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(57)【要約】
【課題】条件付き非分岐命令の非実行を予測する、より
効率的な方法および機器を提供すること
【解決手段】発行された条件付き非分岐命令を実行しな
い効率的技法を記載する。条件付き非分岐命令は、ある
予測に適格であると識別され、この予測は、適格な条件
付き非分岐(ECNB)命令が実行されないことを示す。ECNB
命令は、ECNB命令が実行されないという予測に応じて、
無演算(NOP)命令として実行される。ECNB命令が実行さ
れるのに必要とされるソースオペランドは、実行されな
いという予測に応じて取り出されない。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発行された条件付き非分岐命令を実行しない方法であって、
　ソフトウェアループで識別された条件付き非分岐（ＥＣＮＢ）命令を実行しないとの予
測を生成するステップであって、前記予測は、所定回数の前記ＥＣＮＢ命令の先行試行済
み実行と、所定回数の前記ソフトウェアループの以前の反復で検出されたが実行されてい
ない前記ＥＣＮＢ命令に基づく、ステップと、
　前記予測および前記ＥＣＮＢ命令が実行されないことに応じて、前記ＥＣＮＢ命令の代
わりに無演算（ＮＯＰ）命令を実行するステップと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記ＥＣＮＢ命令を実行するのに必要なソースオペランドは前記予測に応じて取り出さ
れない、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　汎用目的レジスタファイル内のレジスタは、前記予測に応じて予約されない、請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
　前記予測が基づいた適格期間中に前記ＥＣＮＢ命令が以前に発見されたときに前記ＥＣ
ＮＢ命令の先行実行が起きていないことを示す有効予測状態での無効予測フラグに応じて
、前記ＥＣＮＢ命令を実行しないと予測するステップであって、前記無効予測フラグは、
前記適格期間の間に以前に実行された前記ＥＣＮＢ命令を示す無効予測状態に設定され、
前記適格期間が完了するまで前記無効予測状態に設定されたままである、ステップをさら
に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＥＣＮＢ命令が実行されたか、それとも実行されなかったかを履歴レジスタに記録
するステップと、
　前記履歴レジスタが、実行されなかった前記ＥＣＮＢ命令の先行試行済み実行の所定回
数を示すことに応答して、次の前記ＥＣＮＢ命令が実行されないと予測するステップと、
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＥＣＮＢ命令の先行試行済み実行の所定回数は前記ソフトウェアループの以前の反
復の所定回数と同じである、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　評価基準値をＥＣＮＢ命令実行状況カウンタのカウント値出力と比較して前記予測を有
効にするステップであって、前記ＥＣＮＢ命令実行状況カウンタは、前記ＥＣＮＢ命令の
先行試行済み実行が実行されなかったことを強く示す前記カウント値出力で飽和した、ス
テップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＥＣＮＢ命令実行状況カウンタを、前記ＥＣＮＢ命令の先行試行済み実行が条件付
きで実行されたことを示すように第１の方向に更新するステップと、
　前記ＥＣＮＢ命令実行状況カウンタを、前記ＥＣＮＢ命令の先行試行済み実行が条件付
きで実行されなかったことを示すように、前記第１の方向とは反対の第２の方向に更新す
るステップと、
　をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記評価基準値は、前記ＥＣＮＢ命令の先行試行済み実行が実行されなかったことを強
く示す前記カウント値出力である、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ＥＣＮＢ命令の先行試行済み実行は、デコード回路で検出されたソフトウェアルー
プで発見された、請求項７に記載の方法。



(3) JP 2015-130206 A 2015.7.16

10

20

30

40

50

【請求項１１】
　条件付き非分岐命令が実行されないことを予測するための機器であって、
　予測に適格であるかまたは前記予測に適格でない条件付き非分岐命令である、所定のア
ドレス範囲で検出された命令を受信するための第１の回路と、
　受信した前記命令は、前記予測に適格である前記条件付き非分岐命令であると識別する
ための第２の回路と、
　評価基準を満たすことに応じて有効にされる、前記条件付き非分岐（ＥＣＮＢ）命令が
実行されないと予測するための第３の回路であって、前記評価基準は、所定回数の前記Ｅ
ＣＮＢ命令の先行試行済み実行と、前記所定のアドレス範囲で検出され実行されていない
前記ＥＣＮＢ命令とに基づく、第３の回路と、
　を備える、機器。
【請求項１２】
　所定の範囲における前記ＥＣＮＢ命令の先行試行済み実行の所定回数は１である、請求
項１１に記載の機器。
【請求項１３】
　実行されないという前記予測に応じて、前記ＥＣＮＢ命令を実行するのに必要なオペラ
ンドを取り出さないオペランド取出し回路をさらに備える、請求項１１に記載の機器。
【請求項１４】
　予測のためのパイプラインステージに続くパイプラインステージで、前記予測を追跡す
るためのパイプライン追跡回路と、
　実行されないという前記予測に応じて、前記ＥＣＮＢ命令を実行しないＥＣＮＢ命令実
行ステージ回路と、
　をさらに備える、請求項１１に記載の機器。
【請求項１５】
　前記評価基準に従って評価値と比較されるカウント値出力を有するＥＣＮＢ命令実行状
況カウンタであって、前記カウント値は、条件付きで実行されるＥＣＮＢ命令を示すよう
に第１の方向に更新され、強実行履歴を示す第１のカウント値で飽和し、ＥＣＮＢ命令が
実行されなかったことを示すように第２の方向に更新され、強非実行履歴を示す第２のカ
ウント値で飽和する、ＥＣＮＢ命令実行状況カウンタをさらに備える、請求項１１に記載
の機器。
【請求項１６】
　前記評価値は前記第２のカウント値である、請求項１５に記載の機器。
【請求項１７】
　前記評価基準は、非アクティブ状態における無効予測フラグであり、前記無効予測フラ
グの前記非アクティブ状態は、予測が有効になることを示し、前記ＥＣＮＢ命令が前記Ｅ
ＣＮＢ命令に関連付けられたソフトウェアループにおいて条件付きで実行されたと判断さ
れたことがある場合は前記無効予測フラグは無効予測状態に設定され、前記ソフトウェア
ループの反復が完了するまで前記無効予測状態に設定されたままである、請求項１１に記
載の機器。
【請求項１８】
　条件付き非分岐命令が実行されないと予測するための方法であって、
　予測に適格であるかまたは前記予測に適格でない条件付き非分岐命令である命令を受信
するステップと、
　受信した前記命令が、前記予測に適格な前記条件付き非分岐命令であると識別するステ
ップであって、前記予測は、前記条件付き非分岐（ＥＣＮＢ）命令を実行するかまたは前
記ＥＣＮＢ命令を実行しないかを示すものであり、受信した前記ＥＣＮＢ命令は現在発見
された前記ＥＣＮＢ命令である、ステップと、
　評価基準を満たすことに応じて、前記ＥＣＮＢ命令を実行しないと予測するステップで
あって、前記評価基準は、少なくとも１つの以前に発見されたＥＣＮＢ命令の試行済み実
行に関して強い未実行状況を要求し、以前に発見された前記ＥＣＮＢ命令と、所定回数の
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　プロセッササイクルと比較された前記少なくとも１つの以前に発見されたＥＣＮＢ命令
の間の測定された回数のプロセッササイクルが予測前のプロセッササイクル要件を満たす
ことである、ステップと、
