥ）と、ＸＢＲＥＱ（バスリクエス
トなし）およびＸＢＧＲＴ（バスグラントなし）と示されるグラント／リクエストライン
とを含む。ＡＭ２９０３０マイクロプロセッサのバスインタフェースユニットは、アドバ
ンスト・マイクロ・ディバイシズ・インコーポレイテッドの出版するＡｍ２９０３０ユー
ザーズマニュアルにより詳細に説明される。
【００５６】
当業者には、命令列およびそのためのデータを含むプログラムが主メモリ２５５にストア
されることが認められるであろう。命令およびデータがメモリ２５５から読出されると、
命令およびデータは、命令がデコーダ２１０によってフェッチされ、デコードされ、機能
ユニットに発行され得る前に、それぞれ命令キャッシュ２０５およびデータキャッシュ２
４５にストアされる。
【００５７】
デコーダ２１０によって特定の命令がデコードされると、デコーダ２１０はデコードされ
た命令のｏｐコードをその命令のタイプのための適切な機能ユニットに送る。たとえば以
下の命令、すなわちＡＤＤ　Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３（レジスタ１内の整数をレジスタ２内の整
数に加えてその結果をレジスタ３に置く）がフェッチされたと仮定する。ここで、Ｒ１は
Ａオペランドであり、Ｒ２はＢオペランドであり、Ｒ３は行先レジスタである。
【００５８】
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実用において、デコーダ２１０は１度に１ブロックにつき４つの命令をデコードし、各命
令に関連するｏｐコードを識別する。言い換えれば、デコード２１０は、デコード２１０
に含まれる４つの発行位置の各々のためのｏｐコードタイプを識別する。４つのデコード
されたｏｐコードタイプは、それぞれ４つのＴＹＰＥバスを介して機能ユニットにブロー
ドキャストされる。４つのデコードされたｏｐコードはそれぞれのＯＰ　ＣＯＤＥバスを
介して機能ユニットにブロードキャストされる。もし利用可能であれば、オペランドがＲ
ＯＢ２４０およびレジスタファイル２３５から検索される。オペランドは、Ａオペランド
およびＢオペランドバスを介して機能ユニットにブロードキャストされる。特定のオペラ
ンドが利用可能でなければ、ＡおよびＢオペランドタグがその代わりに適切なＡまたはＢ
オペランドバスを介して適切な機能ユニットに送られる。デコーダ２１０によってデコー
ドされた４つの命令は、このように処理のために機能ユニットに発行される。
【００５９】
この例でのＡＤＤ　ｏｐコードに関して、機能ユニットの１つ、すなわち整数コア２１５
内の算術論理装置（ＡＬＵ）は、ｏｐコードタイプを認め、その待合わせステーション２
２０においてｏｐコード、Ａオペランドタグ、Ａオペランド（もし利用可能であれば）、
Ｂオペランドタグ、Ｂオペランド（もし利用可能であれば）および行先タグを含む情報を
ラッチする。ＡＬＵ機能ユニットは次に結果を判断し、その結果を、ＲＯＢ２４０でのス
トアのために、および未処理の命令を処理するためにその結果を必要としている何らかの
他の機能ユニットによる検索のために、結果バス２６５に置く。
【００６０】
命令がデコーダ２１０によってデコードされると、その結果のためにリオーダバッファ２
４０内のレジスタが割当てられることが認められる。次に命令の行先レジスタが、割当て
られたレジスタと関連付けられる。命令のまだ利用可能でない結果に対応する結果タグ（
一時の一意的ハードウェア識別子）が割当てられたレジスタに置かれる。「レジスタ再指
定」がこのように実現される。プログラム命令列における後の命令が、リオーダバッファ
２４０内のこの再指定された行先レジスタを参照すると、リオーダバッファ２４０は、そ
のレジスタに割当てられた位置にストアされた結果値か、またはその結果がまだ計算され
ていなければその値のためのタグのいずれかを与える。結果が計算されると、結果タグバ
スに信号が与えられ、リオーダバッファ２４０および機能ユニットの待合わせステーショ
ンに結果バスを介して結果が利用可能となったことを知らせる。このようにして結果がリ
オーダバッファ２４０にストアされる。
【００６１】
図３および４に示されるように、行先タグラインはリオーダバッファ２４０から機能ユニ
ットに延びる。デコーダ２１０は、リオーダバッファに、リオーダバッファエントリの割
当の準備が現在できている命令の数を知らせる。リオーダバッファは次に、リオーダバッ
ファの現在の状態に基づいて行先タグを各命令に割当てる。デコーダ２１０は次に、各命
令が投入されるか否かを確立する。リオーダバッファは投入された命令を取込み、リオー
ダバッファエントリの一時的割当を確立する。
【００６２】
特定の命令のためのオペランドは、共通データ処理バス５３５のＡオペランドバス（Ａ　
ＯＰＥＲ）およびＢオペランドバス（Ｂ　ＯＰＥＲ）を介して、適切な機能ユニットに送
られる。それぞれの命令の結果は、これらの命令に割当てられた機能ユニットで発生する
。これらの結果は、３つの結果バスＲＥＳＵＬＴ０、ＲＥＳＵＬＴ１およびＲＥＳＵＬＴ
２を含む複合結果バス２６５を介してリオーダバッファ２４０に送られる。複合結果バス
２６５は、データ処理バス５３５の一部である。
【００６３】
特定の命令がデコードされたときに、１つまたはそれ以上のオペランドが現在利用可能で
ないことは、デコーダ２１０から機能ユニットへの命令の発行を妨げるわけではない。そ
うではなく、１つまたはそれ以上のオペランドがまだ利用可能でない場合には、オペラン
ドタグ（一時の一意的ハードウェア識別子）が、抜けているオペランドの代わりに適切な
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機能ユニット／待合わせステーションに送られる。オペランドタグおよび命令のためのｏ
ｐコードは、タグに対応するオペランドが結果バスを介してリオーダバッファ２４０で利
用可能となるまでは、その機能ユニットの待合わせステーションにストアされる。抜けて
いたすべてのオペランドがリオーダバッファ２４０で利用可能となれば、タグに対応する
オペランドがリオーダバッファ２４０から検索される。オペランドおよびｏｐコードは、
待合わせステーションから実行のために機能ユニットに送られる。結果は、リオーダバッ
ファ２４０に伝送するために結果バスに置かれる。
【００６４】
上述のオペランドタグトランザクションにおいて、Ａ　ＯＰＥＲおよびＢ　ＯＰＥＲバス
を介して機能ユニットの待合わせステーションにオペランドタグが実際に送られることが
認められる。オペランドタグをやりとりするためにこのような態様で用いられると、Ａ　
ＯＰＥＲおよびＢ　ＯＰＥＲバスは、図２に示されるようにＡ　ＴＡＧおよびＢ　ＴＡＧ
と称する。
【００６５】

図３ないし図５は、マイクロプロセッサ５００として、この発明のマイクロプロセッサの
より詳しい実現例を示す。図２ないし図５に示されるマイクロプロセッサ内の同様の要素
を示すのに同様の参照符号を用いる。マイクロプロセッサ５００のある部分は既に説明し
たことが認められる。
【００６６】
マイクロプロセッサ５００において、命令は推論プログラム順に発行され、投入および完
了は順番通りではなく、順番通りに用済とされる。多くの信号およびバスが、特に命令の
発行に関して並列性を促進するために複製されることが後の説明より明らかになるであろ
う。デコーダ２１０は、１マイクロプロセッササイクルについて複数の命令をデコードし
、デコードされた命令がそこから機能ユニットに並列に発行される発行ウィンドウを形成
する。ＩＣＡＣＨＥ２０５は、１度に４つの命令をデコーダ２１０に、ＩＣＡＣＨＥ２０
５をデコーダ２１０に結合するラインＩＮＳ０、ＩＮＳ１、ＩＮＳ２およびＩＮＳ３を介
して与えることができる。
【００６７】
マイクロプロセッサ５００において、主データ処理バスは、やはりデータ処理バス５３５
として示される。データ処理バス５３５は４つのＯＰ　ＣＯＤＥバスと、４つのＡ　ＯＰ
ＥＲ／Ａ　ＴＡＧバスと、４つのＢ　ＯＰＥＲ／Ｂ　ＴＡＧバスと、４つのＯＰ　ＣＯＤ
Ｅ　ＴＹＰＥバスとを含む。４つのＯＰ　ＣＯＤＥバス、４つのＡ　ＯＰＥＲ／Ａ　ＴＡ
Ｇバス、４つのＢ　ＯＰＥＲ／Ｂ　ＴＡＧバス、および４つのＯＰ　ＣＯＤＥ　ＴＹＰＥ
バスは、デコードされた命令を機能ユニットに伝送するように協働するため、これらは併
せて、ＸＩ０Ｂ、ＸＩ１Ｂ、ＸＩ２ＢおよびＸＩ３Ｂ（図では別個に符号を付けられるわ
けではない）と示される４つの命令バスとしても参照される。これらの類似した命令バス
の名称は、互いから１桁で区別される。この桁は０をより早い命令として、０ｍｏｄ１６
バイトメモリブロックにおける命令の位置を示す。これらの名称はここでは小文字「ｎ」
でその桁を示す一般的な形で与えられる（すなわち、４つの命令バスＸＩ０Ｂ、ＸＩ１Ｂ
、ＸＩ２ＢおよびＸＩ３Ｂは、ＸＩｎＢとして参照する）。
【００６８】
順序通りでない命令の並列の実行を可能にするスーパースカラマイクロプロセッサ５００
の特徴を、ここでマイクロプロセッサのより詳細な説明を始める前に簡単に繰返す。マイ
クロプロセッサ５００は、４命令幅、２ウェイセットアソシアティブ、部分デコード８Ｋ
バイト命令キャッシュ２０５（ＩＣＡＣＨＥ）を含み、分岐予測を伴う、１マイクロプロ
セッササイクルにつき４つの命令のフェッチをサポートする。マイクロプロセッサ５００
は、オペランドの利用可能性に関わらず、５つの独立した機能ユニットのうちの何らかの
ものへのデコーダ２１０（ＩＤＥＣＯＤＥ）による１サイクルにつき４つまでの命令のデ
コードおよび発行を与える。これらの機能ユニットは、分岐セクションＢＲＮＳＥＣ５２
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０、算術論理装置ＡＬＵ５０５、シフタセクションＳＨＦＳＥＣ５１０、浮動小数点セク
ションＦＰＴＳＥＣ５２５、およびＬＯＡＤ／ＳＴＯＲＥセクション５３０を含む。
【００６９】
マイクロプロセッサ５００は、オペランドの従属性の適切な順序付けを守り、順序通りで
ない投入を可能にするために、命令のタグ付与を行なう。マイクロプロセッサ５００はさ
らに、まだ実行できない発行された命令がそこで待ち行列にされる、機能ユニット内の待
合わせステーションを含む。３つの結果バス（ＲＥＳＵＬＴ０、ＲＥＳＵＬＴ１およびＲ
ＥＳＵＬＴ２）が、１サイクルにつき３つまでの機能ユニット結果を扱うことを可能にす
るように設けられる。環状バッファまたはＦＩＦＯキュー、すなわちリオーダバッファ２
４０が、順序通りでない機能ユニットの結果を受取り、レジスタファイル２３５を更新す
る。より特定的には、レジスタファイルはリオーダバッファからの結果で正しいプログラ
ム順に更新される。言い換えれば、リオーダバッファからレジスタファイルへの結果の格
納は、それが関係するすべての分岐、算術およびロード／ストア動作とともに正しい実行
順に行なわれる。マルチポートレジスタファイル２３５は、１マシンサイクルにつき４つ
の読出および２つの書込ができる。ＲＥＳＵＬＴ０、ＲＥＳＵＬＴ１およびＲＥＳＵＬＴ
２は、ＲＯＢ２４０に並列に書込まれる。結果がＲＯＢ２４０から用済とされる際、これ
らは書込バスＷＲＩＴＥＢＡＣＫ０およびＷＲＩＴＥＢＡＣＫ１を介して並列にレジスタ
ファイル２３５に書込まれる。マイクロプロセッサ５００はまた、ロードおよびストア待
ち時間を最少にするように、オンボードのダイレクトマッピング８Ｋバイトコヒーレント
データキャッシュ２４５を含む。
【００７０】
［ＩＩＩ（ａ）命令フロー－フェッチ］
マイクロプロセッサ５００の命令フローをここで説明する。命令デコーダ（ＩＤＥＣＯＤ
Ｅ）２１０は、命令を命令キャッシュ（ＩＣＡＣＨＥ）２０５からフェッチする命令フェ
ッチャ２５７を含む。キャッシュ２０５として用いることができる命令キャッシュの１つ
は、１９９２年４月１２日に出願された、「命令デコーダおよびこれを用いるスーパース
カラプロセッサ」（“ Instruction Decoder And Superscalar Processor Utilizing Same
”）と題される同時係属中の米国特許出願連続番号第０７／９２９，７７０号に説明され
、本明細書においてこれを引用によって援用する。デコーダ２１０（ＩＤＥＣＯＤＥ）と
して用いることができるデコーダの１つもまた、１９９２年４月１２日に出願された「命
令デコーダおよびこれを用いるスーパースカラプロセッサ」と題される米国特許出願連続
番号第０７／９２９，７７０号に説明される。
【００７１】
主メモリ２５５内の特定のプログラムがマイクロプロセッサ５００によって実行されると
き、プログラムの命令は実行のためにプログラム順に検索される。命令は通常最初はＩＣ
ＡＣＨＥ２０５にないので、まず典型的なＩＣＡＣＨＥリフィル動作を説明する。キャッ
シュミスの際に、０ｍｏｄ１６バイト（キャッシュブロックサイズ）でメモリ内に整列さ
れた４ワードの命令のブロックに対するリクエストがバスインタフェースユニット（ＢＩ
Ｕ）２６０に対して行なわれる。これは、後続のミスが起こるということを仮定して、命
令ブロックの継続するプリフェッチストリームを開始する。この特定の実施例では、キャ
ッシュ内のブロックにつき有効ビットは１つしかないので、４ワードのブロックが最小の
転送サイズである。有効ビットは、現在の１６バイトエントリおよびタグが有効であるこ
とを示す。このことは、エントリがロードされ、現在実行されているプログラムに対して
確立されたことを意味する。
【００７２】
命令ブロックが戻される際に（対象のワードからではなく下位のワードから行なわれる）
、これは１つの命令につき４ビットの情報を発生するプリデコードネットワーク（図示せ
ず）を通る。前の命令ブロックが発行されていれば、次の命令ブロック（新しい命令ブロ
ック）が命令レジスタ２５８およびＩＤＥＣＯＤＥ２１０に進む。そうでなければ、次の
命令ブロックはプリフェッチバッファ２５９で待つ。命令レジスタ２５８は、推論実行の
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ために発行されるべき次の命令である現在の４つの命令を保持する。プリフェッチバッフ
ァ２５９は、ＩＣＡＣＨＥ２０５がリクエストしたプリフェッチされた命令のブロックを
保持する。これらの命令は、後にプリデコードされてＩＣＡＣＨＥ２０５およびＩＤＥＣ
ＯＤＥ２１０に送られる。この態様でプリフェッチされた命令のブロックを保持すること
によって、ＩＤＥＣＯＤＥ２１０による発行およびプリフェッチがロック状態で実行され
る必要がないように、バッファ動作が与えられる。
【００７３】
まだ解決されていない条件付分岐がなければ、予測実行された次の命令がデコードに進む
と、次の命令ブロックがＩＣＡＣＨＥ２０５に書込まれる。このアプローチは、望ましい
ことには不必要な命令がキャッシュされることを防ぐ。プリデコード情報もまたキャッシ
ュに書込まれる。プリデコード情報とは、特定の命令を適切な機能ユニットに迅速に送る
のを助ける命令のサイズおよび内容に関した情報である。プリデコードに関するさらなる
情報は、同時係属中の本譲受人に譲受された「可変バイト長命令に特に適したプリデコー
ド命令キャッシュおよびそのための方法」（“ Pre-Decoded Instruction Cache And Meth
od Therefor Particularly Suitable For Variable Byte-Length Instructions"）と題さ
れる米国特許出願番号第１４５，９０５号に見いだされ、その開示をここに引用によって
援用する。分岐予測は、プログラムが実行される際にどの分岐が発生されるかを予測する
ために用いられるものであることが認められる。予測は後に、分岐が実際に実行されると
きに確立される。予測は、マイクロプロセッサパイプラインのフェッチ段階の間に起こる
。
【００７４】
プリフェッチストリームは、ＢＩＵ２６０がそれに結合される外部バス（図示せず）を放
棄しなくてはならないか、データキャッシュ２４５が外部アクセスを必要とするか、プリ
フェッチバッファ２５９がオーバーフローするか、キャッシュヒットが起こるか、または
分岐もしくは割込が起こるまで続く。上述のことより、プリフェッチストリームはあまり
長くはならない傾向にあることが認められるであろう。一般に、外部プリフェッチは、多
くても発行されているものより２ブロック先である。
【００７５】
この特定の実施例では、命令キャッシュ２０５（ＩＣＡＣＨＥ）内のブロック１つにつき
有効ビットは１つなので、部分的なブロックは存在せず、すべての外部フェッチは４つの
命令のブロックで行なわれることが認められる。キャッシュ内のブロックにつき有効ビッ
トは１つしかない。ＩＣＡＣＨＥ２０５はまた、各ブロックについての分岐予測情報を含
む。この情報はリフィルの際にクリアされる。
【００７６】
命令がＩＣＡＣＨＥ２０５に進んだので、スーパースカラ実行を始めることができる。外
部でフェッチされたブロックがデコードに進むと、動作はＩＣＡＣＨＥ２０５からフェッ
チされたのと同じであるが、全体的な性能は、１サイクルにつき１の命令の最大外部フェ
ッチレートに制限される。４ワードの命令ブロックがフェッチされ、プリデコード情報と
ともにデコードに進む（ＰＨ２でキャッシュ読出、ＰＨ１で命令バス駆動）。ＰＨ１はク
ロックの２つの相のうちの第１のものと規定され、ＰＨ２は、クロックの２つの相のうち
の第２のものと規定される。ＰＨ１およびＰＨ２が、パイプライン化されるプロセッサの
基本的なタイミングを構成する。
【００７７】
図３および４に示されるように、３２ビットフェッチＰＣ（ＦＰＣ）バス、ＦＰＣ（３１
：０）は、命令キャッシュ（ＩＣＡＣＨＥ）２０５とデコーダ（ＩＤＥＣＯＤＥ）２１０
のフェッチャ２５７との間に結合される。より特定的には、ＦＰＣバスは、ＩＣＡＣＨＥ
２０５内のＦＰＣブロック２０７とフェッチャ２５７との間に延びる。命令キャッシュ２
０５内のフェッチＰＣまたはＦＰＣブロック２０７は、その中に位置されるＦＰＣとして
示される推論フェッチプログラムカウンタを制御する。ＦＰＣブロック２０７は、デコー
ダ２１０による機能ユニットへの命令の発行に先立ってフェッチャ２５７がプリフェッチ
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する命令に関連するプログラムカウント値ＦＰＣを保持する。ＦＰＣバスは、ＩＣＡＣＨ
Ｅに例外または分岐予測に進む位置を示す。フェッチＰＣブロック２０７は、デコーダ２
１０へと命令（４の幅）をプリフェッチするのに、命令キャッシュ２０５にストアされた
分岐予測情報を用いる。フェッチＰＣブロックは、逐次アクセスを予測することもでき、
この場合には新しいブロックが必要なときに現在のフェッチＰＣを１６バイトだけ増分し
、これはまた新しいブロックへの分岐を予測することもできる。新しい分岐位置は、予測
された分岐に関して命令キャッシュから受取られたものでも、誤予測または例外の際に分
岐機能ユニットから受取られたものでもあり得る。フェッチＰＣまたはＦＰＣは、先に述
べたリタイヤＰＣとは区別されるべきである。
【００７８】
フェッチＰＣ（ＦＰＣ）はＰＨ１で増分され、次ブロックがＩＣＡＣＨＥ２０５から読出
されるが、ＩＤＥＣＯＤＥ２１０は、第１のブロックからすべての命令を発行していなけ
ればＨＯＬＤＩＦＥＴをアサートすることによってフェッチャ２５７を停止させる。ＨＯ
ＬＤＩＦＥＴ信号の機能は、命令レジスタ２５８内の４つの命令が進むことができないの
で命令のフェッチを抑えるというものである。
【００７９】
フェッチャ２５７はまた、分岐予測の実行を助ける。分岐予測は、命令キャッシュ２０５
の出力である。分岐が予測されると、予測された次ブロックの４つの命令は、命令キャッ
シュ２０５によって命令ラインＩＮＳ０、ＩＮＳ１、ＩＮＳ２およびＩＮＳ３へと出力さ
れる。命令キャッシュ２０５内のアレイＩＣ＿ＮＸＴＢＬＫ（図示せず）は、キャッシュ
内の各ブロックについてその特定のブロックでどの命令が予測実行されるかを規定し、次
