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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピューティングデバイスのキャッシュのキャッシュライン内のデータを小型化する
ための方法であって、
　前記コンピューティングデバイスのプロセッサによって、第1のデータセグメントのベ
ースアドレスを特定するステップと、
　前記コンピューティングデバイスの前記プロセッサによって、前記第1のデータセグメ
ントのデータサイズを特定するステップと、
　前記コンピューティングデバイスの前記プロセッサによって、前記ベースアドレスに基
づいて前記第1のデータセグメントのパリティ値を特定するステップと、
　前記コンピューティングデバイスによって、前記第1のデータセグメントの前記特定さ
れたデータサイズおよび前記特定されたパリティ値と関連付けられる圧縮比に基づいてオ
フセットを取得するステップと、
　前記コンピューティングデバイスによって、前記取得されたオフセットを用いて前記ベ
ースアドレスをオフセットすることによって、オフセットアドレスを計算するステップと
を備え、前記計算されたオフセットアドレスが第2のデータセグメントと関連付けられる
、方法。
【請求項２】
　前記第1のデータセグメントの前記特定されたデータサイズおよび前記ベースアドレス
に基づいて前記オフセットを取得するステップが、ソフトウェアを実行する前記コンピュ
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ーティングデバイスの前記プロセッサ、または、前記コンピューティングデバイスの前記
プロセッサに結合される専用回路のうちの1つによって実行され、
　前記取得されたオフセットを用いて前記ベースアドレスをオフセットすることによって
前記オフセットアドレスを計算するステップが、前記ソフトウェアを実行する前記コンピ
ューティングデバイスの前記プロセッサ、または、前記コンピューティングデバイスの前
記プロセッサに結合される前記専用回路のうちの1つによって実行される、請求項1に記載
の方法。
【請求項３】
　前記ベースアドレスが物理アドレスまたは仮想アドレスである、請求項1に記載の方法
。
【請求項４】
　前記特定されたデータサイズが、前記第1のデータセグメントと関連付けられる前記圧
縮比に基づいて特定される、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記圧縮比が、4:1の圧縮比、4:2の圧縮比、4:3の圧縮比、または4:4の圧縮比のうちの
1つである、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記圧縮比および前記特定されたパリティ値を使用して前記オフセットを取得するステ
ップが、前記コンピューティングデバイスの前記プロセッサによって、前記圧縮比および
前記特定されたパリティ値を使用して、記憶されているテーブル上での検索を実行するこ
とによって、前記オフセットを取得するステップを備える、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記パリティ値が、前記第1のデータセグメントの前記ベースアドレス中のあるビット
が奇数であるか偶数であるかを示す、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　第1のデータセグメントのベースアドレスを特定するように構成された手段と、
　前記第1のデータセグメントのデータサイズを特定するように構成された手段と、
　前記ベースアドレスに基づいて前記第1のデータセグメントのパリティ値を特定するよ
うに構成された手段と、
　前記第1のデータセグメントの前記特定されたデータサイズに関連付けられる圧縮比と
前記特定されたパリティ値とに基づいてオフセットを取得するように構成された手段と、
　前記取得されたオフセットを用いて前記ベースアドレスをオフセットすることによって
、オフセットアドレスを計算するように構成された手段とを備え、前記計算されたオフセ
ットアドレスが第2のデータセグメントと関連付けられる、コンピューティングデバイス
。
【請求項９】
　前記ベースアドレスが物理アドレスまたは仮想アドレスである、請求項8に記載のコン
ピューティングデバイス。
【請求項１０】
　前記特定されたデータサイズが、前記第1のデータセグメントと関連付けられる前記圧
縮比に基づいて特定される、請求項8に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１１】
　前記圧縮比が、4:1の圧縮比、4:2の圧縮比、4:3の圧縮比、または4:4の圧縮比のうちの
1つである、請求項10に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１２】
　前記圧縮比および前記特定されたパリティ値に基づいて前記オフセットを取得するよう
に構成された前記手段が、前記圧縮比および前記特定されたパリティ値を使用して、記憶
されているテーブル上での検索を実行することによって、前記オフセットを取得するよう
に構成された手段を備える、請求項8に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１３】
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　前記パリティ値が、前記第1のデータセグメントの前記ベースアドレス中のあるビット
が奇数であるか偶数であるかを示す、請求項8に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１４】
　前記パリティ値が、前記第1のデータセグメントの前記ベースアドレス中の2つのビット
に基づく、請求項8に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１５】
　コンピュータにより実行されたとき、請求項1乃至7の何れか1項に記載の方法を実施す
るための命令を含む、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　無損失圧縮技法は、設定可能なサイズのデータセグメントをより小さなサイズへと圧縮
することができる。たとえば、無損失圧縮アルゴリズムは、異なる圧縮比(たとえば、4:1
、4:2、4:3、4:4)を利用して、256バイトのデータセグメントを様々なサイズ(たとえば、
64バイト、128バイト、192バイト、256バイト)の圧縮されたデータセグメントへと圧縮す
ることができる。従来の技法は、データセグメント(またはデータブロック)を処理して、
データセグメントをその元のサイズの何分の1かに減らすことができ、メモリユニット間
のデータ読取り/書込みの間に消費される帯域幅およびリソースの量を減らすのを助ける
。
【０００２】
　そのような圧縮されたデータは、キャッシュ(たとえば、L3キャッシュ)のキャッシュラ
インに記憶され得る。通常、圧縮された形式のデータセグメント(または圧縮されたデー
タセグメント)が、圧縮されていない形式のデータセグメント(またはソースデータセグメ
ント)の物理アドレスに対応するキャッシュラインに記憶される。各キャッシュラインは
、要求されるデータのサイズとは無関係に、任意のロード動作によって満たされるべきあ
る設定されたサイズ(たとえば、128バイト)または容量を有し得る。たとえば、64バイト
または192バイトのセグメントを128バイト(B)のキャッシュラインへとロードするとき、
コンピューティングデバイスは、キャッシュラインの128バイトを完全に満たすために、
追加の、場合によっては不要な64バイトをキャッシュラインにおいて読み取り、キャッシ
ュラインに記憶することが必要とされ得る。したがって、あるキャッシュライン(または
複数のキャッシュライン)にロードされるべき圧縮されたデータがソースデータセグメン
ト(またはキャッシュライン)と同じサイズではないとき、物理アドレス空間の中に、有用
なデータを含まない「穴」が存在することがある。このような不要かつ無用なデータの望
ましくないローディングは、「オーバーフェッチング」と呼ばれ、メモリユニット(たと
えば、ダブルデータレート(DDR)ランダムアクセスメモリ(RAM)など)とキャッシュとの間
でのリソースと帯域幅の使用を、最適ではないものにすることがある。たとえば、穴が部
分的なキャッシュラインを占有する可能性があり、要求されるメモリの帯域幅と、コンピ
ューティングデバイスにおけるリソースの使用の不均衡を引き起こすキャッシュ中の無駄
な空間との両方が増える。圧縮方式(たとえば、Burrows-Wheeler変換など)がキャッシュ
ラインよりも小さな多数の圧縮されたデータセグメントをもたらすことがあるので、著し
いオーバーフェッチングが発生することがあり、圧縮技法を使用することの利益を減じ得
るような、重大な非効率性と作業負荷の増大を引き起こす。さらに、圧縮されたブロック
サイズは最適なDDR最小アクセス長(MAL:minimum access length)よりも短いことがあり、
性能の悪化を引き起こす。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　様々な態様は、コンピューティングデバイスのキャッシュのキャッシュライン内のデー
タを小型化するための、方法、デバイス、および非一時的プロセッサ可読記憶媒体を提供
する。ある態様の方法は、第1のデータセグメントのベースアドレスを特定するステップ
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と、第1のデータセグメントのデータサイズを特定するステップと、第1のデータセグメン
トの特定されたデータサイズおよびベースアドレスに基づいてベースオフセットを取得す
るステップと、取得されたベースオフセットを用いてベースアドレスをオフセットするこ
とによってオフセットアドレスを計算するステップとを含んでよく、計算されたオフセッ
トアドレスは第2のデータセグメントと関連付けられ得る。
【０００４】
　いくつかの態様では、第1のデータセグメントの特定されたデータサイズおよびベース
アドレスに基づいてベースオフセットを取得するステップは、ソフトウェアを実行するコ
ンピューティングデバイスのプロセッサと、コンピューティングデバイスのプロセッサに
結合された専用回路とのいずれかによって実行されてよく、取得されたベースオフセット
を用いてベースアドレスをオフセットすることによってオフセットアドレスを計算するス
テップは、ソフトウェアを実行するコンピューティングデバイスのプロセッサと、コンピ
ューティングデバイスのプロセッサに結合された専用回路とのいずれかによって実行され
てよい。
【０００５】
　いくつかの態様では、ベースアドレスは、物理アドレスまたは仮想アドレスであり得る
。いくつかの態様では、特定されるデータサイズは、第1のデータセグメントと関連付け
られる圧縮比に基づいて特定され得る。いくつかの態様では、圧縮比は、4:1の圧縮比、4
:2の圧縮比、4:3の圧縮比、または4:4の圧縮比のうちの1つであり得る。
【０００６】
　いくつかの態様では、特定された圧縮比および第1のデータセグメントのベースアドレ
スに基づいてベースオフセットを取得するステップは、ベースアドレスに基づいて第1の
データセグメントのパリティ値を特定するステップと、特定された圧縮比および特定され
たパリティ値を使用してベースオフセットを取得するステップとを含み得る。
【０００７】
　いくつかの態様では、特定された圧縮比および特定されたパリティ値を使用してベース
オフセットを取得するステップは、特定された圧縮比および特定されたパリティ値を使用
して、記憶されているテーブル上での検索を実行することによって、ベースオフセットを
取得するステップを含み得る。いくつかの態様では、パリティ値は、第1のデータセグメ
ントのベースアドレス中のあるビットが奇数であり得るか偶数であり得るかを示す。いく
つかの態様では、パリティ値は、第1のデータセグメントのベースアドレス中の2つのビッ
トに基づき得る。
【０００８】
　いくつかの態様では、第1のデータセグメントの特定されたデータサイズおよびベース
アドレスに基づいてベースオフセットを取得するステップは、第1のデータセグメントの
、第1のベースオフセットおよび第2のベースオフセットならびに第1のデータサイズおよ
び第2のデータサイズを取得するステップを含んでよく、取得されたベースオフセットを
用いてベースアドレスをオフセットすることによってオフセットアドレスを計算するステ
ップは、第1のデータサイズのための第1のオフセットアドレスおよび第2のデータサイズ
のための第2のオフセットアドレスを計算するステップを含んでよい。
【０００９】
　いくつかの態様では、方法はさらに、計算されたオフセットアドレスに第1のデータセ
グメントを記憶するステップであって、圧縮されていないデータとしてベースアドレスに
ある第1のデータセグメントを読み取るステップを含み得る、ステップと、特定されたデ
ータサイズにおいて第1のデータセグメントを圧縮するステップと、計算されたオフセッ
トアドレスに圧縮された第1のデータセグメントを記憶するステップとを含み得る。
【００１０】
　いくつかの態様では、取得されたベースオフセットを用いてベースアドレスをオフセッ
トすることによってオフセットアドレスを計算するステップは、第1のデータセグメント
が圧縮された後で完遂され得る。いくつかの態様では、方法はさらに、計算されたオフセ
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ットアドレスにある第1のデータセグメントを読み取るステップを含み得る。
【００１１】
　いくつかの態様では、方法はさらに、第2のデータセグメントが第1のデータセグメント
と連続的となるのに正しい圧縮比を有するかどうかを決定するステップを含んでよく、計
算されたオフセットアドレスにある第1のデータセグメントを読み取るステップは、第2の
データセグメントが正しい圧縮比を有するとの決定に応答して、第1のデータセグメント
とともに第2のデータセグメントをプリフェッチするステップを含んでよい。いくつかの
態様では、方法はさらに、読み取られた第1のデータセグメントを解凍するステップを含
み得る。
【００１２】
　様々な態様は、上で説明された方法の動作を実行するようにプロセッサ実行可能命令を
用いて構成されたコンピューティングデバイスを含み得る。様々な態様は、上で説明され
た方法の動作の機能を実行するための手段を有するコンピューティングデバイスを含み得
る。様々な態様は、コンピューティングデバイスのプロセッサに上で説明された方法の動
作を実行させるように構成されたプロセッサ実行可能命令が記憶された非一時的プロセッ
サ可読媒体を含み得る。
【００１３】
　本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を構成している添付の図面は、本発明の例示的
な態様を示すものであり、上で与えられた全般的な説明、および下で与えられる詳細な説
明とともに、本発明の特徴を説明するのに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】当技術分野で知られているキャッシュラインにおける圧縮されたデータセグメン
トの例示的な配置のメモリ構造図である。
【図２】態様の小型化技法による、データセグメントのキャッシュラインにおけるオフセ
ットの配置を示すメモリ構造図である。
【図３】いくつかの態様において使用するのに適した、圧縮比およびベースアドレスパリ
ティ値に対応するベースオフセット値を含むデータテーブルを示すデータ構造図である。
【図４Ａ】様々な態様において使用するのに適した、新しいアドレス(たとえば、物理ア
ドレス)を返すための関数の例示的な疑似コードの図である。
【図４Ｂ】様々な態様において使用するのに適した、図4Aの例示的な関数を呼び出すため
の例示的な疑似コードの図である。
【図４Ｃ】様々な態様において使用するのに適した、図4Aの例示的な関数の実装の間に使
用される例示的な値を示す例示的な疑似コードの図である。
【図５】別の態様の小型化技法による、データセグメントのキャッシュラインにおけるオ
フセットの配置を示すメモリ構造図である。
【図６】様々な態様において使用するのに適した、アドレスの2つのビットに対応する圧
縮比およびベースアドレスパリティ値に対応するベースオフセット値を含むデータテーブ
ルを示すデータ構造図である。
【図７Ａ】様々な態様において使用するのに適した、新しいアドレス(たとえば、物理ア
ドレス)を返すための関数の別の例示的な疑似コードの図である。
【図７Ｂ】様々な態様において使用するのに適した、図7Aの例示的な関数を呼び出すため
の別の例示的な疑似コードの図である。
【図７Ｃ】様々な態様において使用するのに適した、図7Aの例示的な関数の実装の間に使
用される例示的な値を示す別の例示的な疑似コードの図である。
【図８Ａ】コンピューティングデバイスがキャッシュのキャッシュライン内のデータを小
型化するためのある態様の方法を示すプロセスフロー図である。
【図８Ｂ】コンピューティングデバイスがキャッシュのキャッシュライン内のデータを小
型化するためのある態様の方法を示すプロセスフロー図である。
【図８Ｃ】コンピューティングデバイスがキャッシュのキャッシュライン内のデータを小
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型化するためのある態様の方法を示すプロセスフロー図である。
【図９】コンピューティングデバイスがキャッシュのキャッシュライン内のデータを圧縮
および小型化するためのある態様の方法を示すプロセスフロー図である。
【図１０】様々な態様において使用するのに適したコンピューティングデバイスのコンポ
ーネントブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　添付の図面を参照して、様々な態様が詳細に説明される。可能な限り、同じまたは同様