　を含む、方法。
【請求項１９】
　前記プロセッササイクル要件は、前記測定された回数のプロセッササイクルは所定回数
Ｘのプロセッササイクルよりも回数が少ない第１のケースでは、前記ＥＣＮＢ命令がソフ
トウェアループに存在すると示されるというものであり、前記測定された回数のプロセッ
ササイクルが少なくとも所定回数Ｙのプロセッササイクルと回数が等しくＹがＸより大き
い第２のケースでは、前記ＥＣＮＢ命令が、呼び出されたソフトウェアルーチンと関連付
けられたアドレス範囲内に存在すると示されるというものである、請求項１８に記載の方
法。
【請求項２０】
　前記評価基準を満たすことに応じて、前記ＥＣＮＢ命令を実行するのに必要なソースオ
ペランドが取り出されない、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記評価基準を満たすことに応じて、前記ＥＣＮＢ命令の代わりに無演算（ＮＯＰ）命
令が実行され、プロセッサの状態は、前記ＥＣＮＢ命令が実行されないことに応じて不変
のままである、請求項１８に記載の方法。
【請求項２２】
　前記評価基準を満たすことは、
　　ソフトウェアループ内で発見されたＥＣＮＢ命令の以前の試行済み実行の実行状況の
履歴を記録すること、および
　　前記履歴を、前記評価基準が満たされているかどうかを示すための前記評価基準に従
って評価値と比較すること
　を含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２３】
　予測なしに、前記予測に適格でない前記条件付き非分岐命令を実行するための第４の回
路をさらに備え、
　前記第２の回路は、受信した前記命令を、前記予測に適格でない前記条件付き非分岐命
令として識別するように構成された、
　請求項１１に記載の機器。
【請求項２４】
　予測に適格でない条件付き非分岐命令を識別するステップと、
　予測なしに、予測に適格でない前記条件付き非分岐命令を実行するステップと、
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
　取り出した条件付き分岐命令が条件付き非分岐命令予測に適格でないと判定するステッ
プをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２６】
　マイクロコードで実装された取り出した条件付き非分岐命令は条件付き非分岐予測実行
に適格でないと判定するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は概して、プロセッサの分野に関し、詳細には、条件付き非ブランチング命令を
サポートするプロセッサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの可搬型製品、たとえばセル電話、ラップトップコンピュータ、個人情報端末(PDA
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)などは、通信およびマルチメディアプログラムなどのプログラムを実行する処理システ
ムを使用する。このような製品用の処理システムは、複数のプロセッサと、命令およびデ
ータを格納する複合メモリシステムと、コントローラと、通信インタフェースなどの周辺
装置と、たとえば、単一チップ上に構成された固定機能論理ブロックとを含みうる。同時
に、可搬型製品は、処理システムによる高性能演算をサポートするのにしばしば必要とさ
れる、バッテリの形の限られたエネルギーソースをもつ。バッテリ寿命を増大させるため
に、こうした演算を、可能な限り効率的に実施することが所望される。多くのパーソナル
コンピュータも、全体的エネルギー消費を削減させて動作するための効率的設計により開
発されている。
【０００３】
　プロセッサは、条件付きブランチング命令を概して含む命令セットをもつパイプライン
式アーキテクチャを利用する。プログラムは、条件付きブランチング命令を使って、プロ
グラム動作の流れを制御することができる。ただし、条件付き分岐命令の実行は、概して
プロセッサのパイプラインに深く入るまで判断されない関連分岐条件を解決している間、
パイプライン中にバブルを引き起こす場合がある。多くのプロセッサは、条件付き分岐命
令を実施しにくくさせるプロパティを解消するのを助けるために、条件付き非ブランチン
グ命令も含む。非ブランチング命令の条件付き実行により、プログラマは、以前生成され
たマシン状態に基づいて、命令が実行されることになるか、それとも実行されないことに
なるかを指定することができる。条件付き非分岐命令の使用により、条件付き分岐命令の
必要性が低下し、それにより性能が向上する。
【０００４】
　条件付き命令に関連づけられた条件が評価され、命令が実行されるべきでないことを示
すとき、条件付き命令に関連づけられた資源は、既に消費されている場合がある。たとえ
ば、条件付き非分岐命令が実行されるのに必要とされるレジスタオペランドが、既に取り
出されている場合がある。また、条件付き非分岐命令は、プロセッサパイプライン中でパ
イプライン依存を不必要にもたらしている場合がある。たとえば、条件付き命令は、その
条件が解決するのを待つ間、パイプライン中で停止している場合があり、それにより、条
件付き命令の実行に依存するすべての命令に停止を波及させる。さらに、条件付き命令は
、ソフトウェアループ中に存在する場合もあり、こうした命令の条件解決性が、あらゆる
ループ反復に対して同様に起こり、大幅な性能低下を引き起こしうる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示では、そのいくつかの態様の中でも、条件付き非分岐命令の非実行を予測する、
より効率的な方法および機器を提供することにより、プロセッサシステムにおいて性能を
向上させ、パワー要件を削減することができると認識している。このような目的のために
、本発明の実施形態は、発行された条件付き非分岐命令を実行しない方法を対象とする。
条件付き非分岐命令は、ある予測に適格であると識別されるが、この予測は、適格な条件
付き非分岐(ECNB)命令が実行されないことを示すものである。ECNB命令が実行されないと
いう予測に応じて、ECNB命令は、無演算(NOP)命令として実行される。
【０００６】
　別の実施形態は、条件付き非分岐命令が実行されないことを予測する機器を対象とする
。この機器は、条件付き非分岐命令を、予測に適格であると識別する第1の回路を有する
。この機器は、適格な条件付き非分岐(ECNB)命令が、評価基準を満たすことに応じて実行
されないかどうかを予測する第2の回路を有する。
【０００７】
　別の実施形態は、条件付き非分岐命令が実行されないことを予測する方法を対象とする
。実行されるか、それとも実行されないかの予測に適格である条件付き非分岐命令が識別
される。適格な条件付き非分岐(ECNB)命令は、評価基準を満たすことに応じて実行されな
いことが予測される。
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【０００８】
　本発明の他の実施形態が、本発明の様々な実施形態が例として示され記載されている以
下の詳細な説明から、当業者には容易に明らかになることが理解されよう。了解されるよ
うに、本発明は、他の実施形態および様々な実施形態が可能であり、そのいくつかの詳細
は、本発明の精神および範囲からすべて逸脱することなく、他の様々な点において修正が
可能である。したがって、図面および詳細な説明は、制限ではなく、本質的に例示と見な
されるべきである。
【０００９】
　本発明の様々な態様を、限定ではなく例として、添付の図面に示す。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】無線通信システムを示す図である。
【図２】条件付き非分岐命令を実行するか、それとも実行しないかを予測する例示的なプ
ロセッサシステムを示す図である。
【図３】例示的な適格な条件付き非分岐(ECNB)命令予測回路を示す図である。
【図４Ａ】ECNB命令の実行を予測する第1のプロセスを示す図である。
