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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】単一の命令で複数のレジスタユニットから対応
する半語ユニットを結合する命令を提供する。
【解決手段】命令が実行されると、予め決められたソー
スレジスタユニットが識別され、対応する最上位半語ユ
ニット及び関連づけられたデータが識別されたレジスタ
ユニットから取り出される。取り出された半語ユニット
は、さらに結合され、結果的に得られた行き先レジスタ
ユニットの各々の最上位部分内に入力される。同様に、
対応する最下位半語ユニット及び関連づけられたデータ
が、識別されたレジスタユニットから取り出される。取
り出された半語ユニットは、さらに結合され、結果的に
得られたレジスタユニットの各々の最下位部分内に入力
される。最後に、結果的に得られた行き先レジスタユニ
ットは、さらなる処理のためにレジスタファイル構造内
に格納される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータによって読み取り可能な媒体であって、
　前記媒体内に含まれる複数の実行可能な命令のうちの１つの命令であって、処理システ
ム内において実行されたときに、前記処理システムに、
　レジスタファイル構造内の少なくとも２つのソースレジスタユニットからの対応する半
語ユニットを結合させ前記対応する半語ユニットを、結果的に得られた行き先レジスタユ
ニットの各々の部分の中に入力させる命令、を具備する、コンピュータによって読み取り
可能な媒体。
【請求項２】
　各ソースレジスタユニットは、３２ビットの幅のレジスタユニットであり、前記結果的
に得られた行き先レジスタユニットは、６４ビットの幅のレジスタユニットである請求項
１に記載のコンピュータによって読み取り可能な媒体。
【請求項３】
　各半語ユニットは、１６ビットの幅のユニットである請求項２に記載のコンピュータに
よって読み取り可能な媒体。
【請求項４】
　前記命令の実行は、さらに、前記処理システムに、前記少なくとも２つの異種のソース
レジスタユニットからの前記対応する半語ユニットと関連づけられたデータを、前記結果
的に得られた行き先レジスタユニットの前記各々の部分の中に合成させる請求項１に記載
のコンピュータによって読み取り可能な媒体。
【請求項５】
　前記命令の実行は、さらに、前記処理システムに、前記少なくとも２つのソースレジス
タユニットと関連づけられたデータをメモリから取り出させ、前記データを前記各々のソ
ースレジスタユニット内に格納させ、前記対応する半語ユニットと関連づけられたデータ
を前記各々のソースレジスタユニットから取り出させ、前記対応する半語ユニットと関連
づけられた前記データを前記結果的に得られた行き先レジスタユニットの前記各々の部分
の中に合成させる請求項１に記載のコンピュータによって読み取り可能な媒体。
【請求項６】
　前記処理システムは、デジタル信号プロセッサである請求項１に記載のコンピュータに
よって読み取り可能な媒体。
【請求項７】
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットは、異種である請求項１に記載のコンピ
ュータによって読み取り可能な媒体。
【請求項８】
　前記命令の実行は、さらに、前記処理システムに、前記少なくとも２つのソースレジス
タユニットの各々から最上位半語ユニットを取り出させ、前記最上位半語ユニットを前記
行き先レジスタユニットの最上位部分内に入力させる請求項１に記載のコンピュータによ
って読み取り可能な媒体。
【請求項９】
　前記命令の実行は、さらに、前記処理システムに、前記少なくとも２つのソースレジス
タユニットの各々から最下位半語ユニットを取り出させ、前記最下位半語ユニットを前記
行き先レジスタユニットの最下位部分内に入力させる請求項８に記載のコンピュータによ
って読み取り可能な媒体。
【請求項１０】
　方法であって、
　実行可能な命令を受け取ることと、
　レジスタファイル構造内の少なくとも２つの異種のソースレジスタユニットからの対応
する半語ユニットを結合し、
　前記対応する半語ユニットを、結果的に得られた行き先レジスタユニットの各々の部分
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の中に入力するための前記命令を実行することと
　を具備する、方法。
【請求項１１】
　各ソースレジスタユニットは、３２ビットの幅のレジスタユニットであり、前記結果的
に得られた行き先レジスタユニットは、６４ビットの幅のレジスタユニットである請求項
１０に記載の方法。
【請求項１２】
　各半語ユニットは、１６ビットの幅のユニットである請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記実行することは、さらに、前記少なくとも２つの異種のソースレジスタユニットか
らの前記対応する半語ユニットと関連づけられたデータを、前記結果的に得られた行き先
レジスタユニットの前記各々の部分の中に合成することを具備する請求項１０に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記実行することは、
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットと関連づけられたデータをメモリから取
り出すことと、
　前記データを前記各々のソースレジスタユニット内に格納することと、
　前記対応する半語ユニットと関連づけられたデータを前記各々のソースレジスタユニッ
トから取り出すことと、
　前記対応する半語ユニットと関連づけられた前記データを前記結果的に得られた行き先
レジスタユニットの前記各々の部分の中に合成すること、とをさらに具備する請求項１０
に記載の方法。
【請求項１５】
　前記処理システムは、デジタル信号プロセッサである請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットは、異種である請求項１０に記載の方法
。
【請求項１７】
　前記実行することは、
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットの各々から最上位半語ユニットを取り出
すことと、
　前記最上位半語ユニットを前記行き先レジスタユニットの最上位部分内に入力すること
と
　をさらに具備する請求項１０に記載の方法。
【請求項１８】
　前記実行することは、
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットの各々から最下位半語ユニットを取り出
すことと、
　前記最下位半語ユニットを前記行き先レジスタユニットの最下位部分内に入力すること
と
　をさらに具備する請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　装置であって、
　少なくとも１つの命令を具備するパケットを格納するためのメモリと、
　前記メモリに結合されたプロセッサであって、処理ユニットと前記処理ユニットに結合
されたレジスタファイル構造とをさらに具備するプロセッサと、を具備し、
　前記処理ユニットは、
　前記レジスタファイル構造内の少なくとも２つのソースレジスタユニットからの対応す
る半語ユニットを結合し、前記対応する半語ユニットを、結果的に得られた行き先レジス
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タユニットの各々の部分の中に入力する前記パケット内の命令を実行する、装置。
【請求項２０】
　各ソースレジスタユニットは、３２ビットの幅のレジスタユニットであり、前記結果的
に得られた行き先レジスタユニットは、６４ビットの幅のレジスタユニットである請求項
１９に記載の装置。
【請求項２１】
　各半語ユニットは、１６ビットの幅のユニットである請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記処理ユニットは、さらに、前記少なくとも２つの異種のソースレジスタユニットか
らの前記対応する半語ユニットと関連づけられたデータを、前記結果的に得られた行き先
レジスタユニットの前記各々の部分の中に合成する請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
 前記処理ユニットは、さらに、前記少なくとも２つのソースレジスタユニットと関連づ