の部分を指すために図面全体を通じて同じ参照番号が使用される。特定の例および実装形
態になされる言及は、説明を目的とし、本発明の範囲または特許請求の範囲を限定するも
のではない。
【００１６】
　「例示的な」という単語は、本明細書では、「例、実例、または例証として機能する」
ことを意味するのに使用される。「例示的な」として本明細書で説明されるいかなる実装
形態も、必ずしも他の実装形態よりも好ましいか、または有利であると解釈されるべきで
はない。
【００１７】
　様々な態様は、データセグメントがキャッシュライン上で重複するようにキャッシュ内
のデータセグメントを小型化することによって、キャッシュメモリ中の圧縮されたデータ
セグメントの密集度を向上させるためにコンピューティングデバイスにおいて実施され得
る方法を含む。キャッシュライン上でデータを重複させることによって、小さな圧縮され
たデータセグメントがキャッシュラインを共有することができ、メモリアクセスをより効
率的に、かつ不要なオーバーフェッチングをより少なくすることが可能になる。
【００１８】
　本明細書では「コンピューティングデバイス」という用語は、携帯電話、スマートフォ
ン、ウェブパッド、タブレットコンピュータ、インターネット対応携帯電話、WiFi対応電
子デバイス、携帯情報端末(PDA)、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュー
タ(またはパーソナルコンピュータ)、サーバ、および少なくとも1つのプロセッサを備え
る同様の電子デバイスのうちの任意の1つまたはすべてを指すために使用される。コンピ
ューティングデバイスは、プロセッサを介したソフトウェア命令の実行を可能にするため
に様々なアーキテクチャを利用することができ、ランダムアクセスメモリユニット(たと
えば、DDR RAMなど)およびキャッシュユニット(たとえば、L2キャッシュ、L3キャッシュ
など)などの1つまたは複数のメモリユニットを含み得る。
【００１９】
　本明細書では「ソースデータセグメント」という用語は、コンピューティングデバイス
のメモリまたはキャッシュユニットに記憶され得る圧縮されていないデータセグメントを
指すために使用される。様々な態様では、ソースデータセグメントはサイズが256バイト
であり得る。さらに、ソースデータセグメントは、キャッシュに記憶され得る物理アドレ
ス空間の独占的な範囲と関連付けられてよく、独占的な範囲はソースデータセグメントと
同じサイズ(たとえば、圧縮されていないタイルまたはデータブロックのサイズ)である。
たとえば、ソースデータセグメントの独占的な範囲は256バイトであり得る。ソースデー
タセグメントは2つ以上のキャッシュラインに記憶され得るので、ソースデータセグメン
トの独占的な範囲は複数のキャッシュラインを包含する(または部分的に包含する)ように
延び得る。本明細書では「ベースアドレス」という用語は、キャッシュにおけるソースデ
ータセグメントの独占的な範囲の始点を表す物理アドレスまたは仮想アドレスを指すため
に使用される。本明細書では「オフセットアドレス」という用語は、ベースアドレス(物
理または仮想)のオフセットである物理アドレスまたは仮想アドレスを指すために使用さ
れる。
【００２０】
　本明細書では「圧縮されたデータセグメント」という用語は、従来のデータ圧縮アルゴ
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リズムを実行するコンピューティングデバイスによってサイズが低減されたデータセグメ
ントを指すために使用される。圧縮されたデータセグメントは、それぞれのソースデータ
セグメントよりもサイズ(たとえば、バイト)が小さいことがある。たとえば、圧縮された
データセグメントは64バイトであり得るが、対応するソースデータセグメントは256バイ
トであり得る。
【００２１】
　圧縮技法はしばしば、メモリユニットとキャッシュユニットとの間で移送されるデータ
の量を減らすことによって、コンピューティングデバイスの性能を向上させるために使用
される。しかしながら、サイズがより小さいにもかかわらず、圧縮されたデータセグメン
トは依然として、キャッシュの特定のアドレス(たとえば、物理アドレス)に関連付けられ
て揃えられることがあり、キャッシュラインの使用をしばしば最適ではないものにする。
たとえば、128バイトのキャッシュラインを使用して、256バイトのデータセグメントを64
バイト(すなわち、4:1の圧縮比を使用する)または192バイト(すなわち、4:3の圧縮比を使
用する)の圧縮されたデータセグメントへと圧縮するとき、キャッシュラインの64バイト
はオーバーフェッチが原因で無駄にされることがある。キャッシュラインサイズ(たとえ
ば、128バイト)よりも小さな最小の圧縮サイズ(たとえば、64バイト)の圧縮されたデータ
セグメントを用いると、従来の技法を介したキャッシュへのデータロードは無駄なデータ
を含み、そのことが帯域幅を増大させて圧縮を悪化させる。たとえば、64バイトおよび19
2バイトの圧縮されたデータセグメントは、一部の作業負荷(たとえば、ユーザインターフ
ェース(UI)作業負荷)に対するキャッシュのトランザクションのかなりの部分を備えるこ
とがあるので、キャッシュ空間の非効率な使用、さらには不必要なオーバーフェッチング
につながり得る。多くの場合、UI作業負荷に圧縮が関与する状況などにおいて、キャッシ
ュライン内に圧縮されたデータを配置するための従来の技法は、4:1または4:3の圧縮比を
用いて圧縮されたデータセグメントを扱うときに特に非効率であり得る。
【００２２】
　図2はさらに、従来の技法の潜在的な非効率性を強調しており、図1は、当技術分野にお
いて知られているような従来の圧縮技法を実施するコンピューティングデバイスのキャッ
シュラインにおける圧縮されたデータセグメントの問題のある配置を示す概略図101を示
す。例示的なキャッシュは、連続的に並べられ各々が128バイトなどの固定されたサイズ
を有する、キャッシュライン102a～102dを含み得る。概略図101の第1のライン110は、キ
ャッシュに記憶され得る第1のソースデータセグメント112(またはタイルまたはデータブ
ロック)および第2のソースデータセグメント114を示す。第1のソースデータセグメント11
2は、第1のキャッシュライン102aおよび第2のキャッシュライン102bに対応し得る(すなわ
ち、第1のソースデータセグメント112はキャッシュライン102aと102bの両方に記憶され得
る)。同様に、第2のデータセグメント114は、第3のキャッシュライン102cおよび第4のキ
ャッシュライン102dに対応し得る(すなわち、第2のソースデータセグメント114はキャッ
シュライン102cと102dの両方に記憶され得る)。
【００２３】
　様々な従来の圧縮アルゴリズムを実行するように構成されるコンピューティングデバイ
スは、4:1の圧縮比(たとえば、256バイトのデータセグメントを64バイトのデータセグメ
ントへと圧縮する)、4:2の圧縮比(たとえば、256バイトのデータセグメントを128バイト
のデータセグメントへと圧縮する)、4:3の圧縮比(たとえば、256バイトのデータセグメン
トを192バイトのデータセグメントへと圧縮する)、および4:4の圧縮比(たとえば、256バ
イトのデータセグメントを256バイトのデータセグメントへと圧縮する、すなわち圧縮な
し)などの、様々な圧縮比を用いてソースデータセグメント112、114を圧縮することが可
能であり得る。
【００２４】
　たとえば、概略図101の第2のライン120は、ソースデータセグメント112、114の第1の圧
縮を示す。具体的には、第1のソースデータセグメント112は、コンピューティングデバイ
スによって、サイズが192バイトである第1の圧縮されたデータセグメント122へと(すなわ
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ち、4:3の圧縮比を使用して)圧縮され得る。第1の圧縮されたデータセグメント122は、第
1のソースデータセグメント112と揃ったままであり得る(すなわち、第1の圧縮されたデー
タセグメント122の始点は第1のキャッシュライン102aにおいてオフセットを伴わずに記憶
され得る)。第2のライン120において、第2のソースデータセグメント114に関して、コン
ピューティングデバイスは、4:4の圧縮比を使用することができ(すなわち圧縮されなくて
よく)、したがって、第2のソースデータセグメント114は依然としてサイズが256バイトで
あり得る。コンピューティングデバイスによって使用される圧縮アルゴリズムがある特定
のデータセグメントを圧縮することが可能であるように構成されないとき、または、コン
ピューティングデバイスが別様にデータセグメントを圧縮することを選択しないように構
成されるときなどは、ソースデータセグメントは選択的に圧縮され得る。
【００２５】
　第1の圧縮されたデータセグメント122は依然として第1のキャッシュライン102aおよび
第2のキャッシュライン102bに対応し得る(またはそれらと揃えられ得る)が、そのより小
さなサイズ(すなわち、元の256バイトよりも小さなサイズ)が原因で、第1の圧縮されたデ
ータセグメント122は、第2のキャッシュライン102bの一部(または半分)しか利用できない
。言い換えると、192バイトの第1の圧縮されたデータセグメント122は、128バイトの第1
のキャッシュライン102aが完全に使用されるようにし、128バイトの第2のキャッシュライ
ン102bが半分しか使用されないようにし得る。第2のキャッシュライン102bを半分使用す
る結果として、使用されていないデータの第1の64バイトのオーバーフェッチデータセグ
メント123(図1では「OF」と呼ばれる)も、第2のキャッシュライン102bに存在し得る。た
とえば、第1のオーバーフェッチセクション123は、DDRまたは他のメモリの中の第1の圧縮
されたデータセグメント122を読み取るとき、第2のキャッシュライン102bにロードされ得
る。
【００２６】
　別の例として、概略図101の第3のライン130は、ソースデータセグメント112、114の第2
の圧縮を示す。具体的には、第1のソースデータセグメント112は、コンピューティングデ
バイスによって、サイズが64バイトである第2の圧縮されたデータセグメント132へと(す
なわち、4:1の圧縮比を使用して)圧縮され得る。第2の圧縮されたデータセグメント132は
、第1のソースデータセグメント112と揃ったままであり得る(すなわち、第2の圧縮された
データセグメント132の始点は第1のキャッシュライン102aにおいてオフセットを伴わずに
記憶され得る)。第2の圧縮されたデータセグメント132は第2のキャッシュライン102bを利
用しないことがあるので、第2のキャッシュライン102bは2つの64バイトの使用されていな
いデータセグメント139(たとえば、無効な、空の、または別様に使用されていないデータ
セグメント)で満たされることがある。代替的に、第2のキャッシュライン102bは、1つの1
28バイトの無効なデータセグメントで満たされることがある。64バイトの第2の圧縮され
たデータセグメント132が128バイトの第1のキャッシュライン102aの半分しか満たさない
ことが原因で、オーバーフェッチデータ/使用されていないデータの第2の64バイトのオー
バーフェッチデータセグメント133も、第1のキャッシュライン102aに存在し得る。
【００２７】
　第3のライン130の中の第2の圧縮されたデータセグメント132と同様に、第2のソースデ
ータセグメント114は、コンピューティングデバイスによって、サイズが64バイトである
第3の圧縮されたデータセグメント134へと(すなわち、4:1の圧縮比を使用して)圧縮され
得る。第3の圧縮されたデータセグメント134は、第2のソースデータセグメント114と揃っ
たままであり得る(すなわち、第3の圧縮されたデータセグメント134の始点は第3のキャッ
シュライン102cにおいてオフセットを伴わずに記憶され得る)。第3の圧縮されたデータセ
グメント134は第4のキャッシュライン102dを利用しないことがあるので、第4のキャッシ
ュライン102dは2つの64バイトの使用されていないデータセグメント139(または代替的に
、1つの128バイトの使用されていないデータセグメント)で満たされることがある。しか
しながら、64バイトの第3の圧縮されたデータセグメント134が128バイトの第3のキャッシ
ュライン102cの半分しか満たさないことが原因で、オーバーフェッチデータ/使用されて
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いないデータの第3の64バイトのオーバーフェッチデータセグメント135も、第3のキャッ
シュライン102cに存在し得る。
【００２８】
　別の例として、概略図101の第4のライン140は、ソースデータセグメント112、114の第3
の圧縮を示す。具体的には、第1のソースデータセグメント112は、コンピューティングデ
バイスによって、サイズが128バイトである第4の圧縮されたデータセグメント142へと(す
なわち、4:2の圧縮比を使用して)圧縮され得る。第4の圧縮されたデータセグメント142は
、第1のソースデータセグメント112と揃ったままであり得る(すなわち、第4の圧縮された
データセグメント142の始点は第1のキャッシュライン102aにおいてオフセットを伴わずに
記憶され得る)。第4の圧縮されたデータセグメント142は第2のキャッシュライン102bを利
用しないことがあるので、第2のキャッシュライン102bは128バイトの使用されていないデ
ータセグメント149(または代替的に、2つの64バイトの使用されていないデータセグメン
ト)で満たされることがある。
【００２９】
　第2のソースデータセグメント114は、コンピューティングデバイスによって、サイズが
192バイトである第5の圧縮されたデータセグメント144へと(すなわち、4:3の圧縮比を使
用して)圧縮され得る。第5の圧縮されたデータセグメント144は、第2のソースデータセグ
メント114と揃ったままであり得る(すなわち、第5の圧縮されたデータセグメント144の始
点は第3のキャッシュライン102cにおいてオフセットを伴わずに記憶され得る)。第5の圧
縮されたデータセグメント144は第4のキャッシュライン102dを部分的にしか利用しないこ
とがあるので、第4のキャッシュライン102dは第4の64バイトのオーバーフェッチデータセ
グメント145で満たされることがある。
【００３０】
　図1に示される従来の技法の圧縮されたデータセグメントの非効率な配置を改善するた
めに、様々な態様は、データセグメントがキャッシュライン上で重複するようにキャッシ
ュ内のデータセグメントを小型化するための、方法、デバイス、および非一時的プロセッ
サ可読記憶媒体を含む。言い換えると、データセグメントを、その固有の通常のアドレス
範囲内ではなく、他のデータセグメントと通常は関連付けられるキャッシュのアドレス範
囲(たとえば、物理アドレス範囲)内に置くことができ、キャッシュラインのより効率的な
使用をもたらす(すなわち、同じ量のデータを記憶するのに必要とされるキャッシュライ
ンがより少ない)。そのような重複により、小さな圧縮されたデータセグメントがキャッ
シュラインを共有することができ、メモリアクセス(たとえば、DDR MAL)をより効率的に
、かつ不要なオーバーフェッチングをより少なくすることが可能になる。
【００３１】
　様々な態様では、コンピューティングデバイスは、別のデータセグメントと通常は関連
付けられるキャッシュの独占的な範囲(またはアドレス空間)へとデータセグメントの配置
を移す(またはオフセットする)、キャッシュライン小型化動作を実行するように構成され
得る。たとえば、コンピューティングデバイスは、2つの連続する独占的な範囲が単一の
キャッシュラインの各々の半分へと延びるように、それらの範囲を移すことができる。そ
のような小型化を達成するために、コンピューティングデバイスは、第2のデータセグメ
ントと通常は関連付けられるキャッシュライン内に(たとえば、物理アドレス内に)第1の
データセグメントを記憶するために、第1のデータセグメント(またはデータブロック)の
ベースアドレスに適用されるべきベースオフセットを特定することができる。ベースオフ
セットは、データセグメントの少なくともデータサイズに基づいて、コンピューティング
デバイスによって決定され得る。そのようなデータサイズは、データセグメントの圧縮比
(すなわち、圧縮されるサイズに対する圧縮されていないサイズの比)に基づいて特定され
得る。たとえば、データセグメントのベースオフセットは、データセグメントが第1の圧
縮比(たとえば、4:4)にて圧縮されるときはベースアドレスからの第1の量(バイト単位)、
データセグメントが第2の圧縮比(たとえば、4:1)にて圧縮されるときは第2の量であり得
る。そのような圧縮比は、データセグメントを圧縮するためにコンピューティングデバイ
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スによって利用される様々な圧縮アルゴリズムに基づいて、コンピューティングデバイス
によって特定され得る。
【００３２】
　データサイズ(たとえば、圧縮比)に加えて、ベースオフセットは、ベースアドレス自体
に基づいてコンピューティングデバイスによって決定され得る。たとえば、ある圧縮レベ
ル(たとえば、4:1)にて圧縮されるデータセグメントは、そのベースアドレスのあるビッ
ト(たとえば、ビット8)が奇数(すなわち、「1」)であるときは第1のオフセット(たとえば
、64バイト)を、そのビットが偶数(すなわち、「0」)であるときは第2のオフセット(たと
えば、256バイト)を有し得る。いくつかの態様では、ベースアドレスのビット8の値は、
ベースアドレスにおいて256バイトごとに変化し得る。たとえば、キャッシュ中の第1のア
ドレスに対して、ビット8は「0」という値であり得るが、第1のアドレスから256バイト離
れた第2のアドレスに対しては、ビット8の値は「1」という値であり得る。
【００３３】