【図４Ｂ】ECNB命令の実行を予測する第2のプロセスを示す図である。
【図５】ECNB命令の実行を予測する第3のプロセスを示す図である。
【図６】ECNB命令の実行を予測する第4のプロセスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　添付の図面に関連して以下で述べる詳細な説明は、本発明の様々な例示的実施形態の記
載を意図しており、本発明が実施されうる実施形態のみを表すことは意図していない。詳
細な説明は、本発明を完全に理解してもらう目的で、具体的な詳細を含んでいる。ただし
、本発明は、こうした具体的な詳細なしでも実施されうることが当業者には明らかであろ
う。一部の事例では、公知の構造および構成要素を、本発明の概念を分かりにくくするの
を避けるために、ブロック図の形で示してある。
【００１２】
　図1は、本発明の実施形態が有利に利用されうる例示的な無線通信システム100を示す。
説明のために、図1は、3つの遠隔ユニット120、130、150および2つの基地局140を示す。
一般的な無線通信システムは、これより多くの遠隔ユニットおよび基地局を有しうること
が理解されよう。構成要素125A、125C、125B、125Dでそれぞれ表されるハードウェア構成
要素、ソフトウェア構成要素、またはその両方を含む遠隔ユニット120、130、150、およ
び基地局140は、さらに後で論じるように、本発明を実施するように適合されている。図1
は、基地局140から遠隔ユニット120、130、150への順方向リンク信号180および遠隔ユニ
ット120、130、150から基地局140への逆方向リンク信号190を示している。
【００１３】
　図1では、無線ローカルループシステムにおいて、遠隔ユニット120は移動電話として示
され、遠隔ユニット130は可搬型コンピュータとして示され、遠隔ユニット150は定位置遠
隔ユニットとして示されている。例として、遠隔ユニットは代替的には、セル電話、ペー
ジャ、ウォーキートーキー、ハンドヘルド個人通信システム(PCS)ユニット、個人情報端
末などの可搬型データユニット、またはメータ読取り機器などの定位置データユニットで
もよい。図1は、本開示の教示による遠隔ユニットを示しているが、本開示は、図示して
いるこうした例示的ユニットに限定されない。本発明の実施形態は、条件付き非ブランチ
ング命令をもつプロセッサにおいて適切に利用することができる。
【００１４】
　図2は、条件付き非分岐命令を実行するか、それとも実行しないかを予測する例示的な
プロセッサシステム200を示す。プロセッサシステム200は、プロセッサ210、キャッシュ
システム212、システムメモリ214、および入出力(I/O)システム216を含む。プロセッサ21
0は、たとえば、命令パイプライン220および条件付き非分岐予測論理回路222を備える。
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キャッシュシステム212は、たとえば、命令キャッシュ(Icache)224、メモリコントローラ
226、およびデータキャッシュ(Dcache)228を備える。システムメモリ214は、Icache224で
もDcache228でも見つからない命令およびデータに対するアクセスを与える。キャッシュ
システム212は、プロセッサ210と統合することができ、階層編成された複数のキャッシュ
レベルをさらに含みうることに留意されたい。I/Oシステム216は、プロセッサ210とイン
タフェースをとる複数のI/O装置、たとえばI/O装置240、242を備える。
【００１５】
　命令パイプライン220は、取出しステージ230、解読ステージ231、発行ステージ232、実
行ステージ233、および完了ステージ234など、一連のステージからなる。命令パイプライ
ン220中の各ステージ230～234は、たとえば、各ステージにおいて要求されるプロセッサ
の演算頻度および演算の複雑さに応じて、いくつかの追加パイプラインステージを備えう
ることが当業者には理解されよう。また、実行ステージは、加算器、乗算器、論理演算、
シフトおよび回転演算などのような、1つまたは複数の命令実行ステージ回路からなりう
る。このような命令実行ステージ回路は、条件付き非分岐命令に関連づけられうる。パイ
プラインステージはそれぞれ、本明細書に記載する条件付き予測方法および機器から逸脱
することなく、変形実装形態を有しうる。
【００１６】
　取出しステージ230は、条件付き分岐命令および条件付き非ブランチング命令を含みう
るコンピュータプログラムフローに従って、命令キャッシュ(Icache)224から、実行する
ための命令を取り出す。概して、取り出された条件付き分岐命令は、条件付き分岐がとら
れるかどうかを予測するのに、分岐予測論理を用いる。条件付き非分岐命令ではない、取
り出された非分岐命令は、解読ステージ231に進んで解読され、実行のために発行ステー
ジ232で発行され、実行ステージ233で実行され、完了ステージ234で撤収される。取り出
された条件付き非分岐命令は、命令が実行されるべきでないかどうか判断するのに、本明
細書に記載する条件付き非分岐予測論理回路222を使用する。実行されない条件付き非分
岐命令は、プロセッサ状態を、条件付き非分岐命令を発見する前のまま変化させない。
【００１７】
　条件付き非分岐予測論理回路222は、検出論理回路246と、フィルタ250および条件履歴
テーブル252を有する監視論理回路248と、予測および修正論理回路254とを備える。一実
施形態では、条件付き非分岐命令の大多数は概して、その条件を、ソフトウェアループの
ほとんどの反復に関して同じ値に解決していると仮定される。
【００１８】
　検出論理回路246は、一実施形態では、ソフトウェアループ内で使われる条件付き分岐
命令の動的特性に基づいて動作するソフトウェアループ検出装置として作用する。単一入
口および単一出口を有するソフトウェアループにおいて、ループ終了分岐は概して、ソフ
トウェアループを出る最終反復を除いて、ループのすべての反復に関してソフトウェアル
ープの先頭に戻り分岐する条件付き分岐命令である。検出論理回路246は、以降で、およ
びその全体が本明細書に組み込まれている、本出願の譲受人に譲渡された、「Suppressin
g Update of a Branch History Register by Loop-Ending Branches」という名称の米国
特許出願第11/066,508号に、より詳しく説明されているソフトウェアループの検出のため
の複数の実施形態を有しうる。
【００１９】
　一実施形態によると、分岐目標アドレスが条件付き分岐命令アドレスより小さく、した
がって後方分岐と見なされるあらゆる条件付き分岐命令は、ループ終了分岐命令であると
仮定される。本実施形態では、分岐目標アドレスが判断されたときにアドレス比較を必要
とする。すべての後方分岐がループ終了分岐であるわけではないので、解消される必要が
ある、ある程度の不正確さがある。
【００２０】
　別の実施形態では、ループ終了分岐は、同じ分岐命令の繰返し実行を認識することによ
って、単純ループ中で検出されうる。最終後方分岐命令に関するプログラムカウンタ値を
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特殊目的レジスタに格納し、この格納された値を次の後方分岐命令の命令アドレスと比較
することによって、2つの命令アドレスが一致したときにループ終了分岐を認識すること
ができる。コードは、条件付き分岐命令をソフトウェアループ中に含みうるので、ループ
終了分岐命令の判断は、より複雑になりうる。このような状況では、複数の特殊目的レジ
スタを、各条件付き分岐命令の命令アドレスを格納するようにハードウェアでインスタン
ス化すればよい。格納された値すべてと比較することによって、ループ終了分岐に対して
一致を判断することができる。
【００２１】
　ループ終了分岐は、コンパイラまたはアセンブラによって静的にマーキングすることも
できる。たとえば、一実施形態では、コンパイラが、一意のオペコードの使用により、ま
たはループ終了分岐に対してのみ使われる特殊形式ビットフィールドをセットすることに
