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Design of a RISC processor with asynchronous data move instructions
between the main memory and a buffer to hide the memory latency.

abstract We have been proposed a processor architecture SCALT which has a
buffer as a software context. For the deviation of the memory latency problem, an
instruction which checks existence of the data arrival to the buffer has been
proposed. This report describes SCALT processor design whiches based on a

conventional pipeline processor design.

1 研究目的

現在プロセッサ-メインメモリ間のレイテンシ
(プロセッサがデータアクセス要求を出してから
データが到達するまでの時間)を隠蔽するために
キャッシュが利用されている。しかしキャッシュ
内のデータはメインメモリのコピーであるため
常に一貫性が保たれていなければならないとい
う制約がある。またキャッシュはソフトウェアか
ら不可視である。つまりプログラマはメインメ
モリから転送されるデータがいつキャッシュに到
達するのか判断することができない。そのため
プログラマはキャッシュを使用した処理を有効に
行なうことができない。
そこで我々はメインメモリとの一貫性を常に保

つ必要がなく、ソフトウェアから操作可能なバッ
ファ(SCALTバッファ)をメインメモリと同階層
に配置することで、プロセッサ-メインメモリ間
のレイテンシを更に縮めることが可能なアーキ
テクチャ(SCALTアーキテクチャ)を考案した。
本研究では SCALTアーキテクチャの実現を

目的とし、その手段として NTT が開発した
PARTHENON システム1 に於けるハードウェ
ア記述言語 (HDL)である SFLを使用した。ま
た SCALTアーキテクチャの動作確認に同シス
テムの secondsシミュレータを用いた。

2 プロセッサの構成

SCALTアーキテクチャを実装したRISCプロ
セッサの概要を以下に示す。

2.1 ABI

• ハーバードアーキテクチャ
• 32個の 32ビット汎用レジスタ
1http://www.kecl.ntt.co.jp/parthenon/

• 命令パイプライン,キャッシュパイプライン

• ライトスルーによるキャッシュへの書き込み

2.2 命令形式

SPKでは 3つの命令形式が使われる。以下に
各命令形式の形式を表す。

Opcode rs1 rs2 rd

Immediate

func

Opcode rs1 rd

Opcode name

I

R

J

31 26 25 21 20 16 15 11 10 7 6 0

6 5 5 5 4 7

6 5 5 16

31 26 25 21 20 16 15 0

6

31 26 25 0

26

図 1: 命令形式

2.3 命令の種類

SPKには R形式の命令が 15命令、J形式の
命令が 3命令、I形式の命令が 27命令用意され
ている。以下に命令の種類を示す。

2.3.1 R命令形式
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命令 OPCODE(6bit) RS1(5bit) RS2(5bit) RD(5bit) 不使用(4bit) FUNC(7bit)

ADD 000000 0000000

SUB

AND

OR

XOR

NOT

MUL

SLL

SRL

SLT

SGT

SLE

SGE

SEQ

SNE

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

不使用

0000010

0000100

0000101

0000110

0000111

0110000

0010000

0010001

0011000

0011001

0011010

0011011

0011100

0011101

図 2: R形式命令

• NOT:RS1の否定を RDに格納

• MUL:乗算結果の 64bitの下位 32bitを切り
出してレジスタに格納

• SLL:RS1の値をRS2分論理左シフトした結
果を RDに格納

• SRL:RS1 の値を RS2 分論理右シフトした
結果を RDに格納

• SLT:RS1<RS2ならば RDに 1を格納、成
り立たない場合 0を格納

• SGT:RS1>RS2ならばRDに 1を格納、成
り立たない場合 0を格納

• SLE:RS1<=RS2ならばRDに1を格納、成
り立たない場合 0を格納

• SGE:RS1>=RS2 ならば RD に 1 を格納、
成り立たない場合 0を格納

• SEQ:RS1=RS2ならばRDに 1を格納、! =
の場合 0を格納

• SNE:RS1! =RS2ならばRDに 1を格納、=
の場合 0を格納

2.3.2 J命令形式

命令 OPCODE(6bit) NAME(26bit)