ブロックがどう予測されるかを示す。分岐がなければ、実行は常にブロック単位で逐次的
に行なわれるであろう。したがって、発生される分岐は、このブロック指向分岐予測を変
える唯一の事象である。言い換えれば、この発明の一実施例では、逐次的なブロック単位
での予測は、発生しないと予測された分岐が発生し、誤予測されたときのみ起こる。
【００８０】
分岐命令を含むブロックが初めてデコーダ２１０（ＩＤＥＣＯＤＥ）に送られると、後続
のフェッチは、分岐が発生されないと仮定して、逐次的である。分岐が実行され、後に実
際に発生したとわかると、分岐予測ユニット（分岐ユニット）５２０は、ＩＣＡＣＨＥ２
０５に知らせ、１）分岐が発生したこと、２）分岐命令のブロック内の位置、および、３
）ターゲット命令のキャッシュ内の位置を反映するように、そのブロックに関する予測情
報を更新する。フェッチャ２５７はまた、ターゲットからフェッチを始めるように指示し
直される。次にそのブロックがフェッチされると、フェッチャ２５７は、それが前に発生
された分岐を含むことを認め、以下の動作で非逐次的フェッチを行なう、すなわち１）命
令有効ビットは、分岐遅延スロットを含みかつそこまでしかセットされない。分岐遅延は
常に分岐の後の命令を実行するという概念であり、遅延分岐とも称される。この命令は既
にスカラＲＩＳＣパイプラインにおいてプリフェッチされており、そのため分岐の際に、
それを実行するのにオーバーヘッドが失われない。２）分岐が発生予測されたという指示
がそのブロックとともにデコーダ２１０に送られる。３）次のフェッチのためのキャッシ
ュインデックスが予測情報からとられる。（キャッシュインデックスは、分岐が起こると
きに予測実行された次ブロックのためのキャッシュ内の位置である。キャッシュインデッ
クスは絶対ＰＣでないことに注目されたい。絶対ＰＣは、その位置のＴＡＧをキャッシュ
インデックスと連結することによって形成される。）４）このキャッシュインデックスの
ブロックがフェッチされ、予測されたターゲットアドレスがブロックのタグから形成され
、分岐情報が分岐ＦＩＦＯ（ＢＲＮ　ＦＩＦＯ）２６１に置かれる。５）この次ブロック
のための有効ビットが、予測されたターゲット命令から始まってセットされる。
【００８１】
分岐ＦＩＦＯ２６１は、フェッチャ２５７によって予測されたターゲットアドレスを分岐
機能ユニット（ＢＲＮＳＥＣ）５５０に伝えるために用いられる。別個に示されているが
、分岐ＦＩＦＯ２６１は分岐セクションＢＲＮＳＥＣ５５０の一部であると考えられるこ
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とが認められる。分岐ＦＩＦＯ２６１には、ターゲットとともに分岐が発生予測された命
令のＰＣがロードされる。分岐命令が実際に発行されると、分岐命令は分岐ＦＩＦＯ内の
エントリ、すなわちそこにストアされたＰＣと比較される。一致があれば、エントリは分
岐ＦＩＦＯから送られ、分岐命令がうまく予測されたものとしてリオーダバッファ２４０
に戻される。誤予測があれば、正しいＰＣがリオーダバッファ２４０に与えられる。
【００８２】
予測ビットは、分岐命令とともにデコーダ２１０によって分岐ユニット５２０に発行され
る。予測ビットは、特定の分岐がＩＣ＿ＮＸＴＢＬＫアレイにストアされた情報から発生
予測されたかどうかを示す。
【００８３】
分岐ユニット５２０が命令を実行すると、その結果が予測と比較され、発生されれば、実
際のターゲットアドレスが分岐ＦＩＦＯの上部のエントリ（必要であればそれが現われる
の待つ）と比較される。いずれのチェックも失敗すれば、分岐ユニット５２０はフェッチ
ャ２５７に正しいターゲットアドレスを再指定し、予測を更新する。これがフェッチャ２
５７によるものではなく予測された非順次的フェッチに関してキャッシュミスを検出する
方法であることに注目されたい。予測情報は、フルアドレスではなくキャッシュインデッ
クスのみを含むので、ターゲットブロックのタグはヒットに関してチェックすることがで
きず、ターゲットアドレスはそのタグによって特定されるそのインデックスのブロックの
アドレスであると仮定される。分岐が最後に実行されてから実際のターゲットブロックが
置換えられていれば、これは誤比較および実行の際の訂正となる。誤比較が起これば、分
岐を過ぎた多くの命令が、その遅延スロットのみだけでなく、実行されているかもしれな
い。
【００８４】
分岐予測ユニット５２０として用いることのできる分岐予測ユニットの１つは、１９９２
年８月４日に発行された、ダブリュー・エム・ジョンソン（ W. M. Johnson)の「キャッシ
ュ内の各命令ブロックとストアされたフェッチ情報を用いた正しく予測された分岐命令に
続く実行の遅延を減じるためのシステム」と題される米国特許番号第５，１３６，６９７
号に説明され、その開示はここに引用によって援用される。
【００８５】
［ＩＩＩ（ｂ）　命令フロー－デコード、レジスタファイル読出、発行］
命令は１度に１ブロックずつＩＤＥＣＯＤＥ２１０に進み、それらのメモリブロック内の
位置に対応する命令レジスタ２５８内の特定の位置を占める（０＝列の最初）。各命令に
付随するのは、そのプリデコード情報および有効ビットである。
【００８６】
ＩＤＥＣＯＤＥ２１０の主な機能は、命令を扱う機能ユニットに従って命令を分類し、そ
の命令をそれらの機能ユニットに発行することである。これは、４つの３ビット命令タイ
プコード（ＩＮＳＴＹＰｎ）をすべての機能ユニットにブロードキャストし、何らかの所
与のサイクル内で、発行されている各命令のための信号（ＸＩＮＳＤＩＳＰ（３：０））
をアサートすることによって行なわれる。（本明細書中、Ｘ指示を伴って現われる信号と
、伴わない信号とがある。ＸＩＮＳＤＩＳＰ信号等のＸは、誤ったアサートがバスを放電
することを示す。）図３ないし図５に示されるように、マイクロプロセッサ５００は、タ
イプコードを機能ユニットにブロードキャストする目的のために４のタイプバス、ＩＮＳ
ＴＹＰｎ（７：０）を含む。特定の命令ブロックの４つの命令の各々についてそれぞれの
ＴＹＰＥバスが設けられる。
【００８７】
特定の機能ユニットがそのタイプに対応するＴＹＰＥ信号を検出すると、その機能ユニッ
トは、タイプバスにおいて検出されたタイプ信号の位置に従って、ＩＤＥＣＯＤＥ２１０
の現在の発行ウィンドウ内の現在の命令ブロックの４つの命令のうちのどれを受取るべき
かを知る。タイプバスは、ＩＤＥＣＯＤＥ２１０のそれぞれの発行位置に対応する４つの
セクションを有する。その機能ユニットはまた、検出されたタイプに対応する発行情報バ
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スのそのセクションで起こる操作コード（ｏｐコード）によってその命令のオペランドデ
ータにどの機能を実行するべきかを定める。さらに、機能ユニットはどの命令を実行すべ
きかがわかっているので、そのハードウェアをオペランドデータと行先タグとを受取るた
めのオペランドデータバスおよびそれぞれの行先タグバスＤＥＳＴ．ＴＡＧ（０：３）と
整列させる。
【００８８】
命令が発行されると、それらの有効ビットはリセットされ、そのタイプは「空」になる。
特定のブロックの４つの命令すべてが、命令の次ブロックがフェッチされる前に発行され
なくてはならない。ブロックの４つの命令すべてが１度に発行されてもよいが、以下の事
象が起こる可能性があり、それもよく起こるので、このプロセスを遅くする。
１）　クラスの競合－これは２つまたはそれ以上の命令が同じ機能ユニットを必要とする
ときに起こる。整数コードはマイクロプロセッサ５００にとって重要である。この理由の
ため、本発明の一実施例は、機能ユニットＡＬＵ０、ＡＬＵ１、ＳＨＦＳＥＣ、ＢＲＮＳ
ＥＣ、ＬＳＳＥＣ、ＦＰＴＳＥＣおよびＳＲＢＳＥＣの間でクラスの競合が起こるのを減
じるために２つのＡＬＵを含む。命令は直列化の点でのみＳＲＢＳＥＣ５１２に発行され
る。言い換えれば、直列に実行されなくてはならない命令のみがＳＲＢＳＥＣ５１２に送
られる。
２）　機能ユニットが命令を受取ることができない
３）　レジスタファイル（ＲＦ）２３５のポートが利用可能でない－この実施例において
、８つのオペランドバスを与えるために通常考えるような８つではなく４つのＲＦ読出ポ
ートしか存在しない。命令の多くはレジスタファイル２３５から２つのオペランドを必要
とすることはなく、またはＲＯＢ２４０によるオペランド転送によって満たされ得るため
に、読出ポートの数がこのように少ないことは最初に考えるほどは制限的ではないことが
わかった。たとえば８つの、より多くのＲＦ読出ポートを用いて、レジスタファイルポー
トが利用可能でない状態が起こる可能性を避けるような、この発明の他の実施例も企図さ
れる。
４）　リオーダバッファ２４０におけるスペースの欠如－各命令は対応するリオーダバッ
ファのエントリを持たなくてはならず（または倍および拡張精度浮動小数点命令の場合の
ように、２つのリオーダバッファエントリが設けられる）、リオーダバッファはＲＯＢＳ
ＴＡＴ（３：０）によって、予測された命令のうちのいくつに場所を見つけられるかを示
す。図３および４に示されるように、ＲＯＢＳＴＡＴ（３：０）と示される状態バスが、
リオーダバッファ（ＲＯＢ）２４０とデコーダ（ＩＤＥＣＯＤＥ）２１０との間に結合さ
れる。ＲＯＢＳＴＡＴ（３：０）は、ＲＯＢからＩＤＥＣＯＤＥに、４つの現在の命令の
うちのいくつが割当てられるＲＯＢエントリを有するかを示す。ここでＲＯＢのエントリ
を充満することが可能であることに注目されたい。
５）　直列化－命令の中には逐次状態を守る機構の範囲を越えた状態を変更するものがあ
る－これらの命令（たとえばＭＴＳＲ、ＭＦＳＲ、ＩＲＥＴ命令）は周りの命令に関して
プログラム順に実行されなくてはならない。
【００８９】
上に挙げた５つの状況のうちの１つが起これば、影響を受ける命令は発行を停止し、後続
の命令は、それらを抑えるものが他に何もなくても発行され得ない。各発行位置について
、機能ユニットにソースオペランドを供給するＡおよびＢオペランドバスの組（ＸＲＤｎ
ＡＢ／ＸＲＤｎＢＢバスとも称される）がある。レジスタファイル２３５はデコードと並
列にＰＨ２でアクセスされ、オペランドがＰＨ１でこれらのバスに送られる。ソースレジ
スタを変更する命令がまだ実行中であれば、レジスタファイル２３５内の値は無効である
。このことは、レジスタファイル２３５およびＲＯＢ２４０がデータを含まず、したがっ
てタグがデータの代わりとなることを意味する。リオーダバッファ（ＲＯＢ）２４０はこ
れを追跡し、レジスタファイルアクセスと並列してアクセスされる。オペランドが利用可
能でないこと、またはレジスタの競合は発行の際に問題とならないことに注目されたい。
ＲＯＢ２４０は、予め定められた数のエントリならびに先頭および末尾ポインタを備えた
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環状バッファとして見なすことができる。
【００９０】
命令が発行されると、ＲＯＢ内のエントリがその行先レジスタのために確保される。ＲＯ
Ｂ内の各エントリは、１）命令の行先レジスタアドレス、２）命令の結果のためのスペー
ス（これは倍精度動作またはＣＡＬＬ／ＪＭＰＦＤＥＣタイプの命令には２つのエントリ
を必要とするかもしれない）、および例外状態情報および、３）ａ）エントリが割当てら
れたことと、ｂ）結果が戻されたこととを示すビットからなる。
【００９１】
エントリは末尾ポインタから始まって逐次的に割当てられる。割当ビットは、セットされ
て命令が発行されたことを示す。割当ビットは各ＲＯＢエントリと関連付けられる。割当
ビットは、特定のＲＯＢエントリが未処理の動作に割当てられたことを示す。割当ビット
は、エントリが用済となると、または例外が起こると割当から外される。別個の有効ビッ
トが、結果が完了されレジスタファイルに書込まれたかどうかを示す。エントリのアドレ
ス（結果または行先タグとも呼ばれる）が発行から実行の間対応する命令に付随し、結果
バスの１つを介して命令の結果とともにＲＯＢ２４０に戻される。
【００９２】
より詳細には、行先タグは、命令が機能ユニットに発行されるときに用いられ、結果タグ
は命令が戻されるとき、すなわち結果が機能ユニットからＲＯＢに戻されるときに用いら
れる。言い換えれば、行先タグは発行された命令に関連し、リオーダバッファによって機
能ユニットに特定の命令の結果がどこにストアされるべきかに関して知らせるために機能
ユニットに与えられる。
【００９３】
より詳細には、命令に関連する行先タグは機能ユニットにストアされ、次に結果バスに転
送される。このような行先タグは、これらが結果バスを介して転送されるときにはまだ行
先タグとして示される。これらのタグは他の機能ユニットの待合わせステーションでオペ
ランドタグと比較され、このような他の機能ユニットが特定の結果を必要かどうかを見る
。特定の機能ユニットからの結果は、ＲＯＢ内の対応する相対推論位置に戻される。
【００９４】
命令の結果は、効果的にこの命令の結果タグとなる命令の行先タグによって識別されるＲ
ＯＢエントリ内に置かれる。その特定のＲＯＢエントリの有効ビットがセットされる。結
果は、レジスタファイルにライトバックされる順番が回ってくるまでそこに留まる。エン
トリが除去されるよりも早くＲＯＢ２４０に割当てられることが可能であり、この場合に
はＲＯＢ２４０は最終的にはフルとなる。リオーダバッファフル状態は、ＲＯＢＳＴＡＴ
（３：０）バスを介してデコーダ２１０に伝えられる。これに応答して、デコーダ２１０
はＨＯＬＤＩＦＥＴ信号を発生して、命令がＩＣＡＣＨＥ２０５からフェッチされるのを
止める。したがって、ＲＯＢフル状態はデコーダ２１０による発行を止めることが認めら
れる。
【００９５】
オペランドの処理の説明に戻って、ＲＯＢ２４０でライトバックを待っている結果を、も
し必要であれば他の機能ユニットに転送することができることに注目されたい。これは、
ＩＤＥＣＯＤＥ２１０内の命令のソースレジスタアドレスをＲＯＢ内の行先レジスタアド
レスと、デコード時にレジスタファイルアクセスと並列して、比較することによって行な
われる。ＡおよびＢソースオペランドに関して起こり、かつ結果有効ビットがセットされ
ている、最も最近のアドレス一致について、ＲＯＢ２４０は対応する結果をレジスタファ
イル２３５の代わりに適切なオペランドバスに送る。この一致が起これば、ＲＯＢ２４０
は、ＲＯＢ２４０とレジスタファイル２３５との間のＯＶＥＲＲＩＤＥラインを活性化し
て、レジスタファイル２３５に、ＡおよびＢオペランドバスにいかなるオペランドも送ら
ないように指示する。
【００９６】
たとえば、デコーダ２１０が、レジスタＲ３の内容をレジスタＲ５の内容に加えてその結
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果をレジスタＲ７に置くことを意味するように規定される、命令ＡＤＤ　Ｒ３、Ｒ５、Ｒ
７をデコードしていると仮定する。この例において、ＩＤＥＣＯＤＥ内でデコードされる
ソースレジスタアドレスＲ３およびＲ５は、ＲＯＢ２４０内の行先レジスタアドレスと比
較される。この例の目的のため、結果Ｒ３がＲＯＢ２４０内に含まれ、結果Ｒ５がレジス
タファイル２３５内に含まれると仮定する。これらの状況のもとでは、デコードされた命
令内のソースアドレスＲ３とＲＯＢ２４０内の行先レジスタアドレスＲ３との比較は肯定
である。レジスタＲ３のためのＲＯＢエントリの結果がＲＯＢ２４０から検索され、適切
な機能ユニット、すなわちＡＬＵ０またはＡＬＵ１の待合わせステーションによるラッチ
のためにオペランドＡバスにブロードキャストされる。この場合にＲＯＢエントリと一致
が見いだされるので、レジスタファイル２３５が、それが含み得る何らかの用済となった
Ｒ３値でＡオペランドバスを駆動しないように、ＯＶＥＲＲＩＤＥラインが駆動される。
【００９７】
この例で、デコードされた命令内のソースアドレスＲ５とＲＯＢ２４０内に含まれる行先
レジスタアドレスとの比較はうまく行かない。したがって、レジスタファイル２３５内に
含まれる結果値Ｒ５がＢオペランドバスへ駆動され、その結果が機能ユニットすなわちＡ
ＬＵ０に実行のためにブロードキャストされる。ＡオペランドおよびＢオペランドの両方
がＡＬＵ０機能ユニットの待合わせステーション内にあれば、命令がＡＬＵ０に投入され
て、ＡＬＵ０によって実行される。結果（結果オペランド）は、この結果オペランドを求
めている他の機能ユニットの待合わせステーションに送るために結果バス２６５に置かれ
る。結果オペランドはまた、その結果のために割当てられたエントリでそこにストアする
ためにＲＯＢ２４０にも与えられる。
【００９８】
所望のオペランド値がまだＲＯＢ２４０になくても（アサートされる有効ビットによって
示される）、それでも命令をデコーダ２１０によって発行することができる。この場合に
、ＲＯＢ２４０は一致するエントリのインデックス（すなわちその結果を最終的に生成す
る命令の結果タグ）を機能ユニットにオペランドの代わりに送る。ここでもやはり、８つ
のオペランドバスに対応する効果的に８つのＡ／Ｂタグバス（すなわち４つのＡタグバス
および４つのＢタグバス、すなわちＴＡＧｎＡＢ（４：０）およびＴＡＧｎＢＢ（４：０
）ここでｎは整数である）があることに注目されたい。タグの最上位ビット（ＭＳＢ）は
、タグが有効であるときを示す。
【００９９】
２つ以上のＲＯＢエントリが同じ行先レジスタタグを有するときには、最も最近のエント
リが用いられる。これは、可能である並列性を減じてしまうであろう独立した命令による
行先としての同じレジスタの異なる使用を区別する。（これはライトアフターライトハザ
ードとして知られる）
命令のキャッシュ化の際に発生されるプリデコード情報はデコード時に作用し始める。プ
リデコード情報は、ＩＣＡＣＨＥ２０５からＰＲＥＤＥＣＯＤＥラインを介してＩＤＥＣ
ＯＤＥ２１０に渡されることが認められる。
【０１００】
プリデコードは以下の態様で行われる。各命令について、ＲＯＢエントリの割当を、いく
つのエントリが必要であるかを示すことによって（エントリを１つ必要とする命令もある
し、２つのエントリを必要とする命令もある）速める２ビットコードを含むプリデコード
信号ＰＲＥＤＥＣＯＤＥがある。たとえば、加算命令ＡＤＤ　（ＲＡ＋ＲＢ）→ＲＣは、
レジスタＲＣ内に置かれるべき単一の３２ビット結果のために１つのエントリを必要とす
る。対照的に、乗算命令ＤＦＭＵＬＴ　（ＲＡ＋ＲＢ）（倍精度）は、６４ビットの結果
を保持するのに２つのＲＯＢエントリを必要とする。本発明のこの特定の実施例では、各
ＲＯＢエントリは３２ビット幅である。この２ビットコードはさらに、所与の命令からい
くつの結果オペランドが生じるかを示す（すなわち、なし－分岐等、１－ほとんどのもの
、または２－倍精度）。プリデコード情報は、レジスタファイルアクセスがＡおよびＢオ
ペランドに必要であるかどうかを示す２つの付加的なビットを含む。したがって、マイク
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ロプロセッサ５００において３２ビット命令につき４ビットのプリデコード情報がある。
これらのビットはＰＨ２のアクセスに先立って、ＰＨ１でレジスタファイルポートの効率
的な割当を可能にする。命令が必要とするレジスタファイルポートを割当てられていない
が、ＲＯＢ２４０がオペランドを転送できることを示していれば、いずれにしても命令は
発行され得る。
【０１０１】
［ＩＩＩ（ｃ）　命令フロー－機能ユニット、待合わせステーション］
図３ないし図５は、マイクロプロセッサ５００のすべての機能ユニットが共通のデータ処
理バス５３５上にあることを示す。データ処理バス５３５は、その比較的広いバンド幅の
ために高速のバスである。各機能ユニットにはその入力で２つの待合わせステーションが
備えられている。より多いまたは少ない待合わせステーションが機能ユニットで用いられ
る本発明の他の実施例も企図される。
【０１０２】