　いくつかの態様では、圧縮されたデータセグメントのベースオフセットは、4KB未満の
ページサイズであり得る。したがって、コンピューティングデバイスは、様々なメモリま
たはキャッシュユニットの任意の仮想アドレスまたは物理アドレスに対して、態様の小型
化の動作または技法を実行することができる。
【００３４】
　いくつかの態様では、コンピューティングデバイスは、圧縮比とデータセグメントのベ
ースアドレス(たとえば、キャッシュ中の物理アドレス)についての情報とを使用して、事
前に定義されているデータテーブル上で検索を実行して、対応するベースオフセットを特
定することができる。しかしながら、所定のデータテーブルを利用する代わりに、いくつ
かの態様では、コンピューティングデバイスは、論理、ソフトウェア、回路、および他の
機能を使用して、キャッシュ内のデータセグメントを小型化するためのオフセット値を特
定することができる。たとえば、コンピューティングデバイスは、ソフトウェア(たとえ
ば、記憶されているデータテーブルにアクセスするための動作など)を実行するコンピュ
ーティングデバイスのプロセッサを介して、かつ/または、コンピューティングデバイス
のプロセッサに結合された専用回路を介して、オフセット値を特定し、オフセットアドレ
スを計算することができる。
【００３５】
　いくつかの態様では、コンピューティングデバイスは、すべての独占的な範囲を、ベー
スアドレスから(最小の圧縮サイズに等しい)キャッシュラインの半分だけ移すことができ
る。このようにして、キャッシュラインを満たさない圧縮されたデータセグメントを、別
のソースデータセグメントの独占的な範囲と共有されるキャッシュラインへとオフセット
することができ、キャッシュライン全体の日和見主義的な使用が可能になる(すなわち、
共有されるキャッシュラインに連続する圧縮をマッピングすることができる)。
【００３６】
　バッファ内の他のデータセグメントとは独立にデータセグメントを小型化するために、
態様の技法がコンピューティングデバイスによって利用され得る。たとえば、隣接するデ
ータセグメントのために使用される圧縮比とは無関係に、特定のデータセグメントは、そ
れ自体の圧縮比およびベースアドレスだけに基づいて、キャッシュライン内でオフセット
され得る。言い換えると、データセグメントを小型化するために、コンピューティングデ
バイスは、他のデータセグメントの圧縮比および/またはオフセットを認識することを求
められないことがある。
【００３７】
　以下は、コンピューティングデバイスによるある態様の方法の例示的な適用である。コ
ンピューティングデバイスは、圧縮されていないデータセグメント(すなわち、ソースデ
ータセグメント)を取り出すために、メモリユニット(たとえば、DDR)から読取りを実行す
るように構成され得る。圧縮されていない取り出されたデータセグメントは通常、キャッ
シュ中のベースアドレス(たとえば、物理アドレス)と関連付けられ得る。コンピューティ
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ングデバイスは、取り出されたデータセグメントを評価して、圧縮アルゴリズムを介して
適用され得る圧縮のレベル(または比)を特定することができる。特定された圧縮比は、キ
ャッシュ空間の使用率を最大にするために、データセグメントに対して可能な最大値にす
ることができる。コンピューティングデバイスは、その圧縮比にてデータセグメントを圧
縮することができる。圧縮されていないデータセグメントと関連付けられる圧縮比および
ベースアドレスに基づいて、コンピューティングデバイスは、ベースアドレスからの64バ
イトのオフセットなどの、圧縮されたデータセグメントを記憶するためのキャッシュ内で
のオフセットを特定することができる。コンピューティングデバイスは次いで、圧縮され
たデータセグメントをオフセットアドレスにロードすることができる。
【００３８】
　これらの様々な態様は、電力および/またはメモリ帯域幅(たとえば、DDR)使用率の改善
が望ましい様々なタイプのコンピューティングデバイスにおけるオーバーフェッチングに
関する不必要な帯域幅の使用を減らすのに、有益であり得る。たとえば、態様の動作は、
システムオンチップを利用するモバイルデバイス(たとえば、スマートフォン)によって利
用され得る。さらに、様々な態様は、コンピューティングデバイスの性能を改善するため
にL3キャッシュまたは他の同様のメモリもしくは記憶ユニットにおいて使用するためのプ
リフェッチングを可能にすることによって、有益であり得る。具体的には、共有されるキ
ャッシュラインに記憶されるデータセグメントおよび隣のデータセグメント(または隣接
するセグメント)を同時にフェッチングすることができ、これによって読取りを減らす。
たとえば、コンピューティングデバイスは、64バイトのサイズの第1の圧縮されたデータ
セグメントを、64バイトのサイズの隣の第2の圧縮されたデータセグメントとともに取り
出すことができる。
【００３９】
　本明細書で説明される態様のキャッシュライン小型化動作は、UI作業負荷を含む様々な
作業負荷に対するオーバーフェッチを減らすために、コンピューティングデバイスによっ
て実行され得る。態様の動作は特に、連続するブロックの中に存在する4:1および4:3の圧
縮比にて圧縮されるデータセグメントならびに4:1または4:2の圧縮比にて圧縮されるデー
タセグメントを含む作業負荷に対するオーバーフェッチを減らす際に有益であり得る。
【００４０】
　従来の技法は、圧縮されたラインと圧縮されていないラインとをサポートするようにキ
ャッシュを構成するための動作、ならびにデータを圧縮するかどうかを決定するための動
作を含む。たとえば、従来の技法は、圧縮動作の典型的な影響だけが原因で、隣り合う2
つの圧縮されていないラインを単一の要素へと圧縮するための方法を含み得る(たとえば
、物理アドレス空間において順次的な隣り合うラインが、圧縮動作が原因で、1つのライ
ンに収まるように圧縮され得る)。
【００４１】
　従来の技法とは異なり、様々な態様は単に、圧縮またはキャッシュへの圧縮されたデー
タの記憶に対処するのではない。代わりに、態様の技法は、従来の圧縮されたデータがキ
ャッシュライン内でより良好に配置され得るように、そのような従来の圧縮技法を変更す
るために使用され得る機能を提供する。言い換えると、態様の技法は、データを圧縮した
後の処理段階においてコンピューティングデバイスにより利用され得るので、従来は異な
るキャッシュラインに配置されたであろう圧縮後の出力(すなわち、すでに圧縮されてい
るデータセグメント)が、より効率的な方式でキャッシュへと詰め込まれる。たとえば、
態様の動作を実行するコンピューティングデバイスは、2つの異なる部分的に使用される
キャッシュラインへとロードされていたであろう2つの異なる圧縮データセグメントを取
り出し、オフセット移動を使用することによってそれらの2つの圧縮されたデータセグメ
ントを単一のキャッシュラインに記憶することができる。言い換えると、これらの態様は
、キャッシュのアドレス空間(たとえば、物理アドレス空間)内のすでに圧縮されているデ
ータセグメントを移し、キャッシュの使用率を改善するように圧縮されたデータセグメン
トのベースアドレスを変更することを特徴とする。
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【００４２】
　簡単にするために、様々な態様の記述は、キャッシュ内の圧縮されたデータセグメント
を小型化する動作に言及し得る。しかしながら、様々な態様の動作は、任意の記憶ユニッ
トまたはアーキテクチャ(たとえば、SRAM、キャッシュなど)内のあらゆる種類のデータ(
たとえば、圧縮されているデータまたは圧縮されていないデータ)を小型化するために、
コンピューティングデバイスによって適用され得る。言い換えると、様々な態様は、デー
タ圧縮方式とともに使用することに限定されることを意図しない。たとえば、コンピュー
ティングデバイスは、可変長のデータセグメントを含むあらゆるデータセット、またはバ
ッファ中の穴(たとえば、使用されていないデータセグメント)を伴うあらゆるデータセッ
トの小型化を改善するために、本明細書で説明される態様の方法を実行することができる
。ベースアドレスは本明細書では物理アドレスと呼ばれ得るが、いくつかの態様では、ベ
ースアドレスは仮想アドレスであり得ることを理解されたい。
【００４３】
　様々な態様では、コンピューティングデバイスは、連続的なキャッシュライン(および
したがって、キャッシュラインと関連付けられるデータまたはその中に記憶されるデータ
)を利用することができる(すなわち、隣接する記憶)。しかしながら、いくつかの態様で
は、コンピューティングデバイスは、キャッシュ内の非連続的なアドレスにデータセグメ
ントを記憶する/キャッシュ内の非連続的なアドレス内のデータセグメントにアクセスす
るように構成され得る。言い換えると、態様の技法は、メモリ中の異なる位置にあること
もないこともある、キャッシュラインに記憶されているデータセグメントの小型化を可能
にし得る。
【００４４】
　簡単にするために、様々な態様の方法を実行するコンピューティングデバイスは、オフ
セットアドレスを計算するためにデータセグメントと関連付けられる圧縮比を特定するも
のとして、またはそうでなければ使用するものとして言及され得る。しかしながら、その
ような態様を実行するコンピューティングデバイスは、様々な態様に従ってデータセグメ
ントを小型化するために、そのようなデータセグメントのデータサイズを示す任意の形態
のものを特定し、またはそうでなければ使用できることを理解されたい。言い換えると、
様々な態様は、圧縮されることもされないこともあるデータセグメントの小型化を実行す
るために使用され得る。様々な態様の技法を実行するコンピューティングデバイスは、様
々な圧縮比およびデータサイズの分布に基づいてデータセグメントのデータサイズを特定
することが可能であり得るので、様々な態様の記述において言及される圧縮比の例は、特
許請求の範囲を4:1、4:2、4:3、4:4の圧縮比に限定することを意図しない。
【００４５】
　図2は、コンピューティングデバイスによって実行される態様のキャッシュライン小型
化動作に従った、キャッシュライン220～227内のデータセグメントの配置を示す。コンピ
ューティングデバイスは、従来の圧縮アルゴリズムを利用して、様々なデータセグメント
を圧縮するように構成され得る。具体的には、図2は、コンピューティングデバイスが圧
縮アルゴリズムを使用して、256バイトのソースデータセグメント200a～206aを、4:1の圧
縮比を介して64バイトの圧縮されたセグメントへと、4:2の圧縮比を介して128バイトの圧
縮されたセグメントへと、4:3の圧縮比を介して192バイトの圧縮されたセグメントへと、
または4:4の圧縮比を介して256バイトの圧縮されたセグメントへと圧縮することができる
。図2の以下の説明をわかりやすくするために、連続的に並べられているキャッシュライ
ン220～227の固定されたサイズ(たとえば、128バイト)を示すために、キャッシュライン
のマッピングが垂直方向の線により示されており、点線270は1kBのインターリーブを示し
得る。
【００４６】
　キャッシュライン220～227は、左から右に向かって増大し得る物理アドレスと関連付け
られ得る(すなわち、第1のキャッシュライン220の物理アドレスは、第2のキャッシュライ
ン221の物理アドレスと関連付けられる数未満の数である、など)。いくつかの態様では、
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キャッシュライン220～227の物理アドレスは、少なくとも8つのビットによって表され得
る。図2は、様々なキャッシュライン220～227の関連する物理アドレスの8番目および7番
目のビットの指示を示す。たとえば、第1のキャッシュライン220の8番目のビット(または
ビット8)は「0」という値であってよく、第1のキャッシュライン220の7番目のビット(ま
たはビット7)は「0」という値であってよく、第2のキャッシュライン221の8番目のビット
(またはビット8)は「0」という値であってよく、第2のキャッシュライン221の7番目のビ
ット(またはビット7)は「1」という値であってよく、第3のキャッシュライン222の8番目
のビット(またはビット8)は「1」という値であってよく、第3のキャッシュライン222の7
番目のビット(またはビット7)は「0」という値であってよい、などである。
【００４７】
　概略図200の第1の線228は、通常の技法に従ってキャッシュに記憶されるときの、256バ
イトのセグメント境界210～216内の圧縮されていないソースデータセグメント200a～206a
のデフォルトの配置を示す。言い換えると、ソースデータセグメント200a～206aは、256
バイトの間隔で、それらのベースアドレス内に記憶され得る。具体的には、第1のソース
データセグメント200a(図2では「A」と呼ばれる)は、第1のキャッシュライン220および第
2のキャッシュライン221内でオフセットを伴わずに配置され得る。第2のソースデータセ
グメント202a(図2では「B」と呼ばれる)は、第3のキャッシュライン222および第4のキャ
ッシュライン223内でオフセットを伴わずに配置され得る。第3のソースデータセグメント
204a(図2では「C」と呼ばれる)は、第5のキャッシュライン224および第6のキャッシュラ
イン225内でオフセットを伴わずに配置され得る。第4のソースデータセグメント206a(図2
では「D」と呼ばれる)は、第7のキャッシュライン226および第8のキャッシュライン227内
でオフセットを伴わずに配置され得る。
【００４８】
　概略図200のライン229、230、240、250、260は、態様の技法に従ったベースアドレスと
重複する圧縮された形態のソースデータセグメント200a～206aのオフセット配置を示す。
いくつかの態様では、以下で説明されるように様々な圧縮されたデータセグメントを配置
するためにコンピューティングデバイスによって使用されるベースオフセットは、図3に
関して以下で説明されるような、事前に定義されたデータテーブル上で実行される検索に
基づき得る。
【００４９】
　概略図200の第2のライン229は、それぞれのベースアドレスから64バイトのベースオフ
セット以内の、256バイトの圧縮されたデータセグメント200b～206bの単純なオフセット
配置を示す。そのようなマッピングは、追加の64バイトがこの態様を使用してすべての圧
縮されたデータバッファの終わりに割り振られることを要求し得る。第1のソースデータ
セグメント200a(すなわち、「A」)に対応する第1の圧縮されたデータセグメント200bは、
第1のキャッシュライン220の半分、第2のキャッシュライン221全体、および第3のキャッ
シュライン222の半分の中に来るように、64バイトのオフセットを用いてコンピューティ
ングデバイスによって配置され得る。第1の圧縮されたデータセグメント200bは、64バイ
トの重複280の分だけ第3のキャッシュライン222と重複し得る。第2のソースデータセグメ
ント202a(すなわち、「B」)に対応する第2の圧縮されたデータセグメント202bは、第3の
キャッシュライン222の半分、第4のキャッシュライン223全体、および第5のキャッシュラ
イン224の半分の中に来るように、64バイトのオフセットを用いてコンピューティングデ
バイスによって配置され得る。第2の圧縮されたデータセグメント202bは、64バイトの重
複282の分だけ第5のキャッシュライン224と重複し得る。第3のソースデータセグメント20
4a(すなわち、「C」)に対応する第3の圧縮されたデータセグメント204bは、第5のキャッ
シュライン224の半分、第6のキャッシュライン225全体、および第7のキャッシュライン22
6の半分の中に来るように、64バイトのオフセットを用いてコンピューティングデバイス
によって配置され得る。第3の圧縮されたデータセグメント204bは、64バイトの重複284の
分だけ第7のキャッシュライン226と重複し得る。第4のソースデータセグメント206a(すな
わち、「D」)に対応する第4の圧縮されたデータセグメント206bは、第7のキャッシュライ
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ン226の半分、第8のキャッシュライン227全体、および別のキャッシュライン(図示せず)
の半分の中に来るように、64バイトのオフセットを用いてコンピューティングデバイスに
よって配置され得る。第4の圧縮されたデータセグメント206bは、インターリーブと交差
することができ、64バイトの重複286の分だけ別のキャッシュライン(図示せず)と重複し
得る。圧縮されたデータセグメント200b～206bは、4:4の圧縮比にてコンピューティング
デバイスによって圧縮され、または代替的には圧縮されず、ベースオフセットを介して移
されるだけであり得る。
【００５０】
　概略図200の第3のライン230は、コンピューティングデバイスによって4:1の圧縮比にて
圧縮される64バイトのデータセグメントのオフセット配置を示す。具体的には、第1のソ
ースデータセグメント200a(すなわち、「A」)に対応する第1の64バイトの圧縮されたデー
タセグメント231は、第3のキャッシュライン222の半分の中に来るように、256バイトのオ
フセットにてコンピューティングデバイスによって配置され得る。第2のソースデータセ
グメント202a(すなわち、「B」)に対応する第2の64バイトの圧縮されたデータセグメント
232は、第3のキャッシュライン222の他方の半分の中に来るように、64バイトのオフセッ
トにてコンピューティングデバイスによって配置され得る。言い換えると、第1の64バイ
トの圧縮されたデータセグメント231および第2の64バイトの圧縮されたデータセグメント
232は、第3のキャッシュライン222が第2のソースデータセグメント202a(すなわち、「B」
)だけと通常は関連付けられるにもかかわらず、キャッシュライン222を共有することがで
きる。第1の64バイトの圧縮されたデータセグメント231および第2の64バイトの圧縮され