よって、特定のタイプの分岐命令を生成する。特定の分岐命令を解読すると、ループ終了
分岐が判断される。
【００２２】
　監視論理回路248は、フィルタ250、条件履歴テーブル(CHT)252、および関連づけられた
監視論理を備える。一実施形態では、監視プロセスは、予測に適格な条件付き非分岐命令
を有するソフトウェアループの1つまたは複数の先行実行において起きた可能性がある、
予め指定された条件イベントの状態情報を保存する。一実施形態では、条件付き非分岐命
令のすべてが予測に適格なわけではない場合がある。たとえば、実装が複雑なためにマイ
クロコードで実装される条件付き非分岐命令は、予測された実行動作に適格でない場合が
ある。また、条件付き分岐命令は、条件付き非分岐命令予測に適格にならない。というの
は、こうした分岐命令は概して、本明細書に記載する予測技法とは異なるように動作する
独自の予測ハードウェアおよび方法を有するからである。
【００２３】
　適格な条件付き非分岐(ECNB)命令が実行されないときを予測するのに、履歴情報が使わ
れる。後でより詳しく説明するように、ECNB命令が実行されるか、それとも実行されない
かを、高い信頼度で判断するための手法が用いられる。信頼度の高い予測方法を判断する
ための手法が有利である。というのは、ECNB命令を、実行されるべきときに実行されない
と予測することによる不利益は、ECNB命令を、実行されるべきでないときに実行されると
予測するよりも重大だからである。たとえば、実行されないと予測されるECNB命令は、EC
NB命令に関連づけられたパイプライン演算を、ECNB命令が実行されないと予測されるとき
に必要とされない選択ECNB演算を実施しないことによって、パワーを最小限にし、かつ/
または性能を向上させるように変えることになる。たとえば、条件付きロード命令によっ
て指定されるメモリオペランドは、条件付きロード命令が実行されないと予測された場合
は取り出される必要がない。実行されないと予測されたこのようなECNB命令に対して、パ
イプラインは、パワーを削減し性能を向上させるために、たとえば、適切なパイプライン
ステージで、命令の実行に必要とされるどのレジスタまたはメモリオペランドも取り出さ
ないように変えられることになる。ただし、予測されたECNB命令によって指定される条件
が、正しくない予測を示す場合、パイプラインは、少なくとも、正しくない予測による影
響が訂正されうる、取り出されたコード中のポイントまでフラッシュされなければならな
い。実行されるべきでないときに実行されると予測されるECNB命令は、パイプラインフラ
ッシュを必要とせず、代わりに、正しくない予測のケースでは、プロセッサ状態が影響を
受けないように命令を終了する。
【００２４】
　条件評価プロセスは、予め指定された条件イベントの保存された状態情報を評価し、予
め指定された評価基準が満たされると、現在の適格な条件付き非分岐(ECNB)命令の予測を
、ループ中での命令の次の実行に対して有効にする。たとえば、予め指定された条件イベ
ントは、ソフトウェアループが実行されるべき予め指定された回数および関連づけられた
条件の状態に基づく、以前の1つまたは複数のECNB命令が実行されたか、それとも実行さ
れなかったかを含みうる。たとえば、予め指定された評価基準は、ソフトウェアループの
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設定反復回数を満たすこと、およびループ反復の以前の設定回数において発見された、以
前のECNB命令を実行しなかったという先行状況を有することを含みうる。たとえば、予め
指定された評価基準は、ソフトウェアループの以前の2回の実行において発見された以前
のECNB命令を実行しなかったことを要求しうる。このようなケースにおいて、現在のECNB
命令は、次のソフトウェアループ反復において実行されないと予測される。
【００２５】
　このような監視論理回路248をサポートした上で、フィルタ250は、取り出された条件付
き非分岐命令が、予測された実行に適格かどうか判断する。取り出された命令が、予測さ
れた実行に適格でない場合、取り出された命令は、予測情報の助けなしで、プロセッサの
アーキテクチャによって指定されたように実行される。取り出された命令が、予測された
実行に適格な場合、CHT・252が有効にされる。ECNB命令に関連づけられたCHT・252中のエ
ントリが選択されて、予測および修正論理回路254の一部である予測論理に予測情報を提
供する。このような予測情報は、たとえば、ECNB命令がパイプライン中を移動するときに
パイプラインステージ232～234によって追跡される。
【００２６】
　CHT・252エントリは、予測された実行に適格な、取り出された命令に関する実行の履歴
を記録する。たとえば、各CHTエントリは、実行状況カウンタからのカウント値と、予測
論理への入力である状況ビットとの組合せを含みうる。CHT・252は、取り出されたECNB命
令を、取り出されたECNB命令に関連づけられたCHT・252中のエントリに索引づけさせるた
めの索引論理も備えうる。というのは、ソフトウェアループには複数のECNB命令が存在し
うるからである。たとえば、ソフトウェアループの先頭からECNB命令の数をカウントする
ことによって、カウントは、CHT・252への索引として使うことができる。監視論理回路24
8は、ソフトウェアループの反復をカウントし、実行状況カウンタが、たとえば、強非実
行状況を表す、指定されたカウント値で飽和する機会があったことを保証するループカウ
ンタを含む。実行状況カウンタが飽和した場合、予測論理が有効にされて、ループの次の
反復では、関連づけられた、取り出された条件付き非分岐命令を実行しないという予測を
行う。
【００２７】
　予測および修正論理254は、レジスタ発行追跡(TrI)262、レジスタ実行追跡(TrE)263、
およびレジスタ完了追跡(TrC)264における発行ステージ232、実行ステージ233、および完
了ステージ234で追跡される予測情報を生成する。たとえば、ECNB命令の非実行を予測す
る際、ECNB命令は、たとえば、パイプラインステージ232～234では事実上、無演算(NOP)
命令として扱われる。ECNB命令をNOPとして扱うことによって、ECNB命令が実行されると
きに必要とされる場合、汎用レジスタ(GPR)は、予測されたNOP命令の実行に必要とされな
いので読み込まれない。ECNB命令がロードまたは格納メモリアクセス命令だった場合、メ
モリアクセス動作は、予測されたNOP命令としては開始されない。たとえば、実行ステー
ジ233で動作するオペランド取出し回路235は、実行されないという予測に応じて、ECNB命
令が実行されるのに必要とされるオペランドを取り出さない。GPRも読み込まずメモリに
もアクセスしないことによって、プロセッサ210内でパワーを削減することができる。ま
た、GPRを読み込まず、メモリにアクセスせず、ECNB命令がNOPとして予測されるときに必
要とされないオペランドを不必要に待たないことによって、プロセッサ性能が向上しうる
。
【００２８】
　実行ステージ233に達すると、ECNB命令用に指定された実行条件が、その予測に対して
反対の評価をしている場合、予測されたNOP命令のパイプライン実行は訂正される。たと
えば、パイプラインへの訂正は、予測が行われたステージで始まる、パイプライン中の命
令のフラッシングを含みうる。代替実施形態では、パイプラインは、ECNB命令が最初に取
り出された開始取出しステージからフラッシュすることができる。また、適切なCHTエン
トリも、正しくない予測の後で訂正することができる。
【００２９】
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　図3は、例示的な適格な条件付き非分岐(ECNB)命令予測回路300を示す。ECNB予測回路30
0は、回路および回路の間の制御信号パスを示す。より具体的には、ECNB命令予測回路300
は、検出回路304と、モニタ回路306と、予測および修正回路308とを含む。モニタ回路306