けられたデータを前記メモリから取り出し、前記データを前記各々のソースレジスタユニ
ット内に格納し、前記対応する半語ユニットと関連づけられたデータを前記各々のソース
レジスタユニットから取り出すことと、前記対応する半語ユニットと関連づけられた前記
データを前記結果的に得られた行き先レジスタユニットの前記各々の部分の中に合成する
請求項１９に記載の装置。
【請求項２４】
　前記プロセッサは、デジタル信号プロセッサである請求項１９に記載の装置。
【請求項２５】
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットは、異種である請求項１９に記載の装置
。
【請求項２６】
　前記処理ユニットは、さらに、前記少なくとも２つのソースレジスタユニットの各々か
ら最上位半語ユニットを取り出し、前記最上位半語ユニットを前記行き先レジスタユニッ
トの最上位部分内に入力する請求項１９に記載の装置。
【請求項２７】
　前記処理ユニットは、さらに、前記少なくとも２つのソースレジスタユニットの各々か
ら最下位半語ユニットを取り出し、前記最下位半語ユニットを前記行き先レジスタユニッ
トの最下位部分内に入力する請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　装置であって、
　実行可能な命令を受け取るための手段と、
　レジスタファイル構造内の少なくとも２つの異種のソースレジスタユニットからの対応
する半語ユニットを結合し、
　前記対応する半語ユニットを、結果的に得られた行き先レジスタユニットの各々の部分
の中に入力するための前記命令を実行するための手段と、を具備する、装置。
【請求項２９】
　各ソースレジスタユニットは、３２ビットの幅のレジスタユニットであり、前記結果的
に得られた行き先レジスタユニットは、６４ビットの幅のレジスタユニットである請求項
２８に記載の装置。
【請求項３０】
　各半語ユニットは、１６ビットの幅のユニットである請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　さらに、前記少なくとも２つの異種のソースレジスタユニットからの前記対応する半語
ユニットと関連づけられたデータを、前記結果的に得られた行き先レジスタユニットの前
記各々の部分の中に合成するための手段、を具備する、請求項２８に記載の装置。
【請求項３２】
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットと関連づけられたデータをメモリから取
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り出すための手段と、
　前記データを前記各々のソースレジスタユニット内に格納するための手段と、
　前記対応する半語ユニットと関連づけられたデータを前記各々のソースレジスタユニッ
トから取り出すための手段と、
　前記対応する半語ユニットと関連づけられた前記データを前記結果的に得られた行き先
レジスタユニットの前記各々の部分の中に合成するための手段と、をさらに具備する請求
項２８に記載の装置。
【請求項３３】
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットは、異種である請求項２８に記載の装置
。
【請求項３４】
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットの各々から最上位半語ユニットを取り出
すための手段と、
　前記最上位半語ユニットを前記行き先レジスタユニットの最上位部分内に入力するため
の手段と、をさらに具備する、請求項２８に記載の装置。
【請求項３５】
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットの各々から最下位半語ユニットを取り出
すための手段と、
　前記最下位半語ユニットを前記行き先レジスタユニットの最下位部分内に入力するため
の手段と、をさらに具備する、請求項３４に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には、マイクロプロセッサに関するものである。本発明は、より具体
的には、単一の命令の実行中に、マイクロプロセッサ、例えばデジタル信号プロセッサ、
内において、複数のレジスタユニットからの対応する半語ユニットを結合するための方法
及びシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　典型的には、コンピュータシステムは、１つ以上のマイクロプロセッサデバイスを含み
、各マイクロプロセッサデバイスは、前記コンピュータシステムのメモリ内に格納された
値に関する演算を行うように及び前記コンピュータシステムの動作全体を管理するように
構成される。これらのコンピュータシステムは、様々なマルチメディアデバイス、例えば
サウンドカード及び／又はビデオカード、を含むこともでき、各マルチメディアデバイス
は、各々のマルチメディアデバイス内において複雑な数学計算を行う１つ以上のプロセッ
サ、例えばデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、をさらに含む。
【０００３】
　デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）は、典型的には、前記数学計算を行うように特に構
成されたハードウェア実行ユニット、例えば１つ以上の算術論理ユニット（ＡＬＵ）、と
、１つ以上の乗算－累積ユニット（ＭＡＣ）と、ＤＳＰ内において一組の命令によって指
定された演算を行うように構成されたその他の機能ユニットと、を含む。該演算は、例え
ば、算術演算と、論理演算と、その他のデータ処理演算と、を含むことができ、各々の演
算は、関連づけられた一組の命令によって定義される。
【０００４】
　一般的には、ＤＳＰ内の実行ユニットは、メモリ及び実行ユニットに結合されたレジス
タファイルからデータ及びオペランドを読み出し、命令演算を実行し、その結果をレジス
タファイルに格納する。レジスタファイルは、複数のレジスタユニットを含み、各レジス
タユニットは、単一のレジスタとして又は整列された対になった２つの隣接するレジスタ
ユニットとしてアクセス可能である。しかしながら、一定の特定の演算、例えば、データ
を加算又は減算する演算、は、レジスタファイル内の異種のレジスタユニットからのデー
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タを命令の実行のために適切に整列させることを要求する。従って、必要なことは、複数
の隣接しない又は異種のレジスタユニット内に格納されたデータの適切な整列を可能にす
るために単一の命令の実行中にＤＳＰ内において前記レジスタユニットからの対応する半
語ユニットを結合するための方法及びシステムである。
【発明の概要】
【０００５】
　単一の命令の実行中に、マイクロプロセッサ、例えばデジタル信号プロセッサ、内にお
いて複数のレジスタユニットからの対応する半語ユニットを結合するための方法及びシス
テムが説明される。一実施形態においては、レジスタファイル構造からの予め決められた
異種のソースレジスタユニットを結合するための命令が処理ユニット内において受け取ら
れる。次に、前記命令が実行されて、前記ソースレジスタユニットからの対応する半語ユ
ニットが結合され、結果的に得られた行き先レジスタユニットの各々の部分の中に前記半
語ユニットが入力される。
【０００６】
　一実施形態においては、前記予め決められたソースレジスタユニットが識別され、対応
する最上位半語ユニット及び関連づけられたデータが前記識別されたレジスタユニットか
ら取り出される。前記取り出された半語ユニットは、さらに結合され、結果的に得られた
行き先レジスタユニットの各々の最上位部分内に入力される。同様に、対応する最下位半
語ユニット及び関連づけられたデータが、前記識別されたレジスタユニットから取り出さ
れる。前記取り出された半語ユニットは、さらに結合され、結果的に得られた行き先レジ
スタユニットの各々の最下位部分内に入力される。最後に、前記結果的に得られた行き先
レジスタは、さらなる処理のために前記レジスタファイル構造内に格納される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】内部において一組の命令を実行することができるデジタル信号処理システムのブ
ロック図である。
【図２】デジタル信号処理システム内の汎用レジスタ構造の一実施形態を示すブロック図
である。