たデータセグメント232の、それぞれの256バイトと64バイトのオフセット配置により、第
1のキャッシュライン220、第2のキャッシュライン221、および第4のキャッシュライン223
は、使用されていないデータ299を含み得る。言い換えると、コンピューティングデバイ
スは、これらのキャッシュライン220、221、223のためのデータをフェッチすることを求
められていない可能性がある。そのような使用されていないキャッシュライン(すなわち
、使用されていないデータ299と関連付けられるキャッシュライン220、221、223)を、キ
ャッシュが他の要求に自由に割り振ることができる。
【００５１】
　概略図200の第3のライン230も参照すると、第3のソースデータセグメント204a(すなわ
ち、「C」)に対応する第3の64バイトの圧縮されたデータセグメント234は、第7のキャッ
シュライン226の半分の中に来るように、256バイトのオフセットにてコンピューティング
デバイスによって配置され得る。第4のソースデータセグメント206a(すなわち、「D」)に
対応する192バイトの圧縮されたデータセグメント236は、第7のキャッシュライン226の他
方の半分および第8のキャッシュライン227全体の中に来るように、64バイトのオフセット
にてコンピューティングデバイスによって配置され得る。192バイトの圧縮されたデータ
セグメント236は、4:3の圧縮比にてコンピューティングデバイスによって圧縮されている
可能性がある。第3の64バイトの圧縮されたデータセグメント234および192バイトの圧縮
されたデータセグメント236は、第7のキャッシュライン226が第4のソースデータセグメン
ト206a(すなわち、「D」)だけと通常は関連付けられるにもかかわらず、キャッシュライ
ン226を共有することができる。第3の64バイトの圧縮されたデータセグメント234および1
92バイトの圧縮されたデータセグメント236の、それぞれの256バイトと64バイトのオフセ
ット配置により、第5のキャッシュライン224および第6のキャッシュライン225は、使用さ
れていないデータ299を含み得る。
【００５２】
　概略図200の第4のライン240は、コンピューティングデバイスによって4:2の圧縮比にて
圧縮される128バイトのデータセグメントのオフセット配置を示す。具体的には、第1のソ
ースデータセグメント200a(すなわち、「A」)に対応する第1の128バイトの圧縮されたデ
ータセグメント241は、第2のキャッシュライン221の中に来るように、128バイトのオフセ
ットにてコンピューティングデバイスによって配置され得る。第2のソースデータセグメ
ント202a(すなわち、「B」)に対応する第2の128バイトの圧縮されたデータセグメント242
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は、第4のキャッシュライン223の中に来るように、128バイトのオフセットにてコンピュ
ーティングデバイスによって配置され得る。このようにして、第1の128バイトの圧縮され
たデータセグメント241および第2の128バイトの圧縮されたデータセグメント242は依然と
して、それらの通常のセグメントの境界210、212の中に記憶され得るが、第1のキャッシ
ュライン220および第3のキャッシュライン222が使用されていないデータ299を含むように
オフセットされ得る。言い換えると、128バイトのオフセットにより、コンピューティン
グデバイスは、これらのキャッシュライン220、223のためのデータをフェッチすることを
求められていない可能性がある。
【００５３】
　概略図200の第4のライン240も参照すると、第3のソースデータセグメント200c(すなわ
ち、「C」)に対応する第3の128バイトの圧縮されたデータセグメント244は、第6のキャッ
シュライン225の中に来るように、128バイトのオフセットにてコンピューティングデバイ
スによって配置され得る。第4のソースデータセグメント206a(すなわち、「D」)に対応す
る64バイトの圧縮されたデータセグメント246は、第7のキャッシュライン226の中に来る
ように、64バイトのオフセットにてコンピューティングデバイスによって配置され得る。
このようにして、第3の128バイトの圧縮されたデータセグメント244および64バイトの圧
縮されたデータセグメント246は依然として、それらの通常のセグメントの境界214、216
の中に記憶され得るが、第5のキャッシュライン224および第8のキャッシュライン227が使
用されていないデータ299を含むようにオフセットされ得る。しかしながら、64バイトの
圧縮されたデータセグメント246が第7のキャッシュライン226を完全には満たさないこと
、および第3の128バイトの圧縮されたデータセグメント244が第4のセグメントの境界216
に入り込むようにオフセットされないことにより、第7のキャッシュライン226は、オーバ
ーフェッチデータ291により半分だけ満たされ得る。
【００５４】
　概略図200の第5のライン250は、コンピューティングデバイスによって4:3の圧縮比にて
圧縮される192バイトのデータセグメントのオフセット配置を示す。具体的には、第1のソ
ースデータセグメント200a(すなわち、「A」)に対応する第1の192バイトの圧縮されたデ
ータセグメント251は、第2のキャッシュライン221および第3のキャッシュライン222の半
分の中に来るように、128バイトのオフセットにてコンピューティングデバイスによって
配置され得る。第2のソースデータセグメント202a(すなわち、「B」)に対応する第2の192
バイトの圧縮されたデータセグメント252は、第3のキャッシュライン222の半分および第4
のキャッシュライン223の中に来るように、64バイトのオフセットにてコンピューティン
グデバイスによって配置され得る。このようにして、第1の192バイトの圧縮されたデータ
セグメント251および第2の192バイトの圧縮されたデータセグメント252を、第3のキャッ
シュライン222を共有するようにオフセットすることができ、第1のキャッシュライン220
が使用されていないデータ299を含むことを可能にする。言い換えると、192バイトのオフ
セットにより、コンピューティングデバイスは、第1のキャッシュライン220のためのデー
タをフェッチすることを求められていない可能性がある。
【００５５】
　概略図200の第5のライン250も参照すると、ソースデータセグメント200c(すなわち、「
C」)に対応する64バイトの圧縮されたデータセグメント254は、第7のキャッシュライン22
6の中に来るように、256バイトのオフセットにてコンピューティングデバイスによって配
置され得る。第4のソースデータセグメント206a(すなわち、「D」)に対応する256バイト
の圧縮されたデータセグメント256は、第7のキャッシュライン226の半分、第8のキャッシ
ュライン227のすべて、および別のキャッシュライン(図示せず)の半分の中に来るように
、64バイトのオフセットにてコンピューティングデバイスによって配置され得る。このよ
うにして、第5のキャッシュライン224および第6のキャッシュライン225は、使用されてい
ないデータ299を含み得る。しかしながら、256バイトの圧縮されたデータセグメント256
は、インターリーブと交差し得るので、コンピューティングデバイスは、別々のトランザ
クションを使用することを求められ得る。
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【００５６】
　概略図200の第6のライン260は、コンピューティングデバイスによって4:4の圧縮比にて
圧縮される256バイトのデータセグメントのオフセット配置を示す。具体的には、第1のソ
ースデータセグメント200a(すなわち、「A」)に対応する第1の256バイトの圧縮されたデ
ータセグメント261は、第1のキャッシュライン220の半分、第2のキャッシュライン221全
体、および第3のキャッシュライン222の半分の中に来るように、64バイトのオフセットに
てコンピューティングデバイスによって配置され得る。第2のソースデータセグメント202
a(すなわち、「B」)に対応する第2の256バイトの圧縮されたデータセグメント262は、第3
のキャッシュライン222の半分、第4のキャッシュライン223全体、および第5のキャッシュ
ライン224の半分の中に来るように、64バイトのオフセットにてコンピューティングデバ
イスによって配置され得る。さらに、第3のソースデータセグメント200c(すなわち、「C
」)に対応する第3の256バイトの圧縮されたデータセグメント264は、第5のキャッシュラ
イン224の半分、第6のキャッシュライン225のすべて、および第7のキャッシュライン226
の半分の中に来るように、64バイトのオフセットにてコンピューティングデバイスによっ
て配置され得る。第4のソースデータセグメント206a(すなわち、「D」)に対応する64バイ
トの圧縮されたデータセグメント266は、第7のキャッシュライン226の半分の中に来るよ
うに、64バイトのオフセットにてコンピューティングデバイスによって配置され得る。こ
のようにして、第8のキャッシュライン227は、使用されていないデータ299を含み得る。
しかしながら、第1の256バイトの圧縮されたデータセグメント261が第1のキャッシュライ
ン220を完全には満たさないことが原因で、第1のキャッシュライン220は、オーバーフェ
ッチデータ290により半分だけ満たされ得る。
【００５７】
　いくつかの態様では、コンピューティングデバイスは、データセグメントがインターリ
ーブおよび/またはページ境界と交差するようにマッピングされることを減らすために、
データセグメントを、境界にまたがる別々のトランザクションに分割することができる。
たとえば、図5において以下で説明されるように、コンピューティングデバイスがインタ
ーリーブおよび/またはページ境界にまたがって256バイトの圧縮されたデータセグメント
(たとえば、4:4の圧縮比で圧縮されるセグメント)を配置するとき、2つの別々のトランザ
クションが必要とされ得る。
【００５８】
　図3は、いくつかの態様において使用するのに適した圧縮比およびベースアドレス情報(
すなわち、ベースアドレスパリティ値)に対応するオフセット値を含む、データテーブル3
00を示す。態様の小型化技法を実施するコンピューティングデバイスは、特定の圧縮され
たデータセグメントに対する圧縮比情報310およびベースアドレスパリティ情報302を使用
して、データテーブル300上で検索を実行し、キャッシュ内にデータセグメントを配置す
る(またはキャッシュ内のデータセグメントにアクセスする)ために使用されるべきベース
オフセットのサイズを特定することができる。ベースアドレスパリティ情報302は、キャ
ッシュ中のデータセグメントのベースアドレス(たとえば、物理アドレス)のビット8が奇
数(すなわち、「1」という値)であるか偶数(すなわち、「0」という値)であるかの指示で
あり得る。いくつかの態様では、データテーブル300は、コンピューティングデバイスの
メモリに記憶される2次元(2D)アレイであり得る。いくつかの態様では、ハードウェアと
ソフトウェアの両方が、テーブルまたは論理を利用するコンピューティングデバイスなど
によって、技法を実施するために利用され得る。
【００５９】
　たとえば、4:1の圧縮レートにて圧縮され偶数値のビット8を伴うベースアドレスを有す
るデータセグメントを求めて、データテーブル300上で検索を実行することに応答して、
コンピューティングデバイスは、256バイトのベースオフセットを特定することができる
。4:1の圧縮レートにて圧縮され奇数値のビット8を伴うベースアドレスを有するデータセ
グメントを求めて、データテーブル300上で検索を実行することに応答して、コンピュー
ティングデバイスは、64バイトのベースオフセットを特定することができる。4:2の圧縮
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レートにて圧縮され偶数値または奇数値のビット8を伴うベースアドレスを有するデータ
セグメントを求めて、データテーブル300上で検索を実行することに応答して、コンピュ
ーティングデバイスは、128バイトのベースオフセットを特定することができる。4:3の圧
縮レートにて圧縮され偶数値のビット8を伴うベースアドレスを有するデータセグメント
を求めて、データテーブル300上で検索を実行することに応答して、コンピューティング
デバイスは、128バイトのベースオフセットを特定することができる。4:3の圧縮レートに
て圧縮され奇数値のビット8を伴うベースアドレスを有するデータセグメントを求めて、
データテーブル300上で検索を実行することに応答して、コンピューティングデバイスは
、64バイトのベースオフセットを特定することができる。4:4の圧縮レートにて圧縮され
偶数値または奇数値のビット8を伴うベースアドレスを有するデータセグメントを求めて
、データテーブル300上で検索を実行することに応答して、コンピューティングデバイス
は、64バイトのベースオフセットを特定することができる。
【００６０】
　図4Aは、キャッシュ内への圧縮されたデータセグメントのオフセット配置のための新し
いアドレス(たとえば、物理アドレス)を特定するためにコンピューティングデバイスによ
って実行され得る関数の例示的な疑似コード400を示す。たとえば、コンピューティング
デバイスは、上で図2において示されたようにデータセグメントを配置するために、以下
で説明されるような命令により構成され得る。疑似コード400によって示される関数は、
圧縮ルーチン(たとえば、データセットに対する圧縮ルーチン)の実行の間、またはその後
などに、アプリケーション、ファームウェア、アプリケーションプログラミングインター
フェース(API)、ルーチン、および/または演算の一部として、コンピューティングデバイ
スによって実行され得る。そのような疑似コード400は全般的な説明を目的に与えられて
いるので、特定のプログラミング言語、構造、またはフォーマットを表すことを意図して
いないことを理解されたい。
【００６１】
　疑似コード400(図4Aでは「疑似コードA」と呼ばれる)は、特定のデータセグメントに関
するBase_Address入力パラメータおよびCompression_Ratio入力パラメータを必要とし得
る、「getNewAddress_oddOrEven()」と呼ばれる関数を表し得る。いくつかの態様では、B
ase_Addressは、物理アドレスまたは仮想アドレスのバイナリ表現であり得る。疑似コー
ド400において示される関数は、データセグメントのベースアドレスのビット8を、Shift
変数への記憶のために一番右のビットへ移動するために(図4Aでは「>>8」として示される
右シフト演算)、Base_Address入力パラメータに対して右シフト演算をコンピューティン
グデバイスが実行するための命令を含み得る。疑似コード400において示される関数は、
アドレスのビット8(すなわち、Shift変数)および「1」の値(たとえば、「…000000001」)
に対するビットごとのAND演算(すなわち図4Aでは「&」)を実行するための命令を含んでよ
く、この演算はParity変数に記憶される値を生成し得る。言い換えると、Parity変数の値
は、Shift変数が0であるときは0であってよく、Parity変数の値は、Shift変数が1である
ときは1であってよい。
【００６２】
　疑似コード400において示される関数はまた、Compression_Ratio入力パラメータおよび
計算されたParity変数を使用して、図3において説明されたような事前に定義されたテー
ブル上での検索動作をコンピューティングデバイスが実行するための命令を含み得る。検
索から取り出された値は、Offset変数に記憶され得る。いくつかの態様では、検索動作は
、コンピューティングデバイスのメモリに記憶される2次元(2D)アレイ中の情報にアクセ
スするための動作であり得る。最終的に、疑似コード400において示される関数は、コン
ピューティングデバイスが、Base_AddressとOffset変数を足して、コンピューティングデ
バイスがデータセグメントを配置するのに使用するために返され得るオフセットアドレス
(たとえば、新しいオフセット物理アドレス)を生成するための命令を含み得る。
【００６３】
　いくつかの態様では、コンピューティングデバイスは、疑似コード400により示される
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ようなテーブル検索動作を利用する代わりに、新しいアドレスを生成するための簡略化さ
れた論理、回路、ソフトウェア命令、および/またはルーチンにより構成され得る。
【００６４】
　図4B～図4Cは、図4Aで説明される疑似コード400において示される関数の呼出しの際に
使用され得る例示的な疑似コードおよび値を示す。図4B～図4Cの例示的な値は説明を目的
とするものであり、態様の範囲を限定することは意図していないことを理解されたい。
【００６５】
　図4Bは、図4Aにおいて上で説明されたようにデータセグメントのための新しいオフセッ
トアドレスを決定するための例示的な関数を呼び出すために、コンピューティングデバイ
スによって実行され得る例示的な疑似コード450を示す。例示的な疑似コード450は、getN
ewAddress_oddOrEven()関数の呼出しのために入力パラメータとして使用され得る、Base_
AddressおよびCompression_Ratio変数の値を設定するための命令を含み得る。たとえば、
Base_Addressは、物理アドレスが少なくとも8つのビットを含む場合、データセグメント
のための物理アドレス(たとえば、「…100000000」)として設定され得る。別の例として
、Compression_Ratio変数は、コンピューティングデバイスが圧縮アルゴリズムを使用し
てデータセグメントを圧縮した際の圧縮のレベル(または圧縮比)を示す値(たとえば、4:4