整数ユニット５１５は算術論理装置ＡＬＵ０およびＡＬＵ１を含む。ＡＬＵ０には待合わ
せステーション５４０が設けられ、ＡＬＵ１には待合わせステーション５４５が設けられ
る。分岐ユニット５２０（ＢＲＮＳＥＣ）にはその入力で待合わせステーション５５０が
供給される。浮動小数点ユニット（ＦＰＴＳＥＣ）５２５は、浮動小数点加算ユニット５
５５を含み、これには待合わせステーション５６０が設けられる。浮動小数点ユニット５
２５はさらに、浮動小数点変換ユニット５６５を含み、これには待合わせステーション５
７０が設けられる。浮動小数点ユニット５２５はさらに、浮動小数点乗算ユニット５７５
を含み、これには待合わせステーション５８０が備えられる。最後に、浮動小数点ユニッ
ト５２５はさらに、浮動小数点除算ユニット５８５を含み、これにはその入力で待合わせ
ステーション５９０が備えられる。ロード／ストアユニット５３０もまた、データ処理バ
ス５３５上に存在し、待合わせステーション６００を含む。
【０１０３】
図３ないし図５に示されるように、各機能ユニットへの主入力（すなわち機能ユニットと
関連する各待合わせステーションへの入力）は、以下の主データ処理バス５３５を構成す
るバスによって与えられる、すなわち
１）　ＩＤＥＣＯＤＥ２１０からの４つのＯＰＣＯＤＥバス（ＩＮＳＯＰｎ（７：０）と
して示され、ｎは０ないし３の整数である）
２）　ＩＤＥＣＯＤＥ２１０からの４つの命令タイプバス（ＩＮＳＴＹＰｎ（７：０）と
して示され、ｎは０ないし３の整数である）
３）　ＩＤＥＣＯＤＥ２１０からの４つの４ビット発行ベクトルバス（ＸＩＮＳＤＩＳＰ
（３：０）として示される）
４）　ＡオペランドバスおよびＢオペランドバスの４つの対（ＸＲＤｎＡＢ／ＸＲＤｎＢ
Ｂ（３１：０）と示され、ｎは０ないし３の整数である）
５）　関連するＡ／Ｂタグバスの４つの対（ＴＡＧｎＡＢ／ＴＡＧｎＢＢ（４：０）と示
され、ｎは０ないし３の整数である）
６）　３つの双方向結果オペランドバスを含む結果バス２６５（ＸＲＥＳ０Ｂ（３１：０
）、ＸＲＥＳ１Ｂ（３１：０）、ＸＲＥＳ２Ｂ（３１：０）として示される）
７）　２つの結果タグバス（ＸＲＥＳＴＡＧ０Ｂ／ＳＲＥＳＴＡＧ１Ｂ（２：０）として
示される）
および
８）　２つの結果状態バス（ＸＲＥＳＳＴＡＴ０ＢおよびＸＲＥＳＳＴＡＴ１Ｂ（２：０
）と示される）である。
【０１０４】
１つ以上の待合わせステーションが上述の機能ユニットの各々の前部に置かれる。待合わ
せステーションは、本質的には、機能ユニットによる実行を待ちながらそこで命令が待ち
行列にされる先入れ先出し（ＦＩＦＯ）バッファである。命令がオペランドの代わりにタ
グを伴って発行されれば、または機能ユニットが停止またはビジー状態であれば、命令は
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待合わせステーションで待ち行列にされ、後続の命令はその後で待ち行列にされる（特定
の機能ユニット内の投入は全くの順番通りであることに注目されたい）。待合わせステー
ションが充満すれば、これを示す信号がＩＤＥＣＯＤＥにアサートされる。これは、同じ
タイプの別の命令に出会えば、発行を止める。
【０１０５】
命令の発行は以下のように起こる。各待合わせステーションは対応する命令タイプに関し
て命令ＴＹＰＥバスを（ＰＨ２で）観察する待合わせステーション論理を含む。待合わせ
ステーションは、対応するｏｐコード、ＡおよびＢオペランドならびにＡおよびＢオペラ
ンドタグバスを、このような命令タイプに出会えば選択する。関連する機能ユニットで実
行する２つ以上の命令が認められれば、プログラム順に関して先の命令が優先される。し
かしながら、対応する発行ビットがセットされていることを認めるまで（ＰＨ１でＸＩＮ
ＳＤＩＳＰ（ｎ））、命令は待合わせステーションに受入れられない。
【０１０６】
この時点で、必要とされるオペランドが利用可能であり、かつ機能ユニットが何らかの理
由のために停止されているわけでも、またはビジーであるわけでもなく、さらに前の命令
が待合わせステーションで待っていなければ、命令は直ちに同じクロックサイクル内で実
行に移る。そうでなければ、命令は待合わせステーションに置かれる。命令がオペランド
の代わりにオペランドタグを、伴って発行されていれば、待合わせステーション論理は、
オペランドタグを結果タグバス（ＸＲＥＳＴＡＧ０ＢおよびＸＲＥＳＴＡＧ１Ｂ）で現わ
れる結果タグと比較する。一致が認められれば、その結果が結果バス群２６５の対応する
結果バスから取入れられる。この結果は次に、命令を投入するのを可能にすれば機能ユニ
ットに転送される。そうでなければ、結果はオペランドとして待合わせステーションに置
かれ、ここで命令を完了するのを助け、対応するタグ有効ビットはクリアされる。両方の
オペランドが、汎用結果バスのいずれかまたは両方から同時に転送され得ることに注目さ
れたい。
【０１０７】
結果バス２６５を形成する３つの結果バスは、２つの汎用結果バスＸＲＥＳ０Ｂ（３１：
０）およびＸＲＥＳ１Ｂ（３１：０）を含み、さらに分岐およびストア専用の１つの結果
バスＸＲＥＳ２Ｂ（３１：０）を含む。結果バスＸＲＥＳ２Ｂ（３１：０）は分岐および
ストア専用なので、これが処理する結果（たとえば分岐ＰＣアドレス等）は転送されない
。機能ユニットは結果バスＸＲＥＳ０Ｂ（３１：０）およびＸＲＥＳ１Ｂ（３１：０）を
モニタし、一方リオーダバッファ（ＲＢ）２４０は３つの結果バスすべてをモニタする。
【０１０８】
命令が待合わせステーションで待つ際に、何らかの有効オペランドタグも同様に結果タグ
と比較され、同じような転送が行なわれる。機能ユニット間および機能ユニット内での結
果の転送がこの態様で行なわれる。待合わせステーションと関連して、このタグの付与に
よって、従属性の適切なシーケンシングを維持しながら、異なる機能ユニットで順序通り
でない命令の実行を可能にし、さらにオペランドハザードが無関係の後続の命令の実行を
ブロックすることを防ぐ。命令タイプおよびＡ／ＢタグはＰＨ２で利用可能であり、一方
投入する決定は後続のＰＨ１で行なわれる。
【０１０９】
待合わせステーションのオペランドは、これらが送られた実際のオペランドデータでなけ
れば、タグおよび有効ビットを有する。言い換えれば、命令が待合わせステーションに発
行され、かつ特定のオペランドがまだ利用可能でなければ、そのオペランドに関連するオ
ペランドタグが実際のオペランドの代わりに待合わせステーションに与えられる。有効ビ
ットは各オペランドタグと関連する。結果が機能ユニットで完了すると、結果は他の機能
ユニットおよびＲＯＢ２４０に結合される結果バスに与えられる。結果は待合わせステー
ションのオペランドタグと比較されて、ヒットが起これば、タグ有効ビットがクリアされ
て、結果バスからのオペランドは、オペランドに対して指定された機能ユニットの位置に
転送される。言い換えれば、待合わせステーション内の何らかのエントリに一致する結果
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タグ０および１におけるタグ比較が値をそのステーションに転送する。
【０１１０】
どの命令源（待合わせステーションまたは待合わせステーションに結合される４つの入来
するバスのうちの１つ）が局所的デコードの次の候補であるかを定め、待合わせステーシ
ョンの先頭にあるエントリに関する待合わせステーション有効ビットおよびデコード／優
先命令タイプバスを調べることによってＰＨ２で投入が行なわれ、この際に待合わせステ
ーションのエントリが優先する。待合わせステーションを２つ有する機能ユニットでは、
その２つの待合わせステーションは先入れ先出し（ＦＩＦＯ）構成を形成し、待合わせス
テーションに発行される第１の命令がＦＩＦＯの先頭を形成し、ＦＩＦＯに発行される最
後の命令がＦＩＦＯの末尾を形成する。
【０１１１】
機能ユニットによる局所的デコードとは、タイプバスをモニタすることによって、機能ユ
ニットがまず、そのタイプの命令が発行されていることを定めるということを意味する。
一旦機能ユニットが、それが処理すべき命令を識別すると、機能ユニットはｏｐコードバ
ス上の対応するｏｐコードを調べて、機能ユニットが実行すべき精確な命令を判断する。
【０１１２】
本発明のこの実施例では、実行時間は、特定の命令タイプおよびその命令を実行する機能
ユニットに依存する。より具体的には、実行時間は、すべてのＡＬＵ、シフタ、分岐動作
およびキャッシュでヒットするロード／ストアの１サイクルから、浮動小数点、ロード／
ストアミスおよび特殊レジスタ動作のための数サイクルにまでわたる。特殊レジスタとは
、再指定されない何らかの汎用でないレジスタと規定される。
【０１１３】
機能ユニットは以下のように結果バスに対して調停する。結果バス２は、オペランドを戻
さないストアのため、および計算されたターゲットアドレスを戻す分岐のために用いられ
る。分岐には優先順位があることが認められる。汎用結果バス０および１は、ＡＬＵ０ま
たはＡＬＵ１のいずれかから、シフタユニット５１０から、浮動小数点ユニット５２５か
らの結果とロードおよび特殊レジスタアクセスとを扱う。
【０１１４】
結果バス０（ＸＲＥＳ０Ｂ（３１：０）とも示される）および結果バス１（ＸＲＥＳ１Ｂ
（３１：０）とも示される）へのアクセスを得ることに関する機能ユニット間での優先順
位は、図６に示される。図６の表において、「ＤＰの下位半分」という用語は、倍精度数
の下位半分を意味する。マイクロプロセッサ５００は、倍精度（ＤＰ）数を送るのに３２
ビットオペランドバスを用いる。より具体的には、倍精度数がオペランドバスを介して伝
送されるとき、その数は２つの３２ビット部分、すなわち上位３２ビット部分と下位３２
ビット部分とで伝送される。上位および下位部分は、一般に２サイクルで２オペランドバ
スを介して伝送される。機能ユニットによる特定の結果バスに対するアクセスのリクエス
トの拒否は、その機能ユニットを停止させ、待合わせステーションフル状態としてデコー
ドにされるために戻り得る。
【０１１５】
結果は、結果のタイプ（なし、通常または例外、および命令固有のコード、すなわちデー
タキャッシュミス、アサートトラップおよび分岐誤予測）を示す３ビット状態コード（Ｒ
ＥＳＵＬＴ　ＳＴＡＴＵＳ）を含む。一実施例では、結果はまた、そのユニットおよび命
令に依存して、３２ビット結果オペランドおよび詳細な実行または例外状態を含む。結果
バス２３５は、結果をＲＯＢ２４０に戻すため、および結果を機能ユニットの待合わせス
テーションに転送するために用いられる。結果情報のすべてがＲＯＢ２４０にストアされ
るが、機能ユニットは結果状態コードおよび結果オペランドを見るだけである。
【０１１６】
ほとんどの機能ユニットは上述の態様で動作する。しかしながら、特殊レジスタブロック
セクション（ＳＲＢＳＥＣ）５１２およびロード／ストアセクション（ＬＳＳＥＣ）５３
０は、いくぶん異なる。ＳＲＢＳＥＣ機能ユニットは、頻繁には更新されずかつレジスタ
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再指定によってサポートされない状態および制御レジスタ等のマシン状態情報を保持する
。ＳＲＢＳＥＣ５１２の特殊レジスタへの、およびそこからの動きは、周りの命令に関し
て常に直列化される。したがって、ＳＲＢＳＥＣは、別個の機能ユニットでありながら、
直列化のためにオペランドが常にレジスタファイル２３５から利用可能であるので、待合
わせステーションを必要としない。ＳＲＢＳＥＣ機能ユニットによって実行される命令の
例には、「スペシャルレジスタへ移動」ＭＴＳＲ、および「スペシャルレジスタから移動
」ＭＦＳＲ命令がある。直列化を必要とするこのような命令を実行する前に、マイクロプ
ロセッサ５００は、この命令の前のすべての推論状態を直列化するか、または実行する。
アドバンスト・マイクロ・ディバイシズ・インコーポレイテッドによって製造されるＡＭ
２９０００マイクロプロセッサで用いられるのと同じ特殊レジスタブロックを、ＳＲＢＳ
ＥＣ５１２として用いてもよい。
【０１１７】
ロード／ストアセクションＬＳＳＥＣ５３０は、他の機能ユニットと同じ態様で待合わせ
ステーションを用いる。ロード／ストアセクション５３０は、データキャッシュ２４５か
らのデータのロードおよびデータキャッシュ２４５におけるデータのストアを制御する。
しかしながら、命令の実行に関して、これは最も複雑な機能ユニットである。ＬＳＳＥＣ
は、データキャッシュ（ＤＣＡＣＨＥ）２４５およびメモリ管理ユニット（ＭＭＵ）２４
７と密に結合する。マイクロプロセッサ５００は、データキャッシュ２４５または主メモ
リ２５５を変更する何らかの動作が未完了となり得ないように設計される。さらに、この
ような変更は、周りの命令に関してプログラム順に起こらなくてはならない。このことは
、すべてのストアおよびデータキャッシュでミスしているロードの実行がＲＯＢ２４０内
のリタイア論理２４２と協働しなくてはならないことを意味する。このことは、対応する
ＲＯＢエントリにＲＯＢリタイア論理が出会うまでこれらの動作が待ち行列にされるＦＩ
ＦＯである、アクセスバッファ６０５と呼ばれる機構を用いて行なわれる。
【０１１８】
データキャッシュ（ＤＣＡＣＨＥ）２４５として用いることができるデータキャッシュの
１つ、およびロード／ストアセクション（ＬＳＳＥＣ）５３０として用いることができる
１つのロード／ストアセクションは、同時係属中であり本譲受人に譲受された「高性能ロ
ード／ストア機能ユニットおよびデータキャッシュ」（“ High Performance Load/Store 
Functional Unit And Data Cache”）と題される米国特許出願連続番号第１４６，３７６
号に記載され、その開示はここに引用によって援用される。命令キャッシュおよびデータ
キャッシュのアドレス指定に関するさらなる情報は、同時係属中であり、本譲受人に譲受
された「線形アドレス可能なマイクロプロセッサキャッシュ」（“ Linearly Addressable
 Microprocessor Cache"）と題される同時係属中の米国特許出願連続番号第１４６，３８
１号に記載され、その開示はここに引用によって援用される。
【０１１９】
アクセスバッファ６０５はＬＳＳＥＣ５３０内に位置される。一実施例において、アクセ
スバッファ６０５はミスしているロードまたはストア（ヒット／ミス）の２－４ワードＦ
ＩＦＯである。ヒットしているストアは、それが実行されるべき次のものとなるまで書込
まれない。しかしながら、アクセスまたはストアバッファによって、この状態は一時記憶
装置に保持されることが可能となり、これはＲＯＢがレジスタ参照を転送するのと類似し
た態様でデータ参照を転送することができる。アクセスバッファは最後に、アクセスバッ
ファの内容がプログラム順で次であるときにデータキャッシュ２４５（ＣＡＣＨＥ）に書
込む。言い換えれば、アクセスバッファまたはストアバッファは、他のロード／ストア命
令が処理され続けることが可能であるように１つまたはそれ以上のロード／ストア命令を
ストアするＦＩＦＯバッファである。たとえば、アクセスバッファ６０５は、後続のロー
ドがロード／ストアユニットＬＳＳＥＣ５３０によって実行されている一方で、ストアを
保持することができる。
【０１２０】
ストアバッファとしても知られるアクセスバッファ、およびデータキャッシュと関連して
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用いられるロード／ストア機能ユニットは、同時継続中で本譲受人に譲受された「高性能
ロード／ストア機能ユニットおよびデータキャッシュ」と題される同時係属中の特許出願
により詳細に述べられ、その開示をここに引用によって援用する。
【０１２１】
ＲＯＢリタイア論理２４２の機能は、どの命令がＲＯＢ２４０からレジスタファイル２３
５へと格納されるべきであるかを定めることである。ＲＯＢエントリのこの格納の基準は
、エントリが有効かつ割当てられること、結果が機能ユニットから戻されていること、お
よびエントリが誤予測または例外事象でマークされていないことである。
【０１２２】
ストア動作は２つのオペランド、すなわちメモリアドレスおよびデータを必要とする。ス
トアが投入されると、これはＬＳＳＥＣ待合わせステーション６００からアクセスバッフ
ァ６０５へと転送され、ストア結果状態がＲＯＢ２４０に戻される。ストアは、データが
まだ利用可能でなくても投入され得るが、アドレスはそこになくてはならない。この場合
、アクセスバッファは待合わせステーションと類似した態様でタグを用いて、結果バス２
３５からストアデータを選択する。ストアが投入される際、メモリ管理ユニット（ＭＭＵ
）２４７で高速変換バッファ（ＴＬＢ）６１５のルックアップが行なわれ、データキャッ
シュがアクセスされてヒットについてチェックする。
【０１２３】
ＭＭＵからの物理アドレスおよび仮想アドレスのページ部分は、データキャッシュからの
ステータス情報とともにアクセスバッファに置かれる。言い換えれば、キャッシュは物理
的にアドレスされる。ＴＬＢミスが起こると、これは結果状態に反映され、適切なトラッ
プベクトルが結果バス２に送られ、この時点では他の動作は行なわれない。（ロードに関
するＴＬＢルックアップも同じように行なわれるが、何らかのトラップベクトルは結果バ
ス１に進む。）
トラップベクトルは例外である。マイクロプロセッサ５００はＴＬＢトラップを取込み、
新しいページを物理メモリにロードして、ＴＬＢを更新する。この動作には数百サイクル
かかる可能性があるが、比較的頻繁には起こらない事象である。マイクロプロセッサ５０
０はＰＣを止めて、マイクロプロセッサレジスタをストアし尽し、ベクトルを実行して、
レジスタ状態を復元し、割込リターンを実行する。
【０１２４】
ストアがアクセスバッファの先頭に達すると（次いで空であればすぐに行なわれる）、Ｒ
ＯＢ２４０が、対応するＲＯＢエントリが用済の段階に達したことを示すＬＳＲＥＴＩＲ
Ｅと符号を付される信号をアサートし、次いでキャッシュアクセスを進める。しかしなが
ら、キャッシュが前のリフィルを完了させること、またはコヒーレンシー動作を行なうこ
とでビジー状態であれば、遅延され得る。一方、ＲＯＢ２４０は動作を続け、別のストア
命令に出会うかもしれない。ＬＳＳＥＣがそれを完了する準備ができる前にそのストア命
令が用済とされないようにするために、以下のようにハンドシェイクが用いられる。ＬＳ
ＳＥＣ５３０はＲＯＢ２４０に、ＬＳＤＯＮＥをアサートすることによってＬＳＳＥＣが
動作を完了したときを示す信号を与える。ＲＯＢ２４０は、前のストアが用済とされてか
らＬＳＤＯＮＥを認めていなければ、ストア（またはロード）を停止することが認められ
る。
【０１２５】
データキャッシュ２４５においてヒットしているロード動作は、ＲＯＢ２４０と協働され
なくてもよい。しかしながら、ミスはＲＯＢ２４０と協働されて、不必要なリフィルおよ
び誤予測された分岐を越えての無効な外部参照を避けなくてはならない。ロードが投入さ
れると、（キャッシュがビジー状態でなければ）キャッシュアクセスがすぐに行なわれる
。キャッシュにおいてヒットがあれば、結果が通常状態コードとともに結果バスを介して
ＲＯＢに戻される。ミスがあれば、ロードはアクセスバッファ６０５に置かれ、ロード＿
ミス結果コードが戻される。ＲＯＢ２４０のリタイア論理２４２がこの条件に出会えば、
これはＬＳＲＥＴＩＲＥをアサートして、ロード＿有効結果状態コードとともに結果バス
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に置かれている所望のワードから、これが現われるとすぐにリフィルが始まる（リフィル
が終了するのを待たない）。ＲＯＢ２４０は、ストアの場合のようにＬＳＲＥＴＩＲＥを
アサートする際にロードを用済とできないことが認められる。その代わりに、ＲＯＢ２４
０はデータが戻るのを待たなくてはならない。
【０１２６】
ロードは、アクセスバッファにおいて待っている、前の未完了のストア動作があっても処