【図３】超長命令語（ＶＬＩＷ）デジタル信号処理システムアーキテクチャの一実施形態
を示すブロック図である。
【図４】デジタル信号処理システム内において複数のレジスタユニットからの対応する半
語ユニットを結合する方法の一実施形態を示した流れ図である。
【図５】図４に関連して説明される、複数のレジスタユニットからの対応する半語ユニッ
トを結合する方法を示したブロック図である。
【図６】デジタル信号処理システム内において複数のレジスタユニットからの対応する半
語ユニットを結合するための命令の一実施形態を示したブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　単一の命令の実行中に、マイクロプロセッサ、例えばデジタル信号プロセッサ、内にお
いて複数のレジスタユニットからの対応する半語ユニットを結合するための方法及びシス
テムが説明される。後述されるシステムは、デジタル信号プロセッサがレジスタユニット
からの対応する半語ユニットを結合するのを可能にするが、システムは、単一の命令の実
行中に複数のレジスタユニットからの前記対応する半語ユニットを結合して結果的に得ら
れたレジスタユニット内に入れることができるマイクロプロセッサデバイス、又はその他
いずれかの処理ユニット、を用いて実装できることが理解されるべきである。
【０００９】
　一実施形態においては、レジスタファイル構造からの予め決められた異種のソースレジ
スタユニットを結合するための命令が処理ユニット内において受け取られる。次に、命令
が実行され、ソースレジスタユニットからの対応する半語ユニットを結合し、これらの半
語ユニットを結果的に得られた行き先レジスタユニットの各々の部分内に入力する。
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【００１０】
　命令の実行中において、予め決められたソースレジスタユニットが識別され、対応する
最上位半語ユニット及び関連づけられたデータが識別されたレジスタユニットから取り出
される。取り出された半語ユニットは、さらに結合され、結果的に得られた行き先レジス
タユニットの各々の最上位部分内に入力される。同様に、対応する最下位半語ユニット及
び関連づけられたデータが、識別されたレジスタユニットから取り出される。取り出され
た半語ユニットは、さらに結合され、結果的に得られた行き先レジスタユニットの各々の
最下位部分内に入力される。最後に、結果的に得られた行き先レジスタユニットは、さら
なる処理のためにレジスタファイル構造内に格納される。
【００１１】
　図１は、内部において一組の命令を実行することができるデジタル信号処理システムの
ブロック図である。図１に示されるように、デジタル信号処理システム１００は、処理ユ
ニット１１０と、メモリ１５０と、処理ユニット１１０をメモリ１５０に結合する１つ以
上のバス１６０と、を含む。
【００１２】
　メモリ１５０は、データ及び命令を、例えばＶＬＩＷコンパイラによって生成されるＶ
ＬＩＷパケットの形で格納し、各ＶＬＩＷパケットは、１つ以上の命令を具備する。パケ
ットの各命令は、典型的には、予め決められた幅であり、メモリ１５０において特定のア
ドレスを有しており、従って、パケット内の第１の命令は、典型的には、前記パケットの
最後の命令よりも低いメモリアドレスを有する。メモリに関するアドレッシング方式は、
当業においては非常によく知られており、本明細書においては詳細には説明されない。メ
モリ１５０内の命令は、バス１６０を介して処理ユニット１１０内にロードされる。
【００１３】
　処理ユニット１１０は、１つ以上のパイプライン１４０を介して１つ以上のレジスタフ
ァイル構造１２０に結合された中央処理ユニットコア１３０をさらに具備する。処理ユニ
ット１１０は、１つ以上のマイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、等をさらに具
備することができる。
【００１４】
　レジスタファイル１２０は、汎用計算をサポートしさらに以下において図２と関連させ
てさらに詳細に説明される一組の汎用レジスタユニットと、特殊目的の機能、例えばハー
ドウェアループ、プレディケート、及びその他の特殊オペランド、をサポートする一組の
制御レジスタユニットと、をさらに具備する。
【００１５】
　図２は、デジタル信号処理システム内の汎用レジスタ構造の一実施形態を示すブロック
図である。図２に示されるように、一実施形態においては、レジスタファイル１２０内の
汎用レジスタファイル構造２００は、複数のレジスタユニット、例えば、３２の幅が３２
ビットのレジスタユニット２１０、を含み、各レジスタユニットは、単一のレジスタとし
て又は整列された対２２０になった２つの隣接するレジスタユニット２１０としてアクセ
ス可能である。
【００１６】
　汎用レジスタユニット２１０は、該当する命令に基づいて複数の名前で呼ぶことができ
る。例えば、レジスタユニット２１０は、Ｒ０、Ｒ１、．．．、Ｒ３０、及びＲ３１と個
々に呼ぶことができる。さらに、レジスタユニットＲ０及びＲ１は、Ｒ１：０と呼ばれる
６４ビットのレジスタ対２２０を形成することができる。同様に、レジスタユニットＲ２

及びＲ３は、Ｒ３：２と呼ばれる６４ビットのレジスタ対２２０を形成することができ、
レジスタユニットＲ２８及びＲ２９は、Ｒ２９：２８と呼ばれる６４ビットのレジスタ対
２２０を形成することができ、レジスタユニットＲ３０及びＲ３１は、Ｒ３１：３０と呼
ばれる６４ビットのレジスタ対２２０を形成することができる。
【００１７】
　一実施形態においては、汎用レジスタユニット２１０は、一般的計算目的、例えば、ア
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ドレス生成、スカラー算術、ベクトル算術、に関して用いられ、ロード／格納命令に関す
るアドレスを含む、命令に関する全オペランド、数値命令に関するデータオペランド、及
びベクトル命令に関するベクトルオペランドを提供する。各レジスタユニット２１０は、
レジスタユニット２１０の高部分に所在するデータを含む最上位半語ユニットと、レジス
タユニット２１０の低部分に所在するデータを含む最下位半語ユニットと、をさらに含む
。例えば、３２ビットの幅のレジスタユニット２１０について検討すると、レジスタユニ
ット２１０の最上位半語ユニット及び最下位半語ユニットは、両方とも１６ビットの幅の
ユニットである。
【００１８】
　図３は、超長命令語（ＶＬＩＷ）デジタル信号処理システムアーキテクチャの一実施形
態を示すブロック図である。ＶＬＩＷシステムアーキテクチャ３００は、命令ロードバス
３２０、データロードバス３２２、及びデータロード／格納バス３２４を介してデジタル
信号プロセッサ（ＤＳＰ）３３０に結合されたメモリ３１０を含む。
【００１９】
　一実施形態においては、メモリ３１０は、データ及び命令を、例えば１乃至４つの命令
を有するＶＬＩＷパケットの形で格納する。メモリ３１０内に格納された命令は、命令ロ
ードバス３２０を介してＤＳＰ３３０にロードされる。一実施形態においては、各命令は
、４語の幅を有する１２８ビットの命令ロードバス３２０を介してＤＳＰ３３０にロード
される３２ビットの語幅を有する。一実施形態においては、メモリ３１０は、統一された
バイトアドレッシング可能なメモリであり、命令とデータの両方を格納する３２ビットア
ドレス空間を有し、リトルエンディアンモードで動作する。
【００２０】
　一実施形態においては、ＤＳＰ３３０は、シーケンサ３３５と、４つの処理又は実行ユ
ニット３４５に関する４つのパイプライン３４０と、（複数の汎用レジスタユニットを具
備する）汎用レジスタファイル構造３５０、例えば図２に関係して詳細に説明される汎用
レジスタファイル構造２００と、制御レジスタファイル構造３６０と、を具備する。シー
ケンサ３３５は、命令のパケットをメモリ３１０から受け取り、命令内に含まれる情報を
用いて各々の受け取られたパケットの各命令に関する該当するパイプライン３４０及び各
々の実行ユニット３４５を決定する。パケットの各命令に関してこの決定を行った後、シ
ーケンサ３３５は、該当する実行ユニット３４５による処理のために該当するパイプライ
ン３４０内に命令を入力する。
【００２１】
　一実施形態においては、実行ユニット３４５は、ベクトルシフトユニットと、ベクトル
ＭＡＣユニットと、ロードユニットと、ロード／格納ユニットと、をさらに具備する。ベ
クトルシフトユニット３４５は、例えば、Ｓ型、Ａ６４型、Ａ３２型、Ｊ型、及びＣＲ型
の命令を実行する。ベクトルＭＡＣユニット３４５は、例えば、Ｍ型、Ａ６４型、Ａ３２