)として設定され得る。疑似コード450は、これらの入力パラメータおよび値を使用する関
数getNewAddress_oddOrEven()の呼出しを含んでよく、キャッシュラインにおけるオフセ
ット配置を可能にするデータセグメントのための新しい物理アドレスなどの、関数からの
戻り値を、コンピューティングデバイスがnew_address変数に記憶することを可能にし得
る。
【００６６】
　図4Cは、図4Aの疑似コード400と同様であるが、図4Bにおいて上で説明された入力パラ
メータ値に基づいて様々な命令において使用される例示的な値も含む、例示的な疑似コー
ド460を示す。言い換えると、疑似コード460は、例示的な関数getNewAddress_oddOrEven(
)の一部として実行される計算の値を示すものが追加されている、図4Aの例示的な疑似コ
ード400と等価な関数である。
【００６７】
　たとえば、図4Cでは、関数は、「…100000000」という値を伴うBase_Address入力パラ
メータおよび「4:4」という値を伴うCompression_Ratio入力パラメータを利用することが
できる。Base_Address入力パラメータに対する右シフト演算を実行したことに応答して、
コンピューティングデバイスは、データセグメントのベースアドレス(たとえば、物理ア
ドレス)のビット8を、Shift変数への記憶のために一番右のビットへ移すために、「…000
000010」という値を生成することができる。この関数は、Shift変数および1の値(すなわ
ち「…000000001」)に対するビットごとのAND演算を実行するための命令を含んでよく、
この演算はParity変数に記憶される値を生成し得る。たとえば、Shift変数が「000000010
」という値を有するとき、ビットごとのAND演算は、「…000000000」(または単に0)とい
うParity変数値を生成し得る。0という例示的なParity変数値および4:4というCompressio
n_Ratioの例示的な値のもとでは、図3において説明される事前に定義されたテーブルに対
する検索の結果は、64バイトというOffset変数値を返し得る。この関数は次いで、Offset
変数値(たとえば、64バイト)およびBase_Address(たとえば、「…100000000」)の組合せ
である、データセグメントのための新しいオフセットアドレスを返すことができる。
【００６８】
　いくつかの態様では、コンピューティングデバイスは、ページ境界またはインターリー
ブが交差しないような方法で、キャッシュラインにおいてオフセットとともにデータセグ
メントを配置するように構成され得る。言い換えると、コンピューティングデバイスは、
データセグメントがページ境界との交差を避けるために512バイトのセクションの始点に
ラップアラウンドするように、その512バイトのセクション(または2つの256バイトのセク
ション)の外側に64バイトのデータセグメントをマッピングすることができる。そのよう
な態様を示すために、図5は、そのようなラップアラウンドを利用する別の態様のキャッ
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シュライン小型化技法に従って、様々な圧縮比で圧縮されるデータセグメントのオフセッ
ト配置を示す。図5の概略図500は、図5に示される態様のオフセット配置が、512バイトよ
りも大きくページとインターリーブのいずれかと交差するようにキャッシュにおいてデー
タセグメントが配置されることを許容しない可能性があることを除き、図2を参照して上
で説明された概略図200と同様である。図6に示される態様のオフセット配置はまた、デー
タセグメントの配置のためのより均等なキャッシュバンクの使用をもたらし得る。しかし
ながら、図2に示される態様のオフセット配置と比較すると、図5に示される代替的な態様
により、平均で、4:4の圧縮比にて圧縮されたデータセグメントの半分が、2つのトランザ
クションへと分割されるようになり得る。言い換えると、4:4の圧縮比にて圧縮されるデ
ータセグメントを配置するための非連続的な要求は、図2に示される態様の技法よりも多
くの分割された要求をもたらし得る。図5によって示される態様の技法は、L3キャッシュ
とともに使用されるときは特に、大半のオーバーフェッチを減らすのに有益であり得る。
さらに、単純なプリフェッチングは、L3キャッシュがあってもなくても可能になり得る。
様々な態様では、4:4の圧縮比は最も確率の低い圧縮比であり得るので、データセグメン
トを2つのトランザクションへと分割するのは、特殊な場合であり得る。
【００６９】
　図5に示されるように、キャッシュライン520～527は、左から右に向かって増大し得る
物理アドレスと関連付けられ得る(すなわち、第1のキャッシュライン520の物理アドレス
は、第2のキャッシュライン521の物理アドレスと関連付けられる数未満の数である、など
)。いくつかの態様では、キャッシュライン520～527の物理アドレスは、少なくとも9つの
ビットによって表され得る。図5は、様々なキャッシュライン520～527の関連する物理ア
ドレスの9番目、8番目、および7番目のビットの指示を示す。たとえば、第1のキャッシュ
ライン520の9番目のビット(またはビット9)は「0」という値であってよく、第1のキャッ
シュライン520の8番目のビット(またはビット8)は「0」という値であってよく、第1のキ
ャッシュライン520の7番目のビット(またはビット7)は「0」という値であってよく、第5
のキャッシュライン524の9番目のビット(またはビット9)は「1」という値であってよく、
第5のキャッシュライン524の8番目のビット(またはビット8)は「0」という値であってよ
く、第5のキャッシュライン524の7番目のビット(またはビット7)は「0」という値であっ
てよい。
【００７０】
　図2を参照して上で説明されたように、概略図500の第1のライン228は、通常の技法に従
ってキャッシュに記憶されるときの、256バイトのセグメント境界210～216内のソースデ
ータセグメント202a～206aのデフォルトの配置を示す。第1のソースデータセグメント200
a(図5では「A」と呼ばれる)は、第1のキャッシュライン520および第2のライン521内でオ
フセットを伴わずにコンピューティングデバイスによって配置され得る。第2のソースデ
ータセグメント202a(図5では「B」と呼ばれる)は、第3のキャッシュライン522および第4
のキャッシュライン523内でオフセットを伴わずにコンピューティングデバイスによって
配置され得る。第3のソースデータセグメント204a(図5では「C」と呼ばれる)は、第5のキ
ャッシュライン524および第6のキャッシュライン525内でオフセットを伴わずにコンピュ
ーティングデバイスによって配置され得る。第4のソースデータセグメント206a(図5では
「D」と呼ばれる)は、第7のキャッシュライン526および第8のキャッシュライン527内でオ
フセットを伴わずにコンピューティングデバイスによって配置され得る。
【００７１】
　しかしながら、概略図500のライン529、530、540、550、560は、コンピューティングデ
バイスによって実行される態様の動作に従ったベースアドレスと重複する圧縮された形態
のソースデータセグメント200a～206aのオフセット配置を示す。いくつかの態様では、様
々な圧縮されたデータセグメントを配置するためにコンピューティングデバイスによって
使用されるベースオフセットは、以下で図6において説明されるような、事前に定義され
たデータテーブル上で実行される検索に基づき得る。
【００７２】
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　概略図500の第2のライン529は、256バイトの圧縮されたデータセグメント501、502a～5
02b、504a～504b、506のオフセット配置を示す。第1のソースデータセグメント200a(すな
わち、「A」)に対応する第1の圧縮されたデータセグメント501は、第1のキャッシュライ
ン520の半分、第2のキャッシュライン521全体、および第3のキャッシュライン522の半分
の中に来るように、64バイトのオフセットにてコンピューティングデバイスによって配置
され得る。第1の圧縮されたデータセグメント501は、64バイトの重複の分だけ第3のキャ
ッシュライン522と重複し得る。第2のソースデータセグメント202a(すなわち、「B」)に
対応する第2の圧縮されたデータセグメント502aは、第3のキャッシュライン522の半分お
よび第4のキャッシュライン523全体の中に来るように、64バイトのオフセットにてコンピ
ューティングデバイスによって配置され得る。しかしながら、インターリーブと交差する
のを避けるために、コンピューティングデバイスは、256バイトの第2の圧縮されたデータ
セグメント502aを2つの別々のセクションに記憶するように構成され得る。したがって、2
56バイトの第2の圧縮されたデータセグメント502aの残り502b(図5では「B-Rem」と呼ばれ
る)は、第1のキャッシュライン520の最初の半分の中にコンピューティングデバイスによ
って配置され得る。第3のソースデータセグメント204a(すなわち、「C」)に対応する第3
の圧縮されたデータセグメント504aは、第5のキャッシュライン524および第6のキャッシ
ュライン525の半分の中に来るように、オフセットを伴わずにコンピューティングデバイ
スによって配置され得る。第2の圧縮されたデータセグメント502aと同様に、第3の圧縮さ
れたデータセグメント504aは、インターリーブと交差するのを避けるために2つのセクシ
ョンに分割され得る。したがって、第3の圧縮されたデータセグメント504aの残り504bは
、第8のキャッシュライン527の半分に配置され得る。第4のソースデータセグメント206a(
すなわち、「D」)に対応する第4の圧縮されたデータセグメント506は、第6のキャッシュ
ライン525の半分、第7のキャッシュライン526全体、および第8のキャッシュライン527の
半分の中に来るように、負の64バイトのオフセットにてコンピューティングデバイスによ
って配置され得る。
【００７３】
　概略図500の第3のライン530は、コンピューティングデバイスによって4:1の圧縮比にて
圧縮される64バイトのデータセグメントのオフセット配置を示す。具体的には、第1のソ
ースデータセグメント200a(すなわち、「A」)に対応する第1の64バイトの圧縮されたデー
タセグメント531は、第3のキャッシュライン522の半分の中に来るように、256バイトのオ
フセットにてコンピューティングデバイスによって配置され得る。第2のソースデータセ
グメント202a(すなわち、「B」)に対応する第2の64バイトの圧縮されたデータセグメント
532は、第3のキャッシュライン522の他方の半分の中に来るように、64バイトのオフセッ
トにてコンピューティングデバイスによって配置され得る。言い換えると、第1の64バイ
トの圧縮されたデータセグメント531および第2の64バイトの圧縮されたデータセグメント
532は、第3のキャッシュライン522が第2のソースデータセグメント202a(すなわち、「B」
)だけと通常は関連付けられるにもかかわらず、キャッシュライン522を共有することがで
きる。第1の64バイトの圧縮されたデータセグメント531および第2の64バイトの圧縮され
たデータセグメント532の、それぞれの256バイトと64バイトのオフセット配置により、第
1のキャッシュライン520、第2のキャッシュライン521、および第4のキャッシュライン523
は、使用されていないデータ599を含み得る。言い換えると、コンピューティングデバイ
スは、これらのキャッシュライン520、521、523のためのデータをフェッチすることを求
められていない可能性がある。そのような使用されていないキャッシュライン(すなわち
、使用されていないデータ599と関連付けられるキャッシュライン520、521、523)を、キ
ャッシュが他の要求に自由に割り振ることができる。
【００７４】
　概略図500の第3のライン530も参照すると、第3のソースデータセグメント204a(すなわ
ち、「C」)に対応する第3の64バイトの圧縮されたデータセグメント534は、第6のキャッ
シュライン525の半分の中に来るように、128バイトのオフセットにてコンピューティング
デバイスによって配置され得る。第4のソースデータセグメント206a(すなわち、「D」)に
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対応する192バイトの圧縮されたデータセグメント536は、第6のキャッシュライン525の他
方の半分および第7のキャッシュライン526全体の中に来るように、負の64バイトのオフセ
ットにてコンピューティングデバイスによって配置され得る。192バイトの圧縮されたデ
ータセグメント536は、4:3の圧縮比にてコンピューティングデバイスによって圧縮されて
いる可能性がある。第3の64バイトの圧縮されたデータセグメント534および192バイトの
圧縮されたデータセグメント536の、それぞれの128バイトと負の64バイトのオフセット配
置により、第5のキャッシュライン524および第8のキャッシュライン527は、使用されてい
ないデータ599を含み得る。
【００７５】
　概略図500の第4のライン540は、コンピューティングデバイスによって4:2の圧縮比にて
圧縮される128バイトのデータセグメントのオフセット配置を示す。具体的には、第1のソ
ースデータセグメント200a(すなわち、「A」)に対応する第1の128バイトの圧縮されたデ
ータセグメント541は、第2のキャッシュライン521の中に来るように、128バイトのオフセ
ットにてコンピューティングデバイスによって配置され得る。第2のソースデータセグメ
ント202a(すなわち、「B」)に対応する第2の128バイトの圧縮されたデータセグメント542
は、第4のキャッシュライン523の中に来るように、128バイトのオフセットにてコンピュ
ーティングデバイスによって配置され得る。このようにして、第1の128バイトの圧縮され
たデータセグメント541および第2の128バイトの圧縮されたデータセグメント542は依然と
して、それらの通常のセグメントの境界210、212の中に記憶され得るが、第1のキャッシ
ュライン520および第3のキャッシュライン522が使用されていないデータ599を含むように
オフセットされ得る。言い換えると、128バイトのオフセットにより、コンピューティン
グデバイスは、これらのキャッシュライン520、523のためのデータをフェッチすることを
求められていない可能性がある。
【００７６】
　概略図500の第4のライン540も参照すると、第3のソースデータセグメント200c(すなわ
ち、「C」)に対応する第3の128バイトの圧縮されたデータセグメント544は、オフセット
を伴わずに第5のキャッシュライン524内にコンピューティングデバイスによって配置され
得る。第4のソースデータセグメント206a(すなわち、「D」)に対応する64バイトの圧縮さ
れたデータセグメント546は、第6のキャッシュライン525の半分の中に来るように、負の6
4バイトのオフセットにてコンピューティングデバイスによって配置され得る。このよう
にして、第3の128バイトの圧縮されたデータセグメント544および64バイトの圧縮された
データセグメント546は依然として、第7のキャッシュライン526および第8のキャッシュラ
イン527が使用されていないデータ599を含むようにオフセットされ得る。しかしながら、
64バイトの圧縮されたデータセグメント546が第6のキャッシュライン525を完全には満た
さないことが原因で、第6のキャッシュライン525は、オーバーフェッチデータ590により
半分だけ満たされ得る。
【００７７】
　概略図500の第5のライン550は、コンピューティングデバイスによって4:3の圧縮比にて
圧縮される192バイトのデータセグメントのオフセット配置を示す。具体的には、第1のソ
ースデータセグメント200a(すなわち、「A」)に対応する第1の192バイトの圧縮されたデ
ータセグメント551は、第2のキャッシュライン521および第3のキャッシュライン522の半
分の中に来るように、128バイトのオフセットにてコンピューティングデバイスによって
配置され得る。第2のソースデータセグメント202a(すなわち、「B」)に対応する第2の192
バイトの圧縮されたデータセグメント552は、第3のキャッシュライン522の半分および第4
のキャッシュライン523の中に来るように、64バイトのオフセットにてコンピューティン
グデバイスによって配置され得る。このようにして、第1の192バイトの圧縮されたデータ
セグメント551および第2の192バイトの圧縮されたデータセグメント552を、第3のキャッ
シュライン522を共有するようにオフセットすることができ、第1のキャッシュライン520
が使用されていないデータ599を含むことを可能にする。言い換えると、192バイトのオフ
セットにより、コンピューティングデバイスは、第1のキャッシュライン520のためのデー
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タをフェッチすることを求められていない可能性がある。
【００７８】
　概略図500の第5のライン550も参照すると、第3のソースデータセグメント200c(すなわ
ち、「C」)に対応する64バイトの圧縮されたデータセグメント554は、第6のキャッシュラ
イン525の半分の中に来るように、128バイトのオフセットにてコンピューティングデバイ
スによって配置され得る。第4のソースデータセグメント206a(すなわち、「D」)に対応す
る256バイトの圧縮されたデータセグメント556は、第6のキャッシュライン525の半分、第
7のキャッシュライン526のすべて、および第8のキャッシュライン527の半分の中に来るよ
うに、負の64バイトのオフセットにてコンピューティングデバイスによって配置され得る
。このようにして、第5のキャッシュライン524は、使用されていないデータ599を含み得
