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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　命令フォーマットにおける命令を実行するよう構成されるプロセッサを有する装置であ
って、
　前記命令フォーマットは、フィールドにおける特定の値を介し、特定タイプのアドレス
生成によるメモリアクセスの指定をサポートし、
　前記命令フォーマットは、前記特定タイプのアドレス生成によるメモリアクセスが指定
されると、複数の可能な符号付きの値の１つを指定するコンテンツを有する他のフィール
ドを有し、
　前記フィールドにおける前記特定の値を介し前記特定タイプのアドレス生成による前記
メモリアクセスを指定し、前記命令フォーマットにおける命令を実行すると、前記プロセ
ッサは、
　前記命令フォーマットにおける複数の他のフィールドのコンテンツに基づき、使用すべ
き複数のメモリアクセスサイズの何れか１つを決定し、
　前記決定されたメモリアクセスサイズと前記指定された符号付きの値との乗算に基づき
アドレスを生成する、
よう構成される装置。
【請求項２】
　前記命令フォーマットはまた、前記フィールドにおける他の値を介し、スケーリングさ
れていないディスプレースメントによるメモリアクセスとディスプレースメントのないメ



(2) JP 6339164 B2 2018.6.6

10

20

30

40

50

モリアクセスとの指定をサポートする、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記アドレスの生成はまた、前記特定タイプのアドレス生成によるメモリアクセスが指
定されるとき、前記命令フォーマットのフィールドにおいて指定されるスケール、インデ
ックス及びベースに基づく、請求項１又は２記載の装置。
【請求項４】
　前記スケールは、２ビットのスケールフィールドにおいて指定され、
　前記インデックスは、１ビットのＸフィールドと３ビットのＸＸＸフィールドとの組み
合わせにおいて指定され、
　前記ベースは、１ビットのＢフィールドと３ビットのＢＢＢフィールドとの組み合わせ
において指定される、請求項３記載の装置。
【請求項５】
　前記複数のメモリアクセスサイズを区別するのに用いられる前記複数の他のフィールド
の選択は、前記命令フォーマットの拡張処理フィールド内のクラスフィールドのコンテン
ツに基づく、請求項１乃至４何れか一項記載の装置。
【請求項６】
　前記クラスフィールドのコンテンツが第１のクラスを指定するとき、前記複数のメモリ
アクセスサイズを区別するのに用いられるフィールドは、ベース処理フィールド、データ
操作フィールド及びデータ要素幅フィールドの２つ以上を含む、請求項５記載の装置。
【請求項７】
　前記クラスフィールドのコンテンツが第２のクラスを指定するとき、前記複数のメモリ
アクセスサイズを区別するのに用いられるフィールドは、ベース処理フィールド、ブロー
ドキャストフィールド、ベクトル長フィールド及びデータ要素幅フィールドの２つ以上を
含む、請求項５又は６記載の装置。
【請求項８】
　前記他のフィールドは１バイトである、請求項１乃至７何れか一項記載の装置。
【請求項９】
　前記他のフィールドのコンテンツは、－１２８と１２７との間の符号付きの値として解
釈される、請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　前記複数のメモリアクセスサイズは、前記メモリアクセスにおけるバイト数に対応する
、請求項１乃至９何れか一項記載の装置。
【請求項１１】
　前記複数のメモリアクセスサイズは、１バイト、２バイト、４バイト、８バイト、１６
バイト、３２バイト及び６４バイトである、請求項１乃至１０何れか一項記載の装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、参照することによりここに援用される２０１１年４月１日に出願された米国
仮出願第６１／４７１，０４３号の利益を請求する。
［分野］
　本発明の実施例は、コンピュータの分野に関し、より詳細にはプロセッサによりサポー
トされる命令セットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　命令セット又はＩＳＡ（Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ
）は、ネイティブデータタイプ、命令、レジスタアーキテクチャ、アドレッシングモード
、メモリアーキテクチャ、インタラプト及び例外処理並びに外部入出力（Ｉ／Ｏ）を含む
プログラミングに関するコンピュータアーキテクチャの一部である。命令という用語は一
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般にここではマクロ命令、すなわち、実行用にプロセッサに提供される命令であり、プロ
セッサのデコーダがマクロ命令を復号化した結果であるマイクロ命令又はマイクロｏｐｓ
と対照的なものであることに留意すべきである。
【０００３】
　ＩＳＡは、命令セットを実現するのに利用されるプロセッサ設計技術のセットであるマ
イクロアーキテクチャと区別される。異なるマイクロアーキテクチャを有するプロセッサ
は、共通する命令セットを共有できる。例えば、Ｉｎｔｅｌ　Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商標
）　４プロセッサ、Ｉｎｔｅｌ　Ｃｏｒｅプロセッサ及びカリフォルニア州のＳｕｎｎｙ
ｖａｌｅのＡｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｉｃｒｏ　Ｄｅｖｉｃｅｓのプロセッサは、ｘ８６命令
セットとほぼ同じバージョン（より新しいバージョンでは拡張が加えられている）を実装
するが、異なる内部設計を有している。例えば、ＩＳＡの同一のレジスタアーキテクチャ
は、専用の物理レジスタ、レジスタリネーミング機構（例えば、米国特許第５，４４６，
９１２号に記載されるようなＲＡＴ（Ｒｅｇｉｓｔｅｒ　Ａｌｉａｓ　Ｔａｂｌｅ、ＲＯ
Ｂ（Ｒｅｏｒｄｅｒ　Ｂｕｆｆｅｒ）及びリタイアメントレジスタファイルの利用、米国
特許第５，２０７，１３２号に記載されるような複数のマップ及びレジスタのプールの利
用など）を用いた１以上の動的割当てされた物理レジスタを含む周知の技術を利用した異
なるマイクロアーキテクチャにおいて異なる方法により実現される。特段の断りがない場
合、レジスタアーキテクチャ、レジスタファイル及びレジスタという用語は、ここではソ
フトウェア／プログラマに可視的なものと命令がレジスタを指定する方法とについて用い
られる。区別が必要な場合、論理的、アーキテクチャ的又はソフトウェア可視的という形
容詞が、レジスタアーキテクチャのレジスタ／ファイルを示すのに使用され、異なる形容
詞が所与のマイクロアーキテクチャにおける指定レジスタをについて用いられる（例えば
、物理レジスタ、リオーダバッファ、リタイアメントレジスタ、レジスタプールなど）。
【０００４】
　命令セットは、１以上の命令フォーマットを含む。所与の命令フォーマットは、特に実
行対象の処理及び当該処理の実行対象のオペランドを指定するための各種フィールド（ビ
ット数、ビット位置）を定義する。いくつかの命令フォーマットはさらに、命令テンプレ
ート（又はサブフォーマット）の定義にもかかわらず分割される。例えば、所与の命令フ
ォーマットの命令テンプレートは、命令フォーマットのフィールドの異なるサブセットを
有するよう定義されてもよく（包含されるフィールドは典型的には同一の順序であるが、
より少数のフィールドしか含まれていないため、少なくとも一部は異なるビットポジショ
ンを有する）、及び／又は所与のフィールドを異なって解釈させるよう定義される。所与
の命令は、所与の命令フォーマットを用いて表現され（及び、定義されている場合、当該
命令フォーマットの命令テンプレートの所与のものにおいて）、処理及びオペランドを指
定する。命令ストリームは、シーケンスの各命令が命令フォーマットの命令の出現である
具体的な命令シーケンスである（及び定義されている場合、当該命令フォーマットの命令
テンプレートの所与のもの）。
【０００５】
　科学、金融、自動ベクトル化汎用、ＲＭＳ（Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ，Ｍｉｎｉｎｇ　
ａｎｄ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ）／ビジュアル及びマルチメディアアプリケーション（２Ｄ
／３Ｄグラフィックス、画像処理、ビデオ圧縮／伸張、音声認識アルゴリズム及びオーデ
ィオ操作など）はしばしば、同一の処理が多数のデータアイテムに対して実行されること
を要求する（“データ並列化”と呼ばれる）。ＳＩＭＤ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｉｎｓｔｒｕｃ
ｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｄａｔａ）は、プロセッサに同一の処理を複数のデータア
イテムに対して実行させる命令タイプを表す。ＳＩＭＤ技術は、各データ要素が別個の値
を表す多数の固定サイズのデータ要素にレジスタのビットを論理的に分割可能なプロセッ
サに特に適している。例えば、６４ビットレジスタのビットは、各データ要素が別個の１
６ビット値を表す４つの別個の１６ビットデータ要素に対して実行されるソースオペラン
ドとして指定されてもよい。このタイプのデータは、Ｐａｃｋｅｄデータタイプ又はベク
トルデータタイプと呼ばれ、当該データタイプのオペランドはＰａｃｋｅｄデータオペラ
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ンド又はベクトルオペランドと呼ばれる。すなわち、Ｐａｃｋｅｄデータアイテム又はベ
クトルはＰａｃｋｅｄデータ要素のシーケンスを表し、Ｐａｃｋｅｄデータオペランド又
はベクトルオペランドは、ＳＩＭＤ命令のソース又はデスティネーションオペランドであ
る（Ｐａｃｋｅｄデータ命令又はベクトル命令としても知られる）。
【０００６】
　例えば、１つのタイプのＳＩＭＤ命令は、同一のデータ要素の順序による同数のデータ
要素を有する同一サイズのデスティネーションベクトルオペランド（結果ベクトルオペラ
ンドとも呼ばれる）を生成するため、２つのソースベクトルオペランドに対して垂直的に
実行される単一のベクトル演算を指定する。ソースベクトルオペランドのデータ要素はソ
ースデータ要素と呼ばれ、デスティネーションベクトルオペランドのデータ要素はデステ
ィネーション又は結果データ要素と呼ばれる。これらのソースベクトルオペランドは、同
じサイズを有し、同じ幅のデータ要素を含み、同数のデータ要素を含む。２つのソースベ
クトルオペランドの同じビットポジションのソースデータ要素は、データ要素のペア（対
応するデータ要素とも呼ばれる）を構成する。当該ＳＩＭＤ命令により指定される処理は
、一致する個数の結果データ要素を生成するため、これらのソースデータ要素のペアのそ
れぞれに対して別々に実行され、ソースデータ要素の各ペアは対応する結果データ要素を
有する。当該処理は垂直的であり、結果ベクトルオペランドは同じサイズであり、同数の
データ要素を有し、結果データ要素はソースベクトルオペランドと同じデータ要素の順序
に格納されるため、結果データ要素は、ソースベクトルオペランドのソースデータ要素の
それらの対応するペアと同じ結果ベクトルオペランドのビットポジションにある。この例
示的なタイプのＳＩＭＤ命令に加えて、他の各種タイプのＳＩＭＤ命令がある（例えば、
１つのみのソースベクトルオペランドを有するものや２つより多くのソースベクトルオペ
ランドを有するもの、水平的に処理されるもの、異なるサイズを有する結果ベクトルオペ
ランドを生成するもの、異なるサイズのデータ要素を有するもの、及び／又は異なるデー
タ要素順序を有するものなど）。デスティネーションベクトルオペランド（又はデスティ
ネーションオペランド）は、他の命令により（他の命令による同一位置の指定により）ソ
ースオペランドとしてアクセスされるように、デスティネーションオペランドのある位置
への格納（当該命令により指定されるレジスタ又はメモリアドレス）を含む、命令により
指定される処理の直接的な実行結果として定義されることが理解されるべきである。
【０００７】
　ｘ８６、ＭＭＸＴＭ、Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　ＳＩＭＤ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｓ（ＳＳＥ
）、ＳＳＥ２、ＳＳＥ３、ＳＳＥ４．１及びＳＳＥ４．２命令を含む命令セットを有する
Ｉｎｔｅｌ（登録商標）ＣｏｒｅＴＭプロセッサにより利用されるものなどのＳＩＭＤ技
術は、アプリケーションのパフォーマンスの大きな向上を可能にした（ＣｏｒｅＴＭ及び
ＭＭＸＴＭは、カリフォルニア州Ｓａｎｔａ　Ｃｌａｒａのインテルコーポレイションの
登録商標又は商標である）。Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｖｅｃｔｏｒ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｓ（
ＡＶＸ）と呼ばれ、ＶＥＸ符号化スキームを利用する将来的なＳＩＭＤ拡張のさらなるセ
ットが公開された。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述した問題点を鑑み、本発明の課題は、ベクトルフレンドリ命令フォーマット及びそ
の実行を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様は、命令セットを実行するよう構成されるプ
ロセッサを有する装置であって、前記命令セットは、第１命令フォーマットを有し、前記
第１命令フォーマットは、ベース処理フィールド、モディファイアフィールド、データ要
素幅フィールド及び拡張処理フィールドを含む複数のフィールドを有し、前記第１命令フ
ォーマットは、前記ベース処理フィールドの異なる値により複数の異なるベクトル処理の