理され得る。ストアに関して順序通りでなくロードを行なうのを可能にする際に、マイク
ロプロセッサ５００はロードが（プログラム順に関して）前のストアによってこれから変
更される位置からは行なわれないことを確実にする。このことは、ロードアドレスをアク
セスバッファ６０５内の何らかのストアアドレスと、キャッシュアクセスと並列して、比
較することによって行なわれる。どれも一致しなければ、ロードは進められる。１つ一致
するものがあれば（２つ以上の場合は最も最近のエントリ）、ストアデータがアクセスバ
ッファ６０５からキャッシュデータの代わりに結果バス２６５に転送される。起こってい
るかもしれない何らかのキャッシュミスは無視される（すなわちリフィルは起こらない）
。ストアデータがまだ存在しなければ、ロードはストアデータが到着するまで停止される
。さらに、これらの動作は、望ましいことにはメモリアクセスが不必要に並列性を損なう
ことを防ぐ。
【０１２７】
ここでさらにロード／ストアについて検討する。１Ｋバイトおよび２Ｋバイトページサイ
ズに関して、高速変換バッファ（ＴＬＢ）のルックアップが、キャッシュアクセスに先立
って行なわれる。これはさらなるサイクルのロード／ストア待ち時間を起こす。ＬＳＳＥ
Ｃがロードまたはストアを「完了する」とき、これは関連するキャッシュ動作が完了する
ことを意味しないことに注目されたい。そうではなく、ＩＣＡＣＨＥまたはＤＣＡＣＨＥ
、ＢＩＵ、および外部でリフィル等の動作がまだあるかもしれない。
【０１２８】
アクセスバッファ転送は、部分ワードロード／ストア動作のためには行なわれない。ワー
ド－アドレス一致が検出され、かつロードとストアとの間で何らかのオーバーラップがあ
れば、ロードはキャッシュミスのように見えるようにされ、ストアの後に実行されるよう
にアクセスバッファ６０５で待ち行列にされる（実際にはキャッシュでヒットしているか
もしれないし、していないかもしれない）。オーバーラップがなければ、ロードはアドレ
ス一致がなかったかのように進められる。
【０１２９】
ロード／ストアマルチ命令は、直列化の態様で行なわれる、すなわちロード／ストアマル
チ命令が実行されているとき、他のどの命令も並列して行なわれないことが認められる。
ロードまたはストア（ロード／ストア）マルチ命令は、レジスタファイルへの、またはそ
こからのブロックの動きである。この命令は、所与のアドレス、所与のレジスタ、および
カウントフィールドを含む。ロード／ストアのマルチ命令の一例に、ＬＯＡＤＭ（Ｃ，Ａ
，Ｂ）があり、Ｃは行先レジスタ、Ａはアドレスレジスタ、およびＢは転送の数である。
【０１３０】
ロードミスは必ずしもリフィルを起こさないことも認められる。その代わりに、ページは
キャッシュ不可能としてマークされるかもしれず、ロードがアクセスバッファから満たさ
れているかもしれない。
【０１３１】
［ＩＩＩ（Ｄ）　命令フロー－リオーダバッファおよび命令リタイア］
結果がＲＯＢ２４０に戻されると、これらは結果タグによって特定されるエントリに書込
まれ、これはＲＯＢの先頭および末尾ポインタの間の何らかの場所にある。ライトバック
、ストアおよびロードミスの実行、トラップおよびＰＣ０、ＰＣ１およびＰＣ２の更新を
制御するリタイア論理２４２は、プログラム順に有効結果を伴うエントリを見る。
【０１３２】
ＰＣ０、ＰＣ１およびＰＣ２は、ＤＥＣ、ＥＸＥＣおよびＷＲＩＴＥＢＡＣＫ０，１の値
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を含むマッピングレジスタである。信号ＤＥＣ、ＥＸＥＣおよびＷＲＩＴＥＢＡＣＫ０，
１は、スカラＡＭ２９０００パイプラインからの段階であるデコード、実行およびライト
バックを指し、ＡＭＤ２９００は、アドバンスト・マイクロ・ディバイシズ・インコーポ
レイテッドから入手可能なマイクロプロセッサである。これらの信号は、実行の際にパイ
プラインを再始動させるのに用いられる。遅延分岐のために２つ以上のＰＣが用いられる
。ＰＣ０、ＰＣ１およびＰＣ２は、割込またはトラップの際に用いられて、分岐誤予測ま
たは例外に出会うとマイクロプロセッサ５００が戻り得る、ＤＥＣ、ＥＸＥＣおよびＷＲ
ＩＴＥＢＡＣＫ０、１の古い値を保持する。ＰＣ０、ＰＣ１およびＰＣ２は、パイプライ
ンを再始動させるために割込リターンの際に用いられ、リオーダバッファ２４０内のリタ
イア論理２４２内に含まれる。ＰＣ１は現在のリタイアＰＣをマッピングする。
【０１３３】
通常の結果を有するエントリに出会えば、結果オペランド（もしあれば）がエントリにお
いて特定されたレジスタファイル（ＲＦ）２３５の位置に書込まれる。ＲＦ書込ポート（
ＷＲ）は２つあるので、２つのオペランドが同時にレジスタファイルに格納され得る。Ｒ
ＯＢ２４０は、さらに１つのストアおよび１つの分岐を用済とすることができ、最大で４
つの命令を１マイクロプロセッササイクルについて用済とできる。
【０１３４】
ＣＰＳビットおよびＦＰＳスティッキービット等の他の状態は、この時点で更新され得る
。ＣＰＳは現在のプロセッサ状態を指し、ＣＰＳはプログラム状態および条件コードレジ
スタを示す。ＦＰＳは浮動小数点状態レジスタビットを指す。ＦＰＳは、浮動小数点機能
ユニット５２５のための状態／条件コードレジスタを示す。ＦＰＳスティッキービットと
は、セット条件によってセットされ、クリア条件でクリアされないビットのことである。
ＦＰＳスティッキービットは、浮動小数点数の丸め制御のために用いられる。たとえば、
マイクロプロセッサ５００が値を減算するか、またはシフトすれば、いくつかの最下位ビ
ット（ＬＳＢ）が仮数部からシフトされる。ＦＰＳスティッキービットは、この条件が起
こったという指示を与える。
【０１３５】
その結果がまだ戻されていないＲＯＢ２４０内のエントリは、結果が戻ってくるまでそれ
以上の処理を停止させる。そのエントリを越えるものは、たとえ有効であっても用済とは
されない。ストア結果に出会えば、ＲＯＢ２４０は、実際にストアを行なって命令を用済
とするようにロード／ストアセクションにゴーアヘッド指示を与える。ロードミス結果に
出会えば、ＲＯＢ２４０はロードを実行するようにゴーアヘッド指示を与える。ロードが
完了すると、要求されたロードオペランドはＲＯＢ２４０にロードヒット状態とともに戻
され、これが命令を用済とすることを可能にし、そのオペランドを待っている何らかの待
合わせステーションによって認められる。分岐結果に出会えば、ＲＯＢ２４０はこれを用
いてＰＣ１を更新する。
【０１３６】
マイクロプロセッサのアーキテクチャ状態は、プログラム内のリタイアＰＣの現在の状態
である。マイクロプロセッサの推論状態は、ＦＥＴＣＨＰＣの現在の値、デコーダおよび
リオーダバッファ内のエントリのすべてである。これらは、ダイナミックに更新される現
在の命令の推論キューである。例外または誤予測の際に、すべての推論状態はクリアされ
得るが、アーキテクチャ状態は、これがレジスタファイルの現在の状態なので、クリアさ
れ得ない。
【０１３７】
誤予測分岐遅延スロットを越える命令は、誤予測が明らかとなる前に実行され得ることを
先に述べた。この発生は、ＲＯＢ２４０によって区別される。誤予測が検出されると、い
かなる未発行の命令もクリアされ、フェッチャ２５７が再び指示される。どの機能ユニッ
トも誤予測を知らされない（しかしながら分岐ユニット５２０はその待合わせステーショ
ン５５０内の何らかの有効エントリにおける「キャンセル」ビットをセットし、そのため
これらの分岐は害を受けずに実行され、誤予測を起こすことなくＲＯＢ２４０に戻される
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）。
【０１３８】
このような誤予測が起こると、ＲＯＢ内の対応するエントリは誤予測されたものとして割
当てられる。後続のエントリが機能ユニットから転送されるとき、これらは完了されてい
るが誤予測されたものとしてマークされる。リオーダバッファ２４０内のリタイア論理２
４２は、これらのエントリを無視して、割当から外す。
【０１３９】
同時に、発生／非発生および正確／不正確な予測を示す分岐結果状態がＲＯＢ２４０に戻
される。誤予測の結果は、ＲＯＢに、分岐エントリの後の２つ目から（遅延スロットを考
慮して）末尾ポインタまでのすべてのエントリのキャンセルビットを直ちにセットさせる
。この発生に続く第２のサイクルで、デコードがターゲット命令を発行し始め、これには
通常通り末尾ポインタから始まってタグが割当てられる。キャンセルされたエントリにＲ
ＯＢリタイア論理２４２が出会えば、これらは破棄される。ロード／ストアユニット５３
０は、ＲＯＢ２４０とロード／ストアセクションＬＳＳＥＣ５３０との間のＬＳＣＡＮＣ
ＥＬラインを介して伝送されるＬＳＣＡＮＣＥＬ信号によってＲＯＢからゴーアヘッドで
、待っている何らかのキャンセルを知らされる。ＬＳＣＡＮＣＥＬ信号は、キャンセルさ
れるべきアクセスバッファ６０５内の何らかの未処理のストアまたはロードミスを示す。
アクセスバッファ６０５はＦＩＦＯとして動作して、次に古いストアはキャンセルされる
命令である。ロード／ストアセクションＬＳＳＥＣ５３０およびアクセスバッファ（スト
アバッファ）６０５として用いてもよいロード／ストアセクションおよびアクセスバッフ
ァの１つに関してのさらなる詳細は、「高性能ロード／ストア機能ユニットおよびデータ
キャッシュ」と題される同時係属中の米国特許出願連続番号第１４６，３７６号に記載さ
れ、その開示はここに引用によって援用される。
【０１４０】
ある特定の命令の実行の際に例外が起これば、どのグローバルアクションも要求されない
。例外状態は単に、ＲＯＢ２４０に戻される結果状態に反映される。適切なトラップベク
トル数が、一般に通常の結果オペランドの代わりに戻される（これはＲＦ更新が禁じられ
ないときを除き、この場合にはＲＯＢはベクトル数を発生する）。トラップベクトル数と
は、様々な種類のベクトルのうちのどれが起こったか、および特定のトラップの発生の際
にどこに行くべきかを示す数である。トラップの発生となる典型的な例は、０での除算、
算術的オーバーフロー、およびＴＬＢページの欠如がある。ＲＯＢ２４０が命令を用済と
する処理の際に例外状態に出会えば、これは、ＲＯＢ２４０からのすべてのエントリをク
リアし、すべての機能ユニットにＥＸＣＥＰＴＩＯＮ信号をアサートしてこれら（および
ＩＤＥＣＯＤＥ）をクリアし、Ｖｆビットについてトラップベクトルを発生し、フェッチ
ャ２５７に処理コードをトラップするように再び指示を与えることからなるトラップ動作
を始める。Ｖｆビットは、トラップが外部フェッチとして（ベクトルテーブルからのロー
ドとして）発生すべきか、または定数をベクトル数と連結させて内部的に発生されるべき
かを示す。Ｖｆビットは、アドバンスト・マイクロ・ディバイシズ・インコーポレイテッ
ドのＡｍ２９０００マイクロプロセッサシリーズのアーキテクチャの特徴である。
【０１４１】
レジスタファイル２３５内にストアされたデータは、マイクロプロセッサの現在の実行状
態を表わすことがわかる。しかしながら、ＲＯＢ２４０にストアされたデータは、マイク
ロプロセッサの予測実行状態を表わす。命令が用済とされるべきとき、ＲＯＢ２４０にス
トアされた対応する結果が、レジスタファイル２３５に送られ、それから用済とされる。
【０１４２】
［ＩＩＩ（Ｅ）　命令フロータイミング］
命令フローのタイミングに関して、スーパースカラマイクロプロセッサ５００の動作を説
明するために、以下の表２が与えられる。表２は、マイクロプロセッサ５００のパイプラ
インステージと、これらの各ステージの間に起こる重要な事象とを示す。パイプラインの
段階は、表２の第１の列に挙げられる。
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【０１４３】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１４４】
表２は、機能停止のない、マイクロプロセッサ５００における基本的な整数命令の流れに
おいて各相（各マイクロプロセッササイクルのＰＨ１およびＰＨ２）で何が起こるかと分
岐訂正タイミング（かっこ内）を示す。
【０１４５】
［ＩＩＩ（Ｆ）　メモリ管理ユニット、データキャッシュおよびバスインタフェースユニ
ット］
メモリ管理ユニット（ＭＭＵ）２４７は、本質的には、アドバンスト・マイクロ・ディバ
イシズ・インコーポレイテッドによって製造されるＡＭ２９０５０マイクロプロセッサの
ものと同じである。ＭＭＵ２４７は、命令フェッチおよびデータアクセスのために仮想ア
ドレスを物理アドレスに変換する。ＡＭ２９０５０とマイクロプロセッサ５００との命令
フェッチに関しての違いは、ＡＭ２９０５０では、分岐先キャッシュＢＴＣへの参照の際
にＭＭＵが調べられるが、一方、マイクロプロセッサ５００は分岐先キャッシュを用いず
、ＢＴＣ参照のためにＭＭＵを調べない。分岐先キャッシュは、分岐先のみのキャッシュ
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である。分岐先キャッシュは、アドバンスト・マイクロ・ディバイシズ・インコーポレイ
テッドが製造するＡｍ２９０５０マイクロプロセッサのスカラパイプラインの一部を形成
する。ＢＴＣは、１クロックサイクルにつき１度命令をフェッチする。
【０１４６】
命令フェッチアドレス変換のためのＭＭＵ２４７の必要をさらになくすために、ＩＣＡＣ
ＨＥ２０５は、キャッシュミスの際にＩＣＡＣＨＥが参照する１エントリ高速変換バッフ
ァ（ＴＬＢ）６１５を含む。ＴＬＢは、１エントリＴＬＢでヒットしない変換が必要なと
きにリフィルされる。したがって、ＴＬＢ６１５は、ＭＭＵからの必要に応じてリフィル
される。ＭＭＵ２４７はＩＣＡＣＨＥ２０５と密に結合されるわけではないので、これは
リフィル時間を短縮し、ＭＭＵに対する負荷を減じる。
【０１４７】
データキャッシュ２４５は、物理アドレス、２ウェイセットアソシアティブ８Ｋキャッシ
ュとして構成される。この実施例では、４Ｋを下回るページサイズに関しては、アドレス
変換がまず行なわれる。この要件は、１Ｋおよび２Ｋページサイズについて当てはまり、
ヒットしているロードの待ち時間を２サイクルに増大する。しかしながら、キャッシュイ
ンデックスにおいて不確かな１ビットを有する４Ｋページサイズは、キャッシュを２つの
４Ｋアレイに分割して扱われ、これによって２つの可能なブロックへのアクセスが可能に
なる。４ウェイ比較が、正しいものを選択するためにＭＭＵからの２つの物理アドレスと
２つのキャッシュタグとの間で行なわれる。
【０１４８】
データキャッシュ２４５は、コピーバック／ライトスルーが混合された方法をとる。より
具体的には、書込ミスはライトスルーとして行なわれ、割当はなく、書込ヒットは、ロー
ドによって前に割当てられたブロックに対してのみ起こり、キャッシュコヒーレンシーに
依存してライトスルーを起こし得る。マイクロプロセッサ５００は、マルチプロセッサシ
ステムおよびＭＯＥＳＩ－モディファイド・オーンド・エクスクルーシブ・シェアード・
インバリッド（フューチャーバス）プロトコルを用いるキャッシュ可能メモリの効率的な
Ｉ／Ｏのためにデータキャッシュコヒーレンシーをサポートする。ＭＯＥＳＩプロトコル
は、特定のキャッシュブロックの５つの状態のうちの１つを示す。図３ないし図５のマイ
クロプロセッサ５００がＭＯＥＳＩプロトコルを用いるのに対して、後述の図１０および
１１に示されるマイクロプロセッサは類似したＭＥＳＩプロトコルを用いる。
【０１４９】
バスインタフェースユニット（ＢＩＵ）２６０は、アドバンスト・マイクロ・ディバイシ
ズ・インコーポレイテッドが製造するＡＭＤ２９０３０マイクロプロセッサと同じ外部イ
ンタフェースを用いる。さらに、ＢＩＵ２６０は、アドレス、命令、およびデータのため
に単一の内部３２ビットバス、すなわち内部アドレスデータ（ＩＡＤ）バス２５０を用い
る。
【０１５０】
この特定の実施例では、外部メモリとも称される主メモリ２５５は、Ｉ／Ｏとデータ／命
令とのみを区別する単一の平らなスペースである。示される特定の実施例では、メモリ２
５５はリードオンリーメモリ（ＲＯＭ）を含まず、命令とデータとの区別を行なわない。
他のタイプの外部メモリの構成を、主メモリ２５５として用いてもよい。
【０１５１】
図３ないし図５に示されるように、ＢＩＵ２６０、ＩＣＡＣＨＥ２０５、ＤＣＡＣＨＥ２
４５、ＭＭＵ２４７およびＳＲＢＳＥＣ５１２は、すべて３２ビットＩＡＤバス２５０に
よって結合される。ＩＡＤバス２５０は、キャッシュミスおよびコヒーレンシー動作の際
の外部アクセスのために、主にＢＩＵ２６０とキャッシュ（ＩＣＡＣＨＥ２０５、ＤＣＡ
ＣＨＥ２４５）との間の通信のために用いられる。ＩＡＤバス２５０は、アドレスとデー
タの両方を扱う。これはスタティックバスであり、ＰＨ１の間はＢＩＵ２６０が駆動し、
ＰＨ２の間は他のすべてのユニットが駆動する。ＩＡＤバス２５０に対するいかなるリク
エストも、図７に示されるバス調停ブロックによって与えられるバス調停および許可を通
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らなくてはならない。スペースを節約するために、バス調停ブロック７００は、図３ない
し図５のマイクロプロセッサ５００のブロック図には図示しない。
【０１５２】
ＩＡＤバスの調停は、調停動作の中で第１の優先順位を得るバス観察（キャッシュコヒー
レンシーに関して）を含む。ＩＡＤバスに対するリクエストは、ＰＨ１の早くに行なわれ
、ＰＨ１の非常に遅くに応答される。機能ユニットがＰＨ１でＩＡＤバスを許可されると
、後続のＰＨ２の間にアドレスをＩＡＤバスに送り、ＢＩＵによるある動作（たとえば命
令フェッチ、ロード）をリクエストし得る。
【０１５３】
ＩＡＤバス２５０は、外部バスおよびマイクロプロセッサ５００内のすべての主要なアレ
イを互いに連結する、比較的低周波数のアドレス、データおよび制御バスである。ＩＡＤ
バス２５０は、マッピングアレイへの特殊レジスタ更新、ＭＭＵ変換、キャッシュリフィ
ル、バス観察等の比較的低周波数の動作の転送を与える。本発明の一実施例では、ＩＡＤ
バス２５０は、それにアドレスおよびデータがマルチプレクスされる３２ビットを含む。
ＩＡＤバス２５０はまた、１２の制御ライン、すなわちＩＣＡＣＨＥ、ＤＣＡＣＨＥ、Ｔ
ＬＢ、ＳＲＢＳＥＣ、ＬＳＳＥＣおよびＢＩＵの各ブロックについての、それに結合され
る読出制御ラインおよび書込制御ラインを含む。
【０１５４】
図７に示されるＩＡＤ調停ブロック７００は、どの構成要素（ＩＣＡＣＨＥ２０５、ＢＩ
Ｕ２６０、ＢＲＮＳＥＣ５２０、ＤＣＡＣＨＥ２４５、ＳＲＢＳＥＣ５１２またはＭＭＵ
２４７）がある特定の時間にＩＡＤバス２５０に対してアクセスを許可されるかを決定す
るために、リクエスト／許可プロトコルを用いる。ＢＩＵ２６０を介して外部メモリ２５
５が、バス観察の目的のために最高の優先順位を許可される。バス観察は、マイクロプロ
セッサ５００のためのデータ一致プロトコルの一部である。マイクロプロセッサ５００は
、データキャッシュ内に局所的に保持される変更されたデータを含み得るので、このよう
なデータは、メモリへの書込が起こるときに更新される。マイクロプロセッサ５００はま
た、データキャッシュ内に局所的に保持される変更されたブロックへの読出が起こると、
変更されたデータを与える。バス観察を備えたコピーバック機構が、マイクロプロセッサ
５００のキャッシュ動作において用いられる。
【０１５５】
図７に示されるように、ＩＡＤ調停ブロック７００とＩＡＣＨＥ２０５、ＢＩＵ２６０、
ＢＲＮＳＥＣ５２０、ＤＣＡＣＨＥ２４５、ＳＲＢＳＥＣ５１２またはＭＭＵ２４７の各
々との間に、それぞれのリクエストラインが結合される。これらのリクエストラインの各
々は制御論理７０５に結合され、その出力はドライバ７１０に結合される。ＩＡＤ調停ブ
ロック７００は、ＩＣＡＣＨＥ２０５、ＢＩＵ２６０、ＢＲＮＳＥＣ５２０、ＤＣＡＣＨ
Ｅ２４５、ＳＲＢＳＥＣ５１２またはＭＭＵ２４７のためのそれぞれの許可ラインを含む