る。しかしながら、オーバーフェッチデータ591は、第8のキャッシュライン527の半分の
中にあり得る。
【００７９】
　概略図500の第6のライン560は、コンピューティングデバイスによって4:4の圧縮比にて
圧縮される256バイトのデータセグメントのオフセット配置を示す。具体的には、第1のソ
ースデータセグメント200a(すなわち、「A」)に対応する第1の256バイトの圧縮されたデ
ータセグメント561は、第1のキャッシュライン520の半分、第2のキャッシュライン521全
体、および第3のキャッシュライン522の半分の中に来るように、64バイトのオフセットに
てコンピューティングデバイスによって配置され得る。第2のソースデータセグメント202
a(すなわち、「B」)に対応する第2の256バイトの圧縮されたデータセグメント562aは、第
3のキャッシュライン522の半分および第4のキャッシュライン523全体の中に来るように、
64バイトのオフセットにてコンピューティングデバイスによって配置され得る。しかしな
がら、コンピューティングデバイスは、第2の256バイトの圧縮されたデータセグメント56
2aを2つの別々のセクションに記憶するように構成され得る。したがって、第2の256バイ
トの圧縮されたデータセグメント562aの残り562b(図5では「B-Rem」と呼ばれる)は、第1
のキャッシュライン520の最初の半分の中にコンピューティングデバイスによって配置さ
れ得る。第3のソースデータセグメント204a(すなわち、「C」)に対応する第3の圧縮され
たデータセグメント564aは、第5のキャッシュライン524および第6のキャッシュライン525
の半分の中に来るように、オフセットを伴わずにコンピューティングデバイスによって配
置され得る。第2の圧縮されたデータセグメント502aと同様に、第3の圧縮されたデータセ
グメント564aは、インターリーブと交差するのを避けるために2つのセクションに分割さ
れ得る。したがって、第3の圧縮されたデータセグメント564aの残り564bは、第8のキャッ
シュライン527の半分に配置され得る。第4のソースデータセグメント206a(すなわち、「D
」)に対応する64バイトの圧縮されたデータセグメント566は、第6のキャッシュライン525
の半分の中に来るように、負の64バイトのオフセットにてコンピューティングデバイスに
よって配置され得る。しかしながら、オーバーフェッチデータ592は、第8のキャッシュラ
イン527の半分の中にあり得る。
【００８０】
　図6は、いくつかの態様において使用するのに適した、圧縮比およびベースアドレスパ
リティ値に対応するベースオフセット値を含むデータテーブルを示す概略図である。図5
を参照して上で説明されたように、ある態様の小型化技法を実施するコンピューティング
デバイスは、特定の圧縮されたデータセグメントに対する圧縮比情報610およびベースア
ドレスパリティ情報602を使用して、データテーブル600上で検索を実行し、キャッシュ内
にデータセグメントを配置する(またはキャッシュ内のデータセグメントにアクセスする)
ために使用されるべきベースオフセットのサイズを特定することができる。いくつかの態
様では、データテーブル600は、コンピューティングデバイスのメモリに記憶される2次元
(2D)アレイであり得る。
【００８１】
　そのようなデータテーブル600は、図6のベースアドレスパリティ情報602がデータセグ
メントのベースアドレスのビット8およびビット9の値を示すもの(たとえば、2つのビット
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に対して0または1)であり得ることを除き、図3を参照して上で説明されたデータテーブル
300と同様であり得る。言い換えると、データテーブル600上で実行される検索は、データ
セグメントのベースアドレス(たとえば物理アドレス)に適用すべきベースオフセット値を
コンピューティングデバイスが特定するために、2ビットの値および圧縮比を必要とし得
る。データテーブル600と図3のデータテーブル300との別の違いは、データテーブル600が
、いくつかの圧縮比(たとえば、4:4の圧縮比)に対する2つ以上のベースオフセット値と、
データセグメントアドレス(たとえば、物理アドレス)と関連付けられる2ビットの値とを
記憶し得るということである。具体的には、ページ境界またはインターリーブとの交差を
避けるためにセグメントが2つのトランザクションへと分割されることが必要であるとき
、データテーブル600は、第1のトランザクションのための第1のベースオフセット値と、
第2のトランザクションのための第2のベースオフセット値とを含み得る。そのような場合
、データテーブル600は、ベースオフセット値の各々と関連付けられる各トランザクショ
ンのサイズを示し得る。いくつかの態様では、コンピューティングデバイスは、ビットの
他の組合せを使用して検索を実行することができ、そのような組合せは記憶されているデ
ータのハッシュ化に基づき得る。
【００８２】
　たとえば、4:1の圧縮レートにて圧縮されビット9の値が0でありビット8の値が0である
ベースアドレスを有するデータセグメントを求めて、データテーブル600上で検索を実行
することに応答して、コンピューティングデバイスは、256バイトのベースオフセットを
特定することができる。4:1の圧縮レートにて圧縮されビット9の値が0でありビット8の値
が1であるベースアドレスを有するデータセグメントを求めて、データテーブル600上で検
索を実行することに応答して、コンピューティングデバイスは、64バイトのベースオフセ
ットを特定することができる。4:1の圧縮レートにて圧縮されビット9の値が1でありビッ
ト8の値が0であるベースアドレスを有するデータセグメントを求めて、データテーブル60
0上で検索を実行することに応答して、コンピューティングデバイスは、128バイトのベー
スオフセットを特定することができる。4:1の圧縮レートにて圧縮されビット9の値が1で
ありビット8の値が1であるベースアドレスを有するデータセグメントを求めて、データテ
ーブル600上で検索を実行することに応答して、コンピューティングデバイスは、負の64
バイトのベースオフセットを特定することができる。
【００８３】
　別の例として、4:2の圧縮レートにて圧縮されビット9の値が0でありビット8の値が0で
あるベースアドレスを有するデータセグメントを求めて、データテーブル600上で検索を
実行することに応答して、コンピューティングデバイスは、128バイトのベースオフセッ
トを特定することができる。4:2の圧縮レートにて圧縮されビット9の値が0でありビット8
の値が1であるベースアドレスを有するデータセグメントを求めて、データテーブル600上
で検索を実行することに応答して、コンピューティングデバイスは、128バイトのベース
オフセットを特定することができる。4:2の圧縮レートにて圧縮されビット9の値が1であ
りビット8の値が0であるベースアドレスを有するデータセグメントを求めて、データテー
ブル600上で検索を実行することに応答して、コンピューティングデバイスは、0バイトの
ベースオフセット(すなわち、ベースオフセットなし)を特定することができる。4:2の圧
縮レートにて圧縮されビット9の値が1でありビット8の値が1であるベースアドレスを有す
るデータセグメントを求めて、データテーブル600上で検索を実行することに応答して、
コンピューティングデバイスは、0バイトのベースオフセット(すなわち、ベースオフセッ
トなし)を特定することができる。
【００８４】
　別の例として、4:3の圧縮レートにて圧縮されビット9の値が0でありビット8の値が0で
あるベースアドレスを有するデータセグメントを求めて、データテーブル600上で検索を
実行することに応答して、コンピューティングデバイスは、128バイトのベースオフセッ
トを特定することができる。4:3の圧縮レートにて圧縮されビット9の値が0でありビット8
の値が1であるベースアドレスを有するデータセグメントを求めて、データテーブル600上
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で検索を実行することに応答して、コンピューティングデバイスは、64バイトのベースオ
フセットを特定することができる。4:3の圧縮レートにて圧縮されビット9の値が1であり
ビット8の値が0であるベースアドレスを有するデータセグメントを求めて、データテーブ
ル600上で検索を実行することに応答して、コンピューティングデバイスは、0バイトのベ
ースオフセット(すなわち、ベースオフセットなし)を特定することができる。4:3の圧縮
レートにて圧縮されビット9の値が1でありビット8の値が1であるベースアドレスを有する
データセグメントを求めて、データテーブル600上で検索を実行することに応答して、コ
ンピューティングデバイスは、負の64バイトのベースオフセットを特定することができる
。
【００８５】
　別の例として、4:4の圧縮レートにて圧縮されビット9の値が0でありビット8の値が0で
あるベースアドレスを有するデータセグメントを求めて、データテーブル600上で検索を
実行することに応答して、コンピューティングデバイスは、64バイトのベースオフセット
を特定することができる。4:4の圧縮レートにて圧縮されビット9の値が0でありビット8の
値が1であるベースアドレスを有するデータセグメントを求めて、データテーブル600上で
検索を実行することに応答して、コンピューティングデバイスは、サイズが64バイトであ
る第1のトランザクションに対する負の256バイトのベースオフセットと、サイズが192バ
イトである第2のトランザクションに対する64バイトのベースオフセットとを特定するこ
とができる。4:4の圧縮レートにて圧縮されビット9の値が1でありビット8の値が0である
ベースアドレスを有するデータセグメントを求めて、データテーブル600上で検索を実行
することに応答して、コンピューティングデバイスは、サイズが192バイトである第1のト
ランザクションに対する0バイトのベースオフセットと、サイズが64バイトである第2のト
ランザクションに対する448バイトのベースオフセットとを特定することができる。4:4の
圧縮レートにて圧縮されビット9の値が1でありビット8の値が1であるベースアドレスを有
するデータセグメントを求めて、データテーブル600上で検索を実行することに応答して
、コンピューティングデバイスは、負の64バイトのベースオフセットを特定することがで
きる。
【００８６】
　図7Aは、別の態様のキャッシュライン小型化技法に従って、キャッシュ内の圧縮された
データセグメントのオフセット配置のための新しいアドレスを特定するために、コンピュ
ーティングデバイスによって実行され得る関数の例示的な疑似コード700を示す。たとえ
ば、コンピューティングデバイスは、上で図5において示されたようにデータセグメント
を配置するために、以下で説明されるような命令により構成され得る。図7Aの疑似コード
700は、ベースオフセットを特定するために検索動作を実行するときにベースアドレス(た
とえば、物理アドレス)の2つのビット(すなわち、ビット8およびビット9)をコンピューテ
ィングデバイスに利用させるための命令を含むことがあり、2つのオフセットアドレスを
場合によっては返すようにさらに構成され得ることを除き、上で説明された図4Aの疑似コ
ード400と同様である。そのようなオフセットアドレスは、ベースアドレスが物理アドレ
スか仮想アドレスかに応じて、オフセット物理アドレスまたはオフセット仮想アドレスで
あり得る。疑似コード700によって示される関数は、圧縮ルーチン(たとえば、データセッ
トに対する圧縮ルーチン)の実行の間、またはその後などに、アプリケーション、ファー
ムウェア、アプリケーションプログラミングインターフェース(API)、ルーチン、および/
または演算の一部として、コンピューティングデバイスによって実行され得る。そのよう
な疑似コード700は全般的な説明を目的に与えられているので、使用可能であり得る特定
のプログラミング言語、構造、またはフォーマットを表すことを意図していないことを理
解されたい。
【００８７】
　疑似コード700(図7Aでは「疑似コードB」と呼ばれる)は、特定のデータセグメントに関
するBase_Address入力パラメータおよびCompression_Ratio入力パラメータを必要とし得
る、「getNewAddress_bit8-9 ()」と呼ばれる関数を表し得る。いくつかの態様では、Bas



(25) JP 6370988 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

e_Addressは、物理アドレスのバイナリ表現であり得る。関数の操作可能な内容は、デー
タセグメントのベースアドレスのビット8を、Shift変数への記憶のために一番右のビット
へ移動するために、Base_Address入力パラメータに対して第1の右シフト演算をコンピュ
ーティングデバイスが実行するための命令を含み得る。そのような移動はまた、Base_Add
ressのビット9をShift変数中の右から2番目のビットに移し得る。この関数は、シフトさ
れるアドレス(すなわち、Shift変数)および右から2番目までのビットの「1」の値(たとえ
ば、「…011」)に対してビットごとのAND演算(すなわち図7Aでは「&」)を実行するための
命令を含んでよく、この演算はParity変数に記憶される値を生成し得る。言い換えると、
ビットごとのAND演算は、シフトされるアドレスが検索を実行するためのパリティ値とし
て使用され得るように、シフトされるアドレス(すなわち、Shift変数)中のあらゆる他の
ビットを0にすることができる。
【００８８】
　疑似コード700によって示される関数はまた、コンピューティングデバイスが、Compres
sion_Ratio入力パラメータおよび計算されたParity変数を使用して、図5を参照して説明
されたような事前に定義されたテーブル上での検索動作を実行するための命令を含み得る
。しかしながら、2つ以上のベースオフセット値がテーブルの検索から返されることを必
要とし得る2つのあり得る事例があるので、関数は、Compression_Ratioが4:4に等しいか
どうか、または、ビット9およびビット8が同じである(すなわち、「…00」または「…11
」)ことをParity変数の値が示すかどうかを評価することを含み得る。Compression_Ratio
が4:4に等しいことと、ビット9およびビット8が同じである(すなわち、「…00」または「
…11」)ことをParity変数の値が示すこととのいずれかを、コンピューティングデバイス
が決定する場合、コンピューティングデバイスは、Compression_RatioおよびParityを使
用して検索動作を実行し、Offset変数に記憶されるべき単一のオフセット値を取り出すこ
とができる。そのような単一のオフセット値は、Base_Addressと組み合わされ、オフセッ
ト配置において使用するために返され得る。
【００８９】
　しかしながら、Compression_Ratioが4:4に等しいことと、ビット9およびビット8が同じ
ではない(すなわち、「…01」または「…10」)ことをParity変数の値が示すこととを、コ
ンピューティングデバイスが決定する場合、コンピューティングデバイスは、Compressio
n_RatioおよびParityを使用して検索動作を実行し、Offset[]アレイ変数に記憶されるべ
き2つのオフセット値を取り出すことができる。2つのオフセット値の各々が、データセグ
メントのための2つのトランザクションに対する新しいアドレスを生成するために、個別
にBase_Addressと組み合わされ得る。様々な態様では、2つのトランザクションのサイズ
はオフセット値とともに返され得る。いくつかの態様では、そのようなトランザクション
のためのサイズおよびオフセット値を別々に計算し、かつ/または返すために、別の呼出
しまたは関数が利用され得る。
【００９０】
　いくつかの態様では、コンピューティングデバイスは、疑似コード700により示される
ようなテーブル検索を利用する代わりに、新しいアドレスを生成するための簡略化された
論理、回路、ソフトウェア命令、および/またはルーチンにより構成され得る。
【００９１】
　図7B～図7Cは、図7Aで説明される疑似コード700の関数の呼出しの際に使用され得る例
示的な疑似コードおよび値を示す。図7B～図7Cの例示的な値は説明を目的とするものであ
り、態様の範囲を限定することは意図していないことを理解されたい。
【００９２】
　図7Bは、図7Aにおいて上で説明されたようにデータセグメントのための新しいオフセッ
トアドレスを決定するための例示的な関数を呼び出すために、コンピューティングデバイ
スによって実行され得る例示的な疑似コード750を示す。例示的な疑似コード750は、getN
ewAddress_bit8-9()関数の呼出しのために入力パラメータとして使用され得る、Base_Add
ressおよびCompression_Ratio変数の値を設定するための命令を含み得る。たとえば、Bas
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e_Addressは、物理アドレスが少なくとも9つのビットを含む場合、データセグメントのた
めの物理アドレス(たとえば、「…100000000」)として設定され得る。別の例として、Com
pression_Ratio変数は、コンピューティングデバイスが圧縮アルゴリズムを使用してデー
タセグメントを圧縮した際の圧縮のレベル(または圧縮比)を示す値(たとえば、4:4)とし
て設定され得る。疑似コード750は、これらの入力パラメータおよび値を使用した関数get
NewAddress_bit8-9()の呼出しを含んでよく、コンピューティングデバイスが、キャッシ
ュラインにおけるオフセット配置を可能にするデータセグメントのための新しい物理アド
レスなどの、関数からの戻り値を、new_address変数に記憶することを可能にし得る。
【００９３】