は、フィルタ回路310および条件履歴テーブル(CHT)回路312を備える。予測および修正回
路308は、予測回路314、追跡回路316、および訂正回路318を備える。
【００３０】
　検出回路304は、ループ検出装置として作用するが、検出論理回路246に関して上述した
ようにループ終了分岐を検出するように動作する。たとえば、ループ終了分岐は概して、
ループを出る最終反復を除く、ループのすべての反復に対して、ループの開始に戻り分岐
する条件付き分岐命令である。各識別ループに関する情報は、フィルタ回路310に渡され
る。
【００３１】
　一実施形態では、フィルタ回路は、たとえば、ある特定のループの3回の反復など、設
定反復回数のソフトウェアループが起きたという指示を与えるループカウンタである。各
ループ反復ごとに、フィルタは、条件付き非分岐命令が予測に適格かどうか判断する。適
格な条件付き非分岐(ECNB)命令がループ中にある場合、そのECNB命令を実行するという状
況が、条件履歴テーブル(CHT)回路312に記録される。たとえば、実行状況カウンタを使っ
て、ECNB命令の以前の試行済み実行の実行履歴を記録すればよい。実行状況カウンタは、
ECNB命令が条件付きで実行されたことを示すように一方向に、また、ECNB命令が条件付き
で実行されなかったことを示すように反対方向に更新することができる。たとえば、非実
行状況によりカウンタが減分され、実行状況によりカウンタが増分されるように、2ビッ
トの実行状況カウンタを使えばよい。実行状況カウンタの出力状態は、たとえば、以前の
ECNB命令が実行されていると強指示されることを示すための「11」出力、以前のECNB命令
が実行されていると弱指示されることを示すための「10」出力、以前のECNB命令が実行さ
れていないと弱指示されることを示すための「01」出力、および以前のECNB命令が実行さ
れていないと強指示されることを示す「00」出力を割り当てられる。実行状況カウンタの
「11」出力および「00」出力は、飽和した出力値となる。実行状況カウンタは、検出され
たソフトウェアループ中の各ECNB命令に関連づけられ、または命令に関する状況を与える
ことになる。ただし、ある特定の実装形態では、実装形態において使われる実行状況カウ
ンタの数を制限し、したがって予測されうるECNB命令の数を制限する場合がある。検出回
路304は概して、ソフトウェアループへの最初のエントリを見つけると、実行状況カウン
タをリセットする。
【００３２】
　あるいは、無効予測フラグは、実行状況カウンタよりも、予測されるべき各ECNB命令に
関連づけられうる。無効予測フラグは、関連づけられたECNB命令が実行済みであると以前
に判断されたことがある場合、予測を無効にするようにアクティブにセットされる。実行
済みの以前のECNB命令があるということは、ECNB命令に関して実行されないという状況を
予測する際の信頼度レベルが、許容可能でありうるよりも低いことを含意する。
【００３３】
　索引カウンタは、CHT・312とともに、どのECNB命令がソフトウェアループ中でカウント
され、または評価されている最中であるか判断するのに使うこともできる。たとえば、5
つ以上のECNB命令をもつループ中で、第1のECNB命令は、「000」の索引をもつことができ
、第4の適格な非分岐命令は、「011」の索引をもつことができる。索引は、対応するECNB
命令に関する、格納された実行状況カウンタ値にアクセスするための、CHT・312中でのア
ドレスを表す。
【００３４】
　予測回路314は、実行状況カウンタ出力値など、ECNB命令に関する予測情報を受け取り
、図2の解読ステージ231中に、たとえば、ECNB命令が実行されないと予測する。代替実装
形態では、予測回路314は、ECNB命令によって指定された条件が、非実行状態に値すると
予測しうる。予測回路314は、予測決定を追跡回路316に渡すが、この決定は、予測される
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関連ECNB命令と、対応するCHTエントリ内容とを含みうる。ECNB命令が予測されない場合
、予測情報は正常実行を示していた。ECNB命令が、NOP命令として実行されないと予測さ
れた場合、情報を追跡することにより、実行の状況および関連づけられた条件評価に関し
て訂正回路318に知らせて、正しくない予測が行われたかどうか判断する。正しくない予
測が行われた場合、訂正回路318は、パイプラインをフラッシュし、CHT・312中の適切な
実行状況カウンタを更新し、一実施形態では、関連づけられたCHTエントリを、この特定
のECNB命令はこのポイントから先では予測されるべきでないことを示すようにマーキング
する。別の実施形態では、訂正回路318は、ECNB命令の予測がはずれたと判断すると、予
め指定された評価基準を、たとえば、このポイントから先では予測基準をより保守的にす
るように変えてもよい。
【００３５】
　ループ中の適格な条件付き非分岐(ECNB)命令のシーケンスは、各命令が同じ条件解決に
依存するようにコーディングされうることが認識されよう。このようなケースにおいて、
ECNB命令シーケンスは、条件履歴テーブル(CHT)中で、単一入口をもつグループとして扱
われうる。このようなケースにおいて、予測が非実行を示すとき、ECNB命令シーケンスは
、無演算(NOP)命令のシーケンスとして扱われる。たとえば、ECNB命令のグループは、2つ
の条件付きロードオペランド命令と、その後に続く、ロードされた2つのオペランドに対
する演算を指定する条件付き算術命令とを含みうる。さらに、こうした3つのECNB命令は
、同じ条件解決に依存する。パイプラインプロセッサ内で、こうした3つの命令は、同じ
条件解決を有する条件付きグループとして、パイプライン中で早期に識別されうる。一実
施形態では、パイプライン中のグループの最初の条件付きロード命令が、予測評価をトリ
ガし、CHT中のエントリは、このECNB命令グループに関連づけられたものとしてマーキン
グされうる。このようにして、ECNB命令グループは、ECNBグループのすべての命令が同じ
索引に値するように、CHTでの単一の索引に関連づけられる。
【００３６】
　適格な条件付き非分岐(ECNB)命令は、ループの外でも認識することができ、有利には実
行されないと予測することもできることが認識されよう。検出回路304は、アドレス範囲
検出回路として作用するのだが、ECNB命令予測が評価されるべきであるアドレス範囲を検
出する。このアドレス範囲に入るコードが取り出されると常に、ECNB命令予測回路300は
有効にされ、アドレス範囲内のECNB命令が監視され評価される。評価基準が満たされると
き、ECNB命令は、上で記載したのと同様に動作する追跡および訂正により、実行される、
または実行されないと予測される。
【００３７】
　すべてのループまたはアドレス範囲が、同様の特性をもつわけではないことを、さらに
認識されたい。ある特定のループまたはアドレス範囲が、不十分な予測結果を与える場合
、そのループまたはアドレス範囲は、予測を無効にするようにマーキングされうる。同様
にして、ある特定のループまたはアドレス範囲が、1組の動作シナリオの下では良好な予
測で動作する場合があり、異なる1組の動作シナリオの下では不十分な予測で動作する場
合がある。このようなケースにおいて、動作シナリオの認識により、予測は有効にされ、
無効にされ、または動作シナリオに適した異なる評価基準で有効にされる。
【００３８】
　図4Aは、ECNB命令の実行を予測する第1のプロセス400を示す。ブロック402で、ソフト
ウェアループを求めてプロセッサコード実行が監視される。決定ブロック404で、ソフト
ウェアループが検出された、コード中のポイントに達したかどうか判断が行われる。ソフ
トウェアループは、たとえば、上述したように、ループの開始への後方分岐を識別するこ
とによって判断することができる。どのソフトウェアループも識別されなかった場合、第
1のプロセス400はブロック402に戻る。ソフトウェアループが識別された場合、コード中
のこのポイントにおいて、ソフトウェアループの第1のサイクルは既に実行されており、