型、Ｊ型、及びＪＲ型の命令を実行する。ロードユニット３４５は、メモリ３１０から汎
用レジスタファイル構造３５０にデータをロードし、例えば、ロード型及びＡ３２型の命
令を実行する。ロード／格納ユニット３４５は、汎用レジスタファイル構造３５０からデ
ータをロードしてメモリ３１０に再度格納し、例えばロード型、格納型、及びＡ３２型の
命令を実行する。
【００２２】
　命令を受け取る各実行ユニット３４５は、４つの実行ユニット３４５によって共有され
る汎用レジスタファイル構造３５０を用いて命令を実行する。命令によって要求されるデ
ータは、６４ビットデータロードバス３２２を介して汎用レジスタファイル構造３５０に
ロードされる。パケットの命令が実行ユニット３４５によって実行された後は、その結果
得られたデータは、汎用レジスタファイル構造３５０に格納され、次に６４ビットデータ
ロード／格納バス３２４を介してロードされてメモリ３１０に格納される。一実施形態に
おいては、例えばＲＩＳＣ型機械に関しては、１つの命令は、メモリからデータをロード
し、演算を実行し、その結果をメモリ内に格納することができる。代替として、ＤＳＰユ
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ニットに関しては、上記の演算は、一般的には分離される。典型的には、パケットの１乃
至４つの命令が、４つの実行ユニット３４５によって１クロックサイクルで並行して実行
され、各クロックサイクルに関して最大で１つの命令がパイプライン３４０によって受け
取られて処理される。
【００２３】
　一実施形態においては、実行ユニット３４５は、対応する命令を実行するために制御レ
ジスタファイル構造３６０を用いることもできる。制御レジスタファイル構造３６０は、
一組の特殊レジスタユニット、例えば、修飾子、状態、及びプレディケートレジスタユニ
ット、を具備する。
【００２４】
　図４は、デジタル信号処理システム１００内の複数のレジスタユニットからの対応する
半語ユニットを結合するための方法の一実施形態を示す流れ図である。図４の実施形態に
おいて示されるように、処理ブロック４１０において、デジタル信号処理システム３００
内のレジスタユニットを結合するための命令が受け取られる。一実施形態においては、処
理ユニット、例えばＤＳＰ３３０内の実行ユニット３４５、は、命令を受け取り、後述さ
れるように命令を実行し、汎用レジスタファイル構造３５０内に格納された予め決められ
たソースレジスタユニットからの対応する半語ユニットを結合する。一実施形態において
は、予め決められたソースレジスタユニットは、異種であり、汎用レジスタファイル構造
３５０内において隣接せずに所在し、従って、整列された対２２０のレジスタユニットと
してはアクセス不能である。
【００２５】
　処理ブロック４２０において、予め決められたソースレジスタユニット、例えば第１の
３２ビット幅のソースレジスタユニット及び第２の３２ビット幅のソースレジスタユニッ
ト、が識別される。一実施形態においては、実行ユニット３４５は、汎用レジスタファイ
ル構造３５０と通信し、結合させることが要求されるソースレジスタユニットを識別する
。一実施形態においては、メモリ３１０は、６４ビットデータロードバス３２２及び／又
は６４ビットデータロード／格納バス３２４を介して命令によって要求されるデータを汎
用レジスタファイル構造３５０にロードする。代替として、データは、識別された第１及
び第２のソースレジスタユニット内に既に格納しておくことができる。
【００２６】
　処理ブロック４３０において、識別されたソースレジスタユニット及び関連づけられた
データが取り出される。一実施形態においては、実行ユニット３４５は、識別されたソー
スレジスタユニット及び関連づけられたデータを汎用レジスタファイル構造３５０から取
り出す。
【００２７】
　処理ブロック４４０において、対応する最上位半語ユニットが、識別されたソースレジ
スタユニットから取り出される。一実施形態においては、実行ユニット３４５は、一実施
形態においては第１のソースレジスタユニットの最上位又は高半語ユニットであることが
できる半語ユニット、例えば１６ビットの幅のユニット、を第１のソースレジスタユニッ
トから、及び、一実施形態においては第２のソースレジスタユニットの最上位又は高半語
ユニットであることができる半語ユニット、例えば１６ビットの幅のユニット、を第２の
ソースレジスタユニットからさらに取り出す。
【００２８】
　処理ブロック４５０において、最上位半語ユニットが結合され、結果的に得られた行き
先レジスタユニットの最上位又は高部分内にさらに入力される。一実施形態においては、
実行ユニット３４５は、取り出された最上位半語ユニットを結合し、結合された半語ユニ
ットを結果的に得られた行き先レジスタユニットの最上位又は高部分内に入力する。
【００２９】
　処理ブロック４６０において、対応する最下位半語ユニットが識別されたソースレジス
タユニットから取り出される。一実施形態においては、実行ユニット３４５は、一実施形
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態においては第１のソースレジスタユニットの最下位又は低半語ユニットであることがで
きる半語ユニット、例えば１６ビットの幅のユニット、を第１のソースレジスタユニット
から、及び、一実施形態においては第２のソースレジスタユニットの最下位又は低半語ユ
ニットであることができる半語ユニット、例えば１６ビットの幅のユニット、を第２のソ
ースレジスタユニットからさらに取り出す。
【００３０】
　処理ブロック４７０において、最下位半語ユニットが結合され、結果的に得られた行き
先レジスタユニットの最下位又は低部分内にさらに入力される。一実施形態においては、
実行ユニット３４５は、取り出された最下位半語ユニットを結合し、結合された半語ユニ
ットを結果的に得られた行き先レジスタユニットの最下位又は低部分内に入力する。
【００３１】
　最後に、処理ブロック４８０において、結果的に得られた行き先レジスタユニットがさ
らなる処理のために格納される。一実施形態においては、実行ユニット３４５は、結果的
に得られた行き先レジスタユニットを汎用レジスタファイル構造３５０に出力し、結果的
に得られた行き先レジスタユニットを追加の命令のさらなる処理のために格納する。
【００３２】
　図５は、図４と関係させて説明されるレジスタユニットを結合する方法を示すブロック
図である。図５に示されるように、ソースレジスタユニットＲＳ５１０及びＲＴ５２０は
、識別されて汎用レジスタファイル構造２００から取り出される。
【００３３】
　一実施形態においては、ソースレジスタユニットＲＳ５１０及びＲＴ５２０を結合して
結果的に得られた行き先レジスタユニットＲＤ５３０内に入れるための命令は、以下のと
おりである。
【００３４】
ＲＤ＝ｐａｃｋＨＬ（ＲＳ，　ＲＴ）
　ここで、ＲＳ及びＲＴは、各々の最上位又は高半語ユニットＨ及び最下位又は低半語ユ
ニットＬを有するソースレジスタユニットである。
【００３５】
　図５に示されるように、命令の実行時点で、ソースレジスタユニットＲＳ５１０の最上
位又は高半語ユニットＲＳ１及びソースレジスタユニットＲＴ５２０の最上位又は高半語
ユニットＲＴ１が結合され、行き先レジスタユニットＲＤ５３０の高部分内にさらに入力
される。ソースレジスタユニットＲＳ５１０の最下位又は低半語ユニットＲＳ２及びソー
スレジスタユニットＲＴ５２０の最下位又は低半語ユニットＲＴ２が結合され、行き先レ
ジスタユニットＲＤ５３０の低部分内にさらに入力される。例えば、ＲＳ５１０及びＲＴ

５２０が両方とも３２ビット幅のレジスタユニットである場合は、一実施形態においては
、結果的に得られた行き先レジスタユニットＲＤ５３０は、６４ビットの幅のレジスタで
ある。
【００３６】
　図６は、デジタル信号処理システム内の複数のレジスタユニットからの対応する半語ユ
ニットを結合するための命令の一実施形態のブロック図である。図６に示されるように、
一実施形態においては、図５と関係して説明される命令は、複数のフィールド、例えば、
行き先レジスタユニットＲＤを符号化するために必要な情報を含むフィールド６１０と、
将来の符号化に関して予約された空のフィールド６２０と、ソースレジスタユニットＲＴ

を符号化するために必要な情報を含むフィールド６３０と、将来の符号化に関して予約さ
れた他の空のフィールド６４０と、パケット／ループ構文解析ビット情報を含むフィール
ド６５０と、レジスタユニットＲＳを符号化するために必要な情報を含むフィールド６６