(5) JP 6339164 B2 2018.6.6

10

20

30

40

50

指定をサポートし、前記複数のベクトル処理の各々は、異なるデータ要素位置の複数のデ
ータ要素を有し、前記第１命令フォーマットは、前記モディファイアフィールドの異なる
値によりメモリアクセス処理及び非メモリアクセス処理の指定をサポートし、前記モディ
ファイアフィールドのコンテンツがスケーリングされたディスプレースメントによるメモ
リアクセス処理を指定するとき、前記第１命令フォーマットは、ディスプレースメントフ
ァクタフィールドを含み、前記ベース処理フィールド、前記モディファイアフィールド、
前記データ要素幅フィールド及び前記拡張処理フィールドはそれぞれ、前記第１命令フォ
ーマットの命令の各出現に対して１つのみの値を格納可能であり、前記プロセッサは、命
令ストリームに出現する前記第１命令フォーマットの命令を実行するプロセッサパイプラ
インを含み、前記パイプラインは、スケーリングされたディスプレースメントによるメモ
リアクセスを指定する前記第１命令フォーマットの命令の出現と前記メモリアクセスを指
定しない前記第１命令フォーマットの命令の出現とを前記異なる出現における前記モディ
ファイアフィールドのコンテンツに基づき区別し、前記モディファイアフィールドのコン
テンツによりスケーリングされたディスプレースメントによりメモリアクセスを指定する
出現について、前記ベース処理フィールド、前記データ要素幅フィールド及び前記拡張処
理フィールドの２以上のコンテンツに基づき複数のメモリアクセスサイズの間で区別し、
前記モディファイアフィールドのコンテンツによりスケーリングされたディスプレースメ
ントによりメモリアクセスを指定する出現の各々について、前記メモリアクセスのサイズ
と前記ディスプレースメントファクタフィールドのコンテンツとの乗算に基づきスケーリ
ングされたディスプレースメントを決定し、前記スケーリングされたディスプレースメン
トはアドレスを生成するのに利用されるべきであるよう構成される装置に関する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によると、ベクトルフレンドリ命令フォーマット及びその実行を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　本発明は、本発明の実施例を説明するのに利用される以下の説明及び添付した図面を参
照することによって最も良く理解されるであろう。
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の一実施例によるベクトルフレンドリ命令フォーマットによ
る命令をのみを有する命令ストリームを示すブロック図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明の一実施例による複数の命令フォーマットによる命令を有す
る命令ストリームを示すブロック図である。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の実施例による汎用的なベクトルフレンドリ命令フォーマッ
ト及びそれのクラスＡ命令テンプレートを示すブロック図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明の実施例による汎用的なベクトルフレンドリ命令フォーマッ
ト及びそれのクラスＢ命令テンプレートを示すブロック図である。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明の実施例による一例となる具体的なベクトルフレンドリ命令
フォーマットを示すブロック図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本発明の一実施例によるフルオペコードフィールド２７４を構成す
る具体的なベクトルフレンドリ命令フォーマット３００のフィールドを示すブロック図で
ある。
【図３Ｃ】図３Ｃは、本発明の一実施例によるレジスタインデックスフィールド２４４を
構成する具体的なベクトルフレンドリ命令フォーマット３００のフィールドを示すブロッ
ク図である。
【図３Ｄ】図３Ｄは、本発明の一実施例による拡張処理フィールド２５０を構成する具体
的なベクトルフレンドリ命令フォーマット３００のフィールドを示すブロック図である。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の一実施例によるベクトルフレンドリ命令フォーマットのフ
ィールドの一部の内部関係を示すフロー図の一部である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本発明の一実施例によるベクトルフレンドリ命令フォーマットのフ
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ィールドの一部の内部関係を示すフロー図の第２部分である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、本発明の一実施例によるベクトルフレンドリ命令フォーマットのフ
ィールドの一部の内部関係を示すフロー図の第３部分である。
【図４Ｄ】図４Ｄは、本発明の一実施例によるベクトルフレンドリ命令フォーマットのフ
ィールドの一部の内部関係を示すフロー図の残りの部分である。
【図４Ｅ】図４Ｅは、本発明の一実施例によるブロック４１５Ａ～Ｈのそれぞれの分解図
である。
【図５】図５は、本発明の一実施例によるレジスタアーキテクチャ５００のブロック図で
ある。
【図６Ａ】図６Ａは、本発明の実施例による非メモリアクセスタイプ処理のレジスタイン
デックスフィールド２４４のフロー図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、本発明の実施例によるメモリアクセスタイプ処理のレジスタインデ
ックスフィールド２４４、スケールフィールド２６０、ディスプレイスメントフィールド
２６２Ａ及びディスプレイスメントファクタフィールド２６２Ｂの利用を示すフロー図で
ある。
【図６Ｃ】図６Ｃは、本発明の実施例によるｄｉｓｐ８、ｄｉｓｐ３２及びスケーリング
されたディスプレイスメントの変形の間の相違を示すテーブルである。
【図７Ａ】図７Ａは、本発明の実施例によるラウンドコントロールフィールド２５４Ａに
より指定されうる可能な処理のグループを示すテーブルである。
【図７Ｂ】図７Ｂは、本発明の実施例によるラウンドコントロールフィールド２５９Ａに
より指定されうる可能な処理のグループを示すテーブルである。
【図８Ａ】図８Ａは、本発明の実施例によるデータ要素の幅が６４ビットであるときのデ
ータ変換フィールド２５４Ｂにより指定されうる可能なデータ変換処理のグループを示す
テーブルである。
【図８Ｂ】図８Ｂは、本発明の実施例によるデータ要素の幅が３２ビットであるデータ変
換フィールド２５４Ｂにより指定されうる可能なデータ変換処理のグループを示すテーブ
ルである。
【図９】図９は、本発明の実施例によるクロスプロダクトスウィズル８１５を示すブロッ
ク図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、本発明の実施例による４要素パケット８２０への要素のブロー
ドキャスを示すブロック図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、本発明の実施例による３２ビットデータ要素の１要素粒度のブ
ロードキャスを示すブロック図である。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、本発明の実施例による３２ビットデータ要素の４要素粒度のブ
ロードキャストを示すブロック図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、本発明の実施例によるオペコードマップフィールドにより指定
されうる可能なオペコードマップのグループを示すテーブルである。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、本発明の実施例によるオペコードマップフィールドにより指定
されうる可能なプリフィックス符号化のグループを示すテーブルである。
【図１２Ａ】図１２Ａは、本発明の実施例によるデータ要素幅が６４ビットであるｌｏａ
ｄ／ｏｐ　ｉｎｔについてデータ操作フィールド２５４Ｃ及びブロードキャストフィール
ド２５７Ｂにより指定されうる可能なデータ操作処理のグループを示すテーブルである。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるｌｏａ
ｄ／ｏｐ　ｉｎｔについてデータ操作フィールド２５４Ｃ及びブロードキャストフィール
ド２５７Ｂにより指定されうる可能なデータ操作処理のグループを示すテーブルである。
【図１２Ｃ】図１２Ｂは、本発明の実施例によるデータ要素幅が６４ビットであるｌｏａ
ｄ／ｏｐ　ｆｐについてデータ操作フィールド２５４Ｃ及びブロードキャストフィールド
２５７Ｂにより指定されうる可能なデータ操作処理のグループを示すテーブルである。
【図１２Ｄ】図１２Ｄは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるｌｏａ
ｄ／ｏｐ　ｆｐについてデータ操作フィールド２５４Ｃ及びブロードキャストフィールド
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２５７Ｂにより指定されうる可能なデータ操作処理のグループを示すテーブルである。
【図１３Ａ】図１３Ａは、本発明の実施例によるデータ要素幅が６４ビットであるｌｏａ
ｄ　ｉｎｔについてデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ操作
処理のグループを示すテーブルである。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるｌｏａ
ｄ　ｉｎｔについてデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ操作
処理のグループを示すテーブルである。
【図１３Ｃ】図１３Ｃは、本発明の実施例によるデータ要素幅が６４ビットであるｌｏａ
ｄ　ｆｐについてデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ操作処
理のグループを示すテーブルである。
【図１３Ｄ】図１３Ｄは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるｌｏａ
ｄ　ｆｐについてデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ操作処
理のグループを示すテーブルである。
【図１４Ａ】図１４Ａは、本発明の実施例によるデータ要素幅が６４ビットであるｓｔｏ
ｒｅ　ｉｎｔについてデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ操
作処理のグループを示すテーブルである。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるｓｔｏ
ｒｅ　ｉｎｔについてデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ操
作処理のグループを示すテーブルである。
【図１４Ｃ】図１４Ｃは、本発明の実施例によるデータ要素幅が６４ビットであるｓｔｏ
ｒｅ　ｆｐについてデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ操作
処理のグループを示すテーブルである。
【図１４Ｄ】図１４Ｄは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるｓｔｏ
ｒｅ　ｆｐについてデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ操作
処理のグループを示すテーブルである。
【図１５Ａ】図１５Ａは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるｌｏａ
ｄ　ｇｒａｐｈｉｃｓについてデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能な
データ操作処理のグループを示すテーブルである。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるｌｏａ
ｄ　ｐａｃｋｅｄ　ｇｒａｐｈｉｃｓについてデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定
されうる可能なデータ操作処理のグループを示すテーブルである。
【図１５Ｃ】図１５Ｃは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるｓｔｏ
ｒｅ　ｇｒａｐｈｉｃｓについてデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能
なデータ操作処理のグループを示すテーブルである。
【図１６】図１６Ａは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであり、第２ソ
ース及びデスティネーションが同じであるライトマスクレジスタＫ１におけるライトマス
クを用いてマージする一例となる処理１６００を示すブロック図であり、図１６Ｂは、本
発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであり、第２ソース及びデスティネーショ
ンが同じであるすべて１の配線化マスク（配線ライトマスクはライトマスクレジスタＫ０
を指定する命令により利用される）を用いてマージする一例となる処理１６２５を示すブ
ロック図であり、図１６Ｃは、本発明の実施例による８、１６、３２及び６４ビットデー
タ要素幅の５１２ビットベクトルのデータ要素ポジションとライトマスクレジスタのビッ
トとの対応関係を示すブロック図であり、図１６Ｄは、本発明の実施例によるデータ要素
幅が３２ビットであり、第２ソース及びデスティネーションが異なるライトマスクレジス
タＫ１におけるライトマスクを用いてマージする一例となる処理１６６０を示すブロック
図であり、図１６Ｅは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであり、第２ソ
ース及びデスティネーションが異なるライトマスクレジスタＫ１におけるライトマスクを
用いてゼロにする一例となる処理１６６６を示すブロック図である。
【図１７】図１７Ａは、本発明の実施例による一例となる具体的なベクトルフレンドリ命
令フォーマットからのフィールドのサブセットを示し、図１７Ｂは、本発明の実施例によ
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る図１７Ａの具体的なベクトルフレンドリ命令フォーマットに符号化された一例となる具
体的なベクトル負レイン取り命令からのフィールドのサブセットを示し、図１７Ｃは、本
発明の実施例による図１７Ａの具体的なベクトルフレンドリ命令フォーマットに符号化さ
れた一例となる具体的なベクトルフレンドリ命令からのフィールドのサブセットを示し、
図１７Ｄは、本発明の実施例による図１７Ａの具体的なベクトルフレンドリ命令フォーマ
ットに符号化された一例となる具体的なベクトルフレンドリ命令からのフィールドのサブ
セットを示す。
【図１８】図１８Ａは、本発明の実施例による一例となる具体的なベクトルフレンドリ命
令フォーマットからのフィールドのサブセットを示し、図１８Ｂは、本発明の実施例によ
る図１８Ａの具体的なベクトルフレンドリ命令フォーマットに符号化された一例となる具
体的なベクトルフレンドリ命令からのフィールドのサブセットを示し、図１８Ｃは、本発
明の実施例による図１８Ａの具体的なベクトルフレンドリ命令フォーマットに符号化され
た一例となる具体的なベクトルフレンドリ命令からのフィールドのサブセットを示し、図
１８Ｄは、本発明の実施例による図１８Ａの具体的なベクトルフレンドリ命令フォーマッ
トに符号化された一例となる具体的なベクトルフレンドリ命令からのフィールドのサブセ
ットを示し、図１８Ｅは、本発明の実施例による図１８Ａの具体的なベクトルフレンドリ
命令フォーマットに符号化された一例となる具体的なベクトルフレンドリ命令からのフィ
ールドのサブセットを示し、図１８Ｆは、本発明の実施例による図１８Ａの具体的なベク
トルフレンドリ命令フォーマットに符号化された一例となる具体的なベクトルフレンドリ
命令からのフィールドのサブセットを示す。
【図１９】図１９Ａは、本発明の実施例によるクラスＡの非メモリアクセスフルラウンド
コントロールタイプ処理２１０の命令テンプレートの何れのフィールドが第１プロセッサ
パイプラインの異なる段階で利用されるか示すブロック図であり、図１９Ｂは、本発明の
実施例によるクラスＡの非メモリアクセスデータ変換タイプ処理２１５の命令テンプレー
トの何れのフィールドが第１プロセッサパイプラインの異なる段階で利用されるか示すブ
ロック図であり、図１９Ｃは、本発明の実施例によるクラスＡのメモリアクセス２２０の
命令テンプレートの何れのフィールドが第１プロセッサパイプラインの異なる段階で利用
されるか示すブロック図である。
【図２０】図２０Ａは、本発明の実施例によるクラスＡの非メモリアクセスフルラウンド
コントロールタイプ処理２１０の命令テンプレートの何れのフィールドが第２プロセッサ
パイプラインの異なる段階で利用されるか示すブロック図であり、図２０Ｂは、本発明の
実施例によるクラスＡの非メモリアクセスデータ変換タイプ処理２１５の命令テンプレー
トの何れのフィールドが第２プロセッサパイプラインの異なる段階で利用されるか示すブ
ロック図であり、図２０Ｃは、本発明の実施例によるクラスＡのメモリアクセス２２０の
命令テンプレートの何れのフィールドが第２プロセッサパイプラインの異なる段階で利用
されるか示すブロック図である。
【図２１】図２１Ａは、本発明の実施例によるクラスＡの非メモリアクセスフルラウンド
コントロールタイプ処理２１０の命令テンプレートの何れのフィールドが第３プロセッサ
パイプラインの異なる段階で利用されるか示すブロック図であり、図２１Ｂは、本発明の
実施例によるクラスＡの非メモリアクセスデータ変換タイプ処理２１５の命令テンプレー
トの何れのフィールドが第３プロセッサパイプラインの異なる段階で利用されるか示すブ
ロック図であり、図２１Ｃは、本発明の実施例によるクラスＡのメモリアクセス２２０の
命令テンプレートの何れのフィールドが第３プロセッサパイプラインの異なる段階で利用
されるか示すブロック図である。
【図２２】図２２Ａは、本発明の実施例によるクラスＡの非メモリアクセスフルラウンド
コントロールタイプ処理２１０の命令テンプレートの何れのフィールドが第４プロセッサ
パイプラインの異なる段階で利用されるか示すブロック図であり、図２２Ｂは、本発明の
実施例によるクラスＡの非メモリアクセスデータ変換タイプ処理２１５の命令テンプレー
トの何れのフィールドが第４プロセッサパイプラインの異なる段階で利用されるか示すブ
ロック図であり、図２２Ｃは、本発明の実施例によるクラスＡのメモリアクセス２２０の
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命令テンプレートの何れのフィールドが第４プロセッサパイプラインの異なる段階で利用
されるか示すブロック図である。
【図２３Ａ】図２３Ａは、本発明の実施例によるオンダイインターコネクトネットワーク
２３０２との接続と共に、レベル２（Ｌ２）キャッシュ２３０４のローカルサブセットを
有するシングルＣＰＵコアのブロック図である。
【図２３Ｂ】図２３Ｂは、本発明の実施例による図２３ＡのＣＰＵコアの一部の分解図で
ある。
【図２４】図２４は、本発明の実施例による一例となるアウト・オブ・オーダアーキテク
チャを示すブロック図である。
【図２５】図２５は、本発明の一実施例によるシステム２５００のブロック図である。
【図２６】図２６は、本発明の一実施例による第２システム２６００のブロック図である
。
【図２７】図２７は、本発明の一実施例による第３システム２７００のブロック図である
。
【図２８】図２８は、本発明の一実施例によるＳｏＣ２８００のブロック図である。
【図２９】図２９は、本発明の実施例による統合されたメモリコントローラ及びグラフィ
ックスを備えたシングルコアプロセッサ及びマルチコアプロセッサ２９００のブロック図
である。
【図３０】図３０は、本発明の実施例によるソース命令セットのバイナリ命令をターゲッ
ト命令セットのバイナリ命令に変換するためソフトウェア命令コンバータの利用する示す
ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下の説明では、ロジック実現形態、オペコード、オペランド指定方法、リソースパー
ティション化／共有化／複製実現形態、システムコンポーネントのタイプ及び相互関係並
びにロジックパーティション化／統合選択などの多数の具体的詳細が、本発明のより完全
な理解を提供するため与えられる。しかしながら、本発明はこのような具体的な詳細なし
に実施されてもよいことが当業者に理解されるであろう。他の例では、本発明を不明りょ
うにしないため、制御構造、ゲートレベル回路及びフルソフトウェア命令シーケンスは図
示されていない。当業者は、包含された説明によって過度の実験なく適切な機能を実現可
能であろう。
【００１３】
　本明細書を通じた“一実施例”、“実施例”又は“１以上の実施例”などの表現は、あ
る特徴が本発明の実施例の実現に含まれてもよいが、すべての実施例が当該特徴を必ずし
も含む必要がないことを意味することがまた、理解されるべきである。同様に、本説明に
おける各種特徴は、本開示を簡素化し、様々な発明の特徴の理解に資するため、単一の実
施例、図面又はその説明に一緒にグループ化されることもある。さらに、ある特徴、構成
又は特性がある実施例に関して説明されるとき、明示的に説明されているか否かにかかわ
らず、他の実施例に関して当該特徴、構成又は特性を実行することは当業者の知識の範囲
内であることが主張される。しかしながら、この開示の方法は、各請求項に明示的に記載
されるよりも本発明がより多くの特徴を要求する意図を反映するものとして解釈されるべ
きでない。むしろ、以下の請求項が反映するように、発明の態様は単一の開示された実施
例のすべての特徴より少ないものであってもよい。従って、詳細な説明に後続する請求項
はこの詳細な説明に明示的に含まれ、各請求項が本発明の独立した実施例として自立する
。
【００１４】
　以下の説明及び請求項では、“結合”及び“接続”という用語が、それらの派生語と共
に利用されてもよい。これらの用語は互いに同義語として意図されてないことが理解され
るべきである。“結合”は、互いに直接的な物理的又は電気的セッション状態にあっても
よいし、又はなくてもよい２以上の要素が互いに連係又はやりとりすることを示すのに利
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用される。“接続”は、互いに結合された２以上の要素の間の通信の確立を示すのに利用
される。
【００１５】
　フロー図の処理は、ブロック図の例示的な実施例を参照して説明される。しかしながら
、フロー図の処理はブロック図を参照して説明された以外の本発明の実施例により実行可
能であり、ブロック図を参照して説明される実施例はフロー図を参照して説明されたもの
と異なる処理を実行可能であることが理解されるべきである。
【００１６】
　理解を容易にするため、破線はあるアイテムの任意的な性質（例えば、本発明の所与の
実現形態によりサポートされていない特徴、所与の実現形態によりサポートされているが
、ある状況では利用されるが、他の状況では利用されない特徴など）を示すため図面にお
いて利用されている。
【００１７】
　ベクトルフレンドリ命令フォーマット－図１～１６
　ベクトルフレンドリ命令フォーマットは、ベクトル命令に適した命令である（例えば、
ベクトル処理に特有のフィールドがあるなど）。ベクトル処理とスカラ処理との双方がベ
クトルフレンドリ命令フォーマットを介しサポートされる実施例が説明されるが、他の実
施例はベクトルフレンドリ命令フォーマットによるベクトル処理のみを利用する。
［命令フォーマットの個数－図１Ａ～１Ｂ］
・１つの命令フォーマット－図１Ａ
　図１Ａは、本発明の一実施例によるベクトルフレンドリ命令フォーマットによる命令の
みを有する命令ストリームを示すブロック図である。命令ストリームは、すべてがベクト
ルフレンドリフォーマット１００Ａ～１００ＪによるＪ個の命令のシーケンスを含む。本
発明の一実施例では、プロセッサは、ベクトル命令フォーマットのみをサポートし、当該
命令ストリームを実行可能である。
・複数の命令フォーマット－図１Ｂ
　図１Ｂは、本発明の一実施例による複数の命令フォーマットによる命令を有する命令ス
トリームを示すブロック図である。命令ストリームの各命令は、ベクトルフレンドリ命令
フォーマット、第２フォーマット又は第３フォーマットにより表現される。命令ストリー
ムは、Ｊ個の命令１１０Ａ～１１０Ｊを有する。本発明の一実施例では、プロセッサは、
複数の命令フォーマット（図１Ｂに示されるフォーマットを含む）をサポートし、図１Ａ
～１Ｂの双方の命令ストリームを実行可能である。
［例示的な汎用的ベクトルフレンドリ命令フォーマット－図２Ａ～Ｂ］
　図２Ａ～Ｂは、本発明の実施例による汎用的ベクトルフレンドリ命令フォーマット及び
それの命令テンプレートを示すブロック図である。図２Ａは、本発明の実施例による汎用
的ベクトルフレンドリ命令フォーマット及びそのクラスＡ命令テンプレートを示すブロッ
ク図であり、図２Ｂは、本発明の実施例による汎用的ベクトルフレンドリ命令フォーマッ
ト及びそのクラスＢ命令テンプレートを示すブロック図である。具体的には、クラスＡ及
びクラスＢ命令テンプレートとして定義される汎用的ベクトルフレンドリ命令フォーマッ
ト２００は、その双方が非メモリアクセス２０５の命令テンプレートとメモリアクセス２
２０の命令テンプレートとを含む。ベクトルフレンドリ命令フォーマットに関する汎用的
という用語は、何れか特定の命令セットに結び付けされていない命令フォーマットを参照
する。ベクトルフレンドリ命令フォーマットの命令がレジスタ（非メモリアクセス２０５
の命令テンプレート）又はレジスタ／メモリ（メモリアクセス２２０の命令テンプレート
）をソースとするベクトルに対して実行される実施例が説明される一方、本発明の他の実
施例はこれらの１つしかサポートしなくてもよい。また、ベクトル命令フォーマットによ
るロード及びストア命令がある本発明の実施例が説明される一方、他の実施例はさらに又
は代わりに、レジスタに及びレジスタからベクトルを移動する異なる命令フォーマットに
よる命令を有する（メモリからレジスタへ、レジスタからメモリへ、レジスタ間など）。
さらに、２つのクラスの命令テンプレートをサポートする本発明の実施例が説明される一
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方、他の実施例はこれらの１つのみ又は２より多くをサポートしてもよい。
【００１８】
　ベクトルフレンドリ命令フォーマットが、３２ビット（４バイト）又は６４ビット（８
バイト）データ要素幅（又はサイズ）を有する６４バイトベクトルオペランド長（又はサ
イズ）（及び６４バイトベクトルは１６ダブルワードサイズ要素又は８クワドワードサイ
ズ要素から構成される）、１６ビット（２バイト）又は８ビット（１バイト）データ要素
幅（又はサイズ）を有する６４バイトベクトルオペランド長（又はサイズ）、３２ビット
（４バイト）、６４ビット（８バイト）、１６ビット（２バイト）又は８ビット（１バイ
ト）データ要素幅（又はサイズ）を有する３２バイトベクトルオペランド長（又はサイズ
）、３２ビット（４バイト）、６４ビット（８バイト）、１６ビット（２バイト）又は８
ビット（１バイト）データ要素幅（又はサイズ）を有する１６バイトベクトルオペランド
長（又はサイズ）をサポートする一方、他の実施例は、より多く、より少なく又は異なる
データ要素幅（１２８ビット（１６バイト）データ要素幅など）を有するより多い、より
少ない及び／又は異なるベクトルオペランドサイズ（２５６バイトベクトルオペランドな
ど）をサポートしてもよい。
【００１９】
　図２ＡのクラスＡ命令テンプレートは、１）非メモリアクセス２０５の命令テンプレー
ト内には、非メモリアクセスフルラウンド制御タイプ処理２１０の命令テンプレートと、
非メモリアクセスデータ変換タイプ処理２１５の命令テンプレートとが示され、２）メモ
リアクセス２２０の命令テンプレート内には、メモリアクセス一時的２２５命令テンプレ
ートとメモリアクセス非一時的２３０命令テンプレートとが示される、ことを含む。図２
ＢのクラスＢ命令テンプレートは、１）非メモリアクセス２０５命令テンプレート内には
、非メモリアクセスライトマスク制御パーシャルラウンド制御タイプ処理２１２命令テン
プレートと、非メモリアクセスライトマスク制御ｖｓｉｚｅタイプ処理２１２命令テンプ
レートと、非メモリアクセスライトマスク制御ｖｓｉｚｅタイプ処理２１７命令テンプレ
ートとが示され、２）メモリアクセス２２０命令テンプレート内には、メモリアクセスラ
イトマスク制御２２７命令テンプレートが示される、ことを含む。
・フォーマット
　汎用的ベクトルフレンドリ命令フォーマット２００は、図２Ａ～Ｂに示される順序によ
り以下でリストされたフィールドを含む。
【００２０】
　フォーマットフィールド２４０－当該フィールドの特定の値（命令フォーマット識別子
の値）は、ベクトルフレンドリ命令フォーマットと、命令ストリームのベクトルフレンド
リ命令フォーマットの命令の発生とを一意的に特定する。従って、フォーマットフィール
ド２４０のコンテンツは、第１命令フォーマットの命令の発生と他の命令フォーマットの
命令の発生とを区別し、これにより、ベクトルフレンドリ命令フォーマットの他の命令フ
ォーマットを有する命令セットへの導入を可能にする。また、当該フィールドは、それが
汎用的ベクトルフレンドリ命令フォーマットしか有さない命令セットについて不要である
という点で任意的である。
【００２１】
　ベース処理フィールド２４２－それのコンテンツは、異なるベース処理を区別する。後
述されるように、ベース処理フィールド２４２は、オペコードフィールドを含み、及び／
又はその一部であってもよい。
【００２２】
　レジスタインデックスフィールド２４４－それのコンテンツは、直接的又はアドレス生
成を介し、レジスタ又はメモリにある場合、ソース及びデスティネーションオペランドの
位置を特定する。これらは、Ｐ×Ｑ（３２×５１２など）レジスタファイルからＮ個のレ
ジスタを選択するのに十分な個数のビットを含む。一実施例では、Ｎは３個までソースレ
ジスタと１つのデスティネーションレジスタとであってもよいが、他の実施例は、より多
く又はより少ないソース及びデスティネーションレジスタをサポートしてもよい（例えば
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、２つまでのソースをサポートしてもよく、これらのソースの１つがまたデスティネーシ
ョンとして機能し、３つまでのソースをサポートしてもよく、これらのソースの１つがま
たデスティネーションとして機能し、２つまでのソースと１つのデスティネーションをサ
ポートしてもよい）。一実施例では、Ｐ＝３２であるが、他の実施例は、より多くの又は
より少ないレジスタ（１６個など）をサポートしてもよい。一実施例では、Ｑ＝５１２ビ
ットであるが、他の実施例は、より多く又はより少ないビット（１２８、１０２４など）
をサポートしてもよい。
【００２３】
　モディファイアフィールド２４６－それのコンテンツは、メモリアクセスを指定する汎
用的ベクトル命令フォーマットの命令の発生と、それを指定しないものとを、すなわち、
非メモリアクセス２０５命令テンプレートとメモリアクセス２２０命令テンプレートとの
間を区別する。メモリアクセス処理はメモリ階層との間でリード及びライトを実行するが
（いくつかのケースでは、レジスタの値を用いたソース及び／又はデスティネーションア
ドレス）、非メモリアクセス処理はこれらを実行しない（例えば、ソース及びデスティネ
ーションはレジスタである）。一実施例では、当該フィールドはまたメモリアドレス計算
を実行するための３つの異なる方法を選択するが、他の実施例は、メモリアドレス計算を
実行するためのより多く、より少なく又は異なる方法をサポートしてもよい。
【００２４】
　拡張処理フィールド２５０－それのコンテンツは、ベース処理に加えて実行される各種
の異なる処理の何れかを区別する。当該フィールドは、コンテクストに特有のものである
。本発明の一実施例では、当該フィールドは、クラスフィールド２６８、アルファフィー
ルド２５２及びベータフィールド２５４に分割される。拡張処理フィールドは、共通する
処理グループが２、３又は４個の命令でなく単一の命令により実行されることを可能にす
る。拡張フィールド２５０を利用して要求される命令の個数を低減するいくつかの命令の
例（これらの名称は以降でより詳細に説明される）が後述される。
【００２５】
【表１】