ソフトウェアループの次のサイクルが、開始する準備ができている。
【００３９】
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　ソフトウェアループの次のサイクルにおいて、決定ブロック406で、ECNB命令が、たと
えば、図2の解読ステージ231などのパイプライン解読ステージ中で検出されているかどう
か判断が行われる。どのECNB命令も検出されていない場合、プロセス400は決定ブロック4
08に進む。決定ブロック408で、ソフトウェアループを介した受渡しが完了しているかど
うか判断が行われる。ソフトウェアループを介した第1の受渡しは、たとえば、決定ブロ
ック404でソフトウェアループを識別した後方分岐に達することによって判断することが
できる。ソフトウェアループを介した受渡しが完了していない場合、第1のプロセス400は
決定ブロック406に戻って、ECNB命令の検査を続ける。決定ブロック406で、ECNB命令が検
出されている場合、第1のプロセス400は決定ブロック410に進む。決定ブロック410で、た
とえば、プロセッサ解読ステージ231中に、このECNB命令に関する予め指定された評価基
準が満たされているかどうか判断が行われる。予め指定された評価基準は、たとえば、ル
ープ反復カウントが、予め指定された値、たとえば3以上かどうかでよい。予め指定され
た評価基準が満たされていない場合、第1のプロセス400はブロック412に進む。ブロック4
12で、このECNB命令が実行され、このECNB命令に関して実行状況が更新される。たとえば
、ECNB命令が条件付きで実行された場合は無効予測フラグがセットされる。無効予測フラ
グは、一度セットされると、たとえば、ソフトウェアループが完了するまでリセットする
ことができない。
【００４０】
　決定ブロック408で、ソフトウェアループを介した受渡しが完了しているかどうか判断
が行われる。ソフトウェアループを介した受渡しが完了している場合、第1のプロセス400
は決定ブロック414に進む。決定ブロック414で、ソフトウェアループが終わったかどうか
判断が行われる。ソフトウェアループが終了していない場合、第1のプロセス400はブロッ
ク416に進む。ブロック416で、ループ反復がカウントされ、第1のプロセス400は、決定ブ
ロック406に戻って、ECNB命令を検査し続ける。ソフトウェアループが終了した場合、第1
のプロセス400はブロック418に進む。ブロック418で、第1のプロセス400において使われ
た予測回路がリセットされる。このようなリセットにより、ソフトウェアループに入る度
に、予測評価が、再初期化回路を用いて開始する。あるいは、リセットは、新たなソフト
ウェアループが検出されると常に起こりうる。第1のプロセス400は次いで、ブロック402
に戻って、次のソフトウェアループを求めて探索を始める。
【００４１】
　決定ブロック410に戻り、予め指定された基準が満たされている場合、第1のプロセス40
0は決定ブロック420に進む。決定ブロック420で、このECNB命令に対する実行条件が満足
されるかどうかに関して判断が行われる。たとえば、実行条件は、このECNB命令に対する
無効予測フラグの形をとりうる。無効予測フラグは概して、ECNB命令のインスタンスが条
件付きで実行されるときは常にセットされる。このような無効予測フラグは、一度セット
されると、たとえば、ソフトウェアループが完了するまでリセットすることができない。
決定ブロック420に戻り、無効予測フラグが、ECNB命令が以前実行されたことがあること
を示す無効予測状態にある場合、第1のプロセス400はブロック412に戻る。無効予測フラ
グが、ECNB命令が以前実行されたことがないことを示す有効予測状態にある場合、第1の
プロセス400はブロック421に進む。ブロック421で、このECNB命令は、NOP命令として実行
されると予測される。ブロック422で、この予測が、プロセッサパイプライン中で追跡さ
れる。決定ブロック424で、このECNB命令に関連づけられた条件が判断されたパイプライ
ンステージで、ブロック420の予測が正しかったかどうか判断が行われる。予測が正しか
った場合、それ以上のECNB命令はソフトウェアループ中で評価される必要がないので、プ
ロセス400はブロック408に戻る。予測が正しくなかった場合、第1のプロセス400はブロッ
ク426に進む。ブロック426で、正しくない予測をされたECNB命令と、予測された動作によ
って影響を受けた可能性がある、パイプライン中のあらゆる命令とを削除するために、プ
ロセッサパイプラインのフラッシュが開始される。ブロック426で、パイプラインは、こ
のECNB命令を検出したポイントまで訂正される。プロセス400は次いで、ブロック412に戻
り、ここでこのECNB命令は次いで、実行することができ、この命令に関連づけられた実行
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状況が更新される。
【００４２】
　図4Bは、ECNB命令の実行を予測する第2のプロセス450を示す。ブロック452で、ECNB命
令を求めてプロセッサコード実行が監視される。決定ブロック454で、ECNB命令が、たと
えば、図2の解読ステージ231などのパイプライン解読ステージ中に検出されているかどう
か判断が行われる。どのECNB命令も検出されていない場合、第2のプロセス450はブロック
452に戻る。ECNB命令が検出されている場合、第2のプロセス450は決定ブロック456に進む
。決定ブロック456で、プロセッサ解読ステージ231中に、たとえば、このECNB命令に関す
る予め指定された評価基準が満たされているかどうか判断が行われる。予め指定された評
価基準は、たとえば、ECNB命令に関連づけられたループ反復カウントが、予め指定された
値、たとえば3以上かどうかでよい。予め指定された評価基準が満たされていない場合、
第2のプロセス450はブロック458に進む。ブロック458で、このECNB命令が実行され、この
ECNB命令に関して実行状況カウンタが更新される。
【００４３】
　決定ブロック460で、ソフトウェアループが検出されているかどうか判断が行われる。
ソフトウェアループは、たとえば、上述したように、コード中の後方分岐を識別すること
によって判断することができる。ソフトウェアループが検出されなかった場合、第2のプ
ロセス450はブロック452に戻って、別のECNB命令を検査する。ソフトウェアループが検出
された場合、第2のプロセス450はブロック462に進む。ブロック462で、第2のプロセス450
では、ソフトウェアループ中のECNB命令のみが予測されるので、検出されたループの一部
ではないECNB命令用の実行状況カウンタが初期化される。図4Bは、ループの外に他のECNB
命令をもつコードシーケンス中でループが検出されるという、予期されるケースをカバー
する。ループの外にある他のECNB命令は、CHT容量に影響し、検出されたループ中で評価
されるECNB命令の数を制限する場合もある。したがって、ループの外にある、発見された
ECNB命令の実行状況カウンタは、初期化し直され、CHT論理は、後でさらに詳しく記載す
るように調整される。
【００４４】
　検出されたソフトウェアループの一部ではないECNB命令は、ECNB命令のアドレスおよび
ソフトウェアループのアドレス範囲から判断することができる。条件履歴テーブル(CHT)
の開始エントリは、ソフトウェアループ中で検出されたECNB命令を表すように調整される
。検出されたループの一部ではないECNB命令用の実行状況カウンタは、ソフトウェアルー
プ内部のECNB命令用のCHTの容量を増やすために、CHTに割当てし直されうることにも留意
されたい。決定ブロック464で、ソフトウェアループが終わったかどうか判断が行われる
。ソフトウェアループが終了していない場合、第2のプロセス450はブロック466に進む。
ブロック466で、ループ反復がカウントされ、プロセスはブロック452に戻る。ソフトウェ
アループが終了した場合、第2のプロセス450はブロック468に進む。ブロック468で、第2