０と、演算符号情報を含むフィールド６７０と、ソースレジスタユニット及び行き先レジ
スタユニットのレジスタ型に関連する情報を含むフィールド６８０と、命令クラス情報を
含むフィールド６９０と、を含む。しかしながら、代替として、その他の追加のフィール
ドを、本発明の適用範囲から逸脱することなしに上記の命令の符号化内に含めることもで
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きる。
【００３７】
　当業者は、情報及び信号は様々な異なる技術及び技法のうちのいずれかを用いて表すこ
とができるということを理解するであろう。例えば、上記の説明全体を通じて参照するこ
とができるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電
圧、電流、電磁波、磁場、磁気粒子、光学場、光学粒子、又はそのあらゆる組合せによっ
て表すことができる。
【００３８】
　本明細書において開示される実施形態に関係させて説明される様々な例示的論理ブロッ
ク、モジュール、回路、及びアルゴリズム上のステップは、電子ハードウェアとして、コ
ンピュータソフトウェアとして、又は両方の組合せとして実装できることを当業者はさら
に理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に例示するため、
上記においては、様々な例示的構成要素、ブロック、モジュール、回路、及びステップが
、各々の機能の観点で一般的に説明されている。該機能がハードウェアとして又はソフト
ウェアとして実装されるかは、全体的システムに対する特定の用途上の及び設計上の制約
事項に依存する。当業者は、説明されている機能を各々の特定の用途に合わせて様々な形
で実装することができるが、これらの実装決定は、本発明の適用範囲からの逸脱を生じさ
せるものであるとは解釈すべきではない。
【００３９】
　本明細書において開示される実施形態に関連して説明される様々な例示的な論理ブロッ
ク、モジュール、及び回路は、本明細書において説明される機能を果たすように設計され
た汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、その他のプログラミング可
能な論理デバイス、ディスクリートゲートロジック、ディスクリートトランジスタロジッ
ク、ディスクリートハードウェア構成品、又はそのあらゆる組合せ、とともに実装又は実
行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであることができるが、代替
として、従来のどのようなプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、又はステ
ートマシンであってもよい。さらに、プロセッサは、計算装置の組合せ、例えば、ＤＳＰ
と、１つのマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサとの組合せ、ＤＳ
Ｐコアと関連する1つ以上のマイクロプロセッサとの組合せ、又はその他のあらゆる該コ
ンフィギュレーションとの組合せ、として実装することもできる。
【００４０】
　本明細書において開示される実施形態に関して説明される方法又はアルゴリズムのステ
ップは、ハードウェア内において直接具体化させること、プロセッサによって実行される
ソフトウェア内において具体化させること、又はこれらの２つの組合せにおいて具体化さ
せることができる。これらの実施形態は、何らかの形態のプロセッサ又はプロセッサコア
（例えば、コンピュータのＣＰＵ）において実行されるソフトウェアプログラムとして又
は該ソフトウェアプログラムをサポートするために用いることができること、又は機械又
はコンピュータによって読み取り可能な媒体上に又は内部に実装するか実現させることが
できることが理解されるべきである。機械によって読み取り可能な媒体は、情報を機械（
例えばコンピュータ）によって読み取り可能な形で格納又は送信するためのメカニズムを
含む。例えば、機械によって読み取り可能な媒体は、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、
ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）メモリ、レジスタ、ハード
ディスク、取り外し可能なディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、又は当業において既知であるその他
のあらゆる形態の記憶媒体を含む。１つの典型的な記憶媒体をプロセッサに結合させ、プ
ロセッサが記憶媒体から情報を読み出すようにすること及び記憶媒体に情報を書き込むよ
うにすることができる。代替として、記憶媒体は、プロセッサと一体化させることができ
る。プロセッサ及び記憶媒体は、ＡＳＩＣ内に常駐することができる。ＡＳＩＣは、ユー
ザー端末内に常駐することができる。代替として、プロセッサ及び記憶媒体は、ユーザー
端末内において個別構成要素として常駐することができる。
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【００４１】
　開示されている実施形態に関する上記の説明は、当業者が本発明を製造又は使用できる
ようにすることを目的とするものである。これらの実施形態に対する様々な修正は、当業
者にとって容易に明確になるであろう。さらに、本明細書において定められている一般原
理は、本発明の精神及び適用範囲を逸脱しない形でその他の実施形態に対しても適用する
ことができる。以上のように、本発明は、本明細書において示されている実施形態に限定
することを意図するものではなく、本明細書において開示されている原理及び斬新な特長
に一致する限りにおいて最も広範な適用範囲が認められるべきである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年6月8日(2018.6.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レジスタファイル構造内の複数の隣接しないレジスタユニットからのデータが適切に整
列されることを要求する、加算および減算を含む特定の演算を行うときに前記複数の隣接
しないレジスタユニットからの対応する半語ユニットを結合するための単一の命令を実行
するプロセッサを含むコンピュータによって読み取り可能な記録媒体であって、前記単一
の命令は、前記記録媒体内に格納され、前記プロセッサによって実行されたときに、前記
プロセッサに、
　前記レジスタファイル構造内の２つの隣接しないソースレジスタユニットを特定させ、
　対応する最上位半語ユニットを前記２つの隣接しないソースレジスタユニットから、前
記最上位半語ユニットの特定された各々の幅に基づいて、取り出させ、
　前記最上位半語ユニットを結合して結合された最上位語ユニットを生成させ、
　前記結合された最上位語ユニットを行き先レジスタユニットの最上位部分内に入力させ
、ここにおいて、前記行き先レジスタユニットは、前記２つの隣接しないソースレジスタ
ユニットのうちのいずれか一方よりも大きく、前記２つの隣接しないソースレジスタユニ
ットは、レジスタユニットの整列された対としてアクセス不能であり、前記行き先レジス
タユニットは、単一の倍語行き先レジスタユニットまたは整列された対のレジスタユニッ
トを具備する、
　前記２つの隣接しないソースレジスタユニットからの対応する最下位半語ユニットを結
合して結合された最下位語ユニットを生成させ、
　前記結合された最下位語ユニットを前記行き先レジスタユニットの最下位部分内に入力
させ、
　前記行き先レジスタユニットを前記レジスタファイル構造内に格納させ、
　前記単一の命令は、ＲＤ＝ｐａｃｋＨＬ（ＲＳ，ＲＴ）で表現され、前記ＲＤは前記行
き先レジスタユニットであり、前記ＲＳ及びＲＴは前記２つの隣接しないソースレジスタ
ユニットである、コンピュータによって読み取り可能な記録媒体。
【請求項２】
　前記単一の命令の実行は、さらに、前記プロセッサに、
　前記２つの隣接しないソースレジスタユニットと関連づけられた第１のデータをメモリ
から取り出させ、
　前記２つの隣接しないソースレジスタユニット内に前記第１のデータを格納させ、
　前記最上位半語ユニットと関連づけられた第２のデータを前記２つの隣接しないソース
レジスタユニットから取り出させ、
　前記第２のデータを結合して前記結合された最上位語ユニットを生成させる、
　請求項１に記載のコンピュータによって読み取り可能な記録媒体。
【請求項３】
　前記単一の命令の実行は、さらに、前記プロセッサに、