ただし、［ｒａｘ］はアドレス生成用の利用されるベースポインタであり、｛｝はデータ
操作フィールドにより指定される変換処理を示す（以下でより詳細に説明される）
　スケールフィールド２６０－それのコンテンツは、メモリアドレス生成のためのインデ
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ックスフィールドのコンテンツのスケーリングを可能にする（例えば、２ｓｃａｌｅ＊ｉ
ｎｄｅｘ＋ｂａｓｅを利用するアドレス生成のためなど）。
【００２６】
　ディスプレースメントフィールド２６２Ａ－それのオンテンツは、メモリアドレス生成
の一部として利用される（例えば、２ｓｃａｌｅ＊ｉｎｄｅｘ＋ｂａｓｅ＋ｄｉｓｐｌａ
ｃｅｍｅｎｔを利用するアドレス生成のためなど）。
【００２７】
　ディスプレースメントファクタフィールド２６２Ｂ（ディスプレースメントファクタフ
ィールド２６２Ｂ上の直接的なディスプレースメントフィールド２６２Ａの並置は、一方
又は他方が利用されることを示すことに留意されたい）－それのコンテンツはアドレス生
成の一部として利用され、それはメモリアクセスのサイズ（Ｎ）によってスケーリングさ
れるべきディスプレースメントファクタを指定する－ただし、Ｎはメモリアドレスにおけ
るバイト数である（例えば、２ｓｃａｌｅ＊ｉｎｄｅｘ＋ｂａｓｅ＋ｓｃａｌｅｄ　ｄｉ
ｓｐｌａｃｅｍｅｎｔを利用したアドレス生成のためなど）。冗長な低オーダビットは無
視され、ディスプレースメントファクタフィールドのコンテンツが、有効アドレスを計算
するのに利用される最終的なディスプレースメントを生成するため、メモリオペランドの
トータルサイズ（Ｎ）と乗算される。Ｎの値は、後述されるフルオペコードフィールド２
７４（後述される）及びデータ操作フィールド２５４Ｃに基づきランタイム時にプロセッ
サハードウェアにより決定される。ディスプレースメントフィールド２６２Ａ及びディス
プレースメントファクタフィールド２６２Ｂは、それらが非メモリアクセス２０５命令テ
ンプレートのため利用されず、及び／又は異なる実施例がこれら２つの１つしか又は何れ
も実現しなくてもよいという意味で任意的である。
【００２８】
　データ要素幅フィールド２６４－それのコンテンツは、データ要素幅の何れの数が利用
されるべきか区別する（いくつかの実施例では、すべての命令について、他の実施例では
、命令の一部のみについて）。当該フィールドは、１つのデータ要素幅しかサポートされ
ていない場合、及び／又はオペコードのある態様を利用してデータ要素幅がサポートされ
る場合、それは不要であるという意味で任意的である。
【００２９】
　ライトマスクフィールド２７０－それのコンテンツは、データ要素位置単位で。デステ
ィネーションベクトルオペランドのデータ要素位置がベース処理及び拡張処理の結果を反
映するか制御する。クラスＡ命令テンプレートは、マージング－ライトマスキングをサポ
ートする一方、クラスＢ命令テンプレートは、マージング－ライトマスキングとゼロ化－
ライトマスキングとの双方をサポートする。マージングすると、ベクトルマスクは、デス
ティネーションの何れかの要素セットが（ベース処理及び拡張処理により指定される）何
れかの処理の実行中に更新からプロテクトされることを可能にし、他の実施例では、対応
するマスクビットが０を有するデスティネーションの各要素の古い値を保存する。他方、
ゼロ化のとき、ベクトルマスクは、デスティネーションの何れかの要素セットが（ベース
処理及び拡張処理により指定される）何れかの処理の実行中にゼロ化されることを可能に
し、一実施例では、デスティネーションの要素は、対応するマスクビットが０の値を有す
るとき、０に設定される。この機能のサブセットは、実行される処理のベクトル長を制御
する能力である（すなわち、要素のスパンが最初から最後まで変更される）。しかしなが
ら、変更される要素は連続的であることは必要でない。従って、ライトマスクフィールド
２７０は、ロード、ストア、算術的、論理的などを含むパーシャルベクトル処理を可能に
する。また、当該マスキングは、フォルト抑制に利用可能である（すなわち、フォルトを
生じさせる可能性のある／生じさせるであろう何れかの処理の結果の受信を防ぐためのデ
スティネーションのデータ要素位置をマスキングすることによって、－例えば、メモリの
ベクトルがページ境界をクロスし、第２ページでなく第１ページがページフォルトを生じ
させることを仮定すると、第１ページにあるベクトルのすべてのデータ要素がライトマス
クによりマスキングされる場合、ページフォルトは無視できる）。さらに、ライトマスク
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は、特定タイプの条件ステートメントを含む“ループのベクトル化”を可能にする。ライ
トマスクフィールド２７０のコンテンツが利用すべきライトマスクを含む複数のライトマ
スクレジスタの１つを選択する本発明の実施例が説明されるが（及びライトマスクフィー
ルド２７０のコンテンツは、実行されるマスキングを間接的に特定する）、他の実施例は
さらに又は代わりに、マスクライトフィールド２７０のコンテンツが実行されるマスキン
グを間接的に指定することを可能にする。さらに、１）レジスタリネーミングパイプライ
ン段階中、デスティネーションはもはやインプリシットなソースでないため、デスティネ
ーションオペランドがまたソースでない命令（非三項命令とも呼ぶ）に対して利用され（
処理結果でない何れかのデータ要素（何れかのマスクされたデータ要素）がゼロ化される
ため、現在のデスティネーションレジスタからのデータ要素はリネームされたデスティネ
ーションレジスタにコピーされる必要はなく、又は当該処理と共に搬送される必要もない
）、２）ライトバック段階中、ゼロが書き込まれているとき、ゼロ化はパフォーマンスの
向上を可能にする。
【００３０】
　即時（Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ）フィールド２７２－それのコンテンツは即時の指定を可能
にする。当該フィールドは、それが即時をサポートしない汎用的ベクトルフレンドリフォ
ーマットの実現形態に存在せず、即時を利用しない命令に存在しないという意味で任意的
である。
・命令テンプレートクラス選択
　クラスフィールド２６８－それのコンテンツは命令の異なるクラスを区別する。図２Ａ
～Ｂを参照して、当該フィールドのコンテンツはクラスＡ命令とクラスＢ命令との間で選
択する。図２Ａ～Ｂでは、丸められた四隅が、特定の値がフィールドにあることを示すの
に利用される（例えば、図２Ａ～Ｂにおけるクラスフィールド２６８のクラスＡ２６８Ａ
及びクラスＢ２６８Ｂなど）。
・クラスＡの非メモリアクセス命令テンプレート
　クラスＡの非メモリアクセス２０５命令テンプレートのケースでは、アルファフィール
ド２５２はＲＳフィールド２５２Ａとして解釈され、それのコンテンツは、異なる拡張処
理タイプの何れが実行されるべきか区別し（例えば、ラウンド２５２Ａ．１及び変換２５
２Ａ．２がそれぞれ非メモリアクセスラウンドタイプ処理２１０命令テンプレートと非メ
モリアクセスデータ変換タイプ処理２１５命令テンプレートとのそれぞれについて指定さ
れる）、ベータフィールド２５４は、指定されたタイプの処理の何れが実行されるべきか
区別する。図２において、丸められたコーナーブロックは、指定された値が存在すること
を示すのに利用される（例えば、モディファイアフィールド２４６の非メモリアクセス２
４６Ａ、アルファフィールド２５２／ｒｓフィールド２５２Ａのラウンド２５２Ａ．１及
びデータ変換２５２Ａ．２など）。非メモリアクセス２０５命令テンプレートでは、スケ
ールフィールド２６０、ディスプレースメントフィールド２６２Ａ及びディスプレースメ
ントスケールフィールド２６２Ｂは存在しない。
・非メモリアクセス命令テンプレート－フルラウンド制御タイプ処理
　非メモリアクセスフルラウンド制御タイプ処理２１０命令テンプレートでは、ベータフ
ィールド２５４はラウンド制御フィールド２５４Ａとして解釈され、それのコンテンツは
スタティックなラウンド化を提供する。本発明の説明される実施例では、ラウンド制御フ
ィールド２５４Ａは、ＳＡＥ（Ｓｕｐｐｒｅｓｓ　Ａｌｌ　ｆｌｏａｔｉｎｇ　ｐｏｉｎ
ｔ　Ｅｘｃｅｐｔｉｏｎｓ）フィールド２５６及びラウンド処理制御フィールド２５８を
含むが、他の実施例は、これらのコンセプトを同一のフィールドに符号化することをサポ
ートか、又はこれらのコンセプト／フィールドの一方又は他方のみを有することをサポー
トしてもよい（例えば、ラウンド処理制御フィールド２５８のみを有してもよい）。
【００３１】
　ＳＡＥフィールド２５６－それのコンテンツは、例外イベント報告を不可にするか否か
区別する。抑制が有効化されていることをＳＡＥフィールド２５６のコンテンツが示すと
き、所与の命令は何れのタイプの浮動小数点例外フラグを報告せず、浮動小数点例外ハン
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ドラを起動しない。
【００３２】
　ラウンド処理制御フィールド２５８－それのコンテンツは、ラウンド処理のグループの
何れが実行されるか区別する（Ｒｏｕｎｄ－ｕｐ、Ｒｏｕｎｄ－ｄｏｗｎ、Ｒｏｕｎｄ－
ｔｏｗａｒｄ－ｚｅｒｏ、Ｒｏｕｎｄ－ｔｏ－ｎｅａｒｅｓｔなど）。従って、ラウンド
処理制御フィールド２５８は、命令単位でラウンド化モードの変更を可能にし、これが要
求されるときに特に有用である。プロセッサがラウンド化モードを指定するための制御レ
ジスタを有する本発明の一実施例では、ラウンド処理制御フィールド２５０のコンテンツ
は、当該レジスタ値を上書きする（当該制御レジスタに対して保存－変更―復元を実行す
る必要なくラウンド化モードを選択可能であることが効果的である）。
・非メモリアクセス命令テンプレート－データ変換タイプ処理
　非メモリアクセスデータ変換タイプ処理２１５命令テンプレートでは、ベータフィール
ド２５４はデータ変換フィールド２５４Ｂとして解釈され、それのコンテンツは、複数の
データ変換の何れが実行されるべきか区別する（例えば、非データ変換、スウィズル（ｓ
ｗｉｚｚｌｅ）、ブロードキャストなど）。
・クラスＡのメモリアクセス命令テンプレート
　クラスＡのメモリアクセス２２０命令テンプレートのケースでは、アルファフィールド
２５２はイビクトヒントフィールド２５２Ｂとして解釈され、それのコンテンツは、イビ
クトヒントの何れが利用されるべきか区別し（図２Ａでは、一時的２５２Ｂ．１及び非一
時的２５２Ｂ．２がそれぞれ、メモリアクセス一時的２２５命令テンプレートとメモリア
クセス非一時的２３０命令テンプレートとについて指定される）、ベータフィールド２５
４がデータ操作フィールド２５４Ｃとして解釈され、それのコンテンツは、複数のデータ
操作処理（プリミティブとして知られる）の何れが実行されるべきか区別する（例えば、
非操作、ブロードキャスト、ソースのアップ変換及びデスティネーションのダウン変換な
ど）。メモリアクセス２２０命令テンプレートは、スケールフィールド２６０と、任意的
にはディスプレースメントフィールド２６２Ａ又はディスプレースメントスケールフィー
ルド２６２Ｂとを含む。
【００３３】
　ベクトルメモリ命令は、変換サポートによるメモリからのベクトルロードとメモリへの
ベクトルストアとを実行する。通常のベクトル命令について、ベクトルメモリ命令はデー
タ要素毎にメモリとの間でデータを転送し、実際の転送される要素は、ライトマスクとし
て選択されたベクトルマスクのコンテンツにより指示される。図２Ａにおいて、丸められ
た四隅は、特定の値がフィールドに存在することを示すのに利用される（例えば、モディ
ファイアフィールド２４６のメモリアクセス２４６Ｂ、アルファフィールド２５２／イビ
クトヒントフィールド２５２Ｂの一時的２５２Ｂ．１及び非一時的２５２Ｂ．２など）。
・メモリアクセス命令テンプレート－一時的
　一時的データは、キャッシュ処理から利益を享受するのに十分すぐに再利用される可能
性のあるデータである。すなわち、しかしながら、ヒント及び異なるプロセッサは、ヒン
トを完全に無視することを含む異なる方法によりそれを実現してもよい。
・メモリアクセス命令テンプレート－非一時的
　非一時的データは、第１レベルキャッシュへのキャッシュ処理から利益を享受するのに
十分すぐに再利用される可能性のあるデータであり、イビクションについてプライオリテ
ィが与えられるべきである。すなわち、しかしながら、ヒント及び異なるプロセッサは、
ヒントを完全に無視することを含む異なる方法によりそれを実現してもよい。
・クラスＢの命令テンプレート
　クラスＢの命令テンプレートのケースでは、アルファフィールド２５２はライトマスク
制御（Ｚ）フィールド２５２Ｃとして解釈され、それのコンテンツは、ライトマスクフィ
ールド２７０により制御されるライトマスキングがマージング又はゼロ化であるべきであ
るか区別する。
・クラスＢの非メモリアクセス命令テンプレート
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　クラスＢの非メモリアクセス２０５命令テンプレートのケースでは、ベータフィールド
２５４の一部はＲＬフィールド２５７Ａとして解釈され、それのコンテンツは、異なる拡
張処理タイプの何れが実行されるべきか区別し（例えば、ラウンド２５７Ａ．１及びベク
トル長（ＶＳＩＺＥ）２５７Ａ．２はそれぞれ、非メモリアクセスライトマスク制御パー
シャルラウンド制御タイプ処理２１２命令テンプレートと、非メモリアクセスライトマス
ク制御ＶＳＩＺＥタイプ処理２１７命令テンプレートとについて指定される）、ベータフ
ィールド２５４の残りは、指定されたタイプの処理の何れが実行されるべきか区別する。
図２において、丸められたコーナーブロックは、特定の値が存在することを示すのに利用
される（例えば、モディファイアフィールド２４６の非メモリアクセス２４６Ａ、ＲＬフ
ィールド２５７Ａのラウンド２５７Ａ．１及びＶＳＩＺＥ２５７Ａ．２など）。非メモリ
アクセス２０５命令テンプレートでは、スケールフィールド２６０、ディスプレースメン
トフィールド２６２Ａ及びディスプレースメントスケールフィールド２６２Ｂはない。
・非メモリアクセス命令テンプレート－ライトマスク制御パーシャルラウンド制御タイプ
処理
　非メモリアクセスライトマスク制御パーシャルラウンド制御タイプ処理２１０命令テン
プレートでは、ベータフィールド２５４の残りはラウンド処理フィールド２５９Ａとして
解釈され、例外イベント報告は不可とされる（所与の命令は何れのタイプの浮動小数点例
外フラグを報告せず、浮動小数点例外ハンドラを起動しない）。
【００３４】
　ラウンド処理制御フィールド２５９Ａ－ラウンド処理制御フィールド２５８と同様に、
それのコンテンツはラウンド又は丸め処理のグループの何れが実行されるべきか区別する
（例えば、Ｒｏｕｎｄ－ｕｐ、Ｒｏｕｎｄ－ｄｏｗｎ、Ｒｏｕｎｄ－ｔｏｗａｒｄ－ｚｅ
ｒｏ及びＲｏｕｎｄ－ｔｏ－ｎｅａｒｅｓｔなど）。従って、ラウンド処理制御フィール
ド２５９Ａは、命令単位でラウンド化モードの変更を可能にし、これが要求されるときに
特に有用である。プロセッサがラウンド化モードを指定するため制御レジスタを有する本
発明の一実施例では、ラウンド処理制御フィールド２５０のコンテンツは、レジスタ値を
無効にする。（制御レジスタに対して保存・変更・復元を実行する必要なくラウンド化モ
ードを選択できることが効果的である。）
・非メモリアクセス命令テンプレート－ライトマスク制御ＶＳＩＺＥタイプ処理
　非メモリアクセスライトマスク制御ＶＳＩＺＥタイプ処理２１７命令テンプレートでは
、ベータフィールド２５４の残りはベクトル長フィールド２５９Ｂとして解釈され、それ
のコンテンツは実行対象の複数のデータベクトル長が何れであるか区別する（例えば、１
２８、２５６又は５１２バイトなど）。
・クラスＢのメモリアクセス命令テンプレート
　クラスＡのメモリアクセス２２０命令テンプレートのケースでは、ベータフィールド２
５４の一部はブロードキャストフィールド２５７Ｂとして解釈され、それのコンテンツは
ブロードキャストタイプデータ操作処理が実行されるべきか区別し、ベータフィールド２
５４の残りはベクトル長フィールド２５９Ｂとして解釈される。メモリアクセス２２０命
令テンプレートは、スケールフィールド２６０と、任意的にはディスプレースメントフィ
ールド２６２Ａ又はディスプレースメントスケールフィールド２６２Ｂとを有する。
［フィールドに関する追加コメント］
　汎用的ベクトルフレンドリ命令フォーマット２００に関して、フォーマットフィールド
２４０、ベース処理フィールド２４２及びデータ要素幅フィールド２６４を含むフルオペ
コードフィールド２７４が示される。フルオペコードフィールド２７４がこれらのフィー
ルドのすべてを含む一実施例が示されるが、フルオペコードフィールド２７４は、それら
のすべてを必ずしもサポートしない実施例においては、これらのフィールドのすべてより
少なくしか有さない。フルオペコードフィールド２７４は、処理コードを提供する。
【００３５】
　拡張処理フィールド２５０、データ要素幅フィールド２６４及びライトマスクフィール
ド２７０は、これらの特徴が汎用的ベクトルフレンドリ命令フォーマットによる命令単位
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で指定されることを可能にする。
【００３６】
　ライトマスクフィールドとデータ要素幅フィールドとの組み合わせは、異なるデータ要
素幅に基づきマスクが適用されることを可能にするという点で、タイプ化された命令を生
成する。
【００３７】
　命令フォーマットは、他のフィールドのコンテンツに基づき異なる目的のため異なるフ
ィールドを再利用するため、相対的に少数のビットしか必要としない。例えば、１つの観
点は、モディファイアフィールドのコンテンツは図２Ａ～Ｂの非メモリアクセス２０５命
令テンプレートとメモリアクセス２２５０命令テンプレートとの間で選択する一方、クラ
スフィールド２６８のコンテンツは、これらの非メモリアクセス２０５命令テンプレート
内で図２Ａの命令テンプレート２１０／２１５と図２Ｂの２１２／２１７との間で選択し
、クラスフィールド２６８のコンテンツは、これらのメモリアクセス２２０命令テンプレ
ート内で図２Ａの命令テンプレート２２５／２３０と図２Ｂの２２７との間で選択する。
他の観点から、クラスフィールド２６８のコンテンツは、図２Ａ及び２ＢのクラスＡとク
ラスＢとの命令テンプレートの間で選択し、モディファイアフィールドのコンテンツは、
これらのクラスＡ命令テンプレート内で図２Ａの命令テンプレート２０５と２２０との間
で選択し、モディファイアフィールドのコンテンツは、これらのクラスＢ命令テンプレー
ト内で図２Ｂの命令テンプレート２０５と２２０との間で選択する。クラスＡ命令テンプ
レートを示すクラスフィールドのコンテンツのケースでは、モディファイアフィールド２
４６のコンテンツは、アルファフィールド２５２の解釈を選択する（ｒｓフィールド２５
２ＡとＥＨフィールド２５２Ｂとの間で）。関連する方法では、モディファイアフィール
ド２４６とクラスフィールド２６８とのコンテンツは、アルファフィールドがｒｓフィー
ルド２５２Ａ、ＥＨフィールド２５２Ｂ又はライトマスク制御（Ｚ）フィールド２５２Ｃ
として解釈されるか選択した。クラスＡ非メモリアクセス処理を示すクラス及びモディフ
ァイアフィールドのケースでは、拡張フィールドのベータフィールドの解釈は、ｒｓフィ
ールドのコンテンツに基づき変化し、クラスＢ非メモリアクセス処理を示すクラス及びモ
ディファイアフィールドのケースでは、ベータフィールドの解釈はＲＬフィールドのコン
テンツに依存する。クラスＡメモリアクセス処理を示すクラス及びモディファイアフィー
ルドのケースでは、拡張フィールドのベータフィールドの解釈はベース処理フィールドの
コンテンツに基づき変化し、クラスＢメモリアクセス処理を示すクラス及びモディファイ
アフィールドのケースでは、拡張フィールドのベータフィールドのブロードキャストフィ
ールド２５７Ｂの解釈は、ベース処理フィールドのコンテンツに基づき変化する。従って
、ベース処理フィールド、モディファイアフィールド及び拡張処理フィールドの組み合わ
せは、より広範な拡張処理が指定されることを可能にする。
【００３８】
　クラスＡ及びクラスＢ内に検出される各種命令テンプレートは、異なる状況において有
用である。クラスＢは、ゼロ化・ライトマスキング又はより小さなベクトル長がパフォー
マンスの理由により所望されるときに有用である。例えば、ゼロ化は、デスティネーショ
ンと人工的にマージする必要がもはやなくなるため、リネーム処理が利用されるときの偽
の従属性を回避することを可能にし、他の例として、ベクトル長制御は、ベクトルマスク
によってより短いベクトルサイズをエミュレートするとき、ストア・ロード転送問題を容
易にする。クラスＡは、１）ラウンド化モード制御を同時に使用しながら浮動小数点例外
を可能にし（すなわち、ＳＡＥフィールドのコンテンツがｎｏを示すとき）、２）アップ
変換、スウィズル、スワップ及び／又はダウン変換を利用可能であり、３）グラフィック
スデータタイプに対して実行されることが所望されるときに有用である。例えば、アップ
変換、スウィズル、スワップ、ダウン変換及びグラフィックデータタイプは、異なるフォ
ーマットによりソースと動作するときに要求される命令数を低減し、他の例として、例外
を可能にすることは、指示されたラウンド化モードとの完全なＩＥＥＥ準拠性を提供する
。また、本発明のいくつかの実施例では、異なるプロセッサ又はプロセッサ内の異なるコ
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アは、クラスＡのみ、クラスＢのみ又は双方のクラスをサポートしてもよい。例えば、汎
用的な計算に対して意図されたハイパフォーマンス汎用的アウト・オブ・オーダコアはク
ラスＢのみをサポートし、グラフィック及び／又は科学的（スループット）計算に対して
主として意図されたコアは、クラスＡのみをサポートし、双方に対して意図されたコアは
双方をサポートしてもよい（もちろん、双方のクラスカラのテンプレートと命令とのある
混合を有するが、双方のクラスカラのすべてのテンプレートと命令とを必ずしも有さない
コアは、本発明の範囲内である）。また、単一のプロセッサが複数のコアを有してもよく
、そのすべてが同一のクラスをサポートするか、又は異なるコアが異なるクラスをサポー
トしてもよい。例えば、別個のグラフィックコア及び汎用コアを備えたプロセッサにおい
て、グラフィック及び／又は科学的計算に対して主として意図されたグラフィックコアの
１つはクラスＡしかサポートせず、汎用コアの１以上は、クラスＢのみをサポートする汎
用計算に対して意図されたアウト・オブ・オーダ例外及びレジスタリネーム処理を備えた
ハイパフォーマンス汎用コアであってもよい。別個のグラフィックコアを有しない他のプ
ロセッサは、クラスＡとクラスＢとの双方をサポートする１以上の汎用的なイン・オーダ
又はアウト・オブ・オーダコアを有してもよい。もちろん、１つのクラスカラの特徴はま
た、本発明の異なる実施例では他のクラスにおいて実現されてもよい。ハイレベル言語に
より記述されたプログラムは、１）実行用のターゲットプロセッサによりサポートされる
クラスの命令のみを有するフォーム、又は２）すべてのクラスの命令の異なる組み合わせ
を利用して記述された他のルーチンを有し、現在コードを実行中のプロセッサによりサポ
ートされる命令に基づき実行すべきルーチンを選択する制御フローコードを有するフォー
ムを含む各種実行可能なフォームに配置される（例えば、ジャストインタイムでコンパイ
ルされるか、又は静的にコンパイルされるなど）。
・例示的な特定のベクトルフレンドリ命令フォーマット－図３Ａ～Ｄ
　図３Ａは、本発明の実施例による例示的な特定のベクトルフレンドリ命令フォーマット
を示すブロック図である。図３Ａは、それがフィールドの位置、サイズ、解釈及び順序と
共に、フィールドの一部の値を指定するという点で特有の特定のベクトルフレンドリ命令
フォーマット３００を示す。特定のベクトルフレンドリ命令フォーマット３００は、ｘ８
６命令セットを拡張するのに利用され、フィールドの一部は既存のｘ８６命令セット及び
その拡張（ＡＶＸなど）に利用されるものと類似又は同一である。このフォーマットは、
拡張を有する既存のｘ８６命令セットのプリフィックス符号化フィールド、リアルオペコ
ードバイトフィールド、ＭＯＤ　Ｒ／Ｍフィールド、ＳＩＢフィールド、ディスプレース
メントフィールド及び即値フィールドと整合される。図３Ａからのフィールドがマップす
る図２からのフィールドが示される。
【００３９】
　本発明の実施例が例示的に汎用的ベクトルフレンドリ命令フォーマット２００に関して
特定のベクトルフレンドリ命令フォーマット３００を参照して説明されるが、本発明は、
請求される場合を除き、当該特定のベクトルフレンドリ命令フォーマット３００に限定さ
れるものでない。例えば、汎用的ベクトルフレンドリ命令フォーマット２００は、各種フ
ィールドについて可能な様々なサイズを想定する一方、特定のベクトルフレンドリ命令フ
ォーマット３００は、特定サイズのフィールドを有するとして示される。具体例として、
データ要素幅フィールド２６４が特定のベクトルフレンドリ命令フォーマット３００にお
ける１ビットのフィールドとして示される一方、本発明はこれに限定されるものでない（
すなわち、汎用的ベクトルフレンドリ命令フォーマット２００は、データ要素幅フィール
ド２６４の他のサイズを想定する）。
・フォーマット－図３
　汎用的ベクトルフレンドリ命令フォーマット２００は、図３Ａに示される順序により後
述される以下のフィールドを含む。
【００４０】
　ＥＶＥＸプリフィックス（バイト０～３）
　ＥＶＥＸプリフィックス３０２は４バイト形式に符号化される。
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【００４１】
　フォーマットフィールド２４０（ＥＶＥＸバイト０，ビット［７：０］）－第１バイト
（ＥＶＥＸバイト０）はフォーマットフィールド２４０であり、それは０×６２を含む（
本発明の一実施例ではベクトルフレンドリ命令フォーマットを区別するのに利用される一
意的な値）。
【００４２】
　第２～４バイト（ＥＶＥＸバイト１－３）は、特定の能力を提供する複数のビットフィ
ールドを含む。
【００４３】
　ＲＥＸフィールド３０５（ＥＶＥＸバイト１、ビット［７－５］）は、ＥＶＥＸ．Ｒビ
ットフィールド（ＥＶＥＸバイト１、ビット［７］－Ｒ）、ＥＶＥＸ．Ｘビットフィール
ド（ＥＶＥＸバイト１、ビット［６］－Ｘ）及び２５７ＢＥＸバイト１、ビット［５］―
Ｂ）から構成される。ＥＶＥＸ．Ｒ、ＥＶＥＸ．Ｘ及びＥＶＥＸ．Ｂビットフィールドは
、対応するＶＥＸビットと同じ機能を提供し、１の補完形式を利用して符号化され、すな
わち、ＺＭＭ０は１１１１Ｂと符号化され、ＺＭＭ１５は００００Ｂと符号化される。命
令の他のフィールドは、Ｒｒｒｒ、Ｘｘｘｘ及びＢｂｂｂがＥＶＥＸ．Ｒ、ＥＶＥＸ．Ｘ
及びＥＶＥＸ．Ｂを加えることによって形成されるように、当該分野で知られるようにレ
ジスタインデックスの下位の３ビットを符号化する（ｒｒｒ、ｘｘｘ及びｂｂｂ）。
【００４４】
　ＲＥＸ’フィールド３１０－これはＲＥＸ’フィールド３１０の最初の部分であり、拡
張された３２レジスタセットの上位１６又は下位１６を符号化するのに利用されるＥＶＥ
Ｘ．Ｒ’ビットフィールド（ＥＶＥＸバイト１、ビット［４］－Ｒ’）である。本発明の
一実施例では、当該ビットは、後述されるような他のビットと共に、ＢＯＵＮＤ命令と区
別するためビット反転フォーマットにより格納され（周知のｘ８６の３２ビットモードに
よる）、そのリアルオペコードバイトは６２であるが、ＭＯＤフィールドの１１の値をＭ
ＯＤ　Ｒ／Ｍフィールド（後述される）を受け付けない。本発明の他の実施例は、当該ビ
ット及び他の指摘されたビットを反転形式により格納しない。１の値は下位の１６レジス
タを符号化するのに利用される。すなわち、Ｒ’Ｒｒｒｒは、ＥＶＥＸ．Ｒ’、ＥＶＥＸ
．Ｒ及び他のＲＲＲと他のフィールドとを合成することによって形成される。
【００４５】
　オペコードマップフィールド３１５（ＥＶＥＸバイト１、ビット［３：０］－ｍｍｍｍ
）－それのコンテンツは、暗示されたリーディングオペコードバイト（０Ｆ、０Ｆ３８又
は０Ｆ３Ａ）を符号化する。
【００４６】
　データ要素幅フィールド２６４（ＥＶＥＸバイト２、ビット［７］－Ｗ）は、ＥＶＥＸ
．Ｗという記号により表現される。ＥＶＥＸ．Ｗは、データタイプの粒度（サイズ）を規
定するのに利用される（３２ビットデータ要素又は６４ビットデータ要素）。
【００４７】
　ＥＶＥＸ．ｖｖｖｖ３２０（ＥＶＥＸバイト２、ビット［６：３］－ｖｖｖｖ）－ＥＶ
ＥＸ．ｖｖｖｖの役割は、１）ＥＶＥＸ．ｖｖｖｖは、反転（１の補完）形式により指定
された第１ソースレジスタオペランドを符号化し、２以上のソースオペランドを有する命
令について有効であり、２）ＥＶＥＸ．ｖｖｖｖは、特定のベクトルシフトについて１の
補完形式により指定されたデスティネーションレジスタオペランドを符号化し、又は３）
ＥＶＥＸ．ｖｖｖｖは、オペランドを符号化せず、当該フィールドはリザーブされ、１１
１１ｂを含むべくであることを含むものであってもよい。従って、ＥＶＥＸ．ｖｖｖｖフ
ィールド３２０は、反転（１の補完）形式により格納されている第１ソースレジスタ指定
子の４つの下位ビットを符号化する。命令に依存して、さらなる異なるＥＶＥＸビットフ
ィールドが、指定子のサイズを３２レジスタに拡張するのに利用される。
【００４８】
　ＥＶＥＸ．Ｕ２６８クラスフィールド（ＥＶＥＸバイト２、ビット［２］－Ｕ）－ＥＶ
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ＥＸ．Ｕ＝０である場合、それはクラスＡ又はＥＶＥＸ．Ｕ０を示し、ＥＶＥＸ．Ｕ＝１
である場合、それはクラスＢ又はＥＶＥＸ．Ｕ１を示す。
【００４９】
　プリフィックス符号化フィールド３２５（ＥＶＥＸバイト２、ビット［１：０］－ｐｐ
）は、ベース処理フィールドについて追加的なビットを提供する。ＥＶＥＸプリフィック
スフォーマットによる従来のＳＳＥ命令のサポートを提供するのに加えて、これはまたＳ
ＩＭＤプリフィックスをコンパクト化する効果を有する（ＳＩＭＤプリフィックスを表現
するためバイトを要求するのでなく、ＥＶＥＸプリフィックスは２ビットしか要求しない
）。一実施例では、従来のフォーマットとＥＶＥＸプリフィックスフォーマットとの双方
によるＳＩＭＤプリフィックス（６６Ｈ、Ｆ２Ｈ、Ｆ３Ｈ）を利用する従来のＳＳＥ命令
をサポートするため、これらの従来のＳＩＭＤプリフィックスはＳＩＭＤプリフィックス
符号化フィールドに符号化され、デコーダのＰＬＡに提供される前にランタイム時に従来
のＳＩＭＤプリフィックスに拡張される（従って、ＰＬＡは変更なくこれらの従来の命令
の従来のフォーマットとＥＶＥＸフォーマットとの双方を実行可能である）。より新たな
命令はオペコードの拡張としてＥＶＥＸプリフィックス符号化フィールドのコンテンツを
直接利用可能であるが、特定の実施例は整合性のため同様の方法により拡張するが、これ
ら従来のＳＩＭＤプリフィックスにより異なる意味が指定されることを可能にする。他の
実施例は、２ビットのＳＩＭＤプリフィックス符号化をサポートするようＰＬＡを再設計
してもよいが、当該拡張を要求しない。
【００５０】
　アルファフィールド２５２（ＥＶＥＸバイト３、ビット［７］－ＥＨ、ＥＶＥＸ．ＥＨ
、ＥＶＥＸ．ｒｓ、ＥＶＥＸ．ＲＬ、ＥＶＥＸライトマスク制御及びＥＶＥＸ．Ｎとして
も知られ、αにより示される）－上述されるように、当該フィールドはコンテクストに固
有のものである。以降において追加的な説明が与えられる。
【００５１】
　ベータフィールド２５４（ＥＶＥＸバイト３、ビット［６：４］－ＳＳＳ、ＥＶＥＸ．
ｓ２－０、ＥＶＥＸ．ｒ２－０、ＥＶＥＸ．ｒｒ１、ＥＶＥＸ．ＬＬ０、ＥＶＥＸ．ＬＬ
Ｂとしても知られ、βββにより示される）－上述されるように、当該フィールドはコン
テクストに固有のものである。以降において追加的な説明が与えられる。
【００５２】
　ＲＥＸ’フィールド３１０－これは、ＲＥＸ’フィールドの残りであり、拡張された３
２レジスタセットの上位１６又は下位１６を符号化するのに利用可能なＥＶＥＸ．Ｖ’ビ
ットフィールド（ＥＶＥＸバイト３、ビット［３］－Ｖ’）である。当該ビットは、ビッ
ト反転形式により格納される。１の値が、下位１６レジスタを符号化するのに利用される
。すなわち、Ｖ’ＶＶＶＶが、ＥＶＥＸ．Ｖ’、ＥＶＥＸ．ｖｖｖｖを合成することによ
って構成される。
【００５３】
　ライトマスクフィールド２７０（ＥＶＥＸバイト３、ビット［２：０］－ｋｋｋ）－そ
れのコンテンツは、上述されたようなライトマスクレジスタにおいてレジスタのインデッ
クスを指定する。本発明の一実施例では、特定の値ＥＶＥＸ．ｋｋｋ＝０００は、特定の
命令に対してライトマスクが利用されないことを意味する特別な動作を有する（これは、
マスキングハードウェアをバイパスするハードウェア又はすべて１に配線化されたライト
マスクの利用を含む各種方法により実現されてもよい）。
・リアルオペコードフィールド３３０（バイト４）
　これはまた、オペコードバイトとして知られる。オペコードの一部は当該フィールドに
おいて指定される。
・ＭＯＤ　Ｒ／Ｍフィールド３４０（バイト５）
　モディファイアフィールド２４６（ＭＯＤＲ／Ｍ．ＭＯＤ、ビット［７－６］－ＭＯＤ
フィールド３４２）－上述されるように、ＭＯＤフィールド３４２のコンテンツは、メモ
リアクセス処理と非メモリアクセス処理とを区別する。当該フィールドは、さらに後述さ
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れる。
【００５４】
　ＭＯＤＲ／Ｍ．ｒｅｇフィールド３４４、ビット［５－３］－ＭｏｄＲ／Ｍ．ｒｅｇフ
ィールドの役割は、２つの状況に要約できる。ＭｏｄＲ／Ｍ．ｒｅｇは、デスティネーシ
ョンレジスタオペランド又はソースレジスタオペランドを符号化するか、又はＭｏｄＲ／
Ｍ．ｒｅｇは、オペコードの拡張として扱われ、命令オペランドを符号化するのに利用さ
れない。
【００５５】
　ＭＯＤＲ／Ｍ．ｒ／ｍフィールド３４６，ビット［２－０］－ＭｏｄＲ／Ｍ．ｒ／ｍフ
ィールドの役割は、ＭｏｄＲ／Ｍ．ｒ／ｍがメモリアドレスを参照する命令オペランドを
符号化するか、又はＭｏｄＲ／Ｍ．ｒ／ｍは、デスティネーションレジスタオペランド又
はソースレジスタオペランドを符号化する。
・スケール、インデックス、ベース（ＳＩＢ）バイト（バイト６）
　スケールフィールド２６０（ＳＩＢ．ＳＳ、ｂｉｔ６と［７－６］）－上述されるよう
に、スケールフィールド２６０のコンテンツは、メモリアドレス生成に利用される。当該
フィールドは、さらに後述される。
【００５６】
　ＳＩＢ．ｘｘｘ３５４（ビット［５－３］及びＳＩＢ．ｂｂｂ３５６（ビット［２－０
］）－これらのフィールドのコンテンツは、レジスタインデックスＸｘｘｘ及びＢｂｂｂ
に関して上述された。
【００５７】
　ディスプレースメントバイト（バイト７又はバイト７～１０）
　ディスプレースメントフィールド２６２Ａ（バイト７－１０）－ＭＯＤフィールド３４
２が１０を有するとき、バイト７－１０はディスプレースメントフィールド２２Ａであり
、それは従来の３２ビットディスプレースメントと同様に機能し（ｄｉｓｐ３２）、バイ
ト粒度により機能する。
【００５８】
　ディスプレースメントファクタフィールド２６２Ｂ（バイト７）－ＭＯＤフィールド３
４２が０１を有するとき、バイト７はディスプレースメントファクタフィールド２６２Ｂ
である。当該フィールドの位置は、バイト粒度で機能する従来のｘ８６命令セットの８ビ
ットディスプレースメントと同じである。ｄｉｓｐ８は符号拡張されているため、それは
－１２８～１２７バイトオフセットの間のみをアドレス指定でき、６４バイトキャッシュ
ラインに関して、ｄｉｓｐ８は、－１２８、－６４、０及び６４の実際に有用な４つの値
のみに設定可能な８ビットを利用する。より大きなレンジがしばしば必要とされるため、
ｄｉｓｐ３２が利用されるが、ｄｉｓｐ３２は４バイトしか必要としない。ｄｉｓｐ８及
びｄｉｓｐ３２と対照的に、ディスプレースメントファクタフィールド２６２Ｂは、ｄｉ
ｓｐ８の再解釈であり、ディスプレースメントファクタフィールド２６２Ｂを利用すると
き、実際のディスプレースメントは、メモリオペランドアクセスのサイズ（Ｎ）と乗算さ
れるディスプレースメントファクタフィールドのコンテンツにより決定される。このタイ
プのディスプレースメントは、ｄｉｓｐ８＊Ｎとして参照される。これは、平均的な命令
長を減少させる（はるかに大きなレンジによりディスプレースメントのため利用される単
一のバイト）。このような圧縮されたディスプレースメントは、有効なディスプレースメ
ントがメモリアクセスの粒度の乗数であるという仮定に基づくものであり、アドレスオフ
セットの冗長な下位ビットは符号化される必要はない。すなわち、ディスプレースメント
ファクタフィールド２６２Ｂは、従来のｘ８６命令セットの８ビットディスプレースメン
トを置換する。従って、ディスプレースメントファクタフィールド２６２Ｂは、ｄｉｓｐ
８がｄｉｓｐ８＊Ｎにオーバロードされるという例外のみによって、ｘ８６命令セットの
８ビットディスプレースメントと同様に符号化される（ＭｏｄＲＭ／ＳＩＢ符号化ルール
の変更はない）。すなわち、符号化ルール又は符号化長の変更はないが、ハードウェアに
よるディスプレースメント値の解釈のみの変更となる（バイト単位のアドレスオフセット
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を取得するため、メモリオペランドのサイズによりディスプレースメントをスケーリング
することを必要とする）。
【００５９】
　即値（Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ）
　即値フィールド２７２は上述されたように機能する。
【００６０】
　フルオペコードフィールド－図３Ｂ
　図３Ｂは、本発明の一実施例によるフルオペコードフィールド２７４を構成する特定の
ベクトルフレンドリ命令フォーマット３００のフィールドを示すブロック図である。具体
的には、フルオペコードフィールド２７４は、フォーマットフィールド２４０、ベース処
理フィールド２４２及びデータ要素幅（Ｗ）フィールド２６４を有する。ベース処理フィ
ールド２４２は、プリフィックス符号化フィールド３２５、オペコードマップフィールド
３１５及びリアルオペコードフィールド３３０を有する。
【００６１】
　レジスタインデックスフィールド－図３Ｃ
　図３Ｃは、本発明の一実施例によるレジスタインデックスフィールド２４４を構成する
特定のベクトルフレンドリ命令フォーマット３００のフィールドを示すブロック図である
。具体的には、レジスタインデックスフィールド２４４は、ＲＥＸフィールド３０５、Ｒ
ＥＸ’フィールド３１０、ＭＯＤＲ／Ｍ．ｒｅｇフィールド３４４、ＭＯＤＲ／Ｍ．ｒ／
ｍフィールド３４６、ＶＶＶＶフィールド３２０、ｘｘｘフィールド３５４及びｂｂｂフ
ィールド３５６を有する。
【００６２】
　拡張処理フィールド－図３Ｄ
　図３Ｄは、本発明の一実施例による拡張処理フィールド２５０を構成する特定のベクト
ルフレンドリ命令フォーマット３００のフィールドを示すブロック図である。クラス（Ｕ
）フィールド２６８が０を有するとき、それはＥＶＥＸ．Ｕ０（クラスＡ２６８Ａ）を示
し、それは１を有するとき、それはＥＶＥＸ．Ｕ１（クラスＢ２６８Ｂ）を示す。Ｕ＝０
及びＭＯＤフィールド３４２が１１を有するとき（非メモリアクセス処理を示す）、アル
ファフィールド２５２（ＥＶＥＸバイト３、ビット［７］―ＥＨ）はｒｓフィールド２５
２Ａとして解釈される。ｒｓフィールド２５２Ａが１を有するとき（ラウンド２５２Ａ．
１）、ベータフィールド２５４（ＥＶＥＸバイト３、ビット［６：４］－ＳＳＳ）はラウ
ンド制御フィールド２５４Ａとして解釈される。ラウンド制御フィールド２５４Ａは、１
ビットのＳＡＥフィールド２５６と２ビットのラウンド処理フィールド２５８とを有する
。ｒｓフィールド２５２Ａが０を有するとき（データ変換２５２Ａ），ベータフィールド
２５４（ＥＶＥＸバイト３、ビット［６：４］－ＳＳＳ）は、３ビットデータ変換フィー
ルド２５４Ｂとして解釈される。Ｕ＝０及びＭＯＤフィールド３４２が００、０１又は１
０（メモリアクセス処理を示す）を有するとき、アルファフィールド２５２（ＥＶＥＸバ
イト３、ビット［７］－ＥＨ）はイビクションヒント‘ＥＨ）フィールド２５２Ｂとして
解釈され、ベータフィールド２５４（ＥＶＥＸバイト３、ビット［６：４］－ＳＳＳ）は
３ビットデータ操作フィールド２５４Ｃとして解釈される。
【００６３】
　Ｕ＝１であるとき、アルファフィールド２５２（ＥＶＥＸバイト３、ビット［７］－Ｅ
Ｈ）はライトマスク制御（Ｚ）フィールド２５２Ｃとして解釈される。Ｕ＝１及びＭＯＤ
フィールド３４２が１１（非メモリアクセス処理を示す）を有するとき、ベータフィール
ド２５４の一部（ＥＶＥＸバイト３、ビット［４］－Ｓ０）はＲＬフィールド２５７Ａと
して解釈され、それが１を有するとき（ラウンド２５７Ａ．１）、ベータフィールド２５
４の残り（ＥＶＥＸバイト３、ビット［６－５］－Ｓ２－１）はラウンド処理フィールド
２５９Ａとして解釈され、ＲＬフィールド２５７Ａが０（ＶＳＩＺＥ２５７．Ａ２）を有
するとき、ベータフィールド２５４の残り（ＥＶＥＸバイト３、ビット［６－５］－Ｓ２