。特定の構成要素がＩＡＤバス２５０へのアクセスを求めると、その構成要素はＩＡＤ調
停ブロック７００と制御７０５とにリクエスト信号を送る。たとえば、ＢＩＵがメモリア
クセスを行なうためにＩＡＤバス２５０へのアクセスを得たいと仮定する。この場合、Ｂ
ＩＵ２６０は、ＩＡＤ調停ブロック７００および制御７０５にＩＡＤバスアクセスリクエ
ストを送る。ＩＡＤ調停ブロック７００は、ＩＡＤバス２５０に対するアクセスのリクエ
ストが同時に複数存在するとき、リクエストの優先順位を決定する。調停ブロック７００
は、優先順位の方式に従ってそれがＩＡＤバスへのアクセスを許可されるべきだと決定し
た特定の装置の許可ラインに許可を投入する。この例では、許可信号はＢＩＵ許可ライン
に投入され、ＢＩＵ２６０はＩＡＤバス２５０へのアクセスを進める。
【０１５６】
制御回路７０５の出力はＩＡＤバス２５０に結合される。以下の構成要素ＩＣＡＣＨＥ２
０５、ＢＩＵ２６０、ＢＲＮＳＥＣ５２０、ＳＲＢＳＥＣ５１２、ＤＣＡＣＨＥ２４５お
よびＭＭＵ２４７の各々には、このような構成要素がＩＡＤバス２５０を駆動するのを可
能にするドライバ回路７１０が備えられる。これらの構成要素の各々にはさらに、これら
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の構成要素がＩＡＤバス２５０からの値をラッチするのを可能にするラッチ７１５が備え
られる。制御回路７０５は、ＩＡＤバスのためのリクエスト許可プロトコルを与える。機
能ユニットは局所的に、ＩＡＤバスへのアクセスが求められていることを認め、調停ブロ
ック７００にリクエストを送る。調停ブロック７００は最も優先順位の高いリクエストを
受取り、それにしたがってアクセスを許可する。ラッチ７１５は、そのブロックに転送が
起こっていれば、リクエストされたデータの読出を示す。ドライバ７１０は、局所的に利
用可能な値の駆動を示し、別のブロックがそれを読出す他の何らかの位置を駆動する。Ｉ
ＡＤバス２５０へのアクセスを得るためにこのバス調停を通るとある待ち時間が加わるが
、それでも許容可能な性能を与えることが見いだされた。マイクロプロセッサ５００にＩ
ＡＤバス２５０を設けることは、ＩＡＤバスに接続される上述のセクションすべての間に
専用の経路を設けることよりもコスト効率がはるかに良い。
【０１５７】
図８は、マイクロプロセッサ５００のパイプラインの複数の段階を通してのその選択され
た信号の状態を示すタイミング図である。図８は、逐次的処理のためのこのようなパイプ
ラインを示す。対照的に、図９のタイミング図は、マイクロプロセッサ５００の同様のタ
イミング図ではあるが、図９のタイミング図は分岐誤予測および回復が起こる場合のもの
である。
【０１５８】
より具体的には、図８および図９は、フェッチ、デコード、実行、結果／ＲＯＢ（結果転
送－結果がＲＯＢに転送される）、用尽／レジスタファイル（ライトバック－オペランド
がＲＯＢからレジスタファイルに格納される）の５つの実効パイプライン段階を通しての
マイクロプロセッサ５００の動作を示す。マイクロプロセッサパイプラインの５段階は、
これらのタイミング図の上部に横方向に挙げられる。これらのタイミング図を構成する信
号は、図の左に縦方向に挙げられ、以下のとおりである。Ｐｈ１信号は、マイクロプロセ
ッサ５００のクロック信号である。ＦＰＣ（３１：０）はフェッチＰＣバス（ＦＰＣ）で
ある。ＩＲ０－３（３１：０）は命令バスを表わす。タイミング図はまた、ＲＯＢ内の特
定のデコード命令が必要とする特定のオペランドを示すソースＡ／Ｂポインタを示す。タ
イミング図はまた、レジスタファイル／ＲＯＢアクセスを示すＲＥＧＦ／ＲＯＢアクセス
を含む。 Issue instr/dest tags 信号は、命令／行先タグの投入を示す。 A/B read opera
nd buses信号は、ＡおよびＢオペランドバスを介してのＡおよびＢオペランドの転送を示
す。 Funct unit exec.信号は、機能ユニットでの投入された命令の実行を示す。 Result b
us arb信号は、結果バスに対する調停を示す。 Result bus forward信号は、機能ユニット
によって結果が発生された後の果バスを介しての結果の転送を示す。 ROB write result信
号は、結果がＲＯＢに書込まれることを示す。 ROB tag forward 信号は、ＲＯＢから機能
ユニットへのオペランドタグの転送を示す。 REGF write/retire 信号は、ＲＯＢからレジ
スタファイルへの結果の格納を示す。ＰＣ（３１：０）信号は、命令がもう推論的なもの
ではないとして用済とされると必ず更新されるプログラムカウンタ（ＰＣ）を示す。
【０１５９】
図８のタイミング図では、パイプラインは逐次的な命令ストリームの実行に関して示され
る。この例では、予測実行経路が実際にとられ、キャッシュから直接利用可能である。簡
単に言えば、フェッチパイプライン段階において、命令はマイクロプロセッサによる処理
のためにキャッシュからフェッチされる。命令はデコードパイプライン段階でデコードさ
れて、実行パイプライン段階で実行される。ソースオペランドバスおよび結果バスは、整
数のサイズに対応する３２ビットの幅であることがわかる。命令バスオペランドバスが倍
精度浮動小数点演算のために６４ビット値を駆動するには２サイクルが必要である。
【０１６０】
結果パイプライン段階では、オペランド値が、結果を発生した機能ユニットから実行のた
めに他の機能ユニットに直接転送される。結果段階のクロック相ＰＨ１において、推論命
令の位置に、何らかの状態とともに行先結果が書込まれる。言い換えれば、機能ユニット
によって発生された結果はリオーダバッファ内のエントリに置かれ、このエントリは、割
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当てられているとともに有効であるという指示を与えられる。この態様で、リオーダバッ
ファは、ここでは、要求されたオペランドに関してオペランドタグではなくオペランドデ
ータを直接転送することができる。結果パイプライン段階のクロック相ＰＨ２において、
新しく割当てられたタグが、タグがそのソースオペランドの１つであることを必要とする
後続の命令によって検出される。これは図８のタイミング図において、図８の矢印に示さ
れるようにソースＡ／ＢオペランドバスへのＲＯＢタグ転送を介した結果「ｃ」の直接転
送で示される。図８において、「ａ」および「ｂ」は結果「ｃ」をもたらすオペランドで
あり、「ｃ」および「ｄ」は結果「ｅ」をもたらすオペランドであることがわかる。
【０１６１】
パイプラインの最後の段階である用尽パイプライン段階では、リアルプログラムカウンタ
（ＰＣ）またはリタイアＰＣが保持される。用尽パイプライン段階のＰＨ１クロック相に
おいて、動作の結果はリオーダバッファからレジスタファイルに書込まれ、リタイアＰＣ
はこのライトバックを反映するように更新される。言い換えれば、リタイアＰＣは、もう
推論的なものではないとしてレジスタファイルに格納されたばかりの命令を含むように更
新される。この命令のためのエントリまたはリオーダバッファ内の結果は割当から外され
る。エントリが割当から外されるので、レジスタ「ｃ」の後続の参照は、リオーダバッフ
ァからの推論的読出ではなく、レジスタファイルからの読出となる。
【０１６２】
図９は、図８のタイミング図と同じ５パイプライン段階を示すが、図９のタイミング図は
、分岐誤予測が起こるときのマイクロプロセッサ５００の動作を示す。ＸＦＰＣは、ＦＰ
Ｃバス信号の反転を示す。
【０１６３】

上述のスーパースカラマイクロプロセッサの実施例は、命令ｏｐコードがすべて同じサイ
ズであるＲＩＳＣプログラムを処理するのに最も有利に用いられるが、マイクロプロセッ
サ８００としてこれから説明するマイクロプロセッサの実施例は、ｏｐコードのサイズが
可変である命令の処理が可能である。たとえば、マイクロプロセッサ８００は、可変長ｏ
ｐコードを用いるよく知られたインテル（ Intel ）（登録商標）命令セットによって用い
られる、いわゆるＸ８６命令を処理することができる。マイクロプロセッサ８００は、上
述のマイクロプロセッサ５００のＲＩＳＣコアに類似したＲＩＳＣコアを用いる。「ＲＩ
ＳＣコア」という用語は、マイクロプロセッサ５００の機能ユニット、リオーダバッファ
、レジスタファイルおよび命令デコーダを含む、本質的にＲＩＳＣ（縮小命令セットコン
ピュータ）のアーキテクチャであるマイクロプロセッサ５００の中核を指す。
【０１６４】
マイクロプロセッサ８００のアーキテクチャは、インテルＸ８６命令セットに見られるよ
うないわゆるＣＩＳＣ（完全命令セットコンピュータ）命令を取込み、これらの命令をＲ
ＩＳＣ類似命令（ＲＯＰ）に変換することができ、これらがＲＩＳＣコアによって処理さ
れる。この変換プロセスは、図１０および１１に示されるマイクロプロセッサ８００のデ
コーダ８０５で起こる。デコーダ８０５はＣＩＳＣ命令をデコードし、ＣＩＳＣ命令をＲ
ＯＰに変換し、ＲＯＰを実行のために機能ユニットに発行する。デコーダ８０５の動作お
よび構造についてのさらなる詳細は、本譲受人に譲受された「スーパースカラ命令デコー
ダ」（“ Superscalar Instrucion Decoder”）と題される同時係属中の米国特許出願連続
番号第１４６，３８３号から見いだされ、その開示はここに引用によって援用される。
【０１６５】
マイクロプロセッサがそのＲＩＳＣコアに１サイクルにつき多数の命令を供給する能力は
、このスーパースカラマイクロプロセッサによって提供される著しい性能の向上の理由の
１つである。命令キャッシュ（ＩＣＡＣＨＥ）８１０は、バイトのキューまたはバイトキ
ュー（バイトＱ）８１５としてこの命令供給を行なう、マイクロプロセッサ８００の構成
要素である。本発明のこの特定の実施例では、命令キャッシュ８１０は１６Ｋバイト実効
４ウェイセットアソシアティブ線形アドレス命令キャッシュである。
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【０１６６】
図１０および１１に示されるように、命令キャッシュ８１０のバイトＱ８１５は、命令デ
コーダ８０５に供給される。命令デコーダ８０５は、それに与えられる各命令を１つ以上
のＲＯＰにマッピングする。デコーダ８０５のＲＯＰ発行ウィンドウ８２０は、ＩＣＡＣ
ＨＥ８１０からの命令がそれにマッピングされ得る４つの発行位置を含む。４つの発行位
置は、Ｄ０、Ｄ１、Ｄ２、およびＤ３として示される。第１の例では、デコーダ８０５に
バイトＱ８１５によって与えられる命令は、２つのＲＯＰ発行位置にマッピングされ得る
命令であると仮定する。この場合、この第１の命令がデコーダ８０５に与えられると、デ
コーダ８０５は命令を発行位置Ｄ０に与えられる第１のＲＯＰと、発行位置Ｄ１に与えら
れる第２のＲＯＰとにマッピングする。後続の第２の命令が３つのＲＯＰ位置にマッピン
グ可能であると仮定する。この第２の命令がデコーダ８０５にバイトＱ８１５によって与
えられると、命令は発行位置Ｄ２に与えられる第３のＲＯＰと、発行位置Ｄ３に与えられ
る第４のＲＯＰとにマッピングされる。発行位置Ｄ０ないしＤ３にあるＲＯＰは機能ユニ
ットに発行される。第２の命令がマッピングされる、残っている第３のＲＯＰは、このよ
うなＲＯＰが発行され得る前に次の発行ウィンドウが処理されるのを待たなくてはならな
いことがわかる。
【０１６７】
命令キャッシュ８１０がどの特定のバイトをバイトＱ８１５に送るかに関する情報は、命
令キャッシュ８１０の入力である分岐予測ブロック８２５に含まれる。分岐予測ブロック
８２５は、ブロック単位で次に予測された分岐位置を示す次ブロックアレイである。分岐
予測機能ユニット８３５は、図３ないし図５に示されるマイクロプロセッサ５００のＢＲ
ＮＳＥＣ５２０と類似した態様で、分岐を実行する。命令キャッシュ８１０にはまた、外
部メモリからリクエストされた命令キャッシュミスをフェッチするプリフェッチャブロッ
ク８３０が備えられる。
【０１６８】
マイクロプロセッサ８００は、デコーダ８０５の４つのＲＯＰ位置がそれに投入され得る
４つの整数機能ユニット、すなわち分岐機能ユニット８３５、ＡＬＵ０／シフタ機能ユニ
ット８４０、ＡＬＵ１機能ユニット８４５、および特殊レジスタ機能ユニット８５０を含
む。分岐機能ユニット８３５は、１クロックサイクルにつき１つの新しいＲＯＰが分岐機
能ユニット８３５によって受入れられるように、１サイクルの待ち時間を有する。分岐ユ
ニット８３５は２エントリ待合わせステーション８３５Ｒを含む。本明細書の目的のため
、２エントリを含む待合わせステーションは、２つの待合わせステーションと同じである
と考えられる。分岐機能ユニット８３５は、すべてのＸ８６分岐、コールおよびリターン
命令を扱う。これはまた条件付分岐ルーチンを扱う。
【０１６９】
ＡＬＵ０／シフタ機能ユニット８４０は、１サイクルの待ち時間を示す。１クロックサイ
クルにつき１つの新しいＲＯＰがユニット８４０に受入れられる。ＡＬＵ０／シフタ機能
ユニット８４０は、２つまでの推論ＲＯＰを保持する２エントリ待合わせステーション８
４０Ｒを含む。すべてのＸ８６算術および論理計算は、この機能ユニットまたはその代わ
りに他方の算術論理装置ＡＬＵ１　８４５に渡る。さらに、シフトローテートまたはファ
インドファーストワンのような命令は、ＡＬＵ０／シフタ機能ユニット８４０に与えられ
る。
【０１７０】
ＡＬＵ１機能ユニット８４５もまた、１サイクルの待ち時間を示す。１クロックサイクル
につき１の新しいＲＯＰがＡＬＵ１機能ユニット８４５によって受入れられることがわか
る。ＡＬＵ１機能ユニットは、２つまでの推論ＲＯＰを保持する２エントリ待合わせステ
ーション８４５Ｒを含む。すべてのＸ８６算術および論理計算は、この機能ユニットかま
たは他方の算術論理装置ＡＬＵ０に渡る。ＡＬＵ０およびＡＬＵ１は、１サイクルにつき
２つまでの整数結果演算を計算することを可能にする。
【０１７１】
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特殊レジスタ機能ユニット８５０は、Ｘ８６レジスタファイル８５５の外にある内部制御
、ステータスおよびマッピング状態を扱うための特殊ブロックである。本発明の一実施例
では、特殊レジスタ機能ユニット８５０は、ＲＯＰが特殊レジスタ機能ユニット８５０に
投入されるときに未処理である推論状態がないので、待合わせステーションを持たない。
特殊レジスタブロック８５０は、その構造および機能の点で、上述の特殊レジスタブロッ
ク５１２と類似している。
【０１７２】
ロード／ストア機能ユニット８６０および浮動小数点機能ユニット８６５は、デコーダ８
０５のＲＯＰ発行ウィンドウ８２０に結合される。ロード／ストア機能ユニット８６０は
、複数エントリ待合わせステーション８６０Ｒを含む。浮動小数点機能ユニット８６５は
２つの待合わせステーション８６５Ｒを含む。データキャッシュ８７０が、データのスト
アおよびそのための検索を与えるために、ロード／ストア機能ユニット８６０に結合され
る。浮動小数点機能ユニット８６５は、４１ビット整数／浮動小数点演算混在バス８７５
および結果バス８８０に連結される。より詳細には、オペランドバス８７５は、４１ビッ
ト幅を示す８つの読出オペランドバスを含む。結果バス８８０は、４１ビット幅を示す５
つの結果バスを含む。浮動小数点ユニットの整数／浮動小数点混在オペランドおよび結果
バスへの連結によって、推論整数および浮動小数点ＲＯＰの両方のために、１つのレジス
タファイル８５５および１つのリオーダバッファ８８５を用いることが可能になる。２つ
のＲＯＰは８０ビット拡張精度演算を形成し、これは浮動小数点待合わせステーション８
６５Ｒから浮動小数点機能８６５内の８０ビット浮動小数点コアに入力される。
【０１７３】
浮動小数点機能ユニット８６５の８０ビット浮動小数点コアは、浮動小数点加算器、浮動
小数点乗算器、および浮動小数点除算／平方根機能ユニットを含む。浮動小数点ユニット
８６５内の浮動小数点加算器機能ユニットは、２サイクルの待ち時間を示す。浮動小数点
加算器は、８０ビットの拡張結果を計算し、これが転送される。浮動小数点乗算器は、拡
張精度乗算演算のために６サイクルの待ち時間を示す。３２Ｘ３２乗算器が、単精度乗算
演算のために用いられる。浮動小数点機能ユニット８６５内の３２Ｘ３２乗算器は、拡張
精度を必要とする６４ビット仮数演算のためにマルチサイクル化される。浮動小数点除算
／平方根機能ユニットは、６４ビット仮数を２ビット／クロックで計算するために基数－
４対話型除算を用いる。
【０１７４】
Ａ／Ｂオペランドバスのバス幅が４１ビットであるこの実施例では、整数ユニットに延び
るＡ／Ｂオペランドバスに関して、３２ビットがオペランド専用であり、残りの９ビット
が制御情報専用であることが認められる。Ａ／Ｂオペランドバスのバス幅が４１ビットで
はなく、３２ビットまたは他のサイズである、本発明の他の実施例も企図されることに注
目されたい。このような３２ビットオペランドバス幅の構成では、オペランドバスから分
離される制御ラインが、制御情報の伝送のために用いられる。
【０１７５】
ロードストア機能ユニット８６０は、４エントリ待合わせステーション８６０Ｒを含む。
ロードストア機能ユニット８６０は、２つのロードまたはストア動作が１サイクルについ
て投入されることを可能にする。ロードストアセクションはまた、線形アドレスを計算し
、メモリのリクエストされたセグメントへのアクセス権をチェックする。データキャッシ
ュ８７０内のヒット／ミスのチェックに関してのロードまたはストア動作の待ち時間は１
サイクルである。２つまでのロード動作が、同時にデータキャッシュ８７０にアクセスし
、その動作を結果バス８８０に送ることができる。ロードストアセクション８６０は、整
数および浮動小数点ロードおよびストア動作の両方を扱う。
【０１７６】
図１０および１１に示されるように、マイクロプロセッサ８００は、リオーダバッファ８
８５に結合されるレジスタファイル８５５を含む。レジスタファイル８５５およびリオー
ダバッファ８８５の両方が、オペランド振分回路８９０を介してオペランドバス８７５に
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結合される。レジスタファイル８５５、リオーダバッファ８８５およびオペランド振分回
路８９０は協働して、オペランドを機能ユニットに与える。結果が機能ユニットから得ら
れると、これらの結果はリオーダバッファ８８５に送られ、その中のエントリとしてスト
アされる。
【０１７７】
より詳細には、レジスタファイル８５５およびリオーダバッファ８８５は、プログラム実
行の間のオペランドのためのストアを与える。レジスタファイル８５５は、整数および浮
動小数点命令の両方のためのマッピングされたＸ８６レジスタを含む。レジスタファイル
は、中間計算を保持するための、ならびに整数および浮動小数点の一時レジスタを含む。
本発明のこの特定の実施例では、レジスタファイル８５５内のすべてのレジスタは、８つ
の読出および４つの書込ラッチとして実現される。このように設けられた４つの書込ポー
トによって、１クロックについて２つまでのレジスタファイル行先が書込まれることを可
能にする。これは、１ポートについて１つの整数値であるか、またはレジスタファイルに
浮動小数点結果が書込まれている場合には、１ポートにつき浮動小数点値の半分であって
もよい。８つの読出ポートによって、２つのソース読出動作を伴う４つのＲＯＰの各々が
、１クロックサイクルについて投入されることが可能になる。
【０１７８】
リオーダバッファ８８５は、１６までの推論ＲＯＰのキューを保持する、１６エントリ環
状ＦＩＦＯとして構成される。リオーダバッファ８８５はしたがって、１６のエントリを
割当てることができ、その各々が整数結果または浮動小数点結果の半分を含むことができ
る。リオーダバッファ８８５は、１クロックサイクルにつき４つのＲＯＰを割当てること
ができ、１クロックサイクルにつき５までのＲＯＰを確立し、１クロックサイクルにつき