　図7Cは、図7Aの疑似コード700と同様であるが、図7Bにおいて上で説明された入力パラ
メータ値に基づいて様々な命令のための例示的な値も含む、例示的な疑似コード760を示
す。言い換えると、疑似コード760は、関数getNewAddress_bit8-9()の一部として実行さ
れる計算の例示的な値を示すものが追加されている、図7Aの例示的な疑似コード700に等
価な関数である。
【００９４】
　たとえば、図7Cでは、関数は、「…100000000」という値を伴うBase_Address入力パラ
メータおよび「4:4」という値を伴うCompression_Ratio入力パラメータを利用することが
できる。Base_Address入力パラメータに対する右シフト演算を実行したことに応答して、
コンピューティングデバイスは、データセグメントのベースアドレス(たとえば、物理ア
ドレス)のビット8を、Shift変数への記憶のために一番右のビットへ移すために、「…000
000010」という値を生成することができる。この関数は、Shift変数および「…11」の値
に対するビットごとのAND演算を実行するための命令を含んでよく、この演算はParity変
数に記憶される値を生成し得る。たとえば、Shift変数が「…000000010」という値を有す
るとき、ビットごとのAND演算は、「…000000010」というParity変数値を生成し得る。
【００９５】
　例示的なCompression_Ratioは「4:4」であり、例示的なParity変数値は「…00」または
「…11」に等しくないので、コンピューティングデバイスは、検索テーブルから単一のベ
ースオフセット値を取り出す動作を実行しなくてよい。代わりに、コンピューティングデ
バイスは、2つのベースオフセット値を返す検索を実行するための命令を実行することが
できる。具体的には、「…000000010」という例示的なParity変数値および「4:4」という
Compression_Ratioの例示的な値のもとでは、図6において説明される事前に定義されたテ
ーブルに対する検索動作の結果は、0バイトという第1のベースオフセット値および448バ
イトという第2のベースオフセット値を返し得る。いくつかの態様では、検索の結果はま
た、ベースオフセット値と関連付けられるトランザクションのサイズを含み得る。この関
数は次いで、データセグメントのための2つのトランザクションに対する2つの新しいベー
スオフセットアドレス、すなわち、0バイトとBase_Addressの組合せ(たとえば、「…1000
00000」+0バイト)である第1のアドレスと、448バイトとBase_Addressの組合せ(たとえば
、「…100000000」+448バイト)である第2のアドレスとを返すことができる。
【００９６】
　図8Aは、コンピューティングデバイスがキャッシュのキャッシュライン内のデータを小
型化するためのある態様の方法800を示す。方法800は、従来の圧縮アルゴリズムをコンピ
ューティングデバイスが実行することと組み合わせて、またはそれに応答して行われ得る
、ルーチン、アプリケーション、関数、または他の動作として、コンピューティングデバ
イスによって実行され得る。たとえば、データセグメントを圧縮したことに応答して、コ
ンピューティングデバイスは、方法800の動作を実行して、データセグメントがキャッシ
ュライン上で重複するようにオフセットを伴って圧縮されたデータセグメントを配置する
ことができる。以下の説明はオフセットアドレス(たとえば、オフセット物理アドレス)に
配置され得る単一のデータセグメントに言及し得るが、コンピューティングデバイスは、
複数のデータセグメントをループなどに配置するために方法800を実行するように構成さ
れ得ることを理解されたい。さらに、コンピューティングデバイスは、任意の可変長のデ



(27) JP 6370988 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

ータ(圧縮された、または圧縮されていない)を様々なタイプのメモリユニットまたはキャ
ッシュユニットへと配置するために、方法800の動作を実行することができる。いくつか
の態様では、コンピューティングデバイスは、別のデバイスによって圧縮されたデータセ
グメントを配置するために方法800の動作を実行するように構成され得る。
【００９７】
　ブロック802において、コンピューティングデバイスのプロセッサは、データセグメン
トのベースアドレス(たとえば、ベース物理アドレスまたはベース仮想アドレス)を特定す
ることができる。上で説明されたように、そのようなベースアドレスは、データセグメン
トが通常は関連付けられるキャッシュラインまたはキャッシュアドレスであり得る。たと
えば、ベースアドレスは、圧縮されていない状態にあるときにデータセグメント(または
ソースデータセグメント)が記憶される第1のキャッシュラインのアドレスであり得る。ベ
ースアドレスは、データセグメントの初期開始アドレスであり得るが、データセグメント
が記憶される必要のあり得るキャッシュライン(またはキャッシュ空間)の数を示さないこ
とがある。いくつかの態様では、ベースアドレスは、キャッシュ中の割り振られたライン
によって表され得るが一般には表されないことがある、要求されるブロックの開始アドレ
スであってよく、それは、キャッシュが圧縮されたバージョンを割り振り得るからである
。
【００９８】
　ブロック804において、コンピューティングデバイスのプロセッサは、データセグメン
トのデータサイズ(たとえば、圧縮比に基づく)を特定することができる。たとえば、特定
されたデータサイズは、別のデータバッファに対する読取り動作を実行して圧縮比を取得
するコンピューティングデバイスによって特定されるような、データセグメントの圧縮比
に基づき得る。様々な態様では、コンピューティングデバイスが利用するように構成され
る圧縮アルゴリズムのタイプに応じて、データセグメントに対して利用可能な複数の圧縮
比があり得る。たとえば、コンピューティングデバイスが圧縮アルゴリズムを利用するよ
うに構成されるとき、データセグメントは、4:1の圧縮比、4:2の圧縮比(または2:1の圧縮
比)、4:3の圧縮比、および/または4:4の圧縮比(または1:1の圧縮比)にて圧縮され得る。
データセグメントの特定されるデータサイズは、データセグメントのサイズの最大限の可
能な低減(または最大の圧縮)をもたらす圧縮比に基づき得る。様々な態様では、特定され
るデータサイズ(または圧縮サイズ)は、異なるタイプのデータ、データ構造、および/ま
たはコンテキストに対しては異なり得る。たとえば、コンピューティングデバイスは、第
1のデータタイプの第1のデータセグメントに対しては第1の圧縮比のための第1のデータサ
イズを特定し得るが、第2のデータタイプの第2のデータセグメントに対しては第2の圧縮
比のための第2のデータサイズを特定し得る。
【００９９】
　ブロック806において、コンピューティングデバイスのプロセッサは、データセグメン
トの特定されたデータサイズおよびベースアドレスに基づいてベースオフセットを取得す
ることができる。ベースオフセットは、64バイト、128バイト、192バイト、および/また
は256バイトなどの、ある数のバイトであり得る。いくつかの態様では、ベースオフセッ
トは、負の64バイトなどの、ある負の数のバイトであり得る。いくつかの態様では、ベー
スオフセットのサイズは、コンピューティングデバイス中のキャッシュのキャッシュライ
ンの半分のサイズの倍数であり得る。いくつかの態様では、コンピューティングデバイス
は、図3または図6を参照して上で説明されたようにデータテーブル上で検索を実行し、ベ
ースオフセット値を取り出すことができる。いくつかの態様では、コンピューティングデ
バイスは、ベースオフセットを決定するために、式、ルーチン、回路、および/またはソ
フトウェアモジュールを利用することができる。図8Bは、ベースオフセットを取得するた
めの特定の態様の動作を示す。
【０１００】
　ブロック808において、コンピューティングデバイスのプロセッサは、取得されたベー
スオフセットを用いてベースアドレスをオフセットすることによって、オフセットアドレ
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スを計算することができる。たとえば、コンピューティングデバイスは、取得されたベー
スオフセット(たとえば、ある数のバイト)をベースアドレスと組み合わせて、キャッシュ
においてベースアドレスの前または後に現れる新しいアドレス(たとえば、物理アドレス)
を計算することができる。そのような計算は、取得されたベースオフセットが正の値であ
るときはベースアドレスよりも大きいオフセットアドレスをもたらし、取得されたベース
アドレスが負の値であるときはベースアドレスよりも小さいオフセットアドレスをもたら
し得る。任意選択のブロック810において、コンピューティングデバイスのプロセッサは
、計算されたオフセットアドレスにデータセグメントを記憶することができる。言い換え
ると、計算されたオフセットアドレスは、キャッシュを埋めるために使用され得る。たと
えば、コンピューティングデバイスは、メモリ(たとえば、DDR)からデータセグメントを
読み取り、オフセットアドレスにおいて開始する1つまたは複数のキャッシュライン内に
データセグメントをロードすることができる。いくつかの態様では、コンピューティング
デバイスは、圧縮されたメモリから圧縮されたデータセグメントとしてデータセグメント
を読み取り得る。任意選択のブロック812において、コンピューティングデバイスのプロ
セッサは、計算されたオフセットアドレスにあるデータセグメントを読み取ることができ
る。言い換えると、計算されたオフセットアドレスは、キャッシュライン内に以前に記憶
されたデータセグメントを取り出し、または見つけるために使用され得る。たとえば、コ
ンピューティングデバイスは、計算されたオフセットアドレスを使用して、アプリケーシ
ョンの動作において使用するデータセグメントをキャッシュから取り出すことなどができ
る。さらに、任意選択のブロック812における動作の読取りは、上で決定されたデータサ
イズなどの指定されたサイズであり得る。任意選択のブロック813において、コンピュー
ティングデバイスのプロセッサは、読み取られたデータセグメントを解凍することができ
る。いくつかの態様では、解凍されたデータセグメントは、ローカルに、たとえば関連す
るベースアドレス内に記憶され得る。
【０１０１】
　いくつかの態様では、データセグメントは、キャッシュの中にないことがあり、メモリ
からフェッチされてキャッシュに挿入されることが必要であり得る。いくつかの態様では
、キャッシュがないことがあり、様々な態様の技法がプリフェッチングから利益を得るこ
とができる。
【０１０２】
　図8Bは、コンピューティングデバイスがキャッシュのキャッシュライン内のデータを小
型化するためのある態様の方法850を示す。方法850の動作は、オフセット値の事前に定義
されたデータテーブルにおいて検索動作を実行するための動作を含み得ることを除き、図
8Aを参照して上で説明された方法800の動作と同様である。たとえば、コンピューティン
グデバイスは、ベースアドレスおよび圧縮比についての情報を使用して、図3および図6を
参照して上で説明されたようにデータテーブルからオフセット値を取り出すように構成さ
れ得る。
【０１０３】
　ブロック802～804、808～812の動作は、図8Aを参照して上で説明されたものと同じであ
り得る。ブロック852において、コンピューティングデバイスのプロセッサは、ベースア
ドレスに基づいてデータセグメントのパリティ値を特定することができる。いくつかの態
様では、コンピューティングデバイスは、ベースアドレスのビット8を評価して、ビット8
が偶数値(すなわち、0)であるか奇数値(すなわち、1)であるかを示すパリティ値を特定す
ることができる。そのようなパリティ値の使用が図2～図4Cに示されている。いくつかの
態様では、パリティ値を特定するために、コンピューティングデバイスは、ベースアドレ
スのバイナリ表現に対して右シフト演算を実行してビット8を一番右のビットにし、「…0
01」というバイナリ値および右シフト演算のバイナリの結果にビットごとのAND演算を適
用してパリティ値を特定することができる。いくつかの態様では、コンピューティングデ
バイスは、ベースアドレスのビット9およびビット8を評価して、これらの2ビットが、デ
ータテーブルまたは2Dアレイ(たとえば、「00」、「01」、「10」、「11」)においてイン
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デックスとして使用され得る事前に定義された組合せと一致するかどうかを特定すること
ができる。そのようなパリティ値の使用が図5～図7Cに示されている。いくつかの態様で
は、パリティ値を特定するために、コンピューティングデバイスは、ベースアドレスのバ
イナリ表現に対して右シフト演算を実行してビット8を一番右のビットにし、「…011」と
いうバイナリ値および右シフト演算のバイナリの結果にビットごとのAND演算を適用して
パリティ値を特定する(たとえば、ベースアドレスのバイナリ表現の8ビットおよび9ビッ
トを除き、右シフト演算のバイナリの結果のすべての値を0にする)ことができる。
【０１０４】
　ブロック854において、コンピューティングデバイスのプロセッサは、特定されたデー
タサイズ(たとえば、特定された圧縮比に基づくサイズ)および特定されたパリティ値を使
用して、記憶されたテーブル上で検索を実行することによって、ベースオフセットを取得
することができる。たとえば、図3および図6に示されるように、コンピューティングデバ
イスは、特定された圧縮比(たとえば、4:1など)およびパリティ値の表現またはコードを
、データテーブルまたは2Dアレイ上のインデックスとして使用することができる。いくつ
かの態様では、取得されたオフセットは、上で説明されたように、第1のトランザクショ
ンのための第1のオフセットと、第2のトランザクションのための第2のオフセットとを含
み得る。たとえば、オフセットデータセグメントがインターリーブまたはページ境界と交
差するのを避けるために、データセグメントは、ベースアドレスからの第1のオフセット(
たとえば、0バイト)および第2のオフセット(たとえば、448バイト)と関連付けられる2つ
のトランザクションへと分割され得る。コンピューティングデバイスは、ブロック808の
動作を続けてオフセットアドレスを計算することができる。いくつかの態様では、取得さ
れたベースオフセットが2つのオフセットを含むとき、コンピューティングデバイスは、
分割されたセグメントをキャッシュ中に配置するための2つのオフセットアドレスを計算
することができる。
【０１０５】
　図8Cは、コンピューティングデバイスがキャッシュのキャッシュライン内のデータを小
型化するためのある態様の方法870を示す。方法870の動作は、次のデータセグメントをプ
リフェッチするための動作を含み得ることを除き、図8Aを参照して上で説明された方法80
0の動作と同様である。ブロック802～804、808～812の動作は、図8Aを参照して上で説明
されたものと同じであり得る。
【０１０６】
　決定ブロック872において、コンピューティングデバイスのプロセッサは、ブロック812
の動作により読み取られたデータセグメント(または第1のデータセグメント)と連続的と
なるのに正しい圧縮比を次のデータセグメント(または第2のデータセグメント)が有する
かどうかを決定することができる。たとえば、コンピューティングデバイスがより大きな
読取り要求サイズを伴う任意選択のプリフェッチングを実行するように構成されるとき、
コンピューティングデバイスは、キャッシュ内でのサイズ決定と特定のためにブロック80
2～808の動作が実行されたデータセグメントの隣の、次のデータブロック(または圧縮さ
れたデータブロック)を取り出し、または読み取ることができる。そのような決定は、読
み取られたデータセグメントの隣のデータブロックが、読み取られたデータセグメントと
連続的となるのに正しい圧縮レベルを有するかどうかを決定するように構成される、論理
試験ルーチンまたは回路に基づき得る。言い換えると、コンピューティングデバイスは、
データセグメントの読取りが次のデータセグメントも含み得るようなサイズへと次のデー
タセグメントが圧縮されるかどうかを決定することができる。次のデータセグメントが連
続的となるのに正しい圧縮比を有するとの決定に応答して(すなわち、決定ブロック872=
「Yes」)、コンピューティングデバイスのプロセッサは、ブロック874において、他のデ
ータセグメントの読取りとともに次のデータセグメントをプリフェッチすることができる
。次のデータセグメントが連続的となるのに正しい圧縮比を有しないとの決定に応答して
(すなわち、決定ブロック872=「No」)、コンピューティングデバイスのプロセッサは方法
870を終了することができる。
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【０１０７】
　図9は、データセグメントを圧縮したことに応答して、コンピューティングデバイスが
キャッシュのキャッシュライン内のデータを小型化するためのある態様の方法900を示す
。方法900の動作は、たとえばオフセットアドレスにデータセグメントを記憶する前に圧
縮アルゴリズムを実行することなどによって、コンピューティングデバイスがデータセグ
メントを圧縮するための動作も含み得ることを除き、図8Aを参照して上で説明された方法
800の動作と同様である。
【０１０８】
　ブロック802、806～808の動作は、図8Aを参照して上で説明されたものと同じであり得
る。ブロック901において、コンピューティングデバイスのプロセッサは、データセグメ
ントが圧縮され得る最適な圧縮比(たとえば、4:1、4:2、4:3、4:4など)などの、データセ
グメントのための圧縮比を特定することができる。ブロック901の動作は、図8のブロック
804を参照して上で説明されたものと同様であり得る。ブロック902において、コンピュー