－１）はベクトル長フィールド２５９Ｂ（ＥＶＥＸバイト３、ビット［６－５］－Ｌ１－
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０）として解釈される。Ｕ＝１及びＭＯＤフィールド３４２が００、０１又は１０（メモ
リアクセス処理を示す）を有するとき、ベータフィールド２５４（ＥＶＥＸバイト３、ビ
ット［６：４］－ＳＳＳ）は、ベクトル長フィールド２５９Ｂ（ＥＶＥＸバイト３、ビッ
ト［６－５］－Ｌ１－０）及びブロードキャストフィールド２５７Ｂ（ＥＶＥＸバイト３
、ビット［４］－Ｂ）として解釈される。
【００６４】
　いくつかの追加的なポイント
　ベクトルフォーマットは、レジスタの個数を３２（ＲＥＸ’）に拡張する。
【００６５】
　非破壊的ソースレジスタ符号化（３及び４オペランドシンタックスに適用可能）：
　これは、命令シンタックスにおける最初のソースオペランドである。それはＥＶＥＸ．
ｖｖｖｖの表記によって表現される。当該フィールドは、１の補完形式（反転形式）を用
いて符号化され、すなわち、ＺＭＭ０は１１１１Ｂとして符号化され、ＺＭＭ１５は００
００Ｂとして符号化される。ＥＶＥＸの追加的なビットフィールドはソースを３２レジス
タに拡張するのに必要とされることに留意されたい。
【００６６】
　ＥＶＥＸ．Ｗは、ある命令についてデータタイプサイズ（３２ビット又は６４ビット）
を定義する。
【００６７】
　３２拡張レジスタセット符号化：ＥＶＥＸプリフィックスは、以下の専用のビットフィ
ールド、すなわち、ＥＶＥＸ．Ｒ’及びＥＶＥＸ．Ｖ’（レジスタ・レジスタフォーマッ
トのＥＶＥＸ．Ｘと共に）によりソース単位で３２レジスタを符号化するための追加的な
ビットフィールドを提供する。
【００６８】
　ＳＩＭＤプリフィックスのコンパクト化：従来のＳＳＥ命令は、オペコード拡張ｂフィ
ールドとしてＳＩＭＤプリフィックス（６６Ｈ、Ｆ２Ｈ、Ｆ３Ｈ）を効果的に利用する。
ＥＶＥＸプリフィックス符号化は、５１２ビットベクトル長を利用して従来のＳＳＥ命令
の機能的能力を可能にする。
【００６９】
　２バイト及び３バイトオペコードのコンパクト化：最近紹介された従来のＳＳＥ命令は
、２バイト及び３バイトオペコードを利用する。１又は２のリーディングバイトは、０Ｆ
Ｈ及び０ＦＨ　３ＡＨ／０ＦＨ　３８Ｈである。１バイトエスケープ（０ＦＨ）及び２バ
イトエスケープ（０ＦＨ　３ＡＨ，０ＦＨ　３８Ｈ）がまた、オペコード拡張フィールド
として解釈できる。ＥＶＥＸ．ｍｍｍフィールドは、多数の従来の命令が一定バイトのシ
ーケンス０ＦＨ、０ＦＨ　３ＡＨ、０ＦＨ　３８Ｈなしに符号化されることを可能にする
ためのコンパクト化を提供する。
［ベクトルフレンドリ命令フォーマットのフィールドの一部の相互関係を示す例示的なフ
ロー図－図４Ａ～４Ｅ］
　図４Ａ～４Ｄは、本発明の一実施例によるベクトルフレンドリ命令フォーマットのフィ
ールドの一部の相互関係を示すフロー図を示し、図４Ｅは、本発明の一実施例によるブロ
ック４１５Ａ～Ｈのそれぞれの分解図である。ブロック４００において、初期的なフィー
ルド値がベクトルフレンドリ命令フォーマット（０ｘ６２など）を示しているか判断され
る。初期的なフィールド値がベクトルフレンドリ命令フォーマットを示していない場合、
制御はブロック４０２に移行し、当該命令は命令セットの他のフォーマットの１つに従っ
て処理される。初期的なフィールド値がベクトルフレンドリ命令フォーマットを示してい
る場合、制御はブロック４９２に移行する。
【００７０】
　ブロック４９２において、クラス（Ｕ）フィールドのコンテンツがクラスＡ又はクラス
Ｂ命令テンプレートを示しているか判断される。クラスＡのケースでは、制御は２つの別
々のブロック４０４Ａ及び４９０に移行する。そうでない場合、制御は、サークルＢを介
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し図４Ｃの２つの別々のブロック４０４Ｂ及び４９３に移行する。
【００７１】
　ブロック４０４Ａにおいて、モディファイアフィールドのコンテンツが非メモリアクセ
ス処理又はメモリアクセス処理を示しているか判断される。非メモリアクセス処理（ＭＯ
Ｄフィールド３４２＝１１など）のケースでは、制御はブロック４０６及び４０８に移行
する。メモリアクセス処理（ＭＯＤフィールド３４２＝００、０１又は１０など）のケー
スでは、制御は（サークルＡを介し図４Ｂ上の）ブロック４２２、４３０及び４４０Ａの
それぞれに移行する。
【００７２】
　アルファフィールド２５２とラベル付けされたラウンド化されたコーナーボックスは、
アルファフィールド２５２の異なる解釈を表現するため、ブロック４０８及び４２２を含
む。具体的には、ブロック４０８はアルファフィールド２５２の解釈をｒｓフィールド２
５２Ａとして表現する一方、ブロック４２２はアルファ２５２の解釈をイビクションヒン
トフィールド２５２Ｂとして表現する。
【００７３】
　ブロック４０６において、レジスタインデックスフィールド２４４のコンテンツは、図
６Ａに示されるように利用される。
【００７４】
　ブロック４０８において、ｒｓフィールド２５２Ａのコンテンツがラウンドタイプ処理
（ｒｓフィールド２５２Ａ＝１など）又はデータ変換タイプ処理（ｒｓフィールド２５２
Ａ＝０など）を示すか判断される。前者では、制御はブロック４１０、４１２Ａ及び４１
４のそれぞれに移行する。後者のケースでは、制御はブロック４１６に移行する。
【００７５】
　ベータ（ラウンド制御）フィールド２５４Ａとラベル付けされたラウンド化されたコー
ナーボックスは、ブロック４１０及び４１２Ａを含む。ブロック４１０はＳＡＥフィール
ド２５６のコンテンツに関する判定を示し（浮動小数点例外を抑制するか否か）、ブロッ
ク４１２Ａはラウンド処理フィールド２５８のコンテンツに基づく判定を示す（可能なラ
ウンド化処理のグループの１つを区別）。ブロック４１０及び４１２Ａにおいて行われる
判定が、図７Ａに示される。
【００７６】
　ブロック４１４、４１６、４４２、４４８、４５４、４６０、４６８及び４７４はすべ
て、データ要素幅（ｗ）フィールド２６４のコンテンツに関する判定を示す。図４に示さ
れるように、データ要素幅フィールド２６４は、図３Ａの特定のベクトルフレンドリ命令
フォーマット３００における１ビットフィールドである。また、これらのブロックは、デ
ータ要素幅が６４ビット（１など）又は３２ビット（０など）であるか判定する。ブロッ
ク４１４に関して、当該判定はフローの当該ブランチのエンドをマーク付けする。他方、
制御は６４ビットデータ要素幅と３２ビットデータ要素幅とについてそれぞれブロック４
１６からブロック４１８又は４２０に移行する。
【００７７】
　ベータ（データ変換）フィールド２５４Ｂとラベル付けされたラウンド化されたコーナ
ーボックスは、ブロック４１８と４２０との双方を含み、ベータフィールド２５４がデー
タ変換フィールド２５４Ｂとして解釈されるケースを表す。ブロック４１８及び４２０に
おいて、データ変換フィールド２５４Ｂのコンテンツが、複数のデータ変換処理の何れが
実行されるべきか区別するのに利用される。ブロック４１８、４２０の可能なデータ変換
処理のグループはそれぞれ、図８Ａ及び８Ｂに示される。
【００７８】
　ブロック４２２において、イビクションヒントフィールド２５２Ｂのコンテンツは、可
能なイビクションヒントオプションのグループの何れが利用されるべきか区別するのに利
用される。図４は、特定のベクトルフレンドリ命令フォーマット３００からの１ビットイ
ビクションヒントフィー０ルド２５２Ｂの利用を示す。具体的には、イビクションヒント
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オプションは、非一時的（１）及び一時的（０）である。これは、フロー図の当該ブラン
チのエンドをマーク付けする。
【００７９】
　ブロック４３０において、図６Ｂに示されるように、レジスタインデックスフィールド
２４４、スケールフィールド２６０及びディスプレースメントフィールド２６２Ａ又はデ
ィスプレースメントファクタフィールド２６２Ｂのコンテンツが利用される。
【００８０】
　ブロック４４０Ａにおいて、ベース処理フィールド２４２のコンテンツが、異なるメモ
リアクセス処理のグループの何れが実行されるべきか区別するのに利用される。以下のテ
ーブルは、本発明の一実施例によるサポートされたメモリアクセス処理のグループと共に
、それぞれのブロック４４０Ａからの制御フローを示す。本発明の他の実施例は、より多
く、より少ない又は異なるメモリアクセス処理をサポートしてもよい。
【００８１】
【表２】

　上述されるように、ブロック４４２、４４８、４５４、４６０、４６８、４７４は、デ
ータ要素幅に基づき制御フローの変更を決定する。制御フローは以下のテーブルに示され
る。
【００８２】

【表３】

　同様に、ブロック４８０、４８２及び４８４の判定が、図１５Ａ、１５Ｂ及び１５Ｃに
それぞれ示される。ベータ（データ操作）フィールド２５４Ｃにラベル付けされたラウン
ド化されたコーナーボックスは、ブロック４４４Ａ、４４６Ａ、４５０Ａ、４５２Ａ、４
５６、４５８、４６２、４６４、４７０、４７２、４７６、４７８、４８０、４８２、４
８４を含み、これにより、データ操作フィールド２５４Ｃのコンテンツは可能なデータ操
作処理のグループの何れが実行されるべきか区別することを示す。
【００８３】
　ブロック４９０において、ライトマスク（ｋ）フィールド２７０のコンテンツとデータ
要素幅（ｗ）フィールド２６４のコンテンツとは、当該処理に使用するライトマスクを決
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定するのに利用される。図４は、８つのライトマスクレジスタがあって、レジスタ０００
はライトマスクが利用されるべきでないことを示す実施例を示す。ライトマスクフィール
ド２７０のコンテンツが０００以外を示す場合、制御は図１６Ａ～Ｄに移行する。
【００８４】
　ブロック４０４Ｂにおいて、モディファイアフィールドのコンテンツが非メモリアクセ
ス処理又はメモリアクセス処理を示すか判断される。非メモリアクセス処理のケースでは
（ＭＯＤフィールド３４２＝１１など）、制御はブロック４０６（図４ＡのサークルＥを
介し）及び４９５に移行する。メモリアクセス処理のケースでは（ＭＯＤフィールド３４
２＝００、０１又は１０など）、制御はブロック４９８、４３０（図４ＡのサークルＤを
介し）及び４４０Ｂ（図４ＤのサークルＣ７を介し）。
【００８５】
　ベータフィールド２５４のラウンド化されたコーナーボックスの一部は、ベータフィー
ルド２５４の一部の異なる解釈を表すため、ブロック４９５、４１２Ｂ及び４９８を含む
。具体的には、ブロック４９５は、ＲＬフィールド２５７Ａとしてベータフィールド２５
４の解釈の一部を表し、図４Ｄのラウンド化されたコーナーボックスによりラベル付けさ
れたブロードキャストフィールド２５７Ｂは、ブロードキャストフィールド２５７Ｂとし
てベータフィールド２５４の当該部分の解釈を表す。
【００８６】
　ブロック４９５において、ＲＬフィールド２５７Ａのコンテンツはラウンドタイプ処理
（例えば、ＲＬフィールド２５７Ａ＝１）又はベクトル長タイプ処理（例えば、ＲＬフィ
ールド２５７＝０）を示す。前者では、制御はブロック４１２Ｂ及び４１５Ａのそれぞれ
に移行する。後者のケースでは、制御はブロック４９８及び４１５Ｂのそれぞれに移行す
る。
【００８７】
　ブロック４１２Ｂは、ラウンド処理フィールド２５９Ｂのコンテンツに基づく判定を示
す（可能なラウンド化処理のグループの１つを示す）。ブロック４１２Ｂにおいて行われ
る判定が、図７Ｂに示される。
【００８８】
　ブロック４１５Ａ～Ｈは、処理対象のデータ要素の幅に関する判定を示す。図示される
ように、クラスＢのサポートされるデータ要素（Ｕ＝１のとき）は６４ビット、３２ビッ
ト、１６ビット及び８ビットである。これらのブロックを実行する例示的な方法が、図４
Ｅを参照して後述される。ブロック４１５Ａ～Ｂはそれぞれフロー図のブランチのエンド
をマーク付けする。図の４１５Ａに関して、１６ビット及び８ビットのデータ要素幅への
ラインは、本発明の一実施例では、これらがサポートされていないため破線により示され
る。１６ビット又は８ビットデータ要素に対して実行されるクラスＢの非メモリアクセス
タイプ処理がある場合、ＲＬフィールド２５７Ａのコンテンツは０であると予想され、ブ
ロック４９５からブロック４１５Ｂ及び４９８に制御を移行させる（すなわち、パーシャ
ルラウンド化は利用可能でない）。
【００８９】
　ブロック４９８において、ベクトル長（ＬＬ）フィールド２６８のコンテンツは、処理
対象のベクトルのサイズを決定するのに利用される。図４は、１）１２８ビット（００）
、２）２５６ビット（０１）、５１２ビット（１０）がサポートされる実施例を示す。た
だし、（１１）はリザーブされる。リザーブされた１１は、本発明の異なる実施例につい
て又は異なるタイプの処理について異なる目的のため利用されてもよい。例えば、１１は
、１）１０２４ビットのベクトル長を示すか、２）ダイナミックベクトル長レジスタが利
用されるべきであることを示すのに利用可能である。異なる実施例は、プログラムにより
可読及び書き込み可能なベクトル長を符号化するのに利用される特別なレジスタを含む、
ダイナミックベクトル長レジスタを異なって実現してもよい。ダイナミックベクトル長レ
ジスタは、命令のベクトル長に利用される値を格納する。異なる実施例はダイナミックベ
クトル長レジスタを介し複数の異なるベクトル長をサポートしてもよいが、本発明の一実
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施例は、１２８ビットの倍数（１２８、２５６、５１２、１０２４、２０４８、．．．な
ど）をサポートする。ダイナミックベクトル長レジスタとして機能する１以上のレジスタ
のセットがある場合、本発明の異なる実施例は、異なる技術（命令のタイプなどに基づく
）を利用してこれらのレジスタから選択してもよい。
【００９０】
　ブロック４４０Ｂにおいて、ベース処理フィールド２４２のコンテンツは、異なるメモ
リアクセス処理のグループの何れが実行されるべきか示すのに利用される。以下のテーブ
ルは、本発明の一実施例によるサポートされたメモリアクセス処理グループと共に、それ
ぞれについてブロック４４０Ｂからの制御フローを示す。本発明の他の実施例は、より多
く、より少なく又は異なるメモリアクセス処理をサポートしてもよい。
【００９１】
【表４】

　上述されるように、ブロック４１５Ｃ～Ｈは、データ要素幅に基づく制御フローの変化
を決定し、制御フローが以下のテーブルに示される。
【００９２】
【表５】

　ラウンド化されたコーナーボックスによりラベル付けされたブロードキャストフィール
ド２５７Ｂは、ブロック４４４Ｂ、４４６Ｂ、４５０Ｂ及び４５２Ｂを含む。これにより
、ブロードキャストフィールド２５７Ｂのコンテンツは、ブロードキャスト処理が実行さ
れるべきか区別することを示す。図示されるように、本発明の一実施例は、ブロードキャ
スト（ｂ）フィールド２５７Ｂのコンテンツがブロードキャスト処理が６４ビット及び３
２ビットのデータ要素幅について実行されるべきか選択することを可能にする。それは、
１６ビット及び８ビットデータ要素幅のオプションではない。むしろ、１６ビット又は８
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ビットデータ要素に対して実行されるクラスＢのメモリアクセスタイプ処理がある場合、
ブロードキャスト（Ｂ）フィールド２５７Ｂのコンテンツは０であると予想される。
【００９３】
　ブロック４９３において、アルファフィールド２５２（ライトマスク制御（Ｚ）フィー
ルド２５２Ｃのコンテンツ）、ライトマスク（ｋ）フィールド２７０のコンテンツ及びデ
ータ要素幅の判定が、実行すべきライトマスク処理（マージング又はゼロ化）と処理に利
用されるべきライトマスクとを決定するのに利用される。本発明のいくつかの実施例では
、アルファフィールド２５２（ライトマスク制御（Ｚ）フィールド２５２Ｃ）は、ストア
を実行するメモリアクセス処理に対してゼロになるよう予想される（ゼロマスキングのた
め）。データ要素幅の判定は、ブロック４１５と同じように実行される。図４は、８つの
ライトマスクレジスタがあって、ライトマスクが利用されるべきでないことをレジスタ０
００が示す実施例を示す。ライトマスクフィールド２７０のコンテンツが０００以外を示
す場合、制御は図１６Ｄ～Ｅに移行する。
【００９４】
　図４Ｅは、本発明の一実施例によるブロック４１５Ａ～Ｈのぞれぞれの分解図である。
具体的には、ブロック４１５Ａ～Ｈのそれぞれのフローを示す１つのフロー４１５が示さ
れる。ブロック４１７Ａにおいて、リードオペコードフィールド３３０のコンテンツの一
部又はすべてが、第１セット４１７Ａ．１（６４ビットと３２ビットなどを含む）と第２
セット４１７Ａ．２（１６ビットと８ビットなど）との２つのデータ要素幅のセットの間
で選択するのに利用される。データ要素幅が、ブロック４１７Ｂに示されるようなデータ
要素幅（ｗ）フィールド２６４に基づき第１セット４１７Ａ．１について決定される一方
、第２セット４７１Ａ．２内には、データ要素幅４１７Ａ．２．１（リアルオペコードフ
ィールド３３０のみに基づく）及び４１７Ａ．２．２（ブロック４１７Ｃに示されるよう
なデータ要素幅（ｗ）フィールド２６４に基づく）を決定する２つの方法がある。図４に
示されるように、データ要素幅フィールド２６４は、図３Ａの特定のベクトルフレンドリ
命令フォーマット３００における１ビットフィールドである。また、これらのブロック４
１７Ｂは、データ要素幅が６４ビット（１など）又は３２ビット（０など）であるか決定
し、ブロック４１７Ｃは、データ要素幅が１６ビット（１など）又は８ビット（０など）
であるか決定する。図４Ｅはデータ要素幅を決定する際にリアルオペコードフィールド４
１７Ａの関与を示すが、他の実施例は、ｗフィールドのみを利用するため実現されてもよ
い（１ビットのｗフィールドを有し、２つのみのデータ要素サイズをサポートし、２ビッ
トのｗフィールドを有し、４つのデータ要素サイズをサポートするなど）
　本発明の実施例が図４を参照して説明されたが、他の実施例は異なるフローを利用して
もよい。例えば、ブロック４８０、４８２及び４８４により示されるように、１つのみの
データ要素幅をサポートする処理はデータ要素幅の判定を有する必要はなく（ブロック４
４２Ａなど）、２つのベータフィールド判定を必要としない（ブロック４４４Ａ及び４４
６Ａなど）。他の実施例は、これらすべての処理について１つのデータ要素のみをサポー
トし、すべてのタイプの処理に対して双方のデータ要素幅をサポートしてもよく（ロード
グラフィック、ロードＰａｃｋｅｄグラフィック及びストアグラフィック処理に対するデ
ータ要素幅及び追加的なベータフィールド判定を要求する）、又はその他の処理のいくつ
かに対する異なるデータ要素幅をサポートしない（例えば、ロード／ｏｐ処理について異
なるデータ要素幅をサポートしないなど）。同様に、他の実施例は、非メモリアクセスラ
ウンドタイプ処理及び非メモリアクセスデータ変換タイプ処理の１以上に対して異なるデ
ータ要素幅をサポートしなくてもよい。（前者では、ブロック４１４及び４１５Ａは存在
せず、後者では、ブロック４１５Ｂは存在しないが、ブロック４１６は存在せず、ブロッ
ク４１８及び４２０はマージされる。）他の例として、本発明の異なる実施例は、クラス
（Ｕ）フィールド２６８を含まず、クラスＡ又はＢ命令テンプレートの一方しかサポート
せず、ＳＡＥフィールド２５６を含むが、ラウンド処理フィールド２５８を含まず、ラウ
ンド処理フィールド２５９Ａを含まず、イビクションヒットフィールド２５２Ｂを含まず
、クラスＡ及びＢ命令テンプレートの一方又は双方にラウンドタイプ処理を含まず、デー
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タ変換タイプ処理を含まず、非メモリアクセス２０５及びメモリアクセス２２０の一方又
は双方にベクトル長フィールド２５９Ｂを含まず、ロード／ｏｐ及びロード処理の一方又
は他方のみをサポートし、マスクライトフィールド２７０を含まず、ライトマスク制御（
Ｚ）フィールド２５２Ｃを含まず、及び／又はベクトル長フィールド２６８を含まなくて
もよい。
[例示的なレジスタアーキテクチャ－図５]
　図５は、本発明の一実施例によるレジスタアーキテクチャ５００のブロック図である。
レジスタアーキテクチャのレジスタファイルファイル及びレジスタが以下に列記される。
【００９５】
　ベクトルレジスタファイル５１０－図示された実施例では、５１２ビット幅の３２この
ベクトルレジスタがあり、これらのレジスタはｚｍｍ０～ｚｍｍ３１として参照される。
下位の１６このｚｍｍレジスタの下位の２５６ビットはレジスタｙｍｍ０～１６にオーバ
レイされる。下位の１６個のｚｍｍレジスタの下位の１２８ビット（ｙｍｍレジスタの下
位の１２８ビット）は、レジスタｘｍｍ０～１５にオーバレイされる。特定のベクトルフ
レンドリ命令フォーマット３００は、以下のテーブルに示されるようなオーバレイされた
レジスタに対して実行される。
【００９６】
【表６】