のプロセス450で使われた予測回路がリセットされる。このようなリセットにより、ソフ
トウェアループに入る度に、予測評価が再初期化回路を用いて開始する。あるいは、リセ
ットは、新たなソフトウェアループが検出されると常に起こりうる。
【００４５】
　決定ブロック456に戻り、予め指定された基準が満たされている場合、第2のプロセス45
0は決定ブロック470に進む。決定ブロック470で、このECNB命令を無演算(NOP)命令として
実行するかどうか判断が行われる。たとえば、このECNB命令は、ECNB命令によって指定さ
れる関数を実行すると予測されうる。このようなケースにおいて、第2のプロセス450はブ
ロック458に進む。あるいは、このECNB命令は、NOP命令として実行されると予測されうる
。ブロック472で、この予測は、プロセッサパイプライン中で追跡される。決定ブロック4
74で、このECNB命令に関連づけられた条件が判断されたパイプラインステージにおいて、
ブロック470の予測が正しかったかどうか判断が行われる。予測が正しかった場合、第2の
プロセス450はブロック460に戻る。予測が正しくなかった場合、第2のプロセス450はブロ
ック476に進む。ブロック476で、正しくない予測をされたECNB命令と、予測された動作に
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よって影響を受けた可能性がある、パイプライン中のあらゆる命令とを削除するために、
プロセッサパイプラインのフラッシュが開始される。ブロック478で、評価されているソ
フトウェアループ中で正しくない予測を見つけたことにより、第2のプロセス450で使われ
た予測回路がリセットされる。第2のプロセス450は次いで、ブロック452に戻る。あるい
は、正しくない予測を反映するように、ECNB命令状況カウンタに対して訂正を行ってもよ
く、プロセスが継続してよい。
【００４６】
　図5は、ECNB命令の実行を予測する第3のプロセス500を示す。ブロック502で、プロセッ
サコード実行が監視されて、予め指定されたアドレス範囲から取り出されたコードをプロ
セッサが実行中であるかどうか判断する。たとえば、コンパイラまたは他のソフトウェア
ツールが、コードのセクション中でECNB命令を識別し、識別されたECNB命令のアドレスを
使って、予め指定されたアドレス範囲を一般化することができる。決定ブロック504で、
予め指定されたアドレス範囲が、たとえば、図2の取出しステージ230などのパイプライン
取出しステージ中に検出されているかどうか判断が行われる。予め指定されたアドレス範
囲が検出されていない場合、第3のプロセス500はブロック502に戻る。予め指定されたア
ドレス範囲が検出されている場合、第3のプロセス500はブロック506に進む。ブロック506
で、アドレス範囲カウンタが、ある特定のアドレス範囲に入った回数を示すように更新さ
れる。ブロック508で、プロセッサコードが、ECNB命令を求めて監視される。決定ブロッ
ク510で、ECNB命令が、たとえば、図2の解読ステージ231などのパイプライン解読ステー
ジ中に検出されているかどうか判断が行われる。どのECNB命令も検出されていない場合、
第3のプロセス500は決定ブロック512に進む。決定ブロック512で、プロセッサが、予め指
定されたアドレス範囲内で依然としてコードを実行中であるかどうか判断が行われる。プ
ロセッサが、予め指定されたアドレス範囲内でコードを実行中でない場合、第3のプロセ
ス500はブロック502に進む。プロセッサが、予め指定されたアドレス範囲内でコードを実
行中である場合、第3のプロセス500はブロック508に進む。
【００４７】
　決定ブロック510に戻り、ECNB命令が検出されている場合、第3のプロセス500は決定ブ
ロック514に進む。決定ブロック514で、図2のプロセッサ解読ステージ231中に、たとえば
、このECNB命令に関する予め指定された評価基準が満たされているかどうか判断が行われ
る。予め指定された評価基準は、ECNB命令がNOPとして実行されることを高レベルの信頼
度で予測するように選ばれる。たとえば、一実施形態では、予め指定された評価基準は、
ECNB命令の、以前の少なくとも2回の試行済み実行が、強非実行状況を有することを要求
するように設定されうる。予め指定された評価基準が満たされていない場合、第3のプロ
セス500はブロック516に進む。ブロック516で、このECNB命令が実行され、このECNB命令
に関して実行状況カウンタが更新される。第3のプロセス500は次いで、決定ブロック512
に戻って、予め指定されたアドレス範囲内のコードをプロセッサが依然として実行中であ
るかどうか判断し、判断が肯定の場合はブロック508に戻り、そうでない場合はブロック5
02に戻る。
【００４８】
　決定ブロック514に戻り、予め指定された評価基準が満たされている場合、第3のプロセ
ス500はブロック520に進む。ブロック520で、このECNB命令の実行は、NOP命令として実行
されると予測される。ブロック522で、この予測は、プロセッサパイプライン中で追跡さ
れる。決定ブロック524で、このECNB命令に関連づけられた条件が判断されたパイプライ
ンステージにおいて、ブロック520の予測が正しかったかどうか判断が行われる。予測が
正しかった場合、第3のプロセス500は、決定ブロック512に戻って、予め指定されたアド
レス範囲内でコードをプロセッサが依然として実行中であるかどうか判断し、判断が肯定
の場合はブロック508に戻り、そうでない場合はブロック502に戻る。
【００４９】
　決定ブロック524に戻り、予測が正しくなかった場合、第3のプロセス500はブロック528
に進む。ブロック528で、正しくない予測をされたECNB命令と、予測された動作によって



(15) JP 2015-130206 A 2015.7.16

10

20

30

40

50

影響を受けた可能性があるパイプライン中のあらゆる命令とを削除するために、プロセッ
サパイプラインのフラッシュが開始される。ブロック530で、このECNB命令用の予測回路
が更新される。プロセス500は次いで、ブロック508に戻る。
【００５０】
　図6は、ECNB命令の実行を予測する第4のプロセス600を示す。第4のプロセス600は、ECN
B命令が、同じECNB命令の識別の間で、比較的短いまたは比較的長い期間のプロセッササ
イクルをもつものとして繰り返し識別されるかどうか評価する。比較的短い期間のプロセ
ッササイクルは、ECNB命令がソフトウェアループ中に置かれていることを示しうる。比較
的長い期間のプロセッササイクルは、主として、ユーザが映像を表示のためにダウンロー
ドするときなどに呼び出されたルーチンにより実行することができるアドレス範囲内にEC
NB命令が置かれていることを示しうる。このようなケースでは、ECNB命令をもつMPEGデコ
ードルーチンを呼び出すことができる。
【００５１】
　ブロック602で、ECNB命令を求めてプロセッサコード実行が監視される。決定ブロック6
04で、たとえば、図2の解読ステージ231などのパイプライン解読ステージ中に、ECNB命令
が検出されているかどうか判断が行われる。どのECNB命令も検出されていない場合、第4
のプロセス600はブロック602に戻る。ECNB命令が検出されている場合、第4のプロセス600
は決定ブロック606に進む。決定ブロック606で、このECNB命令が以前識別されたことがあ
るかどうか判断が行われる。このECNB命令が識別されたのは今回が初めてである場合、第
4のプロセス600はブロック608に進む。ブロック608で、このECNB命令のアドレスが記録さ
れる。ブロック610で、「ヒット」カウンタが、たとえば、カウント1に初期化される。ブ
ロック612で、経過サイクルカウンタがスタートされて、このECNB命令の発見の間の経過
サイクルの数をカウントする。カウントされるサイクルの数は、意図された目的のために
、中断ルーチンおよびダイレクトメモリアクセス動作を、こうした他の動作に関連づけら
れたサイクルがカウントの正確さに影響する程度まで考慮するためにフィルタリングされ