４つまでのＲＯＰをレジスタファイル８５５に格納することができる。マイクロプロセッ
サ８００の現在の推論状態は、必要に応じて後続の転送のためにリオーダバッファ８８５
内に保持される。リオーダバッファ８８５はまた、各エントリについて各ＲＯＰの相対順
序を示す状態を維持する。リオーダバッファ８８５はまた、割込またはトラップルーチン
による処理のためにミスしている分岐および例外をマークする。
【０１７９】
リオーダバッファ８８５は、８つのオペランドでそれぞれ８つのオペランドバス８７５を
駆動できる。リオーダバッファ８８５は、５つの結果バス８８０を介して１サイクルにつ
き５つまでの結果を受取ることができる。オペランドバスは８つの４１ビット整数／浮動
小数点共通バスであることが認められる。８つのオペランドバスは、デコーダ８０５のＲ
ＯＰ発行ウィンドウ８２０内の４つのＲＯＰ発行位置に対応する。４つのＲＯＰ発行位置
の各々は、ソースＡオペランドおよびソースＢオペランドを有することができる。このよ
うに形成される４つのＡおよびＢ読出オペランド対の各々は、ＲＯＰ発行ウィンドウ８２
０内の固定ＲＯＰおよびソース読出位置専用である。
【０１８０】
レジスタファイル８５５およびリオーダバッファ８８５は、読出オペランドバス８７５を
駆動するマイクロプロセッサ８００内の装置である。デコードされたＲＯＰに関して推論
の行先がなければ、すなわちＲＯＰによってリクエストされたオペランドがリオーダバッ
ファになければ、レジスタファイルがそのオペランドを供給する。しかしながら、推論の
行先が存在すれば、すなわちデコードされたＲＯＰによってリクエストされたオペランド
がリオーダバッファ内にあれば、そのオペランドのためのリオーダバッファ内の最も新し
いエントリが、対応するレジスタの代わりに機能ユニットに送られる。このリオーダバッ
ファ結果値は、これがもしリオーダバッファ内に存在すれば推論結果であるか、または機
能ユニット内でまだ完了されていない推論の行先に関するリオーダバッファタグでもあり
得る。
【０１８１】
５つの結果バス８８０は４１ビットバスである。読出オペランドおよび結果バスは、すべ
ての整数機能ユニットの入力および出力であることがわかる。これらの同じ読出オペラン
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ドおよび結果バスはまた、浮動小数点機能ユニット８６５の浮動小数点待合わせステーシ
ョン８６５Ｒの入力および出力である。浮動小数点待合わせステーション８６５Ｒは、４
１ビットオペランドおよび結果バスを、必要であればその構成する専用機能ユニットに送
る８０ビット拡張精度バスに変換する。
【０１８２】
マイクロプロセッサ８００の整数および浮動小数点機能ユニットには、これらのユニット
の待合わせステーションを介してＲＯＰの局所バッファ処理が与えられる。これらの機能
ユニットのほとんどで、局所バッファ処理は、ＦＩＦＯとして構成される２エントリ待合
わせステーションの形をとる。このような待合わせステーションの目的は、デコーダ８０
５の発行論理が、機能ユニットに推論ＲＯＰを、このような推論ＲＯＰのソースオペラン
ドが現在利用可能であるかどうかに関わらず、送ることを可能にすることである。本発明
のこの実施例では、したがって、長い計算またはロードが完了するのを待つことなく、多
数の推論ＲＯＰ（１６まで）が投入され得る。この態様で、はるかに高い命令レベルの並
列性が与えられ、マイクロプロセッサ８００は、そのピーク性能に近く動作することが可
能になる。
【０１８３】
待合わせステーションの各エントリは、２つのソースオペランドまたはタグと、各エント
リに関連するｏｐコードおよび行先に関しての情報を保持することができる。待合わせス
テーションはまた、リオーダバッファが未処理であるとマークしたソースオペランド結果
（リオーダバッファがオペランド自体ではなくオペランドタグを与えることによってそれ
についてマークしたオペランド）を、このような結果を待っている他の機能ユニットに直
接送ることができる。本発明のこの特定の実施例では、機能ユニットの待合わせステーシ
ョンは、典型的には１クロックサイクルにつき新しいエントリを１つ受入れ、１サイクル
につき１つの新しいエントリを機能ユニットに送ることができる。
【０１８４】
これに対する例外は、その待合わせステーションから１クロックサイクルにつき２つのエ
ントリを受入れ、かつ用済とすることができるロード／ストアセクション８６０である。
ロード／ストアセクション８６０はまた、４つのエントリのより深い待合わせステーショ
ンＦＩＦＯを有する。
【０１８５】
すべての待合わせステーションのエントリは、例外が起こるようなことがあれば、１クロ
ックサイクル以内に割当から外されることができる。分岐誤予測が起こると、中間結果が
機能ユニットから流し出され、リオーダバッファからの割当から外される。
【０１８６】
マイクロプロセッサ８００は、プリフェッチユニット８３０を介して命令キャッシュ８１
０に、およびバスインタフェースユニット９００に結合される内部アドレスデータバス８
９５を含む。バスインタフェースユニット９００は、主メモリまたは外部メモリ（図示せ
ず）に結合され、そのためマイクロプロセッサ８００には外部メモリアクセスが与えられ
る。ＩＡＤバス８９５はまた、図１０および１１に示されるように、ロード／ストア機能
ユニット８６０に結合される。
【０１８７】
データキャッシュ８７０は、ロード／ストアユニット８６０に結合される。本発明のある
特定的な実施例では、データキャッシュ８７０は、８Ｋバイト、線形アドレス、２ウェイ
セットアソシアティブ、デュアルアクセスキャッシュである。アドレスおよびデータライ
ンは、図示されるようにデータキャッシュ８７０をロード／ストア機能ユニット８６０に
結合する。より具体的には、データキャッシュ８７０は、キャッシュ８７０とロード／ス
トアユニット８６０との間の２つの組のアドレスおよびデータ経路を含み、ロード／スト
ア機能ユニット８６０からの２つの同時アクセスを可能にする。これらの２つのアクセス
は、１６バイトデータキャッシュラインサイズに整列される、８ないし３２ビットロード
またはストアアクセスであってもよい。データキャッシュ８７０は、１６バイトラインま
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たはブロックに構成される。この特定的な実施例では、データキャッシュ８７０は線形に
アドレスされるか、またはセグメントベースのアドレスからアクセスされ、ページテーブ
ルベースの物理アドレスではない。データキャッシュ８７０は４つのバンクを含み、これ
らは、データキャッシュ内の１つのラインが４つのバンクの各々における４つのバイトを
有するように構成される。したがって、２つのアクセスのビット［３：２］の線形アドレ
スが同じでないかぎり、２つのアクセスは同時にキャッシュ８７０内のデータアレイにア
クセスすることができる。
【０１８８】
データキャッシュ８７０は、２ウェイアソシアティブである。これは、クロックの相ＰＨ
１において２つの線形アドレスをとり、その４つのバンクにアクセスする。その結果とし
てのロード動作は、後続のクロック相ＰＨ２で完了し、結果バスのうちの１つを駆動する
ことができる。機能ユニットによる結果バスのリクエストは、結果をライトバックしよう
とする他の機能ユニットからのリクエストと調停される。
【０１８９】
命令キャッシュ８１０およびデータキャッシュ８７０は、それぞれの命令キャッシュ線形
タグアレイおよびデータキャッシュ線形タグアレイを含み、これらのキャッシュにストア
されたデータエントリおよび命令のアドレスに対応する。図１０および１１に示されるよ
うに、マイクロプロセッサ８００はまた、命令キャッシュ８１０およびデータキャッシュ
８７０内のそれぞれ命令およびデータの物理アドレスを追跡するためにＩＡＤバス８９５
に結合される物理タグＩ／Ｄブロック９１０を含む。より具体的には、物理タグＩ／Ｄブ
ロック９１０は、これらのキャッシュの物理アドレスを維持する物理命令／データタグア
レイを含む。ブロック９１０の物理命令タグアレイは、命令キャッシュ８１０の対応する
線形命令タグアレイに関する構成を反映する。同様に、ブロック９１０内の物理データタ
グアレイの構成は、命令キャッシュ８１０内の対応する線形データタグアレイの構成を反
映する。
【０１９０】
物理Ｉ／Ｄタグは、命令キャッシュタグであるかデータキャッシュタグであるかに依存し
て、有効、共有、および変更ビットを有する。データキャッシュ物理タグがセットされた
変更ビットを有する場合には、これはリクエストされたデータエレメントが、線形データ
キャッシュ内の等価な位置にあることを示す。マイクロプロセッサ８００は外部メモリへ
のバックオフサイクルを開始し、リクエストされた変更ブロックを、リクエストしている
装置がそれを後で見ることができるメモリに書込む。
【０１９１】
高速変換バッファ（ＴＬＢ９１５）が、図示のようにＩＡＤバス８９５と物理タグＩ／Ｄ
ブロック９１０との間に結合される。ＴＬＢ９１５は、１２８の線形－物理ページ変換ア
ドレスおよび１２８までの４Ｋバイトページのためのページ権をストアする。この高速変
換バッファアレイは、ランダムな置換えを有する４ウェイセットアソシアティブ構造とし
て構成される。ＴＬＢ９１５は、Ｘ８６アーキテクチャのために規定される線形－物理ア
ドレス変換機構を扱う。この機構は、最も最近の線形－物理アドレス変換のキャッシュを
用いて、有効な変換のために外部ページテーブルを探すのを防ぐ。
【０１９２】
バスインタフェースユニット９００は、ＩＡＤバス８９５をメモリ等の外部装置にインタ
フェースさせる。ＩＡＤバス８９５は、マイクロプロセッサ８００の様々な構成要素を接
続するのに用いられるグローバル６４ビット共有アドレス／データ／制御バスである。Ｉ
ＡＤバス８９５は、キャッシュブロックリフィル、ライトアウト変更ブロックのため、な
らびに特殊レジスタユニット８５０、ロード／ストア機能ユニット８６０、データキャッ
シュ８７０、命令キャッシュ８１０、物理Ｉ／Ｄタグブロック９１０、高速変換バッファ
９１５、およびバスインタフェースユニット９００等の機能ブロックにデータおよび制御
情報を渡すために用いられる。
【０１９３】
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ＣＩＳＣプログラムが実行されるとき、ＣＩＳＣプログラムの命令およびデータが、これ
らの命令およびデータをストアするのに用いられた何らかの記憶媒体から主メモリにロー
ドされる。一旦、バスインタフェースユニット９００に結合される主メモリにプログラム
がロードされると、命令はプログラム順にデコーダ８０５に、機能ユニットによる発行お
よび処理のためにフェッチされる。より具体的には、デコーダ８０５によって１度に４つ
の命令がデコードされる。命令は、主メモリからバスインタフェースユニット９００に、
ＩＡＤバス８９５を介して、プリフェッチユニット８３０を通り、命令キャッシュ８１０
に、そしてデコーダ８０５に流れる。命令キャッシュ８１０は、デコーダ８０５によって
デコードされて発行されるべき命令の保管場所として機能する。命令キャッシュ８１０は
、分岐予測ユニット８３５と関連して動作し、デコーダ８０５に、推論的に実行されるべ
き次の予測された命令ブロックである、４命令幅の命令ブロックを与える。
【０１９４】
より具体的には、命令キャッシュ８１０は、主メモリからバスインタフェースユニット９
００を介してフェッチされた命令ブロックを含む、ＩＣＳＴＯＲＥと示されるストアアレ
イを含む。ＩＣＡＣＨＥ８１０は、１６バイトラインまたはブロックに構成される、１６
Ｋバイト実効線形アドレス命令キャッシュである。各キャッシュラインまたはブロックは
、１６のＸ８６バイトを含む。各ラインまたはブロックはまた、各バイトについて５ビッ
トプリデコード状態を含む。ＩＣＡＣＨＥ８１０は、命令デコーダ８０５に次に予測され
たＸ８６命令バイトをフェッチする役目を果たす。
【０１９５】
ＩＣＡＣＨＥ８１０は、ＦＥＴＣＨＰＣ（ＦＰＣ）と示される推論プログラムカウンタを
維持する。この推論プログラムカウンタＦＥＴＣＨＰＣは、キャッシュ情報を維持する以
下の３つの別個のランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）アレイにアクセスするために用いら
れる。より詳細には、キャッシュ情報を含む３つの上述のＲＡＭアレイは、１）ストアア
レイＩＣＳＴＯＲＥ内の対応するブロックに関するバイト有効ビットおよび線形タグを維
持するアレイであるＩＣＴＡＧＶを含む。キャッシュ内の各エントリは、１６バイト有効
ビットおよび２０ビット線形タグを含む。この特定の実施例では、２５６のタグが用いら
れる。２）アレイＩＣＮＸＴＢＬＫは、ストアアレイＩＣＳＴＯＲＥ内の対応するブロッ
クに関する分岐予測情報を維持する。ＩＣＮＸＴＢＬＫアレイは、各々が１６Ｋバイト実
効Ｘ８６命令に対応する、２５６エントリの４つの組に構成される。この次ブロックアレ
イ内の各エントリは、シーケンシャルビット、最後に予測されたバイトおよびサクセッサ
インデックスから構成される。３）ＩＣＳＴＯＲＥアレイは、Ｘ８６命令バイトと５ビッ
トのプリデコード状態とを含む。プリデコード状態は、各バイトと関連し、特定のバイト
がマッピングされるＲＯＰの数を示す。このプリデコード情報は、命令のデコードを、こ
れらがデコーダ８０５に与えられると速める。バイトキューまたはＩＣＢＹＴＥＱ８１５
は、プリフェッチユニット８３０によってＩＣＡＣＨＥ８１０に与えられる命令プリフェ
ッチストリームの現在の推論状態を与える。ＩＣＡＣＨＥ８１０として用いることができ
る命令キャッシュに関するより多くの情報は、同時係属中で本譲受人に譲受された、「可
変バイト長命令に特に適した推論命令キューおよびそのための方法」と題する米国特許連
続出願番号第１４５，９０２号に記載され、その開示がここに引用によって援用される。
【０１９６】
デコーダ８０５（ＩＤＥＣＯＤＥ）は、マイクロプロセッサ８００内の命令デコードおよ
び発行動作を実行する。より具体的には、デコーダ８０５は、デコード１およびデコード
２と称するマイクロプロセッサパイプラインの２つの段階を実行する。デコード１の初め
の間、プリフェッチされ、予測実行されたバイトはバイトキューの指定された充満位置に
送られる。これらのバイトは次に、バイトキュー８１５内の独立バイトと併合される。デ
コード２パイプラインステージにおいて、リオーダバッファのエントリが、次のクロック
相で投入され得る対応するＲＯＰに割当てられる。
【０１９７】
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デコーダ８０５は、バイトキュー８１５から未処理のＸ８６命令バイトおよびプリデコー
ド情報を取入れ、これらをＲＯＰ発行ユニット８２０内の４つのＲＯＰ位置に割当てる。
デコーダ８０５は、どの特定の機能ユニットに各ＲＯＰが伝送されるべきかを決定する。
デコーダ８０５として用いることができるデコードの１つのより詳細な説明は、ディビッ
ド・ビィ・ウィットおよびマイケル・ディ・ゴダード（ Dabid B. Witt and Michael D. G
oddard）による「スーパースカラ命令デコーダ」と題される米国特許出願連続番号第１４
６，３８３号に記載され、その開示をここに引用によって援用する。ＩＣＡＣＨＥおよび
デコーダ回路によって、マイクロプロセッサ８００は、１クロックサイクルにつき４つの
ＲＯＰをデコードし、ＲＩＳＣ類似データ経路に送ることができる。４つのＲＯＰは、機
能ユニットに発行され、これが結果をリオーダバッファ８８５と、これらの結果を必要と
する他の機能ユニットとに送る。
【０１９８】
レジスタファイル８５５およびリオーダバッファ８８５は、プログラムの流れにおける命
令に推論実行を与えるようにともに動作する。マイクロプロセッサ８００の整数コア、レ
ジスタファイル８５５、リオーダバッファ８８５のより詳細な説明を、図１２を参照して
行なう。マイクロプロセッサ８００の整数コアは、整数コア９２０として示され、分岐予
測ユニット８３５、ＡＬＵ０、ＡＬＵ１、および特殊レジスタ８６０を含む。
【０１９９】
この特定の実施例において、レジスタファイル８５５は、１２の３２ビットレジスタ（整
数レジスタ）と２４の４１ビットレジスタ（浮動小数点レジスタ）として構成される。こ
れらのレジスタは、デコーダ８０５から並列して４つまでのＲＯＰに関してアクセスされ
る。デコーダ８０５によって与えられるレジスタファイルポインタは、どの特定のレジス
タが特定のＲＯＰにおけるオペランド値としてリクエストされるか、およびアクセスのサ
イズを決定する。
【０２００】
レジスタファイル８５５はマイクロプロセッサ８００のアーキテクチャ状態を含む一方で
、リオーダバッファ８８５はマイクロプロセッサ８００の推論状態を含むことが認められ
る。レジスタファイル８５５のタイミングは、８つまでの並列読出ポインタで、デコーダ
２パイプラインステージの相ＰＨ２でアクセスされるようにされる。これらの８つまでの
読出ポインタの受取に応答して、レジスタファイル８５５は、このように選択されたオペ
ランド値を、後続のクロックＰＨ１相で対応するオペランドバスに送る。
【０２０１】
リオーダバッファ８８５をレジスタファイル８５５に結合する不能化バスが図１２に示さ
れる。不能化バスは８ライン幅であり、リクエストされた読出値がリオーダバッファ８８
５内の推論エントリとして見いだされたことを示す８つの無効信号を含む。この例では、
レジスタファイル８５５は無効にされ、リクエストされた読出オペランド値をオペランド
バスに置くことを許されない。その代わりに、推論エントリがリオーダバッファ８８５内
に存在するので、リオーダバッファ８８５は、リクエストされた実際のオペランド値か、
またはその値に関するオペランドタグを与える。
【０２０２】
リオーダバッファ８８５は、この特定の実施例では１６のエントリを含み、推論ＲＯＰ結
果値のキューとして動作する。図１３により詳細に示されるように、リオーダバッファ８
８５は、キューの先頭および末尾に対応する２つのポインタ、すなわち先頭ポインタおよ
び末尾ポインタを含む。キューの割当の発行されるＲＯＰへのシフトは、これらのポイン
タを増分または減分することによって起こる。
【０２０３】
リオーダバッファ８８５に与えられる入力は、デコーダ８０５がそこで割当てようとする
ＲＯＰの数（１ブロックにつき４つまでのＲＯＰ）、これらの４つのＲＯＰのためのソー
スオペランドポインタ値、およびそれぞれの行先ポインタ値を含む。リオーダバッファ８
８５は次に、その現在の推論キューからこれらのエントリを割当てようとする。エントリ
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スペースが発行されるＲＯＰのために利用可能であれば、エントリは末尾ポインタの後に
割当てられる。
【０２０４】
より具体的には、エントリがデコーダ８０５からリクエストされると、キューの先頭から
次のエントリが割当てられる。特定のエントリの数は、デコーダ８０５からのその特定の
ＲＯＰに関する行先タグとなる。行先タグは、実行されるべき特定の命令とともに、対応
するＲＯＰ位置で機能ユニットに送られる。「４ＲＯＰ行先タグ」と示される専用行先タ
グバスは、図１２において、リオーダバッファ８８５から整数コア９２０の機能ユニット
へ、およびマイクロプロセッサ８００の残りの機能ユニットへの出力として示される。機
能ユニットはこのように、実行されるべき各ＲＯＰに関する行先情報を与えられ、そのた
め機能ユニットは効果的に結果バスを介してＲＯＰの結果がどこに送られるはずであるか
を知る。
【０２０５】
上述のことより、推論実行された結果値またはオペランドは、このような結果オペランド
がもはや推論ではなくなるまで、リオーダバッファ８８５内に一時的にストアされること