　前記レジスタファイル構造と通信して前記２つの隣接しないソースレジスタユニットを
特定させる、
　請求項１に記載のコンピュータによって読み取り可能な記録媒体。
【請求項４】
　前記単一の命令の実行は、前記プロセッサに、前記２つの隣接しないソースレジスタユ
ニットを特定した後に、前記２つの隣接しないソースレジスタユニットを前記レジスタフ
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ァイル構造から取り出させ、
　前記行き先レジスタユニットは、前記単一の倍語行き先レジスタユニットを備える、
　請求項１に記載のコンピュータによって読み取り可能な記録媒体。
【請求項５】
　前記単一の命令の実行は、前記プロセッサに、前記２つの隣接しないソースレジスタユ
ニットの各々のサイズを決定させ、
　前記単一の命令は、
　　前記行き先レジスタユニットを特定する行き先レジスタフィールドと、
　　前記２つの隣接しないソースレジスタユニットの第１のソースレジスタユニットを特
定する第１のソースレジスタフィールドと、
　　前記２つの隣接しないソースレジスタユニットの第２のソースレジスタユニットを特
定する第２のソースレジスタフィールドと、
　　前記第１のソースレジスタユニット、前記第２のソースレジスタユニット、および前
記行き先レジスタユニットのレジスタ型を示すレジスタ型フィールドと、
　　命令クラス情報を含む命令クラスフィールドと、
　を具備する、請求項１に記載のコンピュータによって読み取り可能な記録媒体。
【請求項６】
　前記単一の命令の実行は、さらに、前記プロセッサに、前記最上位半語ユニットを結合
した後に、前記最下位半語ユニットを前記２つの隣接しないソースレジスタユニットから
取り出させ、
　前記結合された最上位語ユニットおよび前記結合された最下位語ユニットを前記行き先
レジスタユニット内に入れた後に、前記行き先レジスタユニットは、前記２つの隣接しな
いソースレジスタユニットに格納された全データを含む、請求項１に記載のコンピュータ
によって読み取り可能な記録媒体。
【請求項７】
　前記プロセッサに、前記単一の命令の前記プロセッサによる実行に応答して、前記最上
位半語ユニットの前記各々の幅を特定させ、
　前記単一の命令は、
　　前記２つの隣接しないソースレジスタユニットの第１のソースレジスタユニットの第
１のレジスタ型と、
　　前記２つの隣接しないソースレジスタユニットの第２のソースレジスタユニットの第
２のレジスタ型
　のインジケーションを具備する、請求項１に記載のコンピュータによって読み取り可能
な記録媒体。
【請求項８】
　レジスタファイル構造内の複数の隣接しないレジスタユニットからのデータが適切に整
列されることを要求する、加算および減算を含む特定の演算を行うときに前記複数の隣接
しないレジスタユニットからの対応する半語ユニットを結合するための単一の命令を実行
する処理ユニットを使用した方法であって、
　前記レジスタファイル構造内の２つの隣接しないソースレジスタユニットを、前記処理
ユニットによって、特定することと、
　対応する最上位半語ユニットを、前記処理ユニットによって、前記２つの隣接しないソ
ースレジスタユニットから、前記最上位半語ユニットの特定された各々の幅に基づいて、
取り出すことと、
　前記最上位半語ユニットを結合して結合された最上位語ユニットを、前記処理ユニット
によって、生成することと、
　前記結合された最上位語ユニットを行き先レジスタユニットの最上位部分内に、前記処
理ユニットによって、入力することと、ここにおいて、前記行き先レジスタユニットは、
前記２つの隣接しないソースレジスタユニットのうちのいずれか一方よりも大きく、前記
２つの隣接しないソースレジスタユニットは、レジスタユニットの整列された対としてア
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クセス不能であり、前記行き先レジスタユニットは、単一の倍語行き先レジスタユニット
または整列された対のレジスタユニットを具備する、
　前記２つの隣接しないソースレジスタユニットからの対応する最下位半語ユニットを結
合して結合された最下位語ユニットを、前記処理ユニットによって、生成することと、
　前記結合された最下位語ユニットを前記行き先レジスタユニットの最下位部分内に、前
記処理ユニットによって、入力することと、
　前記行き先レジスタユニットを前記レジスタファイル構造内に、前記処理ユニットによ
って、格納することと、
　を具備し、
　前記単一の命令は、ＲＤ＝ｐａｃｋＨＬ（ＲＳ，ＲＴ）で表現され、前記ＲＤは前記行
き先レジスタユニットであり、前記ＲＳ及びＲＴは前記２つの隣接しないソースレジスタ
ユニットである、方法。
【請求項９】
　前記２つの隣接しないソースレジスタユニットの各々は、３２ビットの幅のレジスタユ
ニットであり、前記行き先レジスタユニットは、６４ビットの幅のレジスタユニットであ
り、前記行き先レジスタユニットは、４つの半語ユニットを格納するようにサイズ調整さ
れる、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記最上位半語ユニットの各々と、前記最下位半語ユニットの各々は、１６ビットの幅
のユニットである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記処理ユニットが、前記レジスタファイル構造と通信して前記２つの隣接しないソー
スレジスタユニットを特定することをさらに具備する、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記処理ユニットによる単一の命令の実行に応答して、前記処理ユニットが、前記２つ
の隣接しないソースレジスタユニットの各々のサイズを決定することをさらに具備し、前
記単一の命令は、前記２つの隣接しないソースレジスタユニットの第１のソースレジスタ
ユニットの第１のレジスタ型と、前記２つの隣接しないソースレジスタユニットの第２の
ソースレジスタユニットの第２のレジスタ型を示す、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　装置であって、
　複数の隣接しないレジスタユニットからの対応する半語ユニットを結合するための単一
の命令を具備するデータを格納するように構成されたメモリと、
　前記メモリに結合されたプロセッサであって、前記単一の命令を実行する処理ユニット
と前記処理ユニットに結合されたレジスタファイル構造とを具備し、レジスタファイル構
造内の前記複数の隣接しないレジスタユニットからのデータが適切に整列されることを要
求する、加算および減算を含む特定の演算を、前記処理ユニットによって、行うプロセッ
サと、
　を具備し、
　前記処理ユニットは、前記レジスタファイル構造内の２つの隣接しないソースレジスタ
ユニットを特定するように構成され、
　前記処理ユニットは、対応する最上位半語ユニットを前記２つの隣接しないソースレジ
スタユニットから、前記最上位半語ユニットの特定された各々の幅に基づいて、取り出す
ように構成され、
　前記処理ユニットは、前記最上位半語ユニットを結合して結合された最上位語ユニット
を生成するように構成され、
　前記処理ユニットは、前記結合された最上位語ユニットを行き先レジスタユニットの最
上位部分内に格納するように構成され、ここにおいて、前記行き先レジスタユニットは、
前記２つの隣接しないソースレジスタユニットのうちのいずれか一方よりも大きく、前記
２つの隣接しないソースレジスタユニットは、レジスタユニットの整列された対としてア
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クセス不能であり、前記行き先レジスタユニットは、単一の倍語行き先レジスタユニット
または整列された対のレジスタユニットを具備する、
　前記処理ユニットは、前記２つの隣接しないソースレジスタユニットからの対応する最
下位半語ユニットを結合して結合された最下位語ユニットを生成するように構成され、
　前記処理ユニットは、前記結合された最下位語ユニットを前記行き先レジスタユニット
の最下位部分内に格納するように構成され、
　前記処理ユニットは、前記行き先レジスタユニットを前記レジスタファイル構造内に格
納するように構成され、
　前記単一の命令は、ＲＤ＝ｐａｃｋＨＬ（ＲＳ，ＲＴ）で表現され、前記ＲＤは前記行
き先レジスタユニットであり、前記ＲＳ及びＲＴは前記２つの隣接しないソースレジスタ
ユニットである、装置。
【請求項１４】
　前記処理ユニットは、