　すなわち、ベクトル長フィールド２５９Ｂは、最大長と１以上の他のより短い長さとの
間で選択する。このようなより短い各長さは先行する長さの１／２であり、ベクトル長フ
ィールド２５９Ｂのない命令テンプレートは最大ベクトル長に対して実行される。さらに
、一実施例では、特定のベクトルフレンドリ命令フォーマット３００のクラスＢの命令テ
ンプレートが、Ｐａｃｋｅｄ又はスカラシングル／ダブル精度浮動小数点データ及びＰａ
ｃｋｅｄ又はスカラ整数データに対して実行される。スカラ処理は、ｚｍｍ／ｙｍｍ／ｘ
ｍｍレジスタにおける下位のデータ要素位置に対して実行される処理であり、上位のデー
タ要素位置は、命令前と同様に左方にあるか、実施例に応じてゼロ化される。
【００９７】
　ライトマスクレジスタ５１５－図示された実施例では、それぞれが６４ビットのサイズ
の８つのライトマスクレジスタ（ｋ０～ｋ７）がある。上述されたように、本発明の一実
施例では、ベクトルマスクレジスタｋ０はライトマスクとして利用できず、ｋ０がライト
マスクに利用されることを符号化が通常示すとき、それは０ｘＦＦＦＦの配線化されたラ
イトマスクを選択し、当該命令のライトマスキングを有効に不可にする。
【００９８】
　マルチメディア拡張制御ステータスレジスタ（ＭＸＣSR）５２０－図示された実施例で
は、当該３２ビットレジスタは、浮動小数点処理において利用される７ステータス及び制
御ビットを提供する。
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【００９９】
　汎用レジスタ５２５－図示された実施例では、メモリオペランドをアドレッシングする
ため既存のｘ８６アドレッシングモードと共に利用される１６個の６４ビットの汎用レジ
スタがある。これらのレジスタは、ＲＡＸ、ＲＢＸ、ＲＣＸ、ＲＤＸ、ＲＢＰ、ＲＳＩ、
ＲＤＩ、ＲＳＰ及びＲ８～Ｒ１５の名称によって参照される。
【０１００】
　拡張フラグ（ＥＦＬＡＧＳ）レジスタ５３０－図示された実施例では、当該３２ビット
レジスタが、多数の命令の結果を記録するのに利用される。
【０１０１】
　浮動小数点制御ワード（ＦＣＷ）レジスタ５３５及び浮動小数点ステータスワード（Ｆ
ＳＷ）レジスタ５４０－図示された実施例では、これらのレジスタは、ＦＣＷのケースで
はラウンド化モード、例外マスク及びフラグを設定し、ＦＳＷのケースでは例外を追跡す
るため、ｘ８７命令セット拡張により利用される。
【０１０２】
　ＭＭＸＰａｃｋｅｄ整数フラットレジスタファイル５５０にエイリアシングされるスカ
ラ浮動小数点スタックレジスタファイル（ｘ８７スタック）５４５－図示された実施例で
は、ｘ８７スタックは、ｘ８７命令セット拡張を利用して３２／６４／８０ビット浮動小
数点データに対してスカラ浮動小数点処理を実行するのに利用される８要素スタックであ
り、ＭＭＸレジスタは、６４ビットＰａｃｋｅｄ整数データに対して処理を実行すると共
に、ＭＭＸとＸＭＭレジスタとの間で実行される処理についてオペランドを保持するのに
利用される。
【０１０３】
　セグメントレジスタ５５５－図示された実施例では、セグメント化されたアドレス生成
について利用されるデータをストアするための６つの１６ビットレジスタがある。
【０１０４】
　ＲＩＰレジスタ５６５－図示された実施例では、当該６４ビットレジスタは命令ポイン
タを格納する。
【０１０５】
　本発明の他の実施例は、より広い又はより狭いレジスタを利用してもよい。さらに、本
発明の他の実施例は、より多く、より少なく又は異なるレジスタファイル及びレジスタを
利用してもよい。
［レジスタインデックスフィールド、スケールフィールド、ディスプレースメントフィー
ルド、及びディスプレースメントファクタフィールドフロー－図６Ａ～６Ｃ］
・モディファイアフィールド＝非メモリアクセス－図６Ａ
　図６Ａは、本発明の実施例による非メモリアクセスタイプ処理のためのレジスタインデ
ックスフィールド２４４のフロー図である。図６Ａは、ｍｏｄフィールド３４２（＝１１
）に従ってレジスタ間のアドレッシングが実行中であることを示す楕円６００からスター
トする。ブロック６００から、制御はブロック６０５に移行する。
【０１０６】
　ブロック６０５において、レジスタをアドレッシングするため、レジスタインデックス
フィールド２４４からビットが選択される。特定のベクトルフレンドリ命令フォーマット
３００に関して、拡張を有する既存のｘ８６命令セットは、ＲＥＸフィールド３０５、ｒ
ｅｇフィールド３４４、ｒ／ｍフィールド３４６、ＶＶＶVフィールド３２０、ｘｘｘフ
ィールド３５４及びｂｂｂフィールド３５６に基づき広範な異なるレジスタアドレッシン
グオプションを可能にする。ＲＥＸ’フィールド３１０は、これらのオプションを拡張す
る。ブロック６０５から、制御はブロック６１０に移行する。
【０１０７】
　ブロック６１０において、レジスタＡが選択され（ｚｍｍ２０など）、制御はブロック
６１５に移行する。ブロック６１５において、レジスタＢが選択され（ｚｍｍ５など）、
制御は任意的にブロック６２０に移行する。ブロック６２０において、レジスタＣが選択
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される（ｚｍｍ７など）。レジスタＡはソースオペランドレジスタであってもよく、レジ
スタＢはソースオペランドレジスタ、デスティネーションオペランドレジスタ又はソース
／デスティネーションオペランドレジスタであってもよく、レジスタＣは、ソースオペラ
ンドレジスタ、デスティネーションオペランドレジスタ又はソース／デスティネーション
オペランドであってもよい。
・モディファイアフィールド＝メモリアクセス－図６Ｂ
　図６Ｂは、本発明の実施例によるメモリアクセスタイプ処理のためのレジスタインデッ
クスフィールド２４４、スケールフィールド２６０、ディスプレースメントフィールド２
６２Ａ及びディスプレースメントファクタフィールド２６２Ｂの利用を示すフロー図であ
る。図６Ｂは、レジスタ・メモリ間のアドレッシングを示す楕円６３０から始まる（ｍｏ
ｄフィールド３４２＝００、０１又は１０）。６３０から、制御はブロック６３５に移行
する。
【０１０８】
　ブロック６３５において、レジスタをアドレッシングするためのビットがレジスタイン
デックスフィールドから選択され、制御はブロック６４０に移行する。
【０１０９】
　ブロック６４０において、レジスタＡが選択され（ｚｍｍ２０など）、制御は任意的に
はブロック６４５に移行する。ブロック６４５において、レジスタＢが選択され（ｚｍｍ
３１など）、制御はブロック６５０に移行する。ブロック６４５」が利用されないケース
では、制御はブロック６４０7からブロック６５０に直接移行する。
【０１１０】
　ブロック６５０において、ＲＥＸフィールド３０５、ＲＥＸ’フィールド３１０、ｍｏ
ｄ　ｒ／ｍフィールド３４０、ＳＩＢバイト３５０及びディスプレースメントフィールド
２６２Ａ又はディスプレースメントファクタフィールド２６２Ｂのコンテンツが、メモリ
をアドレッシングするのに利用される。具体的には、インデックス及びベースが、ＲＥＸ
フィールド３０５及びＳＩＢバイト３５０からプルされ、スケールフィールド２６０（ｓ
ｓフィールド３５２）のコンテンツが、ＳＩＢバイト３５０からプルされる。ブロック６
５０から、制御はブロック６６０に移行する。
【０１１１】
　ブロック６６０において、メモリアクセスモードが決定される（ｍｏｄフィールド３４
２のコンテンツなどに基づき）。メモリアクセスモードが非ディスプレースメントモード
である場合（ｍｏｄフィールド３４２＝００）、制御は、アドレスが２ｓｓ＊インデック
ス＋ベースとなるように生成されるブロック６６５に移行する。
【０１１２】
　メモリアクセスモードが非スケール化ディスプレースメントモードである場合（ｍｏｄ
フィールド３４２＝１０）、制御は、アドレスが２ｓｓ＊インデックス＋ベース＋ｄｉｓ
ｐ３２のように生成されるブロック６７０に移行する。メモリアクセスモードがスケール
化ディスプレースメントモードである場合（ｍｏｄフィールド３４２＝０１）、制御は、
アドレスが２ｓｓ＊インデックス＋ベース＋スケール化ディスプレースメントのように生
成されるブロック６７５に移行し、スケール化ディスプレースメント（ｄｉｓｐ８＊ｎ）
＝ディスプレースメントファクタフィールド２６２Ｂとメモリアクセスサイズ（Ｎ）との
乗算のコンテンツであり、Ｎはフルオペコードフィールド２７４（ベース処理フィールド
及び／又はデータ要素幅フィールド）及び拡張処理フィールド２５０（クラスフィールド
２６８及びデータ操作フィールド２５４Ｃ、ベクトル長フィールド２５９Ｂ及び／又はブ
ロードキャストフィールド２５７Ｂなど）のコンテンツに依存する。
・スケール化ディスプレースメント－図６Ｃ
　図６Ｃは、本発明の実施例によるｄｉｓｐ８、ｄｉｓｐ３２及びスケール化ディスプレ
ースメントの変形の間の相違を示すテーブルである。テーブルのカラムは、１）バイトで
インクリメントされるアドレスを示す“バイト”、２）－１２８～１２７をストアするの
に利用される１バイトフィールドである“ｄｉｓｐ８フィールド”、３）－２３１～２３



(32) JP 6339164 B2 2018.6.6

10

20

30

１－１をストアするのに利用される４バイトフィールドである“ｄｉｓｐ３２フィールド
”、４）－１２８～１２７をストアするのに利用される１バイトフィールドである“ｄｉ
ｓｐ３２＊Ｎフィールド”であり、当該カラムは“Ｎ＝１”、“Ｎ＝２”及び“Ｎ＝６４
”のサブカラムを有する。
【０１１３】
　“バイト”カラムのローの値はカラムの下方に増加する。第２カラム、第３カラム及び
各サブカラムは、当該フィールドにより生成可能なアドレスのローにおける黒色のサーク
ルを含む。ｄｉｓｐ８フィールド及びｄｉｓｐ３２フィールドが、Ｎ＝１である場合、当
該フィールドがバイトの粒度によりインクリメントすることを示すそれらのレンジによっ
て、すべてのバイトについて黒色のドットを有することは注目すべきである。他方、Ｎ＝
２のカラムは、２バイトだけインクリメントし、従ってそれのレンジ内の１つおきのバイ
トについて黒色のドットしか有さず、また、それはｄｉｓｐ８フィールドと比較してより
広いレンジとより粗い粒度とを有する一方、同時にそれはｄｉｓｐ３２フィールドのバイ
トの１／４しか必要としない。Ｎ＝６４のカラムは、６４バイトだけインクリメントし、
従ってそれのレンジ内で６４バイト毎に黒色のドットしか有さず、また、それはｄｉｓｐ
８フィールドと比較してより広いレンジとより粗い粒度とを有する一方、同時にそれは再
びｄｉｓｐ３２フィールドの１／４バイトしか必要としない。
・ラウンド化フィールドテーブル－図７Ａ～Ｂ
　図７Ａは、本発明の実施例によるラウンド制御フィールド２５４Ａにより指定されうる
可能な処理のグループを示すテーブルである。図７Ａは、第１カラムがベータフィールド
２５４の可能なコンテンツを有することを示す（ラウンド制御フィールド２５４Ａとして
機能し、ＳＡＥフィールド２５６及びラウンド処理フィールド２５８に分割される）。
【０１１４】
　同様に、図７Ｂは、本発明の実施例によるラウンド制御フィールド２５９Ａにより指定
されうる可能な処理のグループを示すテーブルである。クラスＢ命令テンプレートのケー
スでは、ＳＡＥフィールド３５６はなく、浮動小数点例外抑制が常にアクティブである。
【０１１５】
　いくつかの命令がすでに中間ビットを介しラウンド化モードの指定を静的に可能にする
一実施例では、中間ビットはラウンド化モード処理フィールド２５８及び２５９Ａに対し
て優先する。
・データタイプ
　以下のテーブルは、ここで用いられる例示的なデータタイプをリストする（その一部は
、Ｍｉｓｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）のＤｉｒｅｃｔＸ（登録商標）１０に説明されてい
る（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）、ＤｉｒｅｃｔＸ（登録商標）、データ変換ルール
（２０１０年８月１７日）を参照）。
【０１１６】
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【表７】

　ＵＮＯＲＭは、ｎビット数について、すべて０が０．０ｆを意味し、すべて１が１．０
ｆを意味することを示す符号なしの正規化された整数を示す。０．０ｆから１．０ｆまで
の均等に離間した浮動小数値のシーケンスが表され、例えば、２ビットＵＮＯＲＭは０．
０ｆ、１／３、２／３及び１．０ｆを表す。
【０１１７】
　ＳＮＯＲＭは、ｎビット２の補数について、最大値が１．０ｆを意味し（例えば、５ビ
ット値０１１１１は１．０ｆにマップする）、最小値は－１．０ｆを意味する（例えば、
５ビット値１００００は－１．０ｆにマップする）ことを示す符号付き正規化された整数
を示す。さらに、第２最小数は－１．０ｆにマップする（例えば、５ビット値１０００１
は－１．０ｆにマップする）。従って、－１．０ｆについて２つの整数表現がある。０．
０ｆについて１つの表現があり、１．０ｆについて１つの表現がある。これは、レンジ（
－１．０ｆ．．．０．０ｆ）において均等に離間した浮動小数値の整数表現のセットをも
たらし、また、レンジ（０．０ｆ．．．１．０ｆ）における数の補完的な表現セットをも
たらす。
【０１１８】
　上述されるように、ＳＩＭＤ技術は、レジスタのビットを各データ要素が別個の値を表
す複数の固定的／サイズ化されたデータ要素に論理的に分割可能なプロセッサに特に適し
ている。このタイプのデータは、Ｐａｃｋｅｄデータタイプ又はベクトルデータタイプと
呼ばれ、当該データタイプのオペランドはＰａｃｋｅｄデータオペランド又はベクトルオ
ペランドと呼ばれる。典型的には、ベクトルオペランドのデータ要素は、同じデータタイ
プを有し、所与のデータ要素のデータタイプは、データ要素データタイプと呼ばれる。デ
ータ要素のすべてのデータ要素データタイプが同じである場合、ベクトルオペランドは当
該データタイプを有するとして参照されてもよい。（例えば、ベクトルオペランドのデー
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タ要素のすべてが３２ビット浮動小数データ要素データタイプを有する場合、ベクトルオ
ペランドは、３２ビット浮動小数点ベクトルオペランドと呼ばれる。）
　シングル値データ要素データタイプとマルチ値データ要素データタイプとをサポートす
る本発明の実施例が説明される。シングル値データ要素データタイプは、各データ要素に
シングル値を格納し、本発明のいくつかの実施例において用いられるシングル値データ要
素データタイプの具体例は、３２ビット浮動小数点、６４ビット浮動小数点、３２ビット
符号なし整数、６４ビット符号なし整数、３２ビット符号付き整数、及び６４ビット符号
付き整数である。マルチ値データ要素データタイプは、各データ要素位置に複数の値を有
するパケットを格納し、本発明のいくつかの実施例において使用される複数値データ要素
データタイプの具体例は、後述されるＰａｃｋｅｄグラフィックデータ要素データタイプ
である。
【０１１９】
　ＵＮＯＲＭ１０Ａ１０Ｂ１０Ｃ２Ｄ：３つのＵＮＯＲＭ１０値と１つのＵＮＯＲＭ２値
の３２ビットパケットは、３２ｂフィールドの最上位ビットにある最後の２ｂ（１０ｂ）
フィールドから始まる（例えば、ＵＮＯＲＭ２Ｄ［３１－３０］フロート１０Ｃ［２９－
２０］フロート１０Ｂ［２０－１０］フロート１０Ａ［９－０］、ただし、Ｄ～Ａはスロ
ット位置を示し、先行する名称／数字はフォーマットを示す。）
　ＦＬＯＡＴ１１Ａ１１Ｂ１０Ｃ：２つのＦＬＯＡＴ１１値と１つのＦＬＯＡＴ１０値と
の３２ビットパケットは、より上位のビットにある最後を開始する（例えば、フロート１
０Ｃ［３１－２２］フロート１１Ｂ［２１－１１］フロート１１Ａ［１０－０］など）。
【０１２０】
　上記のマルチ値データ要素データタイプのパケットの異なる値は異なる個数のビットに
より表現され、他の実施例は異なるコンフィギュレーションを有してもよいことに留意す
べきである。（例えば、異なる個数のビットにより表現される値のより多く、同数のビッ
トにより表される値のすべてなど）。
【０１２１】
　シングル値データ要素データタイプとマルチ値データ要素データタイプとの双方をサポ
ートする実施例が説明されたが、他の実施例は一方又は他方をサポートしてもよい。さら
に、特定のデータタイプを利用する本発明の実施例が説明されるが、本発明の他の実施例
はより多く、より少なく又は異なるデータタイプを利用してもよい。
・データ変換フィールドテーブル－図８Ａ及び８Ｂ
　図８Ａ～８Ｂは、本発明の実施例によるデータ変換フィールドにより指定されうる可能
なデータ変換処理のグループを示すテーブルである。双方のテーブルの第１カラムは、デ
ータ変換フィールド２５４Ｂのコンテンツの可能な値を示し、第２カラムはファンクショ
ンを示し、第３カラムは利用を示す。
・データ要素サイズフィールド＝６４ビット－図８Ａ
　図８Ａは、本発明の実施例によるデータ要素幅が６４ビットであるとき、データ変換フ
ィールドにより指定されうる可能なデータ変換処理のグループを示すテーブルである。当
該テーブルは、６４ビットレジスタスウィズルアップ変換スウィズルプリミティブと呼ば
れ、ブロック４１８の表現である。記号：ｄｃｂａはソースにおいて１つの２５６ビット
ブロックを形成する６４ビット要素を示し（“ａ”は最下位及び“ｄ”は最上位）、ａａ
ａａは、ソースの２５６ビットブロックの最下位要素がデスティネーションにおける同じ
２５６ビットブロックの４つすべての要素に複製され、図示されたパターンは、そのとき
ソース及びデスティネーションにおいて２つの２５６ビットブロックについて繰り返され
ることを意味する。ただし、“ａ”は最下位要素であり、“ｈ”は最上位要素である。し
かしながら、各２５６ビットブロックはレジスタスウィズルについて同じ順列を実行する
ため、最下位ブロックのみが示される。
・データ要素サイズフィールド＝３２ビット－図８Ｂ
　図８Ｂは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるときデータ変換フィ
ールドにより指定されうる可能なデータ変換処理のグループを示すテーブルである。当該
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テーブルは、３２ビットレジスタスウィズルアップ変換スウィズルプリミティブと呼ばれ
、ブロック４２０の表現である。記号：ｄｃｂａはソースにおいて１つの１２８ビットブ
ロックを形成する３２ビット要素を示し（“ａ”は最下位及び“ｄ”は最上位）、ａａａ
ａは、ソースにおける１２８ビットブロックの最下位要素がデスティネーションにおける
同じ１２８ビットブロックの４つすべての要素に複製され、図示されたパターンは、この
ときソース及びデスティネーションにおける４つすべての１２８ビットブロックについて
繰り返される。“ｐｏｎｍ　ｌｋｊｉ　ｈｇｆｅ　ｄｃｂａ”はソースレジスタを示すの
に利用され、“ａ”は最下位要素であり、“ｐ”は最上位要素である。しかしながら、各
１２８ビットブロックはレジスタスウィズルについて同じ順列を実行するため、最下位ブ
ロックのみが示される。
【０１２２】
　図８Ｂは、図８Ａ～８Ｂに示される処理のすべての意味をさらに説明するため２つの例
示的な処理を呼び出す。図９において、クロスプロダクトスウィズル８１５が示され、図
１０Ａにおいて、４要素パケット８２０におけるブロードキャスト要素が示される。
・例示的なスウィズル処理－図９
　図９は、本発明の実施例によるクロスプロダクトスウィズル８１５を示すブロック図で
ある。図９は、双方が５１２ビット幅であり、連続する１２８個のブロックに分割される
（パケット位置３－０と呼ばれる）ソースオペランド９００及びデスティネーションオペ
ランド９１０を示し、各ブロックは４つの３２ビットデータ要素に分割される。（例えば
、ソースオペランド９００のパケット位置０のコンテンツはＤ０Ｃ０Ｂ０Ａ０であり、デ
スティネーションオペランド９１０のパケット位置０のコンテンツはＤ０Ａ０Ｃ０Ｂ０で
ある。
・例示的なブロードキャスト処理－図１０Ａ～１０Ｃ
　図１０Ａは、本発明の実施例による４要素パケット８２０にわたる要素のブロードキャ
ストを示すブロック図である。図１０Ａは、双方が５１２ビット幅であり、連続する１２
８個のブロック（パケット位置３～０として参照される）に分割されるソースオペランド
１０００及びデスティネーションオペランド１０１０を示し、各ブロックは４つの３２ビ
ットデータ要素に分割される。（例えば、ソースオペランド１０００のパケット位置０の
コンテンツはＤ０Ｃ０Ｂ０Ａ０である一方、デスティネーションオペランド９１０のパケ
ット位置０のコンテンツはＡ０Ａ０Ａ０Ａ０であり、ソースオペランド１０００のパケッ
ト位置１のコンテンツはＤ１Ｃ１Ｂ１Ａ１であり、デスティネーションオペランド１０１
０のパケット位置１のコンテンツはＡ１Ａ１Ａ１Ａ１である。）
　図１０Ａは非メモリアクセス処理の一例となるブロードキャストであるが、図１０Ｂ～
１０Ｃはメモリアクセス処理のための一例となるブロードキャストである。ソースメモリ
オペランドは要素の合計数より少なく含むとき、それは有効なソースオペランドの完全数
の要素を形成するためブロードキャスト（繰り返し）可能である（３２ビット命令につい
て１６、６４ビット命令について８）。これらのタイプのブロードキャスト処理は図１２
Ａ～１２Ｄにおいて参照される。２つのブロードキャスト粒度がある。
【０１２３】
　ソースメモリオペランドの１要素が、フル１６要素有効ソースオペランド（３２ビット
命令について）を形成するため１６回ブロードキャストされ、又はフル８要素有効ソース
オペランド（６４ビット命令について）を形成するため８回ブロードキャストされる。図
１０Ｂは、本発明の実施例による３２ビットデータ要素幅の１の要素粒度のブロードキャ
ストを示すブロック図である。当該処理の具体例は、図１２Ｂにおいて１２１０によりラ
ベル付けされる。図１０Ｂは、１つの３２ビットデータ要素（Ａ０）を有するメモリをソ
ースとするソースオペランド１０２０と、５１２ビット幅であり、１６個の３２ビットデ
ータ要素を含むデスティネーションオペランド１０３０とを示す。（データ要素のすべて
がデスティネーションオペランド１０３０においてＡ０である。）１の要素のブロードキ
ャストは、ソースの１つが異なる処理に対して共通している場合、ベクトルソースとスカ
ラソースとを混合した命令について有用である。



(36) JP 6339164 B2 2018.6.6

10

20

30

40

50

【０１２４】
　ソースメモリオペランドの４要素が、フル１６要素有効ソースオペランド（３２ビット
命令について）を形成するため４回ブロードキャストされるか、又はフル８要素有効ソー
スオペランド（６４ビット命令について）を形成するため２回ブロードキャストされる４
要素粒度である。図１０Ｃは、本発明の実施例による３２ビットデータ要素のブロードキ
ャスト４要素粒度を示すブロック図である。図１２Ｂにおいて、当該処理の具体例が１２
２０によりラベル付けされる。図１０Ｃは、４つの３２ビットデータ要素（Ｄ０Ｃ０Ｂ０
Ａ０）を有するメモリをソースとするソースオペランド１０４０と、５１２ビット幅であ
り、連続する１２８個のブロックに分割される（パケット位置３～０として参照される）
デスティネーションオペランド１０５０とを示し、各ブロックは４つの３２ビットデータ
要素に分割される。（例えば、デスティネーションオペランド１０５０のパケット位置３
～０のそれぞれにおけるコンテンツはＤ０Ｃ０Ｂ０Ａ０などである。）４～１６回のブロ
ードキャストは、計算が（カラーコンポーネントＲＧＢＡと同様に）Ｐａｃｋｅｄ値のア
レイに対して実行されるＡＯＳ（Ａｒｒａｙ　Ｏｆ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）にとって大変
有用であり、この場合、ベクトル命令の異なる処理に対して共通のパケットが利用される
とき（１６要素ベクトルは４つの要素の４つのパケットのアレイとみなされる）、４～１
６が効果的である。
・ベース処理フィールドテーブル－図１１Ａ及び１１Ｂ
・オペコードマップフィールド－図１１Ａ
　図１１Ａは、本発明の実施例によるオペコードマップフィールドにより指定されうる可
能なオペコードマップのグループを示すテーブルである。第１カラムは、オペコードマッ
プフィールド３１５のコンテンツの可能な値を示し、第２カラムは、インプライされるリ
ーディングオペコードバイトを示し、第３カラムは、即値があるか示す。
・プリフィックス符号化フィールド－図１１Ｂ
　図１１Ｂは、本発明の実施例によるオペコードマップフィールドにより指定されうる可
能なプリフィックス符号化のグループを示すテーブルである。第１カラムは、プリフィッ
クス符号化フィールド３２５のコンテンツの可能な値を示し、第２カラムは、当該プリフ
ィックスの意味を示す。
・データ操作フィールドテーブル－図１２～１５
　図１２～１５は、本発明の実施例によるデータ操作フィールド２５４Ｃと、図１２Ａ～
Ｄについてブロードキャストフィールド２５７Ｂとによりそれぞれ指定されうる可能なデ
ータ操作処理とブロードキャスト処理とのグループを示すテーブルである。テーブルの第
１カラムは、データ操作フィールド２５４Ｃのコンテンツの可能な値を示し、第２カラム
はファンクションを示し、第３カラムは利用を示す。
・ロード／ＯＰのためのデータ操作フィールドテーブル－図１２Ａ～１２Ｄ
　図１２Ａ～１２Ｄは、本発明の実施例によるロード／ｏｐ命令のためのデータ操作フィ
ールド２５４Ｃ及びブロードキャストフィールド２５７Ｂによりそれぞれ指定されうる可
能なデータ操作処理及びブロードキャスト処理のグループを示すテーブルである。図３Ａ
～Ｄにおける例示的な特定のベクトルフレンドリ命令フォーマットのケースでは、データ
操作フィールド２５４Ｃは３ビットフィールドであり、ブロードキャストフィールド２５
７Ｂは１ビットフィールドである。図示された実施例では、ブロードキャストフィールド
２５７Ｂのコンテンツは、図１２Ａ～Ｄに示されるテーブルの最初の２つのローの間で選
択し、すなわち、それのコンテンツは、データ操作フィールド２５４Ｃにおける０００及
び００１の等価なものの間で選択する。これは、テーブルの最初の２つのローしか含まな
いブラケットを利用して図１２Ａ～Ｄに示される。
・ロード／ＯＰ整数及びデータ要素サイズフィールド＝６４ビット－図１２Ａ
　図１２Ａは、本発明の実施例によるデータ要素幅が６４ビットであるロード／ｏｐ整数
についてデータ操作フィールド２５４Ｃ及びブロードキャストフィールド２５７Ｂにより
指定されうる可能なデータ操作処理のグループを示すテーブルである。当該テーブルは、
６４ビットＩｎｔｅｇｅｒＬｏａｄ－ｏｐＳｗｉｚｚＵｐＣｏｎｖｉ６４（クワドワード
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）スウィズル／変換プリミティブと呼ばれ、ブロック４４４Ａ及び４４４Ｂの表現である
。
・ロード／ＯＰ整数及びデータ要素サイズフィールド＝３２ビット－図１２Ｂ
　図１２Ｂは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるロード／ｏｐ整数
のデータ操作フィールド２５４Ｃ及びブロードキャストフィールド２５７Ｂにより指定さ
れうる可能なデータ操作処理のグループを示すテーブルである。当該テーブルは、３２ビ
ットＩｎｔｅｇｅｒＬｏａｄ－ｏｐＳｗｉｚｚＵｐＣｏｎｖｉ３２スウィズル／変換プリ
ミティブとして参照され、ブロック４４６Ａ及び４４６Ｂの表現である。
・ロード／ＯＰ浮動小数点及びデータ要素サイズフィールド＝６４ビット－図１２Ｃ
　図１２Ｃは、本発明の実施例によるデータ要素幅が６４ビットであるロード／ｏｐ浮動
小数点のデータ操作フィールド２５４Ｃ及びブロードキャストフィールド２５７Ｂにより
指定されうる可能なデータ操作処理のグループを示すテーブルである。当該テーブルは、
６４ビットＦｌｏａｔｉｎｇ－ｐｏｉｎｔＬｏａｄ－ｏｐＳｗｉｚｚＵｐＣｏｎｖｆ６４