なければならない場合があることに留意されたい。ブロック614で、このECNB命令が実行
され、実行状況カウンタが更新される。第4のプロセス600は次いで、ブロック602に戻る
。
【００５２】
　決定ブロック606に戻り、このECNB命令が以前識別されたことがある場合、第4のプロセ
ス600はブロック618に進む。ブロック618で、このECNB命令が発見された回数と、発見の
間の経過サイクルの数とが評価される。ブロック619で、「ヒット」カウンタが更新され
、現在の経過サイクルカウントが格納され、経過サイクルカウンタがリスタートされて、
発見の間の次の期間中に経過するサイクルの数をカウントする。決定ブロック620で、予
め指定された評価基準が評価されるかどうか判断が行われる。一実施形態では、予め指定
された評価基準は、2つの発見の間のプロセッササイクルがX個未満である実行状況カウン
タ中で、以前の少なくとも2回の試行済み実行が、強非実行状況をもつことを要求するよ
うに設定されうる。別の実施形態では、予め指定された評価基準は、以前の少なくとも3
回の試行済み実行を要求するように設定されてよく、こうした実行はそれぞれ、実行状況
カウンタ中で強非実行状況をもち、3つの発見それぞれの間のプロセッササイクルは少な
くともY個であり、YはXより大きい。予め指定された評価基準が満たされない場合、第4の
プロセス600はブロック614に戻り、ここで、このECNB命令が実行され、実行状況カウンタ
が更新される。プロセスは次いで、ブロック602に逆進する。
【００５３】
　決定ブロック620に戻り、予め指定された評価基準が満たされる場合、第4のプロセス60
0はブロック624に進む。ブロック624で、このECNB命令の実行が予測される。たとえば、
このECNB命令は、NOP命令として実行されると予測される。ブロック626で、この予測は、
プロセッサパイプライン中で追跡される。決定ブロック628で、このECNB命令に関連づけ
られた条件が判断されたパイプラインステージにおいて、ブロック624の予測が正しかっ
たかどうか判断が行われる。予測が正しかった場合、第4のプロセス600はブロック602に
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戻る。予測が正しくなかった場合、第4のプロセス600はブロック632に進む。ブロック632
で、正しくない予測をされたECNB命令と、予測された動作によって影響を受けた可能性が
ある、パイプライン中のあらゆる命令とを削除するために、プロセッサパイプラインのフ
ラッシュが開始される。ブロック634で、このECNB命令に使われた予測回路がリセットさ
れる。プロセス600は次いで、ブロック602に戻る。
【００５４】
　本明細書で開示した実施形態に関連して記載した様々な例示的論理ブロック、モジュー
ル、回路、要素、または構成要素は、本明細書に記載した機能を実施するように設計され
た汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィ
ールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラマブル論理構成要素、個
別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、またはそのどの組合せ
でも実装し、または実施することができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサでよ
いが、別の方法では、プロセッサは、従来のどのプロセッサ、コントローラ、マイクロコ
ントローラ、または状態マシンでもよい。プロセッサは、コンピューティング構成要素の
組合せ、たとえば、DSPと1つのマイクロプロセッサ、複数のマイクロプロセッサ、1つま
たは複数のマイクロプロセッサとの組合せとして、DSPコア、または所望の応用分野に適
した他のこのような任意の構成とともに実装することもできる。
【００５５】
　本明細書で開示した実施形態に関連して記載した方法は、直接ハードウェアで、プロセ
ッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、またはこの2つの組合せで実施する
ことができる。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、
EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、取外し可能ディスク、CD-ROM
、または当該分野において公知である他のどの形の記憶媒体に存在してもよい。記憶媒体
は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、情報を書き込むことができるようにプロ
セッサに結合されうる。別の方法では、記憶媒体は、プロセッサと一体でよい。
【００５６】
　たとえば、プロセッサ210は、たとえば、I/O装置240または242の1つなど、命令キャッ
シュを通して利用可能またはI/O装置を介してアクセス可能な、プロセッサとローカルに
直接関連づけられたコンピュータ可読記憶媒体に格納されたプログラムの制御下で、条件
付き非分岐命令を含む命令を実行するように構成されうる。I/O装置は、Dcache228など、
プロセッサとローカルに直接関連づけられ、または別のプロセッサのメモリからアクセス
可能なメモリデバイスにあるデータにアクセスすることもできる。コンピュータ可読記憶
媒体は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、動的ランダムアクセスメモリ(DRAM)、同期動的
ランダムアクセスメモリ(SDRAM)、フラッシュメモリ、読出し専用メモリ(ROM)、プログラ
マブル読出し専用メモリ(PROM)、消去可能プログラマブル読出し専用メモリ(EPROM)、電
気的消去可能プログラマブル読出し専用メモリ(EEPROM)、コンパクトディスク(CD)、デジ
タルビデオディスク(DVD)、他のタイプの取外し可能ディスク、または他の適切などの記
憶媒体も含みうる。
【００５７】
　本発明を、プロセッサシステムにおいて使用するための例示的な実施形態のコンテキス
トにおいて開示したが、上記考察および後に続く請求項と一致する非常に様々な実装形態
が当業者によって利用されうることが理解されよう。たとえば、固定機能実装形態でも、
本発明の様々な実施形態を使用することができる。
【符号の説明】
【００５８】
　　100　無線通信システム
　　120、130、150　遠隔ユニット
　　140　基地局
　　180、190　リンク信号
　　200　プロセッサシステム
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　　210　プロセッサ
　　212　キャッシュシステム
　　214　システムメモリ
　　216　入出力(I/O）システム
　　220　命令パイプライン
　　222　条件付き非分岐予測論理回路
　　224　命令キャッシュ(Icache)
　　226　メモリコントローラ
　　228　データキャッシュ(Dcache)
　　230　取出しステージ
　　231　解読ステージ
　　232　発行ステージ
　　233　実行ステージ
　　234　完了ステージ
　　235　オペランド取出し回路
　　240、242　I/O装置
　　246　検出論理回路
　　248　監視論理回路
　　250　フィルタ
　　252　条件履歴テーブル(CHT)
　　254　予測および修正論理回路
　　262　レジスタ発行追跡(TrI)
　　263　レジスタ実行追跡(TrE)
　　264　レジスタ完了追跡(TrC)
　　300　適格な条件付き非分岐(ECNB)命令予測回路
　　304　検出回路
　　306　モニタ回路
　　308　予測および修正回路
　　310　フィルタ回路
　　312　条件履歴テーブル(CHT)回路
　　314　予測回路
　　316　追跡回路
　　318　訂正回路
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