　前記２つの隣接しないソースレジスタユニットと関連づけられた第１のデータを前記メ
モリから取り出し、
　前記２つの隣接しないソースレジスタユニット内に前記第１のデータを格納し、
　前記最下位半語ユニットと関連づけられた第２のデータを前記２つの隣接しないソース
レジスタユニットから取り出し、
　前記第２のデータを結合して前記結合された最下位語ユニットを生成する
　ように構成される、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記処理ユニットは、前記結合された最上位語ユニットおよび前記結合された最下位語
ユニットを、前記処理ユニットによる前記単一の命令の実行中に、前記行き先レジスタユ
ニット内に入力するように構成される、請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
　レジスタファイル構造内の複数の隣接しないレジスタユニットからのデータが適切に整
列されることを要求する、加算および減算を含む特定の演算を行うときに前記複数の隣接
しないレジスタユニットからの対応する半語ユニットを結合するための単一の命令を実行
するプロセッサを含む装置であって、
　前記レジスタファイル構造内の２つの隣接しないソースレジスタユニットを特定するた
めの手段と、
　対応する最上位半語ユニットを前記２つの隣接しないソースレジスタユニットから、前
記最上位半語ユニットの特定された各々の幅に基づいて、取り出すための手段と、
　前記最上位半語ユニットを結合して結合された最上位語ユニットを生成するための手段
と、
　前記結合された最上位語ユニットを行き先レジスタユニットの最上位部分内に入力する
ための手段と、ここにおいて、前記行き先レジスタユニットは、前記２つの隣接しないソ
ースレジスタユニットのうちのいずれか一方よりも大きく、前記２つの隣接しないソース
レジスタユニットは、レジスタユニットの整列された対としてアクセス不能であり、前記
行き先レジスタユニットは、単一の倍語行き先レジスタユニットまたは整列された対のレ
ジスタユニットを具備する、
　前記２つの隣接しないソースレジスタユニットからの対応する最下位半語ユニットを結
合して結合された最下位語ユニットを生成するための手段と、
　前記結合された最下位語ユニットを前記行き先レジスタユニットの最下位部分内に入力
するための手段と、
　前記行き先レジスタユニットを前記レジスタファイル構造内に格納するための手段と、
　を具備し、前記単一の命令は、ＲＤ＝ｐａｃｋＨＬ（ＲＳ，ＲＴ）で表現され、前記Ｒ

Ｄは前記行き先レジスタユニットであり、前記ＲＳ及びＲＴは前記２つの隣接しないソー
スレジスタユニットである、装置。
【請求項１７】
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　前記２つの隣接しないソースレジスタユニットの各々は、３２ビットの幅のレジスタユ
ニットであり、前記行き先レジスタユニットは、６４ビットの幅のレジスタユニットであ
り、ここにおいて、前記行き先レジスタユニットは、４つの半語ユニットを格納するよう
にサイズ調整され、前記最上位半語ユニットの各々と前記最下位半語ユニットの各々は、
１６ビットの幅のユニットである、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　特定するための前記手段と、取り出すための前記手段と、前記最上位半語ユニットを結
合するための前記手段と、前記結合された最上位語ユニットを入力するための前記手段と
、対応する最下位半語ユニットを結合するための前記手段と、前記結合された最下位語ユ
ニットを入力するための前記手段と、前記行き先レジスタユニットを前記レジスタファイ
ル構造内に格納するための前記手段は、前記単一の命令を実行するように構成されたプロ
セッサに含まれる、請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　前記プロセッサに、前記プロセッサによる前記単一の命令の実行に応答して、前記２つ
の隣接しないソースレジスタユニットの各々のサイズを決定させ、
　前記単一の命令は、
　　前記２つの隣接しないソースレジスタユニットの第１のソースレジスタユニットの第
１のレジスタ型と、
　　前記２つの隣接しないソースレジスタユニットの第２のソースレジスタユニットの第
２のレジスタ型
　を示す、請求項１に記載のコンピュータによって読み取り可能な記録媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　開示されている実施形態に関する上記の説明は、当業者が本発明を製造又は使用できる
ようにすることを目的とするものである。これらの実施形態に対する様々な修正は、当業
者にとって容易に明確になるであろう。さらに、本明細書において定められている一般原
理は、本発明の精神及び適用範囲を逸脱しない形でその他の実施形態に対しても適用する
ことができる。以上のように、本発明は、本明細書において示されている実施形態に限定
することを意図するものではなく、本明細書において開示されている原理及び斬新な特長
に一致する限りにおいて最も広範な適用範囲が認められるべきである。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　コンピュータによって読み取り可能な媒体であって、
　前記媒体内に含まれる複数の実行可能な命令のうちの１つの命令であって、処理システ
ム内において実行されたときに、前記処理システムに、
　レジスタファイル構造内の少なくとも２つのソースレジスタユニットからの対応する半
語ユニットを結合させ前記対応する半語ユニットを、結果的に得られた行き先レジスタユ
ニットの各々の部分の中に入力させる命令、を具備する、コンピュータによって読み取り
可能な媒体。
［Ｃ２］
　各ソースレジスタユニットは、３２ビットの幅のレジスタユニットであり、前記結果的
に得られた行き先レジスタユニットは、６４ビットの幅のレジスタユニットであるＣ１に
記載のコンピュータによって読み取り可能な媒体。
［Ｃ３］
　各半語ユニットは、１６ビットの幅のユニットであるＣ２に記載のコンピュータによっ
て読み取り可能な媒体。
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［Ｃ４］
　前記命令の実行は、さらに、前記処理システムに、前記少なくとも２つの異種のソース
レジスタユニットからの前記対応する半語ユニットと関連づけられたデータを、前記結果
的に得られた行き先レジスタユニットの前記各々の部分の中に合成させるＣ１に記載のコ
ンピュータによって読み取り可能な媒体。
［Ｃ５］
　前記命令の実行は、さらに、前記処理システムに、前記少なくとも２つのソースレジス
タユニットと関連づけられたデータをメモリから取り出させ、前記データを前記各々のソ
ースレジスタユニット内に格納させ、前記対応する半語ユニットと関連づけられたデータ
を前記各々のソースレジスタユニットから取り出させ、前記対応する半語ユニットと関連
づけられた前記データを前記結果的に得られた行き先レジスタユニットの前記各々の部分
の中に合成させるＣ１に記載のコンピュータによって読み取り可能な媒体。
［Ｃ６］
　前記処理システムは、デジタル信号プロセッサであるＣ１に記載のコンピュータによっ
て読み取り可能な媒体。
［Ｃ７］
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットは、異種であるＣ１に記載のコンピュー
タによって読み取り可能な媒体。
［Ｃ８］
　前記命令の実行は、さらに、前記処理システムに、前記少なくとも２つのソースレジス
タユニットの各々から最上位半語ユニットを取り出させ、前記最上位半語ユニットを前記
行き先レジスタユニットの最上位部分内に入力させるＣ１に記載のコンピュータによって
読み取り可能な媒体。
［Ｃ９］
　前記命令の実行は、さらに、前記処理システムに、前記少なくとも２つのソースレジス
タユニットの各々から最下位半語ユニットを取り出させ、前記最下位半語ユニットを前記
行き先レジスタユニットの最下位部分内に入力させるＣ８に記載のコンピュータによって
読み取り可能な媒体。
［Ｃ１０］
　方法であって、
　実行可能な命令を受け取ることと、
　レジスタファイル構造内の少なくとも２つの異種のソースレジスタユニットからの対応
する半語ユニットを結合し、
　前記対応する半語ユニットを、結果的に得られた行き先レジスタユニットの各々の部分
の中に入力するための前記命令を実行することと
　を具備する、方法。
［Ｃ１１］