スウィズル／変換プリミティブとして参照され、ブロック４５０Ａ及び４５０Ｂの表現で
ある。
・ロード／ＯＰ浮動小数点及びデータ要素サイズフィールド＝３２ビット－図１２Ｄ
　図１２Ｄは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるロード／ｏｐ浮動
小数点のデータ操作フィールド２５４Ｃ及びブロードキャストフィールド２５７Ｂにより
指定されうる可能なデータ操作処理のグループを示すテーブルである。当該テーブルは、
３２ビットＦｌｏａｔｉｎｇ－ｐｏｉｎｔＬｏａｄ－ｏｐＳｗｉｚｚＵｐＣｏｎｖｆ３２

スウィズル／変換プリミティブとして参照され、ブロック４５２Ａ及び４５２Ｂの表現で
ある。
・ロードのためのデータ操作フィールドテーブル－図１３Ａ～１３Ｄ
　図１３Ａ～１３Ｄは、本発明の実施例によるロード命令のためのデータ操作フィールド
により指定されうる可能なデータ操作処理のグループを示すテーブルである。
・ロード整数及びデータ要素サイズフィールド＝６４ビット－図１３Ａ
　図１３Ａは、本発明の実施例によるデータ要素幅が６４ビットであるロード整数のため
のデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ操作処理のグループを
示すテーブルである。当該テーブルは、ＵｐＣｏｎｖｉ６４として参照され、ブロック４
５６の表現である。
・ロード整数及びデータ要素サイズフィールド＝３２ビット－図１３Ｂ
　図１３Ｂは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるロード整数のため
のデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ操作処理のグループを
示すテーブルである。当該テーブルは、ＵｐＣｏｎｖｉ３２として参照され、ブロック４
５８の表現である。
・ロード浮動小数点及びデータ要素サイズフィールド＝６４ビット－図１３Ｃ
　図１３Ｃは、本発明の実施例によるデータ要素幅が６４ビットであるロード浮動小数点
のためのデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ操作処理のグル
ープを示すテーブルである。当該テーブルは、ＵｐＣｏｎｖｆ６４として参照され、ブロ
ック４６２の表現である。
・ロード浮動小数点及びデータ要素サイズフィールド＝３２ビット－図１３Ｄ
　図１３Ｄは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるロード浮動小数点
のためのデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ操作処理のグル
ープを示すテーブルである。当該テーブルは、ＵｐＣｏｎｖｆ３２として参照され、ブロ
ック４６４の表現である。
・追加的ポイント
　図１３Ａ～１３Ｄ（ロード／ｏｐテーブル）のそれぞれにおいて指定される可能なデー
タ操作処理のグループは、対応する図１２Ａ～１２Ｄ（ロードテーブル）のもののサブセ
ットである。具体的には、当該サブセットはブロードキャスト処理を含まない。これは、
フルオペコードフィールド２７４の特定の値（ギャザー又はブロードキャスト処理を指定
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するものなど）が、データ操作フィールド２５４Ｃにおおいて指定されたブロードキャス
トと共に利用できず、フルオペコードフィールド２７４の当該値は、図１２Ａ～１２Ｄ（
ロードテーブル）のロードによってのみ利用可能である。より具体的な例として、ブロー
ドキャスト処理を指定するフルオペコードフィールド２７４に値がある場合、データ操作
フィールド２５４Ｃはまたブロードキャスト処理を示すことができない。本発明の特定の
実施例は別々のロード／ｏｐテーブルとロードテーブルとを有する別々のロード／ｏｐ及
びロード処理を含むが、他の実施例は、当該実施機構を有する必要はない（例えば、それ
らは、ロード／ｏｐのみをサポートし、ロードのみをサポートし、フルオペコードフィー
ルド２７４のブロードキャストはデータ操作フィールド２５４Ｃのブロードキャストを無
視させることを判断してもよい）。
・ストアのためのデータ操作フィールドテーブル－図１４Ａ～１４Ｄ
　図１４Ａ～１４Ｄは、本発明の実施例によるストア命令のためのデータ操作フィールド
により指定されうる可能なデータ操作処理のグループを示すテーブルである。
・ストア整数及びデータ要素サイズフィールド＝６４ビット－図１４Ａ
　図１４Ａは、本発明の実施例によるデータ要素幅が６４ビットであるストア整数のため
のデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ操作処理のグループを
示すテーブルである。当該テーブルは、ＤｏｗｎＣｏｎｖｉ６４として参照され、ブロッ
ク４７０の表現である。
・ストア整数及びデータ要素サイズフィールド＝３２ビット－図１４Ｂ
　図１４Ｂは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるストア整数のため
のデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ操作処理のグループを
示すテーブルである。当該テーブルは、ＤｏｗｎＣｏｎｖｉ３２として参照され、ブロッ
ク４７２の表現である。
・ストア浮動小数点及びデータ要素サイズフィールド＝６４ビット－図１４Ｃ
　図１４Ｃは、本発明の実施例によるデータ要素幅が６４ビットであるストア浮動小数点
のためのデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ操作処理のグル
ープを示すテーブルである。当該テーブルは、ＤｏｗｎＣｏｎｖｆ６４として参照され、
ブロック４７６の表現である。
・ストア浮動小数点及びデータ要素サイズフィールド＝３２ビット－図１４Ｄ
　図１４Ｄは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるストア浮動小数点
のためのデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ操作処理のグル
ープを示すテーブルである。当該テーブルは、ＤｏｗｎＣｏｎｖｆ３２として参照され、
ブロック４７８の表現である。
・グラフィックデータタイプのためのデータ操作フィールドテーブル－図１５Ａ～１５Ｃ
　図１５Ａ～１５Ｃは、本発明の実施例によるグラフィックスデータタイプに対して実行
される命令のためのデータ操作フィールドにより指定されうる可能なデータ操作処理のグ
ループを示すテーブルである。
・ロードグラフィック－図１５Ａ
　図１５Ａは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるロードグラフィッ
クのためのデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ操作処理のグ
ループを示すテーブルである。当該テーブルは、ＵｐＣｏｎｖｇ３２として参照され、ブ
ロック４８０の表現である。
・ロードＰａｃｋｅｄグラフィック－図１５Ｂ
　図１５Ｂは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるロードＰａｃｋｅ
ｄグラフィックのためのデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ
操作処理のグループを示すテーブルである。当該テーブルは、ＵｐＣｏｎｖｐｇ３２とし
て参照され、ブロック４８２の表現である。
・ストアグラフィック－図１５Ｃ
　図１５Ｃは、本発明の実施例によるデータ要素幅が３２ビットであるストアグラフィッ
クのためのデータ操作フィールド２５４Ｃにより指定されうる可能なデータ操作処理のグ
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ループを示すテーブルである。当該テーブルは、ＵｐＣｏｎｖｇ３２として参照され、ブ
ロック４８４の表現である。
・ライトマスクフィールド－図１６Ａ～Ｄ
　図１６Ａ～１６Ｂは、本発明の実施例による異なるライトマスクと、同一の第２ソース
及びデスティネーションとにより実行される２つのマージング処理を示す。図１６Ａは、
本発明の実施例によるライトマスクレジスタＫ１においてライトマスクを利用してマージ
する一例となる処理１６００を示すブロック図であり、データ要素幅は３２ビットであり
、第２ソース及びデスティネーションが同一である。図１６Ａは、ソースオペランド１６
０５、ソース／デスティネーションオペランド１６１０、マスクレジスタＫ１　１６１５
のコンテンツ（下位１６ビットは１と０との混合を含む）、及びデスティネーションオペ
ランド１６２０を示す。マスクレジスタＫ１の下位１６ビット位置のそれぞれは、データ
要素位置の１つに対応する（Ｋ１［０］はデータ要素位置０に、Ｋ１［１］はデータ要素
位置１などに対応する）。デスティネーションオペランド１６２０の各データ要素位置に
ついて、それは、マスクレジスタＫ１の対応するビット位置がそれぞれ０又は１であるか
否かに依存して、ソース／デスティネーション１６１０のデータ要素位置のコンテンツ又
は処理結果（加算として示される）を含む。他の実施例では、ソース／デスティネーショ
ンオペランド１６１０は、第２ソースオペランドに置換される。これらの実施例では、デ
スティネーションオペランド１６２０は、マスクレジスタＫ１の対応するビット位置が０
である（存在する場合）データ要素位置に処理前からのデスティネーションオペランド１
６２０のコンテンツを含み、マスクレジスタＫ１の対応するビット位置が１である（存在
する場合）データ要素位置に処理結果を含む。
【０１２５】
　上述されるように、本発明の一実施例はＫ０を用いて、マスキングが実行されるべきで
ないことを示す。図１６Ｂは、本発明の実施例によるすべて１の配線化されたマスクを用
いてマージする一例となる処理１６２５を示すブロック図であり（配線化されたライトマ
スクは、ライトマスクレジスタｋ０を指定する命令により利用される）、データ要素幅は
３２ビットであり、第２ソース及びデスティネーションは同じである。図１６Ｂは、Ｋ１
　１６１５が配線化されたマスク１６３０と置換され、デスティネーションオペランド１
６２０がデスティネーションオペランド１６３５と置換されることを除き、図１６Ａと同
じである。配線化されたマスク１６３０はすべて１であり、デスティネーションオペラン
ド１６３５は、処理結果を表すデータ要素を含む。
【０１２６】
　図１６Ｃは、本発明の実施例による８、１６、３２及び６４ビットデータ要素幅の５１
２ビットベクトルのデータ要素位置とライトマスクレジスタのビットとの対応関係を示す
ブロック図である。具体的には、６４ビットレジスタＫＮ１６４０が示され、データ要素
幅が８ビットであるとき、６４ビットすべてが利用され、データ要素幅が１６ビットであ
るとき、最下位の３２ビットのみが利用され、データ要素幅が３２ビットであるとき、最
下位１６ビットのみが利用され、データ要素幅が６４ビットであるとき、最下位８ビット
のみが利用される。２５６ビットベクトルについて、データ要素幅が８ビットであるとき
、最下位３２ビットのみが利用され、データ要素幅が１６ビットであるとき、最下位１６
ビットが利用され、データ要素幅が３２ビットであるとき、最下位８ビットのみが利用さ
れ、データ要素幅が６４ビットであるとき、最下位４ビットのみが利用される。１２８ビ
ットベクトルについて、データ要素幅が８ビットであるとき、最下位１６びっとのみが利
用され、データ要素幅が１６ビットであるとき、最下位８ビットのみが利用され、データ
要素幅が３２ビットであるとき、最下位２ビットのみが利用され、データ要素幅が６４ビ
ットであるとき、最下位２ビットのみが利用される。
【０１２７】
　所与のマスクレジスタの値は、ＧＰレジスタから転送されるか、又は２つのマスクの間
の論理処理の直接的な結果として計算されるベクトル比較命令の直接的な結果として設定
可能である。
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【０１２８】
　図１６Ｄは、本発明の実施例によるライトマスクレジスタＫ１におけるライトマスクを
利用してマージする一例となる処理１６６０を示すブロック図であり、データ要素幅は３
２ビットであり、第２ソース及びデスティネーションは異なる。
【０１２９】
　図１６Ｅは、本発明の実施例によるライトマスクレジスタＫ１におけるライトマスクを
利用してゼロ化する一例となる処理１６６６を示すブロック図であり、データ要素幅は３
２ビットであり、第２ソース及びデスティネーションは異なる。ゼロ化処理はデスティネ
ーションがソースと異なる処理に対してのみ示されるが、ゼロ化はまた、第２ソース及び
デスティネーションが同一である場合に機能する。
・例示的なテンプレート及び命令－図１７～１８
　以下の記号は、図１７～１８への導入により提供される。
【０１３０】
【表８】
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【０１３１】
【表９】

【０１３２】
【表１０】

・ＥＶＥＸ．Ｕ０のための例示的な命令符号化－図１７Ａ～Ｄ
　図１７Ａは、本発明の実施例による一例となる特定のベクトルフレンドリ命令フォーマ
ットからのフィールドのサブセットを示す。具体的には、図１７Ａは、ＥＶＥＸプリフィ
ックス３０２、リアルオペコードフィールド３３０及びＭＯＤ　Ｒ／Ｍフィールド３４０
を示す。本実施例では、フォーマットフィールド２４０は、命令フォーマットがベクトル
フレンドリ命令フォーマットであることを示すための０×６２を含む。
【０１３３】



(42) JP 6339164 B2 2018.6.6

10

20

30

40

50

　図１７Ｂ～１７Ｄはそれぞれ、本発明の実施例による図１７Ａの特定のベクトルフレン
ドリ命令フォーマットに符号化される一例となる特定のベクトルフレンドリ命令からのフ
ィールドのサブセットを示す。図１７Ｂ～１７Ｄの説明では、ＶＡＤＤＰＳ命令の各種の
例示的なコンフィギュレーションのための一部のフィールドの可能な符号化を示すため、
一部のフィールドの具体的な利用が説明される。図１７Ｂ～１７Ｄのそれぞれにおいて、
フォーマットフィールド２４０は、命令がベクトルフレンドリ命令フォーマットにより符
号化されていることを示すための０×６２を含み、リアルオペコードフィールド３３０は
ＶＡＤＤＰＳオペコードを含む。図１７Ｂ～１７Ｄはそれぞれ、本発明の実施例によるＥ
ＶＥＸ．Ｕ０クラスへのＶＡＤＤＰＳ命令の符号化を示し、図１７Ｂ及び１７Ｃはそれぞ
れ、非メモリアクセス２０５命令テンプレートへのＶＡＤＤＰＳのＥＸＥＶ．Ｕ０符号化
を示し、図１７Ｄは、メモリアクセス２２０命令テンプレートへのＶＡＤＤＰＳのＥＶＥ
Ｘ．Ｕ０符号化を示す。ＶＡＤＤＰＳ命令は、第１レジスタ又はメモリオペランド（ｚｍ
ｍ３など）から第２レジスタ（ｚｍｍ２など）へのＰａｃｋｅｄシングル精度浮動小数点
値を加算し、結果をライトマスク（ｋ１など）に従って第３レジスタ（ｚｍｍ１など）に
格納する。当該命令は、命令の符号化に応じて各種のラウンド処理、データ変換処理又は
データ操作処理を可能にする。当該命令は、以下の命令ニーモニック、ＥＶＥＸ．Ｕ０．
ＮＤＳ．５１２．０Ｆ　５８／ｒ　ＶＡＤＤＰＳ　ｚｍｍ１｛ｋ１｝，ｚｍｍ２，Ｓｆ３

２（ｚｍｍ／ｍＶ）｛ｅｈ｝により記述されてもよい。
【０１３４】
　図１７Ｂは、非メモリアクセスフルラウンド制御タイプ処理２１０命令テンプレートに
おけるＶＡＤＤＰＳ命令の符号化を示す。データ要素幅フィールド２６４は、３２ビット
データ要素幅を示すため０となる。クラスフィールド２６８（すなわち、ＥＶＥＸ．Ｕ）
は、ＥＶＥＸ．Ｕ０クラスを示すため０に設定される。アルファフィールド２５２は、Ｒ
Ｓフィールド２５２Ａ（すなわち、ＥＶＥＸ．ｒｓ）として解釈され、ラウンド制御タイ
プ処理を選択するため１（すなわち、ＲＳフィールド２５２Ａ．１）に設定される。アル
ファフィールド２５２がＲＳフィールド２５２Ａ．１として機能しているため、ベータフ
ィールド２５４はラウンド処理フィールド２５８（すなわち、ＥＶＥＸ．ｒ２－０）とし
て解釈される。具体的には、ＥＶＥＸ．ｒ２はＳＡＥフィールド２５６として解釈され、
ＥＶＥＸ．ｒ１－０はラウンド制御フィールド２５４Ａとして機能する。モディファイア
フィールド２４６（すなわち、ＭＯＤＲ／Ｍ．ＭＯＤ３４２）は、非メモリアクセスを示
すため１１に設定される。（すなわち、レジスタｚｍｍ３は、メモリオペランドの代わり
に第１ソースオペランドとなる。）
　図１７Ｃは、非メモリアクセスデータ変換タイプ処理２１５命令テンプレートにおける
ＶＡＤＤＰＳ命令の符号化を示す。図１７Ｃの符号化は、アルファフィールド２５２及び
ベータフィールド２５４を除き図１７Ｂと同一である。アルファフィールド２５２はＲＳ
フィールド２５２Ａ（すなわち、ＥＶＥＸ．ｒｓ）として解釈され、データ変換タイプ処
理を選択するため０に設定される（すなわち、ＲＳフィールド２５２Ａ．２）。アルファ
フィールド２５２はＲＳフィールド２５２Ａ．２として機能するため、ベータフィールド
２５４は、データ変換フィールド２５４Ｂ（すなわち、ＥＶＥＸ．ｓ２－０）として解釈
される。
【０１３５】
　図１７Ｄは、メモリアクセス２２０命令テンプレートにおけるＶＡＤＤＰＳ命令の符号
化を示す。データ要素幅フィールド２６４は、３２ビットデータ要素幅を示すため０であ
る。クラスフィールド２６８（すなわち、ＥＶＥＸ．Ｕ）は、ＥＶＥＸ．Ｕ０を示すため
０に設定される。アルファフィールド２５２は、イビクションヒントフィールド２５２Ｂ
（すなわち、ＥＶＥＸ．ＥＨ）として解釈される。ベータフィールド２５４は、データ操
作フィールド２５４Ｃ（すなわち、ＥＶＥＸ．ｓ２－０）として解釈される。モディファ
イアフィールド２４６（すなわち、ＭＯＤＲ／Ｍ．ＭＯＤ３４２）は、第１ソースオペラ
ンドがメモリオペランドであることを示すため、００、０１又は１０に設定される。これ
は、図１７Ｄにおいて、
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【０１３６】
【数１】

（すなわち、１１を除く任意の入力）として示される。
・ＥＶＥＸ．Ｕ１のための例示的な命令符号化－図１８Ａ～１８Ｆ
　図１８Ａは、本発明の実施例による一例となる特定のベクトルフレンドリ命令フォーマ
ットからのフィールドのサブセットを示す。具体的には、図１＊Ａは、ＥＶＥＸプリフィ
ックス３０２、リアルオペコードフィールド３３０及びＭＯＤ　Ｒ／Ｍフィールド３４０
を示す。本実施例では、フォーマットフィールド２４０は、命令フォーマットがベクトル
フレンドリ命令フォーマットであることを示すため０×６２を含む。
【０１３７】
　図１８Ｂ～１８Ｆはそれぞれ、本発明の実施例による図１８Ａの特定のベクトルフレン
ドリ命令フォーマットに符号化された一例となる特定のベクトルフレンドリ命令からのフ
ィールドのサブセットを示す。図１８Ｂ～１８Ｆの説明では、一部のフィールドの特定の
利用は、ＶＡＤＤＰＳ命令の各種の例示的なコンフィギュレーションのため一部のフィー
ルドの可能な符号化を示すため説明される。図１８Ｂ～１８Ｆのそれぞれでは、フォーマ
ットフィールド２４０は、当該命令がベクトルフレンドリ命令フォーマットに符号化され
ていることを示すための０×６２を含み、リアルオペコードフィールド３３０は、ＶＡＤ
ＤＰＳオペコードを含む、図１８Ｂ～１８Ｆはそれぞれ、本発明の実施例によるＥＶＥＸ
．Ｕ１クラスにおけるＶＡＤＤＰＳ命令の符号化を示し、図１８Ｂ～１８Ｅはそれぞれ、
非メモリアクセス２０５命令テンプレートにおけるＶＡＤＤＰＳのＥＶＥＸ．Ｕ１符号化
を示し、図１８Ｆは、メモリアクセス２２０命令テンプレートにおけるＶＡＤＤＰＳのＥ
ＶＥＸ．Ｕ１符号化を示す。
【０１３８】
　図１８Ｂは、非メモリアクセスライトマスク制御パーシャルラウンド制御タイプ処理２
１２命令テンプレートにおけるＶＡＤＤＰＳ命令の符号化を示す。データ要素幅フィール
ド２６４は、３２ビットデータ要素幅を示すため０である。クラスフィールド２６８（す
なわち、ＥＶＥＸ．Ｕ）は、ＥＶＥＸ．Ｕ１クラスを示すため１に設定される。アルファ
フィールド２５２は、ライトマスク制御フィールド２５２Ｃとして解釈される（マージン
グ又はゼロ化ライトマスクとの間の選択）。ベータフィールド２５４の最下位ビットは、
ＲＬフィールド２５７Ａとして解釈され、パーシャルラウンドタイプ処理（すなわち、ラ
ウンド２５７Ａ．１）を示すため１に設定される。ベータフィールド２５４の２つの最上
位ビットは、ラウンド処理フィールド２５９Ａとして解釈される。モディファイアフィー
ルド２４６（すなわち、ＭＯＤＲ／Ｍ．ＭＯＤ３４２）は、非メモリアクセスを示すため
１１に設定される。（すなわち、レジスタｚｍｍ３はメモリオペランドの代わりの第１ソ
ースオペランドである。）この符号化では、ＶＡＤＤＰＳ命令は、第１レジスタ（ｚｍｍ
３など）から第２レジスタ（ｚｍｍ２など）へのＰａｃｋｅｄシングル精度浮動小数点値
を加算し、ライトマスク（ｋ１など）に従ってラウンド化された結果を第３レジスタ（ｚ
ｍｍ３など）に格納する。これは、以下のニーモニックにより示される。すなわち、マー
ジング・ライトマスキングのための｛ｚ｝のないゼロ化・ライトマスキング及び同じため
のＥＶＥＸ．Ｕ１．ＮＤＳ．５１２．０Ｆ．Ｗ０５８／ｒＶＡＤＤＰＳ　ｚｍｍ１である
。その他のニーモニックは、このセクションでは、すべてが｛ｚ｝を含むことを示すが、
｛ｚ｝のない同じニーモニックがまた同様に可能であることが理解されるべきである。
【０１３９】
　図１８Ｃ～１８Ｅはそれぞれ非メモリアクセスライトマスク制御ＶＳＩＺＥタイプ処理
２１７命令テンプレートにおけるＶＡＤＤＰＳ命令の符号化を示す。図１８Ｃ～１８Ｅの
符号化は、ベータフィールドを除き図１７Ｂと同一である。図１８Ｃ～１８Ｅのそれぞれ
において、ベータフィールド２５４の最下位ビットはＲＬフィールド２５７Ａとして解釈
され、ＶＳＩＺＥタイプ処理２５７Ａ．２を示すため０に設定される。ベータフィールド
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２５４の２つの最上位ビットは、ベクトル長フィールド２５９Ｂとして解釈される。
【０１４０】
　図１８Ｃにおいて、ベクトル長フィールド２５９Ｂは、５１２ビットのベクトルサイズ
を示すため１０に設定される。図１８Ｄにおいて、ベクトル長フィールド２５９Ｂは、２
５６ビットのベクトルサイズを示すため０１に設定される。図１８Ｅにおいて、ベクトル
長フィールド２５９Ｂは、１２８ビットのベクトルサイズを示すため００に設定される。
この符号化では、ＶＡＤＤＰＳ命令は、第１レジスタ（ｚｍｍ３など）から第２レジスタ
（ｚｍｍ２など）へのＰａｃｋｅｄシングル精度浮動小数点値を加算し、ライトマスク（
ｋ１など）に従って当該結果を第３レジスタ（ｚｍｍ１など）に格納する。図１８Ｃは、
以下のニーモニックにより示される。ＥＶＥＸ．Ｕ１．ＮＤＳ．５１２．０Ｆ．Ｗ０　５
８／ｒ　ＶＡＤＤＰＳ　ｚｍｍ１｛ｋ１｝｛ｚ｝，ｚｍｍ２，ｚｍｍ３である。図１８Ｄ
は、以下のニーモニックにより示される。ＥＶＥＸ．Ｕ１．ＮＤＳ．２５６．０Ｆ．Ｗ０
　５８／ｒ　ＶＡＤＤＰＳ　ｙｍｍ１｛ｋ１｝｛ｚ｝，ｙｍｍ２，ｙｍｍ３である。図１
８Ｅは、以下のニーモニックにより示される。ＥＶＥＸ．Ｕ１．ＮＤＳ．１２８．０Ｆ．
Ｗ０　５８／ｒ　ＶＡＤＤＰＳ　ｘｍｍ１｛ｋ１｝｛ｚ｝，ｘｍｍ２，ｘｍｍ３である。
【０１４１】
　図１８Ｆは、メモリアクセスライトマスク制御２２７命令テンプレートにおけるＶＡＤ
ＤＰＳ命令の符号化を示す。データ要素幅フィールド２６４は、３２ビットデータ要素幅
を示すため０である。クラスフィールド２６８（すなわち、ＥＶＥＸ．Ｕ）は、ＥＶＥＸ
．Ｕ１クラスを示すため１に設定される。アルファフィールド２５２は、ライトマスク制
御フィールド２５２Ｃとして解釈される（マージングライトマスク又はゼロ化ライトマス
クとの間で選択）。ベータフィールド２５４の最下位ビットは、ブロードキャストフィー
ルド２５７Ｂとして解釈される。ベータフィールド２５４の２つの最下位ビットは、ベク
トル長フィールド２５９Ｂとして解釈される。モディファイアフィールド２４６（すなわ
ち、ＭＯＤＲ／Ｍ．ＭＯＤ３４２）は、第１ソースオペランドがメモリオペランドである
ことを示すため００、０１又は１０に設定される。これは、図１７Ｄにおいて、
【０１４２】
【数２】