が認められる。可能性のあるオペランド値のプールは、したがってリオーダバッファによ
って与えられ、デコーダ８０５によって与えられてデコードされる後続のＲＯＰによって
用いられる。
【０２０６】
リオーダバッファ８８５内にエントリが存在するときには、元のレジスタ番号（すなわち
ＥＡＸ）が、特定のＲＯＰ結果に関して割当てられたリオーダバッファエントリ内に保持
される。図１３は、先頭および末尾ポインタの間の推論状態にあるエントリを、これらの
エントリ内の縦の破線で示す。各リオーダバッファエントリは、その元の行先レジスタ番
号に参照し戻される。ＲＯＰ発行ユニット８２０の４つのＲＯＰ位置からの８つの読出ポ
インタ値のうちの何らかのものがエントリに関連する元のレジスタ番号に一致すると、そ
のエントリの結果データが、有効であれば転送され、またはそのエントリに関連する動作
がまだ機能ユニットで未処理であればタグが転送される。
【０２０７】
リオーダバッファ８８５は、デコード８０５によって発行された新しいＲＯＰの正しい推
論状態を、これらのＲＯＰをプログラム順に割当てることで維持する。４つのＲＯＰはそ
の現在の位置からリオーダバッファキューの末尾位置まで、それらの読出オペランドのい
ずれかにおける一致を探しながらスキャンする。特定のリオーダバッファエントリにおい
て一致が起これば、レジスタファイル８５５内の対応する読出ポートが不能化され、実際
の結果オペランドまたはオペランドタグが、適切な機能ユニットによって受取られるよう
にオペランドバスに与えられる。この構成によって、動作に影響を与えることなく、リオ
ーダバッファに存在する同じレジスタの複数の更新を可能にする。結果転送がこのように
達成される。
【０２０８】
図１３に示されるように、リオーダバッファ８８５は、リオーダバッファキューまたはア
レイ９３０にストアされた結果オペランドの用尽を制御するリタイア論理９２５を含む。
キュー９３０に格納された結果オペランドがもはや推論でなければ、このような結果オペ
ランドはリタイア論理制御のもとでレジスタファイル８５５に転送される。これを起こす
ためには、ＲＯＰの格納をインタフェースするリタイア論理、レジスタファイルへのライ
トバック、最後の４つのＲＯＰエントリの状態がスキャンされる。リタイア論理９２５は
、割当てられたＲＯＰエントリのうちのいくつが有効な結果を現在有しているかを決定す
る。リタイア論理はまた、これらのＲＯＰエントリのうちのいくつが、ライトバックのな
いＲＯＰに対して、レジスタファイルへのライトバック結果を有するかをチェックする。
さらに、リタイア論理は、発生される分岐、ストアおよびロードミスについてスキャンす
る。完全な命令が最後の４つのＲＯＰ内に存在すれば、このようなＲＯＰはレジスタファ
イルに格納される。しかしながら、ＲＯＰエントリをスキャンする間に、特定のＲＯＰに
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おいて例外が起こったことを示す状態が見いだされれば、その後のすべてのＲＯＰが無効
にされ、トラップベクトルフェッチリクエストが、ＲＯＰエントリに格納された例外状態
情報により形成される。
【０２０９】
さらに、リオーダバッファ内のＲＯＰをスキャンしている際に分岐誤予測状態に出会えば
、誤予測された経路にあるとしてマークされなかった最初のＲＯＰに出会うまで、ＥＩＰ
レジスタの更新またはライトバックなく、リタイア論理はこれらのＲＯＰエントリを無効
にする。リタイア論理９２５（図１３参照）内に含まれるＥＩＰレジスタ（図示せず）は
、推論的ではない実行された命令を推論で実行された命令から分ける、実行下のプログラ
ムにおけるロールする分解点を表わすリタイアＰＣまたはプログラムカウンタを保持する
。ＥＩＰまたはリタイアＰＣは、リオーダバッファ８８５からレジスタファイル８５５へ
の結果オペランドの格納の際に、このように格納された命令がもはや推論的ではないこと
を反映するように、継続的に更新される。リオーダバッファ８８５は推論状態を素早く追
跡し、１クロックサイクルにつき複数のＸ８６命令またはＲＯＰを用済とすることができ
ることが認められる。マイクロプロセッサ８００は、例外条件または分岐誤予測に出会え
ば、迅速に無効とし、正しい命令ストリームをフェッチし始めることができる。
【０２１０】
マイクロプロセッサ８００の機能ユニットの一般的な構成を、ここで図１４に例示的な目
的のために示される一般化された機能ユニットブロック図を参照して説明する。ｏｐコー
ド、Ａオペランド、Ｂオペランド、および行先タグを含むＲＯＰは、図９の一般化された
機能ユニットに発行されていることを思い起こされたい。図１４の最も左の部分には、そ
れに発行される命令から特定のＡオペランドを選択する（１：４）Ａオペランドマルチプ
レクサ９３２に４つのＡオペランドバスが与えられることが認められる。同様の態様で、
４つのＢオペランドバスが、図１４の機能ユニットが実行すべき対象の命令のための特定
のＢオペランドを選択する（１：４）Ｂオペランドマルチプレクサ９３５に結合される。
４つの行先／ｏｐコードバスが、この機能ユニットによって実行されている特定の命令の
ためのｏｐコードおよび行先タグを選択するマルチプレクサ９４０に結合される。
【０２１１】
この機能ユニットは、マルチプレクサ９４０への「ファインドファーストＦＵＮＣタイプ
」入力でタイプバスをモニタする。より特定的には、機能ユニットは、その機能ユニット
のタイプに一致する第１のＲＯＰを探し、１：４マルチプレクサ９３２、９３５、および
９４０を可能化して、対応するオペランドおよびタグ情報を図１４の機能ユニットの待合
わせステーション１に送る。たとえば、実行ユニット９４５が算術論理装置１（ＡＬＵ１
）であり、かつマルチプレクサ９４０のＴＹＰＥ入力で機能ユニットに与えられる命令タ
イプがＡＤＤ命令であると仮定すると、発行された命令の行先タグ、ｏｐコード、Ａオペ
ランド、およびＢオペランドが、選択マルチプレクサ９３２、９３５および９４０を介し
て待合わせステーション１に送られる。
【０２１２】
第２の待合わせステーション、すなわち待合わせステーション０が、待合わせステーショ
ン１と実行ユニット９４５との間に認められる。図１４の機能ユニットは、このように２
つの待合わせステーションを含むと言われ、または待合わせステーションは２つのエント
リを保持することができると言う。この２エントリ待合わせステーションは、最も古いエ
ントリが待合わせ０として示されるＦＩＦＯとして実現される。待合わせステーション０
および１は、レジスタファイル８５５またはリオーダバッファ８８５のいずれかからオペ
ランドバスを介して機能ユニットに何が送られたかに依存して、オペランドまたはオペラ
ンドタグのいずれかを保持することができる。
【０２１３】
その結果を５つの結果バスに与える他の機能ユニットからの結果の転送を達成するために
、機能ユニットは、Ａ転送論理９５０およびＢ転送論理９５５を有する。転送論理９５０
は、ソースＡオペランドに一致するタグを求めて５つの結果バスをスキャンし、一致が起
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これば、Ａ転送論理９５０は、対応する結果バスを待合わせステーション１のＡデータ部
分９６０に送る。実際のＡオペランドではなくＡオペランドタグがマルチプレクサ９３２
を介して送られると、Ａオペランドタグは、Ａタグ９６５と示される位置にストアされる
ことに注目されたい。一致を求めて５つの結果バスにおいてスキャンされる結果タグと比
較されるのは、Ａタグ位置９６５にストアされたＡオペランドタグである。同様の態様で
、Ｂ転送論理９５５は、Ｂオペランドタグ位置９７０にストアされたＢオペランドタグに
一致する何らかの結果タグに関して５つの結果バスをスキャンする。一致が見いだされれ
ば、対応する結果オペランドが結果バスから検索され、Ｂデータ位置９７５にストアされ
る。機能ユニットによって実行されているＲＯＰのｏｐコードおよび行先タグは、タグお
よびｏｐコード位置９８０にストアされる。
【０２１４】
ＲＯＰ命令を実行するのに必要なすべての情報が機能ユニット内で集められれば、ＲＯＰ
命令は実行のために実行ユニット９４５に投入される。より具体的には、Ａオペランドお
よびＢオペランドが、待合わせステーションによって実行ユニット９４５に送られる。そ
の命令のためのｏｐコードおよび行先タグが、タグおよびｏｐコード位置９８０によって
実行ユニット９４５に送られる。実行ユニットは命令を実行し、結果を発生する。実行ユ
ニットは次に、アービトレータ（図示せず）に結果リクエスト信号を送ることで結果バス
へのアクセスに対して調停する。実行ユニット９４５が結果バスへのアクセスを許可され
ると、結果許可信号がアービトレータから実行ユニット９４５によって受取られる。実行
ユニット９４５はその結果を指定された結果バスに置く。
【０２１５】
この結果と同じタグを有する未処理のオペランドを有する他の機能ユニットに結果が転送
される。結果はまた、実行されたＲＯＰの行先タグと関連するエントリでそこにストアす
るためにリオーダバッファ８８５にも与えられる。
【０２１６】
実用において、機能ユニットは、命令が実行している間結果バスに対して調停する。より
具体的には、機能ユニットに有効エントリが存在するとき、すなわち実行のために必要な
すべてのオペランド、ｏｐコード、および行先タグ情報が集めらたとき、命令は実行ユニ
ット９４５に投入され、実行ユニット９４５が実際にその命令を実行している間、機能ユ
ニットは結果バスに対して調停する。各待合わせステーションが行先タグとともに局所ｏ
ｐコードのための記憶機構を含むことが認められる。このタグは、結果パイプラインステ
ージの間にＲＯＰが最終的にライトバックする位置を示す。この行先タグはまた、待合わ
せステーション内の各エントリと保持され、そのＦＩＦＯを介して押される。
【０２１７】
一般化された機能ユニットブロック図を図１４に関して説明したが、実行ユニット９４５
は、分岐予測ユニット８３５、ＡＬＵ０／シフタ８４０、ＡＬＵ１
８４５、ロード／ストア８６０、浮動小数点ユニット８６５および特殊レジスタ８５０の
いずれであってもよく、これらの特定の機能に関する適切な変更を加えてもよい。
【０２１８】
特定の機能ユニットへの結果バスの許可が行なわれると、結果値が結果バスに送られ、待
合わせステーション内の対応するエントリがクリアされる。結果バスは、４１ビットの結
果と、行先タグと、通常、有効および例外等の状態指示情報とを含む。マイクロプロセッ
サ８００のパイプライン化された動作において、上述の機能ユニットの動作のタイミング
は、実行段階の間に起こる。クロック相ＰＨ１の間、オペランド、行先タグおよびｏｐコ
ードは、ＲＯＰが発行され、待合わせステーションに置かれる際に送られる。ＰＨ２クロ
ック相の間、ｏｐコードによって説明される動作は、すべてのオペランドの準備ができて
いれば実行され、実行の間、機能ユニットは値をリオーダバッファに送返すために結果バ
スに対して調停する。
【０２１９】
図１５は、分岐機能ユニット８３５のより詳細な図である。分岐機能ユニット８３５は、
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ジャンプ命令ならびにより複雑なコールおよびリターンマイクロルーチンを含む非逐次的
フェッチをすべて扱う。分岐ユニット８３５は、待合わせステーション８３５Ｒと、予測
発生分岐を追跡するための分岐ＦＩＦＯ９８０を含む。分岐機能ユニット８３５はまた、
加算器９８５と、インクリメンタ９９０と、分岐予測コンパレータ９９５とを含み、これ
らはすべてＰＣ相対分岐を扱うためのものである。
【０２２０】
分岐機能ユニット８３５は、図１５に示される分岐予測発生ＦＩＦＯ９８０を用いて推論
分岐を制御する。より具体的には、命令キャッシュ８１０によって予測されたすべての非
順次的フェッチは、分岐予測ＦＩＦＯ９８０に送られ、その分岐のＰＣ（プログラムカウ
ンタ）とともにそこでラッチされる。この情報は、ターゲットバス（ＸＴＡＲＧＥＴ）お
よびデコードＰＣバスに送られて、分岐機能ユニットに渡る。対応する分岐が後にデコー
ドされ、投入されると、予測情報、オフセット、および分岐のＰＣが、分岐機能ユニット
８３５によって局所的に計算される。一致が起これば、この結果はターゲットＰＣと一致
を示す状態とともに、リオーダバッファ８８５に正しく送り返される。分岐誤予測が起こ
れば、正しいターゲットが、フェッチを始めるために命令キャッシュ８１０へ送られ、ま
たミスしている予測された分岐に含まれる後続のＲＯＰをキャンセルためにリオーダバッ
ファ８８５へ送られる。この態様で、実行は正しいターゲットＰＣで再び始めることがで
き、このようにして実行プロセスの失敗を防ぐ。誤予測が起こると必ず、分岐機能ユニッ
ト８３５は、新しいターゲットアドレスとインデックスとの両方を、予測情報があったブ
ロックに送り、このアレイを更新する。このことは、マイクロプロセッサが、予測アレイ
情報を更新しながら同時に、命令の新しく正しいストリームをフェッチし始めることを意
味する。マイクロプロセッサはまた、新しいブロックで予測情報にアクセスして、どのバ
イトが予測実行されるかを知ることに注目されたい。ＩＣＮＸＴＢＬＫアレイは、予測情
報がその第２のポートを介して更新され得るように、デュアルポートである。誤予測が起
こるブロックからの予測情報は、逐次／非逐次、分岐位置、およびキャッシュアレイ内の
予測実行される第１のバイトの位置等の情報である。
【０２２１】
加算器９８５およびインクリメンタ９９０は、現在の分岐命令の現在のＰＣ＋オフセット
、および逐次的であれば次のＰＣの命令長＋ＰＣを局所的に計算する。これらの値は、コ
ンパレータ９９５によって、局所分岐発生キュー（ＦＩＦＯ９８０）内の予測発生分岐と
比較されて、このような分岐を予測する。
【０２２２】
ここで、マイクロプロセッサ８００の動作をそのパイプラインステージを通して示すタイ
ミング図を説明する前に、マイクロプロセッサ８００の主な内部バスを概略的に説明する
。バスラインの先頭のＸは、一方の相でダイナミックにチャージされ、他方の相で条件付
でアサートされる偽バスを示す。マイクロプロセッサ８００の内部バスは以下のものを含
む。
【０２２３】
ＦＰＣ（３１：０）－Ｐｈ１、スタティック。このフェッチＰＣバスは、命令キャッシュ
８１０からバイトキュー８１５への推論命令プリフェッチのために用いられる。ＦＰＣバ
スは、図３ないし図５のマイクロプロセッサ５００のＦＰＣブロック２０７と実質的に同
じ機能を果たす、ＩＣＡＣＨＥ８１０内のＦＰＣブロック８１３に結合される。
【０２２４】
ＸＴＡＲＧＥＴ（４１：０）－Ｐｈ１、ダイナミック。このバスは、誤予測分岐および例
外を指示しなおすためにターゲットＰＣを命令キャッシュおよび分岐予測ユニット（８２
５／８３５）に送る。
【０２２５】
ＸＩＣＢＹＴＥｎＢ（１２：０）－Ｐｈ１、ダイナミック。このバスは、現在リクエスト
されているプリフェッチＸ８６命令および対応するプリデコード情報の命令キャッシュス
トアアレイＩＣＳＴＯＲＥの出力である。この特定の実施例では、サイクルにつき全部で
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１６のバイトが、次に予測実行されたバイトがバイトキューの第１のオープンバイト位置
を充満するように整列されてアサートすることができる。
【０２２６】
ＢＹＴＥＱｎ（７：０）－Ｐｈ１、スタティック。これは、命令キャッシュからフリフェ
ッチされた予測実行Ｘ８６命令バイトのキューを示す。この特定の実施例では、全部で１
６のバイトがデコーダ８０５のデコード経路に送られる。各バイトは、ｏｐコード位置、
プリフィックスバイト、ならびに命令開始および終了位置に関しての命令キャッシュから
のプリデコード情報を含む。各Ｘ８６命令のＲＯＰサイズもまた、プリデコード情報に含
まれる。各バイトに加えられるプリデコード情報は、バイトキュー内の１バイトについて
全部で６ビットのストアを表わし、すなわち１有効ビット＋５つのプリデコードビットを
表わす。
【０２２７】
ＩＡＤ（６３：０）－Ｐｈ１、ダイナミック。ＩＡＤバス８９５は、主なマイクロプロセ
ッサ８００のブロックのための一般的な相互接続バスである。これは、このようなブロッ
ク間と、外部メモリへの、およびそこからのアドレス、データ、および制御転送のために
用いられ、図１０および１１に示されるとおりである。
【０２２８】
ＸＲＤｎＡＢ（４０：０）－Ｐｈ１、ダイナミック。この符号は、機能ユニットに与えら
れる各ＲＯＰのためのソースオペランドＡバスを表わし、オペランドバス８７５内に含ま
れる。より具体的には、これはＲＯＰ０ないしＲＯＰ３のための全部で４つの４１ビット
バスを含む。オペランドバスに含まれる対応するタグバスは、リオーダバッファ８８５か
らの実際のオペランドデータの代わりに、リオーダバッファ８８５からの転送されたタグ
が存在することを示す。
【０２２９】
ＸＲＤｎＢＢ（４０：０）－Ｐｈ１、ダイナミック。この符号は、機能ユニットに送られ
る各ＲＯＰのためのソースオペランドＢバスを示す。このバス構造は、ＲＯＰ０ないしＲ
ＯＰ３のための４つの４１ビットバスを含み、８つの読出オペランドバス８７５内に含ま
れる。対応するタグバスは、リオーダバッファ８８５からの実際のオペランドデータの代
わりに、転送されたオペランドタグがこのバスに存在することを示すことがやはり認めら
れる。
【０２３０】
ＸＲＥＳｎＢ（４０：０）－Ｐｈ１、ダイナミック。この符号は、８、１６、３２ビット
整数、または８０ビット拡張結果の１／２のための結果バス８８０を示す。対応するタグ
および状態バス８８２は、この結果バスでエントリを確立することがわかる。
【０２３１】
マイクロプロセッサ８００は、フェッチ、デコード１、デコード２、実行、結果／ＲＯＢ
および用尽／レジスタファイルの段階を含む６段階パイプラインを含む。明瞭にするため
に、デコードステージは図１６においてデコード１およびデコード２に分割されている。
図１６は、逐次的な実行が行なわれているときのマイクロプロセッサパイプラインを示す
。連続するパイプライン段階は、図１６の縦方向の列で表わされる。マイクロプロセッサ
８００において選択された信号は、パイプラインの種々の段階で現われることを横方向の
列で表わす。
【０２３２】
図１６の逐次実行パイプライン図は、以下の選択された信号を表わす。
「Ｐｈ１」は、システムクロック信号の前縁を表わす。システムクロック信号は、Ｐｈ１
およびＰｈ２成分の両方を含む。
【０２３３】
「ＦＰＣ（３１：０）」は、バイトキュー８１５からのフェッチＰＣバスを表わす。
【０２３４】
「ＩＣＢＹＴＥｎＢ（１２：０）」は、バイトキュー８１５に結合される命令キャッシュ
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８１０のＩＣＳＴＯＲＥアレイからのＩＣＢＹＴＥバスである。
【０２３５】
「ＢＹＴＥＱｎ（７：０）」は、バイトキューバスである。
「ＲＯＰｍｕｘ（３：０）」は、命令ブロックおよびプリデコード情報がデコーダに与え
られていることを示すデコーダ信号である。
【０２３６】
「 Source A/B pointers 」は、デコーダ８０５によってリオーダバッファ８１５に与えら
れるＡおよびＢオペランドのための読出／書込ポインタである。図１０および１１には明
確に図示されないが、ソースポインタは、デコードブロックからレジスタファイルおよび
リオーダバッファの両方への入力であるレジスタファイル値である。
【０２３７】
「 REGF/ROB access 」は、機能ユニットへの伝送のためにオペランド値を得るためのレジ
スタファイルおよびリオーダバッファへのアクセスを示す。
【０２３８】
「 Issue ROPs/dest tags」は、デコーダ８０５による機能ユニットへのＲＯＰおよび行先
タグの投入を示す。
【０２３９】
「 A/B read oper buses 」は、機能ユニットによる、そのためのＡおよびＢオペランドま