ティングデバイスのプロセッサは、たとえばキャッシュからデータセグメントを読み取る
ことなどによって、ベースアドレスにある圧縮されていないデータとしてデータセグメン
トを読み取ることができる。ブロック904において、コンピューティングデバイスのプロ
セッサは、特定された圧縮比にてデータセグメントを圧縮することができる。たとえば、
データセグメントに対して利用可能な最大の特定された圧縮比(たとえば、4:1、4:2、4:3
、4:4など)に基づいて、コンピューティングデバイスは、圧縮アルゴリズムまたはルーチ
ンを実行して、データセグメントのサイズを低減させることができる。上で説明されたよ
うに、コンピューティングデバイスは、ブロック806においてベースオフセットを取得し
、ブロック808においてオフセットアドレスを計算することができる。ブロック906におい
て、コンピューティングデバイスのプロセッサは、計算されたオフセットアドレスに圧縮
されたデータセグメントを記憶することができる。
【０１０９】
　様々な態様を実装するために、様々な形態のコンピューティングデバイス(たとえば、
パーソナルコンピュータ、スマートフォン、ラップトップコンピュータなど)が使用され
得る。そのようなコンピューティングデバイスは、通常、例示的なコンピューティングデ
バイス1000を示す図10に示されたコンポーネントを含む。様々な態様では、コンピューテ
ィングデバイス1000は、タッチスクリーンコントローラ1004および内部メモリ1002に結合
されたプロセッサ1001を含み得る。プロセッサ1001は、汎用または特定の処理タスクのた
めに指定された1つもしくは複数のマルチコアICであり得る。内部メモリ1002は、揮発性
メモリまたは不揮発性メモリであってよく、また、セキュアメモリおよび/もしくは暗号
化メモリ、または非セキュアメモリおよび/もしくは非暗号化メモリ、あるいはそれらの
任意の組合せであってもよい。タッチスクリーンコントローラ1004およびプロセッサ1001
はまた、抵抗感知タッチスクリーン、静電容量感知タッチスクリーン、赤外線感知タッチ
スクリーンなどの、タッチスクリーンパネル1012に結合され得る。いくつかの態様では、
コンピューティングデバイス1000は、送受信のための、互いにおよび/またはプロセッサ1
001に結合された、1つまたは複数の無線信号送受信機1008(たとえば、Peanut(登録商標)
、Bluetooth(登録商標)、Zigbee(登録商標)、Wi-Fi、RF無線)と、アンテナ1010とを有し
得る。送受信機1008およびアンテナ1010は、様々なワイヤレス送信のプロトコルスタック
およびインターフェースを実装するために、上述の回路とともに使用され得る。いくつか
の態様では、コンピューティングデバイス1000は、セルラーネットワークを介する通信を
可能にしてプロセッサに結合される、セルラーネットワークワイヤレスモデムチップ1016
を含み得る。コンピューティングデバイス1000は、プロセッサ1001に結合された周辺デバ
イス接続インターフェース1018を含み得る。周辺デバイス接続インターフェース1018は、
1つのタイプの接続を受け入れるように単独で構成されてよく、または、USB、FireWire、
Thunderbolt、もしくはPCIeなどの、一般的な、または独自の様々なタイプの物理的接続
および通信接続を受け入れるように多様に構成され得る。周辺デバイス接続インターフェ
ース1018は、同様に構成された周辺デバイス接続ポート(図示せず)にも結合され得る。コ
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ンピューティングデバイス1000はまた、オーディオ出力を提供するためのスピーカー1014
を含み得る。コンピューティングデバイス1000はまた、本明細書で論じられたコンポーネ
ントのすべてまたはいくつかを収容するための、プラスチック、金属、または材料の組合
せから構築された筐体1020を含み得る。コンピューティングデバイス1000は、使い捨てま
たは充電可能なバッテリなどの、プロセッサ1001に結合された電源1022を含み得る。充電
可能なバッテリは、コンピューティングデバイス1000の外部にある電源から充電電流を受
けるために、周辺デバイス接続ポートにも結合され得る。
【０１１０】
　プロセッサ1001は、上で説明された様々な態様の機能を含む、様々な機能を実行するよ
うにソフトウェア命令(たとえば、アプリケーション)によって構成され得る、任意のプロ
グラマブルマイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、または1つもしくは複数の多重
プロセッサチップであり得る。様々なデバイスでは、ワイヤレス通信機能専用の1つのプ
ロセッサおよび他のアプリケーションの実行専用の1つのプロセッサなど、複数のプロセ
ッサが設けられ得る。通常、ソフトウェアアプリケーションは、アクセスされ、プロセッ
サ1001にロードされる前に、内部メモリ1002に記憶され得る。プロセッサ1001は、アプリ
ケーションソフトウェア命令を記憶するのに十分な内部メモリを含み得る。多くのデバイ
スでは、内部メモリは、揮発性メモリ、もしくはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリ
、または両方の混合であり得る。本明細書では、メモリへの一般的な言及は、内部メモリ
または様々なデバイスに差し込まれるリムーバブルメモリと、プロセッサ1001内のメモリ
とを含む、プロセッサ1001によってアクセス可能なメモリを指す。
【０１１１】
　上記の方法の説明およびプロセスフロー図は、単に説明のための例として提供され、様
々な態様のステップが提示された順序で実行されなければならないことを要求または意味
するものではない。当業者によって理解されるように、上記の態様におけるステップの順
序は、いかなる順序で実行されてもよい。「その後」、「次いで」、「次に」などの単語
は、ステップの順序を限定するものではなく、これらの単語は、単に、方法の説明を通し
て読者を導くために使用される。さらに、たとえば冠詞「a」、「an」、または「the」を
使用する、単数形での請求項の要素に対する任意の参照は、要素を単数形に限定すると解
釈されるべきではない。
【０１１２】
　本明細書で開示された態様に関して記載された様々な説明のための論理ブロック、モジ
ュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフト
ウェア、または両方の組合せとして実装され得る。ハードウェアおよびソフトウェアのこ
の互換性を明確に説明するために、上では、様々な例示的なコンポーネント、ブロック、
モジュール、回路、およびステップが、それらの機能に関して概略的に説明された。その
ような機能がハードウェアとして実現されるか、ソフトウェアとして実現されるかは、具
体的な適用例およびシステム全体に課される設計制約によって決まる。当業者は、各々の
具体的な適用例に対して様々な方法で説明された機能を実装することができるが、そのよ
うな実装形態の決定は、本発明の範囲からの逸脱を引き起こすと解釈されるべきではない
。
【０１１３】
　本明細書で開示された態様に関して説明された様々な例示的な論理、論理ブロック、モ
ジュール、および回路を実装するために使用されるハードウェアは、汎用プロセッサ、デ
ジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブル
ゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトラ
ンジスタ論理、個別のハードウェアコンポーネント、または本明細書で説明される機能を
実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用
プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替形態では、プロセッサは、任意の従
来型プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであり得
る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイク
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ロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携した1つもしくは複数
のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成として実装され得る。代替的に
、いくつかのステップまたは方法は、所与の機能に固有の回路によって実行され得る。
【０１１４】
　1つまたは複数の例示的な態様では、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア
、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せにおいて実装され得る。機能は、ソフト
ウェアで実装される場合、1つまたは複数の命令またはコードとして、非一時的プロセッ
サ可読、コンピュータ可読もしくはサーバ可読媒体、または非一時的プロセッサ可読記憶
媒体上に記憶され、またはその上で送信され得る。本明細書で開示される方法またはアル
ゴリズムのステップは、非一時的コンピュータ可読記憶媒体、非一時的サーバ可読記憶媒
体、および/または非一時的プロセッサ可読記憶媒体上に存在し得る、プロセッサ実行可
能ソフトウェアモジュールまたはプロセッサ実行可能命令において具現化され得る。たと
えば、そのような命令は、記憶されているプロセッサ実行可能ソフトウェア命令であり得
る。有形の非一時的コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得
る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのような非一時的コンピ
ュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROMもしくは他の光ディスクストレージ、磁気
ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージデバイス、または、命令もしくはデータ
構造の形態で所望のプログラムコードを記憶するために使用されコンピュータによってア
クセスされ得る任意の他の媒体を含み得る。ディスク(disk)およびディスク(disc)は、本
明細書で使用されるとき、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(disc)、光
ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピーディスク(disk)、お
よびブルーレイディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は通常、データを磁気的に再生し
、ディスク(disc)は、レーザーを用いてデータを光学的に再生する。上記の組合せも、非
一時的コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。加えて、方法またはアルゴ
リズムの動作は、コンピュータプログラム製品に組み込まれ得る、有形の非一時的プロセ
ッサ可読記憶媒体および/またはコンピュータ可読媒体上のコードおよび/または命令の、
1つまたは任意の組合せまたはセットとして存在し得る。
【０１１５】
　開示された態様の上記の説明は、任意の当業者が本発明を作成または使用することを可
能にするように提供される。これらの態様に対する様々な修正は当業者には容易に明らか
となり、本明細書で定義された一般原理は、本発明の趣旨または範囲から逸脱することな
く、他の態様に適用され得る。したがって、本発明は、本明細書に示される態様に限定さ
れるものではなく、以下の特許請求の範囲、ならびに、本明細書で開示される原理および
新規の特徴と一致する最も広い範囲を与えられるべきである。
【符号の説明】
【０１１６】
　　101　概略図
　　102a　キャッシュライン
　　102b　キャッシュライン
　　102c　キャッシュライン
　　102d　キャッシュライン
　　110　第1のライン
　　112　第1のソースデータセグメント
　　114　第2のデータセグメント
　　120　第2のライン
　　122　第1の圧縮されたデータセグメント
　　123　オーバーフェッチデータセグメント
　　130　ライン
　　132　第2の圧縮されたデータセグメント
　　133　第2のオーバーフェッチデータセグメント
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　　134　第3の圧縮されたデータセグメント
　　135　第3のオーバーフェッチデータセグメント
　　139　使用されていないデータセグメント
　　140　ライン
　　142　第4の圧縮されたデータセグメント
　　144　第5の圧縮されたデータセグメント
　　145　第4のオーバーフェッチデータセグメント
　　149　使用されていないデータセグメント
　　200a　ソースデータセグメント
　　200b　圧縮されたデータセグメント
　　202a　ソースデータセグメント
　　202b　圧縮されたデータセグメント
　　204a　ソースデータセグメント
　　204b　圧縮されたデータセグメント
　　206a　ソースデータセグメント
　　206b　圧縮されたデータセグメント
　　210　セグメントの境界
　　212　セグメントの境界
　　214　セグメントの境界
　　216　セグメントの境界
　　220　第1のキャッシュライン
　　221　第2のキャッシュライン
　　222　第3のキャッシュライン
　　223　第4のキャッシュライン
　　224　第5のキャッシュライン
　　225　第6のキャッシュライン
　　226　第7のキャッシュライン
　　227　第8のキャッシュライン
　　228　ライン
　　229　ライン
　　230　ライン
　　231　第1の圧縮されたデータセグメント
　　232　第2の圧縮されたデータセグメント
　　234　第3の圧縮されたデータセグメント
　　236　圧縮されたデータセグメント
　　240　ライン
　　241　第1の圧縮されたデータセグメント
　　242　第2の圧縮されたデータセグメント
　　244　第3の圧縮されたデータセグメント
　　246　圧縮されたデータセグメント
　　250　ライン
　　251　第1の圧縮されたデータセグメント
　　252　第2の圧縮されたデータセグメント
　　254　第3の圧縮されたデータセグメント
　　256　圧縮されたデータセグメント
　　260　ライン
　　261　第1の圧縮されたデータセグメント
　　262　第2の圧縮されたデータセグメント
　　264　第3の圧縮されたデータセグメント
　　266　圧縮されたデータセグメント
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　　270　点線
　　280　重複
　　282　重複
　　284　重複
　　286　重複
　　290　オーバーフェッチデータ
　　299　使用されていないデータ
　　300　データテーブル
　　302　ベースアドレスパリティ情報
　　310　圧縮比情報
　　400　疑似コード
　　450　疑似コード
　　460　疑似コード
　　500　概略図
　　501　データセグメント
　　502a　データセグメント
　　502b　データセグメント
　　504a　データセグメント
　　504b　データセグメント
　　506　データセグメント
　　520　第1のキャッシュライン
　　521　第2のキャッシュライン
　　522　第3のキャッシュライン
　　523　第4のキャッシュライン
　　524　第5のキャッシュライン
　　525　第6のキャッシュライン
　　526　第7のキャッシュライン
　　527　第8のキャッシュライン
　　529　ライン
　　530　ライン
　　531　第1のデータセグメント
　　532　第2のデータセグメント
　　534　第3のデータセグメント
　　536　圧縮されたデータセグメント
　　540　ライン
　　541　第1の圧縮されたデータセグメント
　　542　第2の圧縮されたデータセグメント
　　544　第3の圧縮されたデータセグメント
　　546　圧縮されたデータセグメント
　　550　ライン
　　551　第1の圧縮されたデータセグメント
　　552　第2の圧縮されたデータセグメント
　　554　第3の圧縮されたデータセグメント
　　556　圧縮されたデータセグメント
　　560　ライン
　　561　第1の圧縮されたデータセグメント
　　562a　第2の圧縮されたデータセグメント
　　562b　第2の圧縮されたデータセグメント
　　564a　第3の圧縮されたデータセグメント
　　564b　第3の圧縮されたデータセグメント
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　　566　圧縮されたデータセグメント
　　590　オーバーフェッチデータ
　　592　オーバーフェッチデータ
　　599　使用されていないデータ
　　600　データテーブル
　　602　ベースアドレスパリティ値情報
　　610　圧縮比情報
　　700　疑似コード
　　750　疑似コード
　　760　疑似コード
　　800　方法
　　850　方法
　　870　方法
　　900　方法
　　1000　コンピューティングデバイス
　　1001　プロセッサ
　　1002　内部メモリ
　　1004　タッチスクリーンコントローラ
　　1008　無線信号送受信機
　　1010　アンテナ
　　1012　タッチスクリーンパネル
　　1014　スピーカー
　　1016　セルラーネットワークワイヤレスモデムチップ
　　1018　周辺デバイス接続インターフェース
　　1020　筐体
　　1022　電源
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