として（すなわち、１１以外の任意の入力）示される。この符号化では、ＶＡＤＤＰＳ命
令は、第１レジスタ（ｚｍｍ２など）にロードに応答してブロードキャスト可能なメモリ
オペランドからのＰａｃｋｅｄシングル精度浮動小数転置を加算し、ライトマスク（ｋ１
など）に従って第２レジスタ（ｚｍｍ１など）に結果を格納する。ベクトル長フィールド
が５１２ビットのベクトルを示すとき、これは、以下のニーモニックにより示されてもよ
い。
ＥＶＥＸ．Ｕ１．ＮＤＳ．５１２．０Ｆ．Ｗ０　５８／ｒ　ＶＡＤＤＰＳ　ｚｍｍ１｛ｋ
１｝｛ｚ｝，ｚｍｍ２，Ｂ３２（ｍＶ）　ベクトル長フィールドが２５６ビットのベクト
ルを示すとき、これは、以下のニーモニックにより示されてもよい。
ＥＶＥＸ．Ｕ１．ＮＤＳ．２５６．０Ｆ．Ｗ０　５８／ｒ　ＶＡＤＤＰＳ　ｙｍｍ１｛ｋ
１｝｛ｚ｝，ｙｍｍ２，Ｂ３２（ｍＶ）　ベクトル長フィールドが１２８ビットのベクト
ルを示すとき、これは、以下のニーモニックにより示されてもよい。
ＥＶＥＸ．Ｕ１．ＮＤＳ．１２８．０Ｆ．Ｗ０　５８／ｒ　ＶＡＤＤＰＳ　ｘｍｍ１｛ｋ
１｝｛ｚ｝，ｘｍｍ２，Ｂ３２（ｍＶ）
・例示的なディスプレースメント８＊Ｎ値
　本発明の一実施例では、メモリアクセスサイズＮが、使用される命令テンプレートと後
述されるような他のファクタとに依存してベース処理フィールド、データ要素幅フィール
ド及び拡張処理フィールドの２以上のコンテンツに基づき決定される。本発明の一実施例
では、Ｕ＝０（クラスＡ）に関して、以下のテーブルは、メモリにおいてアクセスされる
ベクトル（又は要素）のサイズと、圧縮されたディスプレースメントのディスプレースメ
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フルベクトル粒度の代わりに要素粒度により機能し、以下のテーブルにおいて“要素レベ
ル”カラムを利用するべきである。ファンクションカラムのラベル（Ｕ／Ｓｉ６４など）
は、ベース処理フィールド（例えば、Ｕ／Ｓｉはロード整数及びロード／ｏｐ整数を示す
など）と、データ要素幅（例えば、６４は６４ビットデータ要素幅である）とにより指定
されるメモリアクセスタイプを示す。当該カラムの値は、図３の実施例においてデータ操
作フィールド２５４Ｃの可能な値である。図４Ｂを参照して、各種メモリアクセスタイプ
がそれらのデータ操作図１２Ａ～１５Ｃにフローして示され（いくつかのケースでは、デ
ータ要素幅判定を介し）、各種テーブル１２Ａ～１５ＣはＮの値の選択を導出し、適切で
ある場合、カラム２及び３に配置される。例えば、ロード／ｏｐ整数６４ビットデータ要
素幅メモリアクセス処理は図１２Ａにフローし、データ操作フィールド２５４Ｃのコンテ
ンツは、データ操作処理（図１２Ａに示されるような）とＮの値（以下に示されるような
）との双方を選択するのに利用される。他の例として、ロード整数６４ビットデータ要素
幅メモリアクセス処理（ベース処理フィールド２４２においてブロードキャストを示す）
は図１３Ａにフローし、データ操作フィールド２５４Ｃのコンテンツが、データ操作処理
（図１３Ａに示されるように、ブロードキャストデータ変換を含まない）とＮの値（後述
される）との双方を選択するため利用される。従って、第２カラムは、ベース処理フィー
ルド２４２がブロードキャスト又は要素レベルメモリアクセスを指定しない命令のための
ものであり、第３カラムの第１サブカラムは、ベース処理フィールド２４２がブロードキ
ャストを指定するが、要素レベルメモリアクセスを指定しない命令のためのものであり、
第３カラムの第２サブカラムは、ベース処理フィールド２４２がブロードキャスト又は要
素レベルメモリアクセスを指定する命令のためのものである。
【０１４３】
【表１１】

【０１４４】
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【表１２】

【０１４５】
【表１３】

【０１４６】
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【表１４】

【０１４７】
【表１５】

【０１４８】
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【表１６】

【０１４９】
【表１７】

【０１５０】
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【表１８】

【０１５１】
【表１９】

【０１５２】
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【表２０】

【０１５３】
【表２１】

　本発明の一実施例では、Ｕ＝１（クラスＢ）に関して、各種命令が、ベクトル長（ベク
トル長フィールド２５９Ｂのコンテンツにより決定される）、ベクトル処理のタイプ及び
ブロードキャストが実行されているか（ベース処理フィールド２４２及び／又はブロード
キャストフィールド２５７Ｂの値）、並びにデータ要素幅（図４Ｅに示されるように、リ
アルオペコードフィールド３３０及び／又はデータ要素幅フィールド２６４のコンテンツ
により決定される）に基づき異なるタイプの命令について決定されるメモリアクセスサイ
ズＮに関してｄｉｓｐ８を利用することによって、圧縮されたディスプレースメントを利
用可能である。一般に、メモリアクセスサイズＮは、メモリ入力のバイト数に対応する（
例えば、フル５１２ビットメモリベクトルにアクセスするとき６４など）。本発明の一実
施例では、以下の第１テーブルは、以下の第２テーブルにおける用語の利用の一部を説明
し、第２テーブルは各種命令のためのＮの値を与える。以下のテーブルのＴｕｐｌｅは、
メモリのデータのＰａｃｋｅｄ構造である。
【０１５４】
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【表２２】

【０１５５】
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【表２３】

・リザービングビット
　また、本発明のいくつかの実施例では、異なるプロセッサ又はプロセッサ内の異なるコ
アは、クラスＡのみ、クラスＢのみ又は両方のクラスをサポートしてもよい。例えば、汎
用計算用のハイパフォーマンス汎用オウト・オブ・オーダコアは、クラスＢのみをサポー
トし、主としてグラフィック及び／又は科学（スループット）計算用のコアはクラスＡの
みをサポートし、双方用のコアは双方をサポートしてもよい（もちろん、双方のクラスカ
ラのテンプレート及び命令の混合を有するが、双方のクラスカラの必ずしもすべてのテン
プレート及び命令を有さないコアは、本発明の範囲内である。）また、シングルプロセッ
サは、そのすべてが同じクラスをサポートするか、又は異なるコアは異なるクラスをサポ
ートする複数のコアを含むものであってもよい。例えば、別個のグラフィック及び汎用コ
アを備えたプロセッサでは、主としてグラフィック及び／又は科学計算用のグラフィック
コアの１つはクラスＡしかサポートせず、汎用コアの１以上は、クラスＢしかサポートし
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ない汎用計算用のハイパフォーマンス汎用アウト・オブ・オーダコアであってもよい。別
個のグラフィックコアを有しない他のプロセッサは、クラスＡとクラスＢとの双方をサポ
ートする１以上の汎用イン・オーダ又はアウト・オブ・オーダコアを有してもよい。もち
ろん、１つのクラスカラの特徴はまた、本発明の異なる実施例における他のクラスにおい
て実現されてもよい。ハイレベル言語により記述されたプログラムは、１）実行用のター
ゲットプロセッサによりサポートされるクラスの命令のみを有する形式、又は２）コード
を現在実行中のプロセッサによりサポートされる命令に基づき実行すべきルーチンを選択
する制御フローコードを有し、すべてのクラスの命令の異なる組み合わせを用いて記述さ
れた他のルーチンを有する形式を含む各種実行可能形式に置かれる（例えば、ジャストイ
ンタイムコンパイル又は静的コンパイルされるなど）。
【０１５６】
【表２４】

　ロード、ブロードキャスト及びインサートに関して、本発明の一実施例は、ベース処理
フィールドによる異なるバージョンのブロードキャストを実現し、このため、ブロードキ
ャストフィールド２５７Ｂは不要である。バイト／ワード処理について、本発明の一実施
例は、当該特徴をサポートするハードウェアコストが現在は正当なものでなかっためた、
ブロードキャストフィールド２５７Ｂによるブロードキャストをサポートしていない。ギ
ャザーに関して（ロードの一タイプである）、本発明の一実施例は、ベース処理フィール
ドによる異なるバージョンのブロードキャストを実現し、このため、ブロードキャストフ
ィールド２５７Ｂは不要である。スキャッタ、抽出及びストアに関して、一実施例は、こ
れらのタイプの命令はレジスタソース（メモリソースでない）とメモリデスティネーショ
ンとを有するため、ブロードキャストフィールド２５７Ｂによるブロードキャストをサポ
ートせず、メモリがソースであるときのみ、ブロードキャストは意味がある。ギャザー命
令のマスクは、完了マスクであり、マージングライトマスク処理は現在所望の処理である
。ストア、スキャッタ又は抽出に対するライトマスクのゼロ化の実行は、ベクトルストア
、スキャッタ又は抽出が典型的には利用されない処理のメモリの位置をゼロ化する。比較
のため、本発明の一実施例では、ライトマスキングのゼロ化は、比較結果が否定的なもの
である場合、比較はすでに０を書き込んでいるため不自然であり（例えば、比較された２
つの要素が等価の比較のケースにおいて等しくないなど）、従って、比較結果が解釈され
る方法を妨げる。
【０１５７】
　例示的なパイプライン－図１９～２２
　図１９～２２は、本発明による４つの例示的なプロセッサパイプラインの異なるステー
ジにおいて図２Ａの命令テンプレートの何れのフィールドが利用されるか示すブロック図
である。要求される理解レベルにおいて、図示されたパイプラインステージ及びそれらの
ファンクションは周知であることに留意すべきである。図１９～２２のそれぞれは、非メ
モリアクセスフルラウンド制御タイプ処理２１０命令テンプレート、非メモリアクセスデ
ータ変換タイプ処理２１５命令テンプレート及びメモリアクセス２２５／２３０命令テン
プレートをそれぞれ示すＡ、Ｂ及びＣ図を含む。図１９～２２のそれぞれは異なる一例と
なるパイプラインを示すが、同一のパイプラインは各図番のＡ～Ｃ図のそれぞれに示され
る。例えば、図１９Ａは、非メモリアクセスフルラウンド制御タイプ処理２１０命令テン
プレートと一例となる第１命令パイプラインとを示し、図１９Ｂは、非メモリアクセスデ
ータ変換タイプ処理２１５と図１９Ａと同じ例示的なパイプラインとを示し、図２０Ａは
非メモリアクセスフルラウンドタイプ制御処理２１０命令テンプレートと一例となる第２
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プロセッサパイプラインとを示す。
【０１５８】
　図１９～２２はそれぞれ、プロセッサパイプライン１９００、２０００、２１００及び
２２００を示す。パイプラインステージ名は異なるパイプラインにわたって同一である場
合、同一の参照番号が理解の容易のため利用された。しかしながら、これは、異なるパイ
プラインにわたって同一名のパイプラインステージが同じであることを意味するのでなく
、単に類似する処理を実行することを意味する（それはより多く又はより少ないサブ処理
を含むかもしれないが）。
・例示的な汎用パイプライン－図１９
　プロセッサパイプライン１９００は、汎用プロセッサパイプラインを表し、フェッチス
テージ１９１０、復号化ステージ１９２０、レジスタリード／メモリリードステージ１９
３０、データ変換ステージ１９４０、実行ステージ１９５０及びライトバック／メモリラ
イトステージ１９６０を含む。
【０１５９】
　命令テンプレートからプロセッサパイプラインステージへのブラケット及び矢印は、パ
イプラインステージの異なるものによって利用されるフィールドを示す。例えば、図１９
Ａにおいて、フィールドのすべてが復号化ステージ１９２０により利用され、レジスタイ
ンデックスフィールド２４４がレジスタリード／メモリリードステージ１９３０により利
用され、ｒｓフィールド２５２Ａ（ラウンド２５２Ａ．１）、ＳＡＥフィールド２５６、
ラウンド処理フィールド２５８及びデータ要素幅フィールド２６４が、実行ステージ１９
６０により利用され、データ要素幅フィールド２６４はまたライトバック／ライトメモリ
ステージ１９６０により利用され、ライトマスクフィールド２６８は実行ステージ１９５
０又はライトバック／メモリライトステージ１９６０により利用される。（異なる２つの
ステージにおける任意的なライトマスクフィールド２７０の利用は、ライトマスクフィー
ルドが実行ステージ１９５０におけるマスクされたデータ要素に対する処理の実行を不可
にしうるか（これにより、これらのデータ要素位置がライト／メモリライトステージ１９
６０において更新されることを防ぐ）、又は実行ステージ１９５０は、当該処理を実行し
、ライトマスクがマスクされたデータ要素位置の更新を防ぐため、ライト／メモリライト
ステージ１９６０中に適用されることを可能にする。）
　矢印は異なるフィールドにより利用されるステージのみを必ずしも表すものでなく、当
該フィールドが最大のインパクトを有する可能性がある場所を表すことに留意すべきであ
る。Ａ図とＢ図との間では、拡張処理フィールド２５０がラウンド処理のための実行ステ
ージ１９５０により利用され、拡張処理フィールド２５０がデータ変換タイプ処理のため
データ変換ステージ１９４０により利用され、データ要素幅フィールド２６４から実行ス
テージ１９５０へのラインがデータ変換ステージ１９４０に移されるという大きな相違が
あることに留意されたい。図１９Ｃは、レジスタリード／メモリリードステージ１９３０
に移動するベース処理フィールド２４２、レジスタリード／メモリリードステージ１９３
０により利用される拡張処理フィールド２５０のＥＨフィールド２５２Ｂ、スケールフィ
ールド２６０、ディスプレースメントフィールド２６２Ａ／ディスプレースメントファク
タフィールド２６２Ｂ、ライトマスクフィールド２７０、及びそれがメモリリード又はメ
モリライト処理である否かに応じてレジスタリード／メモリリードステージ１９３０又は
ライトバック／メモリライト１９６０により任意的に利用されるデータ要素幅フィールド
２６４を示す。即値フィールド２７２を利用するパイプラインステージは周知であるため
、当該フィールドのマッピングは、本発明を不明りょうにしないように表されない。
・例示的なイン・オーダパイプライン－図２０
　プロセッサパイプライン２０００は、イン・オーダプロセッサパイプラインを表し、プ
ロセッサパイプライン２０００と同じ名前のパイプラインステージを有するが、フェッチ
ステージ１９１０と復号化ステージ１９２０との間にレングス復号化ステージ２０１２が
挿入されている。
【０１６０】
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　図２０Ａ～２０Ｃのマッピングは、実質的に図１９Ａ～１９Ｃのものと同じである。
・例示的な第１アウト・オブ・オーダパイプライン－図２１
　プロセッサパイプライン２１００は、プロセッサパイプライン２０００と同じ名前のパ
イプラインステージを有する例示的な第１アウト・オブ・オーダパイプラインを表すが、
１）割当てステージ２１２２、リネーミングステージ２１２４、及び復号化ステージ１９
２０とレジスタリード／メモリリードステージ１９３０との間に挿入されるスケジュール
ステージ２１２６と、２）リオーダバッファ（ｒｏｂ）リードステージ２１６２、例外処
理ステージ２１６４、及びライトバック／メモリライトステージ１９６０の後に追加され
るコミットステージ２１６６を有する。
【０１６１】
　図２１Ａ～２１Ｃにおいて、マッピングは、１）レジスタインデックスフィールド２４
４とモディファイアフィールド２４６とがリネーミングステージ２１４２により利用され
、２）図２１Ａのみにおいて、ライトマスクフィールド２７０がまた任意的にマスクされ
たデータ要素位置に対する例外を抑制するため、例外処理ステージ２１６４により任意的
に利用され、３）図２１Ａのみにおいて、ＳＡＥフィールド２５６が浮動小数点例外が抑
制されているか否かに応じて実行ステージ１９５０及び例外処理ステージ２１６４により
任意的に利用される、という例外はあるが、図２０Ａ～２０Ｃのマッピングと全体的に同
じである。
・例示的な第２オウト・オブ・オーダパイプライン－図２２
　プロセッサパイプライン２２００は、データ変換及び実行ステージが実行／データ変換
ステージ２２４５を形成するようマージされていることを除き、プロセッサパイプライン
２１００と同じ名前のプロセッサパイプラインステージを有する例示的な第２アウト・オ
ブ・オーダパイプラインを表す。
【０１６２】
　図２２Ａ～２２Ｃのマッピングは、データ変換ステージ１９４０及び実行ステージ１９
５０に別々に行われたマッピングが実行／データ変換ステージ２２４５４に移行すること
を除き、図２１Ａ～２１Ｃと実質的に同じである。
・例示的なパイプライン上のクラスＢ命令テンプレート
　以下のテーブルは、本発明の実施例による図２Ｂの命令テンプレートのフィールドを収
容するため図１９～２２を変更する方法を示す。
【０１６３】
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【表２５】

・復号化ステージ１９２０
　復号化ステージ１９２０において、各種の周知の復号化ユニットが利用可能である。例
えば、復号化ユニットは、各マクロ命令をシングル幅マイクロ命令に復号化するものであ
ってもよい。他の例として、復号化ユニットは、いくつかのマクロ命令をシングル幅マイ
クロ命令に復号化してもよく、他のものをマルチ幅マイクロ命令に復号化してもよい。ア
ウト・オブ・オーダプロセッサパイプラインに特に適した他の例として、復号化ユニット
は、各マクロ命令を１以上のマイクロｏｐに復号化してもよく、各マイクロｏｐが発行さ
れ、アウト・オブ・オーダに実行される。
【０１６４】
　復号化ユニットは１以上のデコーダにより実現されてもよく、各デコーダは、当該分野
において周知なプログラマブルロジックアレイ（ＰＬＡ）として実現されてもよい。例え
ば、所与の復号化ユニットは、１）異なるマクロ命令を異なるデコーダに誘導するための
ステアリングロジック、２）命令セットのサブセットを復号化し（第２、第３及び第４デ
コーダより多く）、１回に２つのマイクロｏｐを生成する第１デコーダ、３）命令セット
全体のサブセットのみを復号化し、１回に１つのマイクロｏｐしか生成しない第２、第３
及び第４デコーダ、４）命令セット全体のサブセットのみを復号化し、１回に４つのマイ
クロｏｐを生成するマイクロシーケンサＲＯＭ、及び５）何れの出力がマイクロｏｐキュ
ーに提供されるか決定するマイクロシーケンサＲＯＭ及びデコーダによる多重化ロジック
フィードを有してもよい。デコーダの他の実施例は、より多く又はより少ない命令及び命
令サブセットを復号化するより多く又はより少ないデコーダを有してもよい。例えば、一
実施例は、１回に２つのマイクロｏｐをそれぞれが生成する第２、第３及び第４デコーダ
を有してもよく、また１回に８つのマイクロｏｐを生成するマイクロシーケンサＲＯＭを
有してもよい。
【０１６５】
　例示的なプロセッサアーキテクチャ－図２３～２４
・例示的なイン・オーダプロセッサアーキテクチャ－図２３Ａ～２３Ｂ
　図２３Ａ～Ｂは、一例となるイン・オーダプロセッサアーキテクチャのブロック図を示