J

SVC

RI

000001

110011

110000 指定無し

図 3: I形式命令

• J:npc+NAME の値をプログラムカウンタ
に格納

• SVC:NAMEの下位 4bitで分岐先を指定

• RI:ir3の値をプログラムカウンタに格納

2.3.3 I命令形式

命令 OPCODE(6bit) RS1(5bit) RD(5bit)

ADDI

000010

SUBI

ANDI

ORI

XORI

SLLI

SRLI

SLTI

SGTI

SLEI

SGEI

SEQI

SNEI

000011

000100

001000

001010

001100

001101

001110

010000

010001

011000

011001

011010

011011

011100

不使用

下位5bitのみ使用

JR

BZ

BAL

LW

SW

TAGS

IN

OUT

BF

BW

BC

SB

LL

SUL

011101

100100

101100

101110

110001

110010

110100

110101

110110

110111

000101

000110

下位5bitのみ使用

指定無し指定無し

図 4: J形式命令

• JR:RS1の値をプログラムカウンタに格納

• BZ:RDが 0のときRS1+Immediateの値を
プログラムカウンタに格納

• BAL:RDに npcを格納し RS1+Immediate
の値をプログラムカウンタに格納

• ADDI:Immediate は 32bitに符号拡張され
る

• SLLI:RS1の値を Immediate分論理左シフ
トした結果を RDに格納

• SRLI:RS1の値を Immediate分論理右シフ
トした結果を RDに格納

• SLTI:RS1<ImmediateならばRDに 1を格
納、成り立たない場合 0を格納

• SGTI:RS1>ImmediateならばRDに1を格
納、成り立たない場合 0を格納

• SLEI:RS1<=ImmediateならばRDに 1を
格納、成り立たない場合 0を格納

• SGEI:RS1>=ImmediateならばRDに 1を
格納、成り立たない場合 0を格納

• SEQI:RS1=ImmediateならばRDに 1を格
納、!=の場合 0を格納

• SNEI:RS1! =ImmediateならばRDに 1を
格納、=の場合 0を格納

• LW:RS1+Immediate(メモリアドレス)の値
を RDに格納

• SW:RS1+Immediate の値 (メモリアドレ
ス)にRDの値を格納

• TAGS:RD の示すレジスタ内の値 (最下
位 1bit) を Immediate+RS1 で示される
SCALTバッファタグのエントリに格納

2



• IN:RS1+Immediateで示される専用レジス
タの値を RDに格納

• OUT:RDの値をRS1+Immediateで示され
る専用レジスタに格納

• BF:RS1+Immediateで示されるメモリ番地
のワードデータ (128bit)をRDで示すエン
トリの SCALTバッファに格納

• BW:RS1+Immediate で示されるメモリ番
地へRDで示すエントリの SCALTバッファ
データを格納

• BC:RS1+Immediateで示されるエントリの
有効ビットをRDで示すレジスタへ格納する

• SB:RS1+Immediateで示されるメモリ番地
に RDで示すタグ番号の内容を格納

• LL:RS1+Immediate(メモリアドレス)の値
を RDに格納、ただしメモリにロック制御
信号を送る

• SUL:RS1+Immediate(メモリアドレス) に
RD の値を格納、ただしメモリにアンロッ
ク制御信号を送る

• 注):BZ,SW,TAGS,OUT,BW,SUL 命令は
RDをディスティネーションとして扱わない。
RS2 として扱う (pipectl ステージ useRS2
参照)

3 SCALTアーキテクチャ

SCALTアーキテクチャの特徴は SCALTバッ
ファにある。SCALTバッファはバッファエント
リ数、バッファエントリサイズを増やすことに
よってアーキテクチャに依存せずにメモリスルー
プットを容易に上げることができる。
SCALTバッファはキャッシュメモリと同一のメ