　各ソースレジスタユニットは、３２ビットの幅のレジスタユニットであり、前記結果的
に得られた行き先レジスタユニットは、６４ビットの幅のレジスタユニットであるＣ１０
に記載の方法。
［Ｃ１２］
　各半語ユニットは、１６ビットの幅のユニットであるＣ１１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記実行することは、さらに、前記少なくとも２つの異種のソースレジスタユニットか
らの前記対応する半語ユニットと関連づけられたデータを、前記結果的に得られた行き先
レジスタユニットの前記各々の部分の中に合成することを具備するＣ１０に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記実行することは、
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットと関連づけられたデータをメモリから取
り出すことと、
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　前記データを前記各々のソースレジスタユニット内に格納することと、
　前記対応する半語ユニットと関連づけられたデータを前記各々のソースレジスタユニッ
トから取り出すことと、
　前記対応する半語ユニットと関連づけられた前記データを前記結果的に得られた行き先
レジスタユニットの前記各々の部分の中に合成すること、とをさらに具備するＣ１０に記
載の方法。
［Ｃ１５］
　前記処理システムは、デジタル信号プロセッサであるＣ１０に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットは、異種であるＣ１０に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記実行することは、
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットの各々から最上位半語ユニットを取り出
すことと、
　前記最上位半語ユニットを前記行き先レジスタユニットの最上位部分内に入力すること
と
　をさらに具備するＣ１０に記載の方法。
［Ｃ１８］
　前記実行することは、
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットの各々から最下位半語ユニットを取り出
すことと、
　前記最下位半語ユニットを前記行き先レジスタユニットの最下位部分内に入力すること
と
　をさらに具備するＣ１７に記載の方法。
［Ｃ１９］
　装置であって、
　少なくとも１つの命令を具備するパケットを格納するためのメモリと、
　前記メモリに結合されたプロセッサであって、処理ユニットと前記処理ユニットに結合
されたレジスタファイル構造とをさらに具備するプロセッサと、を具備し、
　前記処理ユニットは、
　前記レジスタファイル構造内の少なくとも２つのソースレジスタユニットからの対応す
る半語ユニットを結合し、前記対応する半語ユニットを、結果的に得られた行き先レジス
タユニットの各々の部分の中に入力する前記パケット内の命令を実行する、装置。
［Ｃ２０］
　各ソースレジスタユニットは、３２ビットの幅のレジスタユニットであり、前記結果的
に得られた行き先レジスタユニットは、６４ビットの幅のレジスタユニットであるＣ１９
に記載の装置。
［Ｃ２１］
　各半語ユニットは、１６ビットの幅のユニットであるＣ２０に記載の装置。
［Ｃ２２］
　前記処理ユニットは、さらに、前記少なくとも２つの異種のソースレジスタユニットか
らの前記対応する半語ユニットと関連づけられたデータを、前記結果的に得られた行き先
レジスタユニットの前記各々の部分の中に合成するＣ１９に記載の装置。
［Ｃ２３］
 前記処理ユニットは、さらに、前記少なくとも２つのソースレジスタユニットと関連づ
けられたデータを前記メモリから取り出し、前記データを前記各々のソースレジスタユニ
ット内に格納し、前記対応する半語ユニットと関連づけられたデータを前記各々のソース
レジスタユニットから取り出すことと、前記対応する半語ユニットと関連づけられた前記
データを前記結果的に得られた行き先レジスタユニットの前記各々の部分の中に合成する
Ｃ１９に記載の装置。
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［Ｃ２４］
　前記プロセッサは、デジタル信号プロセッサであるＣ１９に記載の装置。
［Ｃ２５］
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットは、異種であるＣ１９に記載の装置。
［Ｃ２６］
　前記処理ユニットは、さらに、前記少なくとも２つのソースレジスタユニットの各々か
ら最上位半語ユニットを取り出し、前記最上位半語ユニットを前記行き先レジスタユニッ
トの最上位部分内に入力するＣ１９に記載の装置。
［Ｃ２７］
　前記処理ユニットは、さらに、前記少なくとも２つのソースレジスタユニットの各々か
ら最下位半語ユニットを取り出し、前記最下位半語ユニットを前記行き先レジスタユニッ
トの最下位部分内に入力するＣ２６に記載の装置。
［Ｃ２８］
　装置であって、
　実行可能な命令を受け取るための手段と、
　レジスタファイル構造内の少なくとも２つの異種のソースレジスタユニットからの対応
する半語ユニットを結合し、
　前記対応する半語ユニットを、結果的に得られた行き先レジスタユニットの各々の部分
の中に入力するための前記命令を実行するための手段と、を具備する、装置。
［Ｃ２９］
　各ソースレジスタユニットは、３２ビットの幅のレジスタユニットであり、前記結果的
に得られた行き先レジスタユニットは、６４ビットの幅のレジスタユニットであるＣ２８
に記載の装置。
［Ｃ３０］
　各半語ユニットは、１６ビットの幅のユニットであるＣ２９に記載の装置。
［Ｃ３１］
　さらに、前記少なくとも２つの異種のソースレジスタユニットからの前記対応する半語
ユニットと関連づけられたデータを、前記結果的に得られた行き先レジスタユニットの前
記各々の部分の中に合成するための手段、を具備する、Ｃ２８に記載の装置。
［Ｃ３２］
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットと関連づけられたデータをメモリから取
り出すための手段と、
　前記データを前記各々のソースレジスタユニット内に格納するための手段と、
　前記対応する半語ユニットと関連づけられたデータを前記各々のソースレジスタユニッ
トから取り出すための手段と、
　前記対応する半語ユニットと関連づけられた前記データを前記結果的に得られた行き先
レジスタユニットの前記各々の部分の中に合成するための手段と、をさらに具備するＣ２
８に記載の装置。
［Ｃ３３］
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットは、異種であるＣ２８に記載の装置。
［Ｃ３４］
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットの各々から最上位半語ユニットを取り出
すための手段と、
　前記最上位半語ユニットを前記行き先レジスタユニットの最上位部分内に入力するため
の手段と、をさらに具備する、Ｃ２８に記載の装置。
［Ｃ３５］
　前記少なくとも２つのソースレジスタユニットの各々から最下位半語ユニットを取り出
すための手段と、
　前記最下位半語ユニットを前記行き先レジスタユニットの最下位部分内に入力するため
の手段と、をさらに具備する、Ｃ３４に記載の装置。



(22) JP 2018-156672 A 2018.10.4

10

フロントページの続き

(74)代理人  100184332
            弁理士　中丸　慶洋
(72)発明者  マオ・ジェング
            アメリカ合衆国、テキサス州　７８７５９、オースティン、テイラー・ドレイパー・レーン　１１
            ２５０、ナンバー　１０２２
(72)発明者  ルシアン・コドレスキュ
            アメリカ合衆国、テキサス州　７８７２６、オースティン、グラシアー・パーク・コーブ　１２５
            ０５
Ｆターム(参考) 5B033 BE00  DD01 



(23) JP 2018-156672 A 2018.10.4

【外国語明細書】
2018156672000001.pdf


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	overflow
	foreign-language-body