(57) JP 6339164 B2 2018.6.6

10

20

30

40

50

す。当該実施例は、ワイドベクトルプロセッサ（ＶＰＵ）により拡張されたイン・オーダ
ＣＰＵコアの複数のインスタンス化に関して設計されている。コアは、正確なプリケーシ
ョンに応じて高帯域幅インターコネクトネットワークを介し固定的なファンクションロジ
ック、メモリＩ／Ｏインタフェース及び他の必要なＩ／Ｏロジックと通信する。例えば、
本実施例のスタンドアローンＧＰＵとしての実現は、典型的には、ＰＣＩｅバスを含む。
【０１６６】
　図２３Ａは、本発明の実施例によるオンダイインターコネクトネットワーク２３０２へ
の接続とレベル２（Ｌ２）キャッシュ２３０４のローカルサブセットと共にシングルＣＰ
Ｕコアのブロック図である。命令デコーダ２３００は、特定のベクトル命令フォーマット
３００を含む拡張を備えたｘ８６命令セットをサポートする。本発明の一実施例では、（
設計を簡略化するため）スカラユニット２３０８及びベクトルユニット２３１０が別々の
レジスタセットを利用し（それぞれスカラレジスタ２３１２及びベクトルレジスタ２３１
４）、それらの間で転送されるデータは、メモリに書き込まれ、レベル１（Ｌ１）キャッ
シュ２３０６からリードバックされ、本発明の他の実施例は、異なるアプローチを利用し
てもよい（例えば、シングルレジスタセットを利用するか、又はライト及びリードバック
なしに２つのレジスタファイルの間でデータが転送されることを可能にする通信パスを含
むなど）。
【０１６７】
　Ｌ１キャッシュ２３０６は、スカラユニット及びベクトルユニットへのキャッシュメモ
リへの低遅延アクセスを可能にする。ベクトルフレンドリ命令フォーマットのロード－ｏ
ｐ命令と共に、これは、Ｌ１キャッシュ２３０６が拡張されたレジスタファイルと同様に
扱うことができることを意味する。これは、特にイビクションヒントフィールド２５２Ｂ
による多数のアルゴリズムのパフォーマンスを有意に向上させる。
【０１６８】
　Ｌ２キャッシュ２３０４のローカルサブセットは、ＣＰＵコア毎に１つである別々のロ
ーカルサブセットに分割されるグローバルＬ２キャッシュの一部である。各ＣＰＵは、Ｌ
２キャッシュ２３０４の自らのローカルサブセットへの直接的なアクセスパスを有する。
ＣＰＵコアによりリードされたデータは、それのＬ２キャッシュサブセット２３０４に格
納され、自らのローカルＬ２キャッシュサブセットにアクセスする他のＣＰＵとパラレル
に迅速にアクセス可能である。ＣＰＵコアにより書き込まれるデータは、それ自体のＬ２
キャッシュサブセット２３０４に格納され、必要に応じて、他のサブセットからフラッシ
ュされる。リングネットワークは、共有データのコヒーレンシを保障する。
【０１６９】
　図２３Ｂは、本発明の実施例による図２３ＡのＣＰＵコアの一部の分解図である。図２
３Ｂは、Ｌ１キャッシュ２３０４のＬ１データキャッシュ２３０６Ａの部分とと共に、ベ
クトルユニット２３１０及びベクトルレジスタ２３１４に関するさらなる詳細を含む。具
体的には、ベクトルユニット２３１０は、整数、シングル精度フロート及びダブル精度フ
ロート命令を実行する１６ワイドベクトル処理ユニット（ＶＰＵ）である（１６ワイドＡ
ＬＵ２３２８を参照）。ＶＰＵは、スウィズルユニット２３２０によるレジスタ入力のス
ウィズル処理、数値変換ユニット２３２２Ａ～Ｂによる数値変換、及びメモリ入力に対す
る複製ユニット２３２４による複製をサポートする。ライトマスクレジスタ２３２６は、
結果としてのベクトルライトをプリディケート（ｐｒｅｄｉｃａｔｅ）することを可能に
する。
【０１７０】
　レジスタデータは、例えば、マトリックス乗算をサポートするためなど、各種方法によ
りスウィズル可能である。メモリからのデータは、ＶＰＵレーンにわたって複製可能であ
る。これは、グラフィックと非グラフィックパラレルデータ処理の双方において通常の処
理である、キャッシュ効率を有意に増大する。
【０１７１】
　リングネットワークは、ＣＰＵコア、Ｌ２キャッシュ及び他のロジックブロックなどの
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エージェントがチップ内で互いに通信することを可能にするため双方向である。各リング
データパスは、方向毎に５１２ビットワイドである。
・例示的なアウト・オブ・オーダアーキテクチャ－図２４
　図２４は、本発明の実施例による例示的なアウト・オブ・オーダアーキテクチャを示す
ブロック図である。具体的には、図２４は、ベクトルフレンドリ命令フォーマット及びそ
の実行を含むよう変更された周知の一例となるアウト・オブ・オーダアーキテクチャを示
す。図２４において、矢印は２以上のユニットの間の接続を示し、矢印の方向はこれらの
ユニットの間のデータフローの方向を示す。図２４は、実行エンジンユニット２４１０及
びメモリユニット２４１５に接続されるフロントエンドユニット２４０５を有し、実行エ
ンジンユニット２４１０はさらに、メモリユニット２４１５に接続される。
【０１７２】
　フロントエンドユニット２４０５は、レベル２（Ｌ２）ブランチ予測ユニット２４２２
に接続されるレベル１（Ｌ１）ブランチ予測ユニット２４２０を有する。Ｌ１及びＬ２ブ
ランチ予測ユニット２４２０、２４２２は、Ｌ１命令キャッシュユニット２４２４に接続
される。Ｌ１命令キャッシュユニット２４２４は、命令フェッチプリデコードユニット２
４２８にさらに接続される命令変換ルックアサイドバッファ（ＴＬＢ）２４２６に接続さ
れる。命令フェッチプリでコードユニット２４２８は、デコードユニット２４３２にさら
に接続される命令キューユニット２４３０に接続される。デコードユニット２４３２は、
コンプレックスデコーダユニット２４３４と、３つのシンプルデコーダユニット２４３６
、２４３８及び２４４０とを有する。デコードユニット２４３２は、マイクロコードＲＯ
Ｍユニット２４４２を有する。デコードユニット２４３２は、デコードステージセクショ
ンにおいて上述されたように動作してもよい。Ｌ１命令キャッシュユニット２４２４はさ
らにメモリユニット２４１５のＬ２キャッシュユニット２４４８に接続される。命令ＴＬ
Ｂユニット２４２６はさらに、メモリユニット２４１５において第２レベルＴＬＢユニッ
ト２４４６に接続される。デコードユニット２４３２、マイクロコードＲＯＭユニット２
４４２及びループストリーム検出ユニット２４４４はそれぞれ、実行エンジンユニット２
４１０においてリネーム／割当ユニット２４５６に接続される。
【０１７３】
　実行エンジンユニット２４１０は、リタイアメントユニット２４７４及び統合スケジュ
ーラユニット２４５８に接続されるリネーム／割当ユニット２４５６を含む。リタイアメ
ントユニット２４７４はさらに、実行ユニット２４６０に接続され、リオーダバッファユ
ニット２４７８を有する。統合スケジューラユニット２４５８はさらに、実行ユニット２
４６０に接続される物理レジスタファイルユニット２４７６に接続される。物理レジスタ
ファイルユニット２４７６は、ベクトルレジスタユニット２４７７Ａ、ライトマスクレジ
スタユニット２４７７Ｂ及びスカラレジスタユニット２４７７Ｃを有し、これらのレジス
タユニットは、ベクトルレジスタ５１０、ベクトルマスクレジスタ５１５及び汎用レジス
タ５２５を提供し、物理レジスタファイルユニット２４７６は、図示しない追加的なレジ
スタファイルを有してもよい（例えば、ＭＭＸ　Ｐａｃｋｅｄ整数フラットレジスタファ
イル５５０にエイリアシングされたスカラ浮動小数点スタックレジスタファイル５４５な
ど）。実行ユニット２４６０は、３つの混合されたスカラ及びベクトルユニット２４６２
、２４６４及び２４７２、ロードユニット２４６６、ストアアドレスユニット２４６８、
ストアデータユニット２４７０を含む。ロードユニット２４６６、ストアアドレスユニッ
ト２４６８及びストアデータユニット２４７０はそれぞれ、メモリユニット２４１５のデ
ータＴＬＢユニット２４５２にさらに接続される。
【０１７４】
　メモリユニット２４１５は、データＴＬＢユニット２４５２に接続される第２レベルＴ
ＬＢユニット２４４６を有する。データＴＬＢユニット２４５２は、Ｌ１データキャッシ
ュユニット２４５４に接続される。Ｌ１データキャッシュユニット２４５４はさらに、Ｌ
２キャッシュユニット２４４８に接続される。いくつかの実施例では、Ｌ２キャッシュユ
ニット２４４８はさらに、メモリユニット２４１５の内部及び／又は外部においてＬ３及
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びより上位のキャッシュユニット２４５０に接続される。
【０１７５】
　例えば、例示的なアウト・オブ・オーダアーキテクチャは、１）命令フェッチプリデコ
ードユニット２４２８はフェッチ及び長さ復号化ステージ１９１０及び２０１２、２）デ
コードユニット２４３２はデコードステージ１９２０を実行し、３）リネーム／割当ユニ
ット２４５６は割当ステージ２１２２及びリネーミングステージ２１２４を実行し、４）
統合スケジューラ２４５８はスケジュールステージ２１２６を実行し、５）物理レジスタ
ファイルユニット２４７６、リオーダバッファユニット２４７８及びメモリユニット２４
１５はレジスタリード／メモリリードステージ１９３０を実行し、実行ユニット２４６０
は実行／データ変換ステージ２２４５を実行し、６）メモリユニット２４１５及びリオー
ダバッファユニット２４７８はライトバック／メモリライトステージ１９６０を実行し、
７）リタイアメントユニット２４７４はＲＯＢリード２１６２ステージを実行し、８）各
種ユニットは例外処理ステージ２１６４に関与してもよく、９）リタイアメントユニット
２４７４及び物理レジスタファイルユニット２４７６はコミットステージ２１６６を実行
することによって、プロセスパイプライン２２００を実現してもよい。
・例示的なシングルコア及びマルチコアプロセッサ－図２９
　図２９は、本発明の実施例による統合されたメモリコントローラ及びグラフィックを備
えたシングルコアプロセッサ及びマルチコアプロセッサ２９００のブロック図である。図
２９における実線のボックスは、シングルコア２９０２Ａ、システムエージェント２９１
０及び１以上のバスコントローラユニット２９１６のセットを備えたプロセッサ２９００
を示し、破線のボックスの任意的な追加は、複数のコア２９０２Ａ～Ｎ、システムエージ
ェントユニット２９１０における１以上の統合されたメモリコントローラユニット２９１
４のセット及び統合されたグラフィックロジック２９０８を備えた他のプロセッサ２９０
０を示す。
【０１７６】
　メモリ階層は、コア内の１以上のレベルのキャッシュ、１以上の共有キャッシュユニッ
ト２９０６のセット、及び統合されたメモリコントローラユニット２９１４のセットに接
続される外部メモリ（図示せず）を有する。共有キャッシュユニット２９０６のセットは
、レベル２（Ｌ２）、レベル３（Ｌ３）、レベル４（Ｌ４）又は他のレベルのキャッシュ
などの１以上の中間レベルキャッシュ、ラストレベルキャッシュ（ＬＬＣ）及び／又はこ
れらの組み合わせを含むものであってもよい。一実施例では、リングベースインターコネ
クトユニット２９１２は、統合されたグラフィックロジック２９０８、共有キャッシュユ
ニット２９０６のセット及びシステムエージェントユニット２９１０を相互接続するが、
他の実施例は、当該ユニットを相互接続するための何れかの個数の周知の技術を利用して
もよい。
【０１７７】
　いくつかの実施例では、コア２９０２Ａ～Ｎの１以上はマルチスレッド処理が可能であ
る。システムエージェント２９１０は、コア２９０２Ａ～Ｎを調整及び実行する上記のコ
ンポーネントを含む。システムエージェントユニット２９１０は、例えば、パワー制御ユ
ニット（ＰＣＵ）及びディスプレイユニットなどを含むものであってもよい。ＰＣＵは、
コア２９０２Ａ～Ｎ及び統合グラフィックロジック２９０８の電力状態を調整するのに必
要なロジック及びコンポーネントであってもよく、又は含むものであってもよい。ディス
プレイユニットは、１以上の外部接続されたディスプレイを分割するためのものである。
【０１７８】
　コア２９０２Ａ～Ｎは、アーキテクチャ及び／又は命令セットに関して同質又は異質で
あってもよい。例えば、コア２９０２Ａ～Ｎの一部はイン・オーダであり（例えば、図２
３Ａ及び２３Ｂに示されるものなど）、他のものはアウト・オブ・オーダである（図２４
などに示されるものなど）。他の例として、コア２９０２Ａ～Ｎの２以上は、同じ命令セ
ットを実行可能であってもよく、他のものは当該命令セットのサブセットのみ又は異なる
命令セットを実行可能であってもよい。コアの少なくとも１つは、ここに接続されるベク
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トルフレンドリ命令フォーマットを実行可能である。
【０１７９】
　プロセッサは、カリフォルニア州サンタクララのインテルコーポレイションから入手可
能なＣｏｒｅＴＭｉ３，ｉ５，ｉ７，２Ｄｕｏ及びＱｕａｄ、ＸｅｏｎＴＭ又はＩｔａｎ
ｉｕｍプロセッサなどの汎用プロセッサであってもよい。あるいは、プロセッサは、他の
企業からのものであってもよい。プロセッサは、例えば、ネットワーク又は通信プロセッ
サ、圧縮エンジン、グラフィックプロセッサ、コプロセッサ、埋め込みプロセッサなどの
特定用途プロセッサであってもよい。プロセッサは、１以上のチップ上に実現されてもよ
い。プロセッサ２９００は、ＢｉＣＭＯＳ、ＣＭＯＳ又はＮＭＯＳなどの複数のプロセス
技術の何れかを利用して１以上の基板上に実現されてもよく、及び／又はその一部であっ
てもよい。
【０１８０】
　例示的なコンピュータシステム及びプロセッサ－図２５～２８
　図２５～２７は、プロセッサ２９００を含むのに適した一例となるシステムであり、図
２８は、コア２９０２の１以上を含むものであってもよい一例となるＳｏＣ（Ｓｙｓｔｅ
ｍ　ｏｎ　Ｃｈｉｐ）である。ラップトップ、デスクトップ、携帯ＰＣ、ＰＤＡ（Ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、エンジニアリングワークステーシ
ョン、サーバ、ネットワーク装置、ネットワークハブ、スイッチ、埋め込みプロセッサ、
ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、グラフィック装置、ビ
デオゲーム装置、セットトップボックス、マイクロコントローラ、携帯電話、ポータブル
メディアプレーヤー、携帯装置及び他の各種電子装置について当該分野で知られる他のシ
ステム設計及びコンフィギュレーションがまた適している。一般に、ここに開示されるよ
うなプロセッサ及び／又は他の実行ロジックを搭載可能な各種システム又は電子装置が一
般に適している。
【０１８１】
　図２５を参照して、本発明の一実施例によるシステム２５００のブロック図が示される
。システム２５００は、ＧＭＣＨ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌ
ｅｒ　Ｈｕｂ）２５２０に接続される１以上のプロセッサ２５１０、２５１５を含むもの
であってもよい。図２５において、追加的なプロセッサ２５１５の任意的な性質は破線に
より示される。
【０１８２】
　各プロセッサ２５１０、２５１５は、あるバージョンのプロセッサ２９００であっても
よい。しかしながら、統合されたグラフィックロジック及び統合されたメモリ制御ユニッ
トはプロセッサ２５１０、２５１５に存在する可能性は低いことに留意すべきである。
【０１８３】
　図２５は、ＧＭＣＨがＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）などであってもよいメモリ２５４０に接続されてもよいことを示す。ＤＲＡＭ
は、少なくとも１つの実施例について不揮発性キャッシュに関連付けされてもよい。
【０１８４】
　ＧＭＣＨ２５２０は、チップセット又はチップセットの一部であってもよい。ＧＭＣＨ
２５２０は、プロセッサ２５１０、２５１５と通信し、プロセッサ２５１０、２５１５と
メモリ２５４０との間のやりとりを制御してもよい。ＧＭＣＨ２５２０はまた、プロセッ
サ２５１０、２５１５とシステム２５００の他の要素との間のアクセラレートバスインタ
フェースとして機能してもよい。少なくとも１つの実施例について、ＧＭＣＨ２５２０は
、フロントサイドバス（ＦＳＢ）２５９５などのマルチドロップバスを介しプロセッサ２
５１０、２５１５と通信する。
【０１８５】
　さらに、ＧＭＣＨ２５２０は、ディスプレイ２５４５（フラットパネルディスプレイな
ど）に接続される。ＧＭＣＨ２５２０はさらに、各種周辺装置とシステム２５００とを接
続するのに利用されてもよい入出力（Ｉ／Ｏ）コントローラハブ（ＩＣＨ）２５５０に接
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続される。図２５の実施例などにおいて、他の周辺装置２５７０と共にＩＣＨ２５５０に
接続される離散グラフィック装置であってもよい外部グラフィック装置２５６０が示され
る。
【０１８６】
　あるいは、さらなる又は異なるプロセッサがまた、システム２５００に存在してもよい
。例えば、追加的なプロセッサ２５１５は、プロセッサ２５１０と同じ追加的なプロセッ
サ、プロセッサ２５１０について異質な又は非対称な追加的なプロセッサ、アクセラレー
タ（グラフィックアクセラレータ又はＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｉｎｇ）ユニットなど）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇ
ａｔｅ　Ａｒｒａｙ）又は他の何れかのプロセッサを含むものであってもよい。アーキテ
クチャ、マイクロアーキテクチャ、サーマル、電力消費特性などを含むメリットのメトリ
ックの範囲に関して物理リソース２５１０、２５１５との間に各種装置が存在しうる。こ
れらの相違は、処理要素２５１０、２５１５の間で非対称性及び異質性として効果的に示
される。少なくとも１つの実施例について、各種処理要素２５１０、２５１５は同一のダ
イパッケージにあってもよい。
【０１８７】
　図２６を参照して、本発明の実施例による第２システム２６００のブロック図が示され
る。図２６に示されるように、マルチプロセッサシステム２６００はポイント・ツー・ポ
イントインターコネクトシステムであり、ポイント・ツー・ポイントインターコネクト２
６５０を介し接続される第１プロセッサ２６７０と第２プロセッサ２６８０とを含む。図
２６に示されるように、プロセッサ２６７０、２６８０の各々はあるバージョンのプロセ
ッサ２９００であってもよい。
【０１８８】
　あるいは、プロセッサ２６７０、２６８０の１以上は、アクセラレータ又はＦＰＧＡな
どのプロセッサ以外の要素であってもよい。
【０１８９】
　２つのみのプロセッサ２６７０、２６８０と共に示されるが、本発明の範囲はこれに限
定されるものでないことが理解されるべきである。他の実施例では、１以上の追加的な処
理要素が所与のプロセッサに存在してもよい。
【０１９０】
　プロセッサ２６７０は、ＩＭＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌｌｅｒ）ハブ２６７２とポイント・ツー・ポイント（Ｐ－Ｐ）インタフェース２６７６
、２６７８とを含むものであってもよい。同様に、第２プロセッサ２６８０はＩＭＣ２６
８２とＰ－Ｐインタフェース２６８６、２６８８とを有してもよい。プロセッサ２６７０
、２６８０は、ＰｔＰインタフェース回路２６７８、２６８８を用いてポイント・ツー・
ポイント（ＰｔＰ）インタフェース２６５０を介しデータをやりとりしてもよい。図２６
に示されるように、ＩＭＣ２６７２及び２６８２は、プロセッサと各自のメモリ、すなわ
ち、各プロセッサにローカルに付属されるメインメモリの一部であってもよいメモリ２６
４２、２６４４とを接続する。
【０１９１】
　プロセッサ２６７０、２６８０はそれぞれ、ポイント・ツー・ポイントインタフェース
回路２６７６、２６９４、２６８６、２６９８を用いて個別のＰ－Ｐインタフェース２６
５２，２６５４を介しチップセット２６９０とデータをやりとりしてもよい。チップセッ
ト２６９０はまた、ハイパフォーマンスグラフィックインタフェース２６３９を介しハイ
パフォーマンスグラフィック回路２６３８とデータをやりとりしてもよい。
【０１９２】
　共有キャッシュ（図示せず）は、プロセッサが低電力モードに置かれている場合、プロ
セッサのローカルキャッシュ情報が共有キャッシュに格納されるように、双方のプロセッ
サの外部の何れかのプロセッサに含まれてもよく、Ｐ－Ｐインターコネクトを介しプロセ
ッサに接続されてもよい。
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【０１９３】
　チップセット２６９０は、インタフェース２６９６を介し第１バス２６１６に接続され
てもよい。一実施例では、第１バス２６１６は、本発明の範囲はこれに限定されるもので
ないが、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｅｎｃ
ｔ（ＰＣＩ）バス、ＰＣＩ　Ｅｘｐｒｅｓｓバスや他の第３世代Ｉ／Ｏインターコネクト
バスなどのバスであってもよい。
【０１９４】
　図２６に示されるように、各種Ｉ／Ｏ装置２６１４が、第１バス２６１６と第２バス２
６２０とを接続するバスブリッジ２６１８と共に、第１バス２６１６に接続されてもよい
。一実施例では、第２バス２６２０は、ＬＰＣ（Ｌｏｗ　Ｐｉｎ　Ｃｏｕｎｔ）バスであ
ってもよい。キーボード／マウス２６２２、通信装置２６２６及び一実施例ではコード２
６３０を有してもよいディスクドライブ又は他のマスストレージ装置などのデータストレ
ージユニット２６２８などを含む各種装置が、第２バス２６２０に接続されてもよい。さ
らに、オーディオＩ／Ｏ２６２４が、第２バス２６２０に接続されてもよい。他のアーキ
テクチャが可能であることに留意されたい。例えば、図２６のポイント・ツー・ポイント
アーキテクチャの代わりに、システムはマルチドロップバス又は他のアーキテクチャを実
現してもよい。
【０１９５】
　図２７を参照して、本発明の実施例による第３システム２７００のブロック図が示され
る。図２６及び２７の同様の要素は同様の参照番号を有し、図２６の特定の態様は、図２
７の他の態様を不明りょうにすることを回避するため、図２７から省略された。
【０１９６】
　図２７は、処理要素２６７０、２６８０はそれぞれ統合されたメモリ及びＩ／Ｏ制御ロ
ジック（ＣＬ）２６７２、２６８２を有してもよいことを示す。少なくとも１つの実施例
について、ＣＬ２６７２、２６８２は、図２９及び２６に関して上述されたものなどのメ
モリコントローラハブロジック（ＩＭＣ）を含むものであってもよい。さらに、ＣＬ２６
７２、２６８２はまた、Ｉ／Ｏ制御ロジックを有してもよい。図２７は、メモリ２６４２
、２６４４がＣＬ２６７２、２６８２に接続されるだけでなく、Ｉ／Ｏ装置２７１４がま
た制御ロジック２６７２、２６８２に接続されることを示す。従来のＩ／Ｏ装置２７１５
はチップセット２６９０に接続される。
【０１９７】
　図２８を参照して、本発明の実施例によるＳｏＣ２８００のブロック図が示される。図
２９の同様の要素は同様の参照番号を有する。また、破線のボックスは、より先進的なＳ
ｏＣに関する任意的な特徴である。図２８において、インターコネクトユニット２８０２
は、１以上のコア２９０２Ａ～Ｎのセットと共有キャッシュユニット２９０６を有するア
プリケーションプロセッサ２８１０、システムエージェントユニット２９１０、バスコン
トローラユニット２９１６、統合されたメモリコントローラユニット２９１４、統合され
たグラフィックロジック２９０８を有する１以上のメディアプロセッサ２８０２、スチル
及び／又はビデオカメラ機能を提供する画像プロセッサ２８２４、ハードウェアオーディ
オアクセラレーションを提供するオーディオプロセッサ２８２８、ビデオ符号化／復号化
アクセラレーションを提供するビデオプロセッサ２８２８、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒ
ａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）ユニット２８３０、ＤＭＡ（Ｄｉｒｅｃｔ　
Ｍｅｍｏｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ）ユニット２８３２、及び１以上の外部ディスプレイに接続
するためのディスプレイユニット２８４０に接続されてもよい。
【０１９８】
　ここに開示される機構の実施例は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア又は
当該実現形態のアプローチの組み合わせにより実現されてもよい。本発明の実施例は、少
なくとも１つのプロセッサ、ストレージシステム（揮発性及び不揮発性メモリ及び／又は
ストレージ要素を含む）、少なくとも１つの入力装置及び少なくとも１つの出力装置を有
するプログラム可能なシステム上で実行されるコンピュータプログラム又はプログラムコ
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ードとして実現されてもよい。
【０１９９】
　図２６に示されるコード２６３０などのプログラムコードは、ここに開示される機能を
実行し、出力情報を生成するため入力データに適用されてもよい。出力情報は、既知の方
法により１以上の出力装置に適用されてもよい。本出願のため、処理システムは、ＤＳＰ
（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、マイクロコントローラ、ＡＳ
ＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕ
ｉｔ）又はマイクロプロセッサなどのプロセッサを有する何れかのシステムを有する。
【０２００】
　プログラムコードは、処理システムと通信するためハイレベルな手続き型又はオブジェ
クト指向型プログラミング言語により実現されてもよい。プログラムコードはまた、所望
される場合、アセンブリ又は機械言語により実現されてもよい。実際、ここに開示される
機構は、何れか特定のプログラミング言語に範囲が限定されるものでない。何れのケース
でも、言語はコンパイル又はインタープリットされた言語であってもよい。
【０２０１】
　少なくとも１つの実施例の１以上の態様は、マシーンにより読み込まれると、当該マシ
ーンにここに開示された技術を実行するためのロジックを構成させるプロセッサ内の各種
ロジックを表すマシーン可読媒体に格納される命令により実現されてもよい。“ＩＰコア
”として知られるこのような表現は、有形なマシーン可読媒体に格納され、ロジック又は
プロセッサを実際に作製する製造マシーンにロードするため各種カスタム又は製造施設に
供給されてもよい。
【０２０２】
　このようなマシーン可読記憶媒体は、限定することなく、ハードディスクなどの記憶媒
体、フロッピー（登録商標）ディスク、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＷ）及び光
磁気ディスクを含む他の何れかのタイプのディスク、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ＳＲＡ
Ｍ、ＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、ＥＥＰＲＯＭなどの半導体装置、磁気若しくは光カ
ード又は電子命令を格納するのに適した他の何れかのタイプの媒体を含む、マシーン又は
装置により製造又は形成される非一時的で有形な物の構成を含むものであってもよい。
【０２０３】
　従って、本発明の実施例はまた、ここに開示される構成、回路、装置、プロセッサ及び
／又はシステムの特徴を規定するＨＤＬ（Ｈａｒｄｗａｒｅ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　
Ｌａｎｇｕａｇｅ）などの設計データを含む又はベクトルフレンドリ命令フォーマットの
命令を含む非一時的な有形のマシーン可読媒体を含む。このような実施例はまた、プログ
ラムと呼ばれてもよい。
【０２０４】
　いくつかのケースでは、命令コンバータは、ソース命令セットからターゲット命令セッ
トに命令を変換するため利用されてもよい。例えば、命令コンバータは、命令をコアによ
り処理される１以上の他の命令に変換（例えば、静的バイナリ変換、動的コンパイルを含
む動的バイナリ変換などを利用して）、モーフィング、エミュレート又はコンバートして
もよい。命令コンバータは、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア又はこれらの
組み合わせにより実現されてもよい。命令コンバータは、オンプロセッサ、オフプロセッ
サ、又は部分的にオン及びオフのプロセッサであってもよい。
【０２０５】
　図３０は、本発明の実施例によるソース命令セットのバイナリ命令をターゲット命令セ
ットのバイナリ命令に変換するためのソフトウェア命令コンバータの利用を示すブロック
図である。図示された実施例では、命令コンバータは、ソフトウェア、ファームウェア、
ハードウェア又はこれらの各種組み合わせにより実現されてもよいが、ソフトウェア命令
コンバータである。図３０は、ハイレベル言語３００２のプログラムが、少なくとも１つ
のｘ８６命令セットコア３０１６によりプロセッサにより直接実行されてもよいｘ８６バ
イナリコード３００６を生成するため、ｘ８６コンパイラ３００４を利用してコンパイル
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されてもよい。（コンパイルされた命令の一部はベクトルフレンドリ命令フォーマットに
よるものであることが仮定される。）少なくとも１つのｘ８６命令セットコア３０１６を
備えたプロセッサは、少なくとも１つのｘ８６命令セットコアを備えたインテルプロセッ
サと実質的に同じ結果を実現するため、（１）インテルｘ８６命令セットコアの命令セッ
トの実質的な一部、又は２）少なくとも１つのｘ８６命令セットコアを備えたインテルプ
ロセッサ上で実行されるよう対象とされたオブジェクトコードバージョンのアプリケーシ
ョン若しくは他のソフトウェアを互換的に実行又は処理することによって、少なくとも１
つのｘ８６命令セットコアを備えたインテルプロセッサと実質的に同じ機能を実行可能な
何れかのプロセッサを表す。ｘ８６コンパイラ３００４は、追加的なリンケージ処理によ
って又はなしに少なくとも１つのｘ８６命令セットコア３０１６を備えたプロセッサ上で
実行可能なｘ８６バイナリコード３００６（オブジェクトコードなど）を生成するよう動
作可能なコンパイラを表す。同様に、図３０は、少なくとも１つのｘ８６命令セットコア
３０１４なしにプロセッサにより直接実行されてもよい他の命令セットバイナリコード３
０１０を生成するため、他の命令セットコンパイラ３００８を利用してコンパイルされて
もよい（例えば、カリフォルニア州ＳｕｎｎｙｖａｌｅのＡＲＭ　ＨｏｌｄｉｎｇｓのＡ
ＲＭ命令セットを実行する、及び／又はカリフォルニア州ＳｕｎｎｙｖａｌｅのＭＩＰＳ
　ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓのＭＩＰＳ命令セットを実行するコアを備えたプロセッサな
ど）。命令コンバータ３０１２は、ｘ８６バイナリコード３００６をｘ８６命令セットコ
ア３０１４なしにプロセッサに直接実行されるコードに変換するのに利用される。この変
換されたコードは、これが可能な命令コンバータが生成するのが困難であるため、他の命
令セットバイナリコード３０１０と同じである可能性はないが、変換されたコードは全体
処理を実行し、他の命令セットからの命令から生成されてもよい。従って、命令コンバー
タ３０１２は、エミュレーション、シミュレーション又は他の何れかのプロセスを介しｘ
８６命令セットプロセッサ又はコアを有しないプロセッサ又は他の電子装置がｘ８６バイ
ナリコード３００６を実行することを可能にするソフトウェア、ファームウェア、ハード
ウェア又はこれらの組み合わせを表す。
【０２０６】
　ここに開示されるベクトルフレンドリ命令フォーマットによる命令の特定の処理は、ハ
ードウェアコンポーネントにより実行され、当該処理を実行する命令によりプログラムさ
れた回路又は他のハードウェアコンポーネントをもたらす又は少なくとも生じさせるのに
利用されるマシーン実行可能な命令により実現されてもよい。当該回路は、２，３例をあ
げると、汎用又は特定用途プロセッサ又はロジック回路を含むものであってもよい。当該
処理はまた、任意的にはハードウェアとソフトウェアとの組み合わせにより実行されても
よい。実行ロジック及び／又はプロセッサは、命令により指定された結果オペランドを格
納するため、マシーン命令から導出されるマシーン命令又は１以上の制御信号に対応する
特定の回路又は他のロジックを含むものであってもよい。例えば、ここに開示される命令
の実施例は、図２５～２８の１以上のシステムにおいて実行されてもよく、ベクトルフレ
ンドリ命令フォーマットの命令の実施例は、システムにおいて実行されるプログラムコー
ドに格納されてもよい。さらに、これらの図の処理要素は、ここに開示される詳細なパイ
プライン及び／又はアーキテクチャ（例えば、イン・オーダ及びアウト・オブ・オーダア
ーキテクチャなど）の１つを利用してもよい。例えば、イン・オーダアーキテクチャのデ
コードユニットは、命令を復号化し、復号化された命令をベクトル又はスカラユニットな
どにわたしてもよい。
【０２０７】
　上記説明は、本発明の好適な実施例を示すためのものである。上記の説明から、特に成
長が速く、さらなる発展が容易には予想されない当該技術エリアにおいて、本発明は、添
付した請求項及びその均等の範囲内の本発明の原理から逸脱することなく当業者により構
成及び詳細について変更可能である。例えば、方法の１以上の処理は組み合わせ又は分離
されてもよい。
【０２０８】
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　他の実施例
　ベクトルフレンドリ命令フォーマットを直接実行する実施例が説明されたが、本発明の
他の実施例は、異なる命令セットを実行するプロセッサ（例えば、カリフォルニア州Ｓｕ
ｎｎｙｖａｌｅのＭＩＰＳ　ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓのＭＩＰＳ命令セットを実行する
プロセッサ、カリフォルニア州ＳｕｎｎｙｖａｌｅのＡＲＭ　ＨｏｌｄｉｎｇｓのＡＲＭ
命令セットを実行するプロセッサなど）上で実行されるエミュレーションレイヤを介しベ
クトルフレンドリ命令フォーマットを実行してもよい。また、図のフロー図は本発明の特
定の実施例により実行される処理の特定の順序を示しているが、当該順序は一例であるこ
とが理解されるべきである。（他の実施例は、異なる順序により処理を実行し、特定の処
理を合成し、特定の処理をオーバラップするなどしてもよい）。
【０２０９】
　上記説明では、説明のために多数の具体的な詳細が、本発明の実施例の完全な理解を提
供するため提供されている。しかしながら、１以上の他の実施例がこれらの具体的な詳細
の一部なしに実現可能であることが、当業者に明らかであろう。開示される特定の実施例
は、本発明を限定するものでなく、本発明の実施例を説明するため提供される。本発明の
範囲は、上述した特定の具体例でなく以下の請求項により決定される。
【符号の説明】
【０２１０】
２５００　システム
２５１０、２５１５　プロセッサ

【図１Ａ】
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【図２Ａ】
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