モリ素子から成り、同一階層に位置する。また、
キャッシュメモリのようなコンシステンシは要求
されない。そのため、メインメモリ-SCALTバッ
ファ間でデータ転送するための専用命令を持つ。
この専用命令は BF(Buffer Fetch)、BW(Buffer
Write)命令 (図 5参照)であり、128bit(1ライン)
のデータを 4回に分けてバースト転送する。BF
命令はメインメモリからの戻りデータの格納先
を区別するためにタグ情報を読みだし要求と共
にメインメモリへ発行する。メインメモリ側では
指定されたアドレスのデータと共にタグ情報を
CPUにバースト転送する。メインメモリ-SCALT
バッファ間は BF,BW命令によって転送を行う
が、CPU-SCALTバッファ間は通常のLW(Load
Word)、SW(Store Word)命令によって 32bitの
データ転送を行う。また、SCALTバッファに関
して BC(Buffer Check)命令がある (図 5参照)。
SCALTバッファはエントリ数分のタグテーブル
を持つ。これは SCALTバッファが有効である
ときは 1 がセットされ、無効なときは 0がセッ
トされるような 1bitの情報を保持するレジスタ
群である。BC命令はこのエントリ番号で指定さ

れたタグテーブルの 1bit情報を指定汎用レジス
タに転送することで SCALTバッファに有効な
データが到着しているか確認することができる。
この命令により、プログラムレベルでレイテン
シの変動に対応することができる。
また、SCALT バッファはクリティカルパス

を考慮して、通常の TLB と別に専用の TLB
を持ち、仮想アドレスと比較することによって
SCALTバッファにデータが存在するかチェック
する。SCALTバッファへのアクセスは IN/OUT
命令によって行われる。

SCALT BUFFER FETCH

BF RS1 IMMRD

RS1+IMM(Immediate):メモリアドレス

RD:転送先バッファエントリ

SCALT BUFFER WRITE

BS RS1 IMMRD

RS1+IMM: メモリアドレス

RD: 転送元バッファエントリ

SCALT BUFFER CHECK

BC RS1 IMMRD

RS1+IMM: Check先バッファエントリ

RD: 転送先レジスタ

図 5: SCALT専用命令

4 SCALT化による性能向上

参考文献 [2]では、C言語を用いたSCALTアー
キテクチャの性能評価を行っている。このシミュ
レーション結果から一般的なRISCプロセッサと
比較した場合、SCALTアーキテクチャの特徴で
ある BC命令を使用することで性能を約 20%向
上できる。また、図 6より SCALTバッファエ
ントリ数の増加に対する性能向上も見て取れる。
現在我々は、SCALTバッファエントリ数を 128
エントリとして設計を進めている。
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図 6: Performance to change of the number of
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5 SCALTアーキテクチャの
動作の詳細

SCALTアーキテクチャを実装したプ
ロセッサの HDLソース説明は後程詳し
く行う。ここの節では SCALTアーキテ
クチャに注目した動作説明をする。
SCALT アーキテクチャはソフトウェ
アコンパチビリティを保つため従来の
CPUアーキテクチャに数命令を加えて
実現している。SCALT化を実現するた
めのCPUは32bitCPUである。先程も示
したがCPUは以下のような概要である。

• 汎用レジスタ数,専用レジスタ数・・・
32個,17個

• 命令形式・・・R,I,J形式 (図 3参照)
• 命令数・・・43種類
• パ イ プ ラ イ ン・ ・ ・
IF,ID,EXEC,MEM,WB ス テ ー
ジを持つの 5 段パイプライン (+
キャッシュパイプライン)

以下の説明は図 7,8を参照しながら説明
する。BF,BW命令はMEMステージに
於いて仮想アドレスから SCALTバッフ
ァTLBを見て SCALTバッファにデータ
が存在するか確認する。それと同時に
SCALTバッファタグとデータ読み出し
を行う。ここまではBF,BW命令共に共
通動作である。
BF 命令は SCALT バッファにデータ
が存在し、タグがセットされているとき
2つの BF命令専用バッファの空いてい
る方に有効ビットを立てアドレス情報を
格納すると共に次のステージ (cachereq)
へ転送される。このときパイプライン
レジスタにはデータの格納先である
SCALTバッファエントリ番号を格納す
る。SCALTバッファにヒットしない場
合は命令がリトライされる。
BW命令に関しても同様であるが、こ
の命令の場合にはメインメモリに転送さ
れる128bitのデータもBW