たはタグを得るためのＡおよびＢオペランドバスの読出を示す。
【０２４０】
「 Funct unit exec 」は、機能ユニットによる実行を示す。図１６および図１７において
、符号ａ＆ｂ→ｃおよびｃ＆ｄ→ｅおよびｃ＆ｇ→は、任意の演算を表わし、「ソース１
オペランド、ソース２オペランド→行先」の形である。より具体的には、示されるソース
レジスタは、レジスタ、すなわち一時またはマッピングＸ８６レジスタである。ａ＆ｂ→
ｃの例では、「ｃ」の値は行先を表わし、結果バスおよびリオーダバッファから、予測実
行ストリームの次の参照への局所的な転送を示す。
【０２４１】
「 Result Bus arb」は、結果をリオーダバッファ、およびこの結果に対応するオペランド
タグを保持しているためにその結果を必要とするかもしれない他の何らかの機能ユニット
に伝送するために、結果バス８８０へのアクセスを調停している時間を示す。
【０２４２】
「 Result Bus forward」は、結果がある機能ユニットからこの結果を未処理のオペランド
として必要としている他の機能ユニットに転送している時間を示す。
【０２４３】
「 ROB write result」は、機能ユニットからの結果がリオーダバッファに書込まれている
時間を示す。
【０２４４】
「 ROB tag forward 」は、リオーダバッファが機能ユニットに、現在まだ結果が出ていな
いオペランドの代わりにオペランドタグを転送している時間を示す。
【０２４５】
「 REGF write/retire 」は、結果がリオーダバッファのＦＩＦＯキューからレジスタファ
イルに格納されている時間を示す。
【０２４６】
「ＥＩＰ（３１：０）」はリタイアＰＣ値を示す。割込リターンは遅延分岐を持たないの
で、マイクロプロセッサは、わずか１つのＰＣで割込リターンの際に再始動できる。リタ
イアＰＣ値またはＥＩＰは、リオーダバッファ８８５のリタイア論理９２５内に含まれる
。ＥＩＰは、マイクロプロセッサ５００に関して既に説明したリタイアＰＣと類似してい
る。リタイア論理９２５は、マイクロプロセッサ５００のリタイア論理２４２に類似した
機能を果たす。
【０２４７】
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図１６のタイミング図は、Ｘ８６バイトの逐次的ストリームを実行しているマイクロプロ
セッサ８００を示す。この例では、予測実行経路が実際に行なわれ、また命令キャッシュ
から直接利用可能である。
【０２４８】
命令処理の第１の段階は、命令フェッチである。図示のとおり、このクロックサイクルは
命令キャッシュの動作を行なうのに費やされる。命令キャッシュ８１０は、クロックサイ
クルのＰｈ１の間に新しいフェッチＰＣ（ＦＰＣ）を形成し、第２のクロックサイクルに
おいて命令キャッシュのキャッシュアレイにアクセスする。フェッチＰＣプログラムカウ
ンタ（タイミング図ではＦＰＣ（３１：０）として示される）は、ストアアレイと並列し
て線形命令キャッシュのタグアレイにアクセスする。フェッチのクロック相Ｐｈ２の遅い
時点で、線形タグがフェッチＰＣ線形アドレスに一致するかどうかの決定がなされる。一
致が起これば、予測実行されるバイトはバイトキュー８１５に転送される。
【０２４９】
命令キャッシュ内のタグおよびストアアレイにアクセスするのに加えて、フェッチＰＣは
またブロック予測アレイＩＣＮＸＴＢＬＫにアクセスする。このブロック予測アレイは、
どのＸ８６バイトが予測実行されるかを識別し、次の予測実行されるブロックが逐次的で
あるか非逐次的であるかを識別する。Ｐｈ２でアクセスされるこの情報は、現在フェッチ
されているブロックのどのバイトがバイトキュー８１５に有効バイトとして送られるかを
決定する。
【０２５０】
バイトキュー８１５は、前にフェッチされているが機能ユニットにまだ投入されておらず
そこにストアされたＸ８６バイトを現在有しているかもしれない。この場合には、バイト
充満位置が命令キャッシュ８１０に示されて、第１の予測バイトをこの量だけシフトして
、より古いＸ８６バイトの後を充満する。
【０２５１】
フェッチのクロック相Ｐｈ２で分岐予測情報が起こるので、プリフェッチユニット８３０
によってプリフェッチされるべき次のブロックは逐次的であっても非逐次的であってもよ
い、というのはどちらの場合にも、キャッシュアレイに再びアクセスするのに１クロック
サイクルあるからである。したがって、分岐予測アレイによって、ブロック外の分岐が、
次の逐次的ブロックにアクセスするのと同じ相対的性能を有することができ、性能の向上
を与える。
【０２５２】
デコード１／デコード２パイプライン段階を次に説明する。デコード１の初めに、プリフ
ェッチされ、予測実行されたバイトが、指定された充満位置でバイトキュー８１５に送ら
れる。これは図１６のタイミング図にＩＣＢＹＴＥｎＢ（１２：０）として示され、デコ
ード１のＰｈ１でアサートする。これらのバイトは、バイトキュー内の何らかの未処理の
バイトと併合される。バイトキューはプリデコード状態の５つのビットと、未処理のＸ８
６バイトとを含み、命令の境界がどこにあるかを示す。バイトキューの先頭は、次に予測
実行されたＸ８６命令の初めにある。デコード１のクロック相Ｐｈ１の中程で、命令キャ
ッシュからの次のバイトのストリームが、バイトキュー８１５内の既存のバイトと併合さ
れ、併合されたストリームがスキャンのためにデコーダ８０５に与えられる。デコーダ８
０５は、各命令がとるＲＯＰの数、および対応するＲＯＰ投入位置Ｄ０、Ｄ１、Ｄ２、お
よびＤ３とｏｐコードの整列を可能にするようにｏｐコードの位置を決定し、ここでＤ０
にあるＲＯＰが投入すべき次のＲＯＰである。デコーダ８０５は、バイトキュー８１５内
の各Ｘ８６命令のプログラムカウンタＰＣのコピーを、命令の境界間のバイト数をカウン
トするか、または命令キャッシュ内の分岐を検出して、その位置からフェッチされた第１
のＸ８６バイトにターゲットＰＣ値を付けることによって維持する。
【０２５３】
ｏｐコードおよびＲＯＰ位置付け情報、ならびにバイトキュー８１５にストアされた即値
フィールドを用いることで、デコーダ８０５はデコード１のクロック相Ｐｈ２およびデコ
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ード２のクロック相Ｐｈ１の間に以下の情報をスタティックに決定する。すなわち、１）
機能ユニット行先、２）ソースＡ／Ｂおよび行先オペランドポインタ値、３）ソースおよ
び行先動作のサイズ、および４）もしあれば、即値アドレスおよびデータ値である。デコ
ード２のクロック相Ｐｈ１の終わりに、すべてのレジスタ読出および書込ポインタが解決
され、動作が決定される。これは図１６のタイミング図でソースＡ／Ｂポインタ値のアサ
ートによって示される。
【０２５４】
図１６のタイミング図に示されるデコード２パイプライン段階において、リオーダバッフ
ァエントリは、次のクロック相で投入され得る対応するＲＯＰに割当てられる。したがっ
て、４つまでの付加的なＲＯＰが、デコード２のＰｈ１クロック相の間に１６エントリリ
オーダバッファ８８５内のエントリを割当てられる。デコード２のＰｈ２クロック相の間
、割当てられたすべてのＲＯＰに関するソース読出ポインタが、リオーダバッファに含ま
れる推論ＲＯＰのキューにアクセスしながら、同時にレジスタファイルから読出される。
レジスタファイルおよびリオーダバッファアレイの両方のこの同時アクセスによって、マ
イクロプロセッサ８００は、実際のレジスタファイル値を用いるか、またはリオーダバッ
ファからオペランドもしくはオペランドタグを転送するかを後で選択することができる。
Ｐｈ１においてリオーダバッファ内の４つのＲＯＰエントリをまず割当て、次にＰｈ２で
リオーダバッファをスキャンすることによって、まだ推論状態にあるすべての前のＲＯＰ
と発行されている現在のＲＯＰについて読出の従属性をマイクロプロセッサ８００は同時
に探すことができる。これは、図１６のタイミング図に、ＲＥＧＦ／ＲＯＢアクセスおよ
びタグのチェックによって示される。
【０２５５】
実行パイプライン段階において、ＲＯＰは、専用ｏｐコードバスおよび読出オペランドバ
スによって機能ユニットに投入される。専用ｏｐコードバスは、ＲＯＰのｏｐコードを機
能ユニットに送り、一方、読出オペランドバスはオペランドまたはオペランドタグをこの
ような機能ユニットに伝送する。オペランドバスがオペランドを機能ユニットに送ってい
る間の時間は、図１６のタイミング図では符号「 A/B read operand buses」によって示さ
れる。
【０２５６】
実行パイプライン段階のＰｈ１クロック相の後半で、機能ユニットはこのような機能ユニ
ットにどのＲＯＰが投入されたか、およびこのような機能ユニット内の局所待合わせステ
ーションから何らかの未処理のＲＯＰの投入準備ができているかを判断する。待合わせス
テーション内に含まれる最も古い命令が最初に実行されることが確実になるように、機能
ユニットの待合わせステーションでＦＩＦＯが維持されることに注目されたい。
【０２５７】
命令が機能ユニット内で実行準備ができている場合には、実行パイプライン段階のＰｈ１
の遅くにこのような実行を始め、この段階のＰｈ２にわたってスタティックに続く。Ｐｈ
２の終わりに、機能ユニットは、図１６の結果バスＲＯＢ信号によって示されるように５
つの結果バスのうちの１つに対して調停する。言い換えれば、結果バス調停信号がこの時
間の間にアサートされる。機能ユニットが結果バスへのアクセスを許可されると、これは
後続のＰｈ１で割当てられた結果バスを駆動する。
【０２５８】
図１６のタイミング図で示される結果パイプライン段階は、結果をある機能ユニットから
このような結果を必要としている別のものへと転送することを示す。結果パイプライン段
階のクロック相Ｐｈ１において、推論ＲＯＰの位置は、行先結果および何らかの状態を伴
ってリオーダバッファに書込まれる。リオーダバッファ内のこのエントリは、割当てられ
たとともに有効であるという指示を与えられる。一旦割当てられたエントリがこのように
確立されると、リオーダバッファは、リクエストされた読出アクセスの受取の際に、オペ
ランドタグではなくオペランドデータを直接転送することができる。結果パイプライン段
階のクロック相Ｐｈ２において、新しく割当てられたタグが、そのソースオペランドの１
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つとしてこれを要求する後続のＲＯＰによって検出され得る。これは、図１６のタイミン
グ図において、「 ROB tag forward 」を介してソースＡ／Ｂオペランドバスへの結果Ｃの
直接転送として示される。
【０２５９】
用尽パイプライン段階は、図１６のタイミング図のパイプラインの最終段階である。この
段階は、ＥＩＰレジスタの形での真のプログラムカウンタ（リタイアＰＣ）が維持され、
バス指示ＥＩＰ（３１：０）によって示されるように更新される段階である。図１６に示
されるように、ＥＩＰ（３１：０）のタイミング図は、リオーダバッファからレジスタフ
ァイルへの命令の格納の際に、新しいＰＣ（またはリタイアＰＣ）が発生されるところを
示す。リオーダバッファからレジスタファイルへの結果の格納の実際の動作は、図１６の
「 REGF write/retier 」と符号を付される信号によって示される。図１６において、用尽
パイプライン段階のクロック相Ｐｈ１において、動作の結果はレジスタファイルに書込ま
れ、ＥＩＰレジスタはこの命令がもう実行されたことを反映するように更新される。リオ
ーダバッファ内の対応するエントリは、値がリオーダバッファからレジスタファイルへと
書込まれるのと同じクロック相Ｐｈ１において割当から外される。リオーダバッファ内の
このエントリが割当から外されたので、レジスタＣへの後続の参照は、リオーダバッファ
からの推論読出ではなく、レジスタファイルからの読出となる。この態様で、マイクロプ
ロセッサのアーキテクチャ状態が真に反映される。
【０２６０】
図１７は、分岐誤予測の際のプロセッサ８００のタイミング図である。図１７のタイミン
グ図は、以下を除いては図１６のタイミング図と同じ信号タイプを示す。
【０２６１】
ＢＲＮ＿ＭＩＳＰ信号は、分岐誤予測が起こったときを示す。
ＸＴＡＲＧＥＴ（３１：０）信号は、予測されたターゲット分岐命令が分岐ユニット８３
５に送られるときを示す。
【０２６２】
図１７のタイミング図は、分岐誤予測および回復の間のマイクロプロセッサ８００のパイ
プラインの段階を示す。このタイミング図は、第１のサイクルが分岐の実行サイクルであ
り、かつ後続のサイクルが予測の訂正および新しい命令ストリームのフェッチに関わると
仮定する。この特定の実施例において、誤予測された分岐命令の実行の完了から正しい経
路の実行の開始まで３サイクルの遅延が存在することが認められる。
【０２６３】
図１７に示されるパイプラインのフェッチ段階は、ＸＴＡＲＧＥＴ（３１：０）バスが、
命令キャッシュ８１０に予測されたターゲットに関しての情報を与えるために、分岐機能
ユニット８３５から命令キャッシュ８１０に駆動されることを除いては、図１６の通常の
フェッチ段階に類似している。分岐機能ユニットは、分岐誤予測が実際に起こったことを
判断する、マイクロプロセッサ８００のブロックであることが認められる。分岐機能ユニ
ットはまた、正しいターゲットを計算する。このターゲットは、結果バス８８０を介して
誤予測状態指示とともに結果がリオーダバッファに戻されるのと同じときに送られる。結
果バスはまた、真の分岐が起こった場合に分岐命令を用済とする際にＥＩＰレジスタを更
新するための正しいＰＣ値を含む。ＸＴＡＲＧＥＴバスは、フェッチされたＰＣバスに駆
動され、命令キャッシュアレイがアクセスされる。ヒットが起これば、バイトは前と同様
にバイトキューに送られる。
【０２６４】
誤予測が起これば、バイトキュー８１５内のすべてのバイトは、信号ＢＲＮ＿ＭＩＳＰの
アサートで、フェッチの第１の相において自動的にクリアされる。訂正された経路がフェ
ッチされ、デコードされるまでは、さらなるＲＯＰはデコーダ８０５から発行されない。
【０２６５】
誤予測の結果状態がリオーダバッファにフェッチパイプライン段階のクロック相Ｐｈ１に
おいて戻されるとき、誤予測状態指示が誤予測の後のすべての推論ＲＯＰに送られ、その
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ためこれらはレジスタファイルまたはメモリに書込を許されない。これらの命令が次に用
済とされるべきとき、リオーダバッファ内のこれらのエントリは割当から外されて、さら
なるＲＯＰが投入されることを可能にする。
【０２６６】
分岐誤予測の間のデコード１パイプライン段階に関して、訂正された経路をデコードする
ための経路の残りは、命令キャッシュ８１０のＩＣＮＸＴＢＬＫアレイにおける予測情報
の更新を除いて、逐次的なフェッチの場合と同じである。分岐の正しい方向が、予測アレ
イＩＣＮＸＴＢＬＫの分岐が誤予測されたその中のキャッシュブロックに書込まれる。
【０２６７】
誤予測の間のパイプライン段階デコード２、実行、結果、用済は、図１６で議論したもの
と実質的に同じである。
【０２６８】

マイクロプロセッサによって実行されるコードから実質的な並列性を引出すことで、本発
明のマイクロプロセッサにおいて高性能が達成される。命令タグ付与、待合わせステーシ
ョン、転送を伴う結果バスによって、オペランドハザードが無関係の命令の実行を妨げる
ことを防ぐ。マイクロプロセッサのリオーダバッファ（ＲＯＢ）は多数の利点を達成する
。ＲＯＢは一種のレジスタ再指定を用いて、行先としての同じレジスタの異なる使用を区
別し、そうでなければこれは並列性を損なってしまう恐れがある。リオーダバッファにス
トアされたデータはマイクロプロセッサの予測実行状態を表わし、一方レジスタファイル
にストアされたデータはマイクロプロセッサの現在の実行状態を表わす。さらに、リオー
ダバッファは割込の際のプログラムの逐次的状態を守る。さらに、リオーダバッファは、
未解決の条件付分岐を越える実行を許可することによりさらなる並列性を可能にする。並
列性はさらに、高いバンド幅の命令フェッチを与えるオンボードの命令キャッシュ（ＩＣ
ＡＣＨＥ）によって、分岐の影響を最小にする分岐予測によって、そしてロードおよびス
トア動作に関する待ち時間を最小にするオンボードのデータキャッシュ（ＤＣＡＣＨＥ）
によってさらに促進される。
【０２６９】
本発明のスーパースカラプロセッサは、いくつかの構成要素を共有することによってダイ
の空間を効率的に利用して、性能を向上する。より具体的には、マイクロプロセッサの整
数ユニットおよび浮動小数点ユニットは、共通の、共有データ処理バス上にある。これら
の機能ユニットは、同じデータ処理バスにやはり結合される複数の待合わせステーション
を含む。整数および浮動小数点機能ユニットは、データ処理バス上の共通の分岐ユニット
を共有する。さらに、整数および浮動小数点機能ユニットは、共通デコーダおよび共通ロ
ード／ストアユニット５３０を共有する。内部アドレスデータ（ＩＡＤ）バスは、本発明
のマイクロプロセッサのいくつかの構成要素間での局所的通信を与える。
【０２７０】
本発明のある好ましい特徴のみを、例示するために示したが、多くの変更および変形が起
こるであろう。したがって、前掲の特許請求の範囲は本発明の真の精神に包含されるすべ
ての変更および変形を含むと意図されることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来のスーパースカラマイクロプロセッサを示すブロック図である。
【図２】本発明の高性能スーパースカラマイクロプロセッサの一実施例の簡略化されたブ
ロック図である。
【図３】本発明の高性能スーパースカラマイクロプロセッサの別の実施例の一部のより詳
細なブロック図である。
【図４】本発明の高性能スーパースカラマイクロプロセッサの別の実施例の一部のより詳
細なブロック図である。
【図５】本発明の高性能スーパースカラマイクロプロセッサの別の実施例の一部のより詳
細なブロック図である。
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【図６】結果バスに対して調停している際に機能ユニットが受ける優先順位を表わす図で
ある。
【図７】本発明のマイクロプロセッサにおける内部アドレスデータバス調停構成のブロッ
ク図である。
【図８】図３ないし図５のマイクロプロセッサの、逐次処理の間のそのパイプラインの複
数の段階を通してのタイミング図である。
【図９】図８のタイミング図と類似しているが、分岐誤予測および回復が起こる際のタイ
ミング図である。
【図１０】本発明のスーパースカラマイクロプロセッサの別の実施例のブロック図の一部
である。
【図１１】本発明のスーパースカラマイクロプロセッサの別の実施例のブロック図の一部
である。
【図１２】図１０および図１１のマイクロプロセッサのレジスタファイル、リオーダバッ
ファおよび整数コアのブロック図である。
【図１３】図１２のリオーダバッファのより詳細なブロック図である。
【図１４】図１０および図１１のマイクロプロセッサが用いる一般化された機能ユニット
のブロック図である。
【図１５】図１０および図１１のマイクロプロセッサが用いる分岐機能ユニットのブロッ
ク図である。
【図１６】逐次実行の間の図１０および図１１のマイクロプロセッサの動作のタイミング
図である。
【図１７】分岐誤予測および回復の間の図１０および図１１のマイクロプロセッサの動作
のタイミング図である。
【符号の説明】
２００　マイクロプロセッサ
２０５　命令キャッシュ
２１０　命令デコーダ
２１５　整数コア
２２５　浮動小数点コア
２３５　レジスタファイル
２４０　リオーダバッファ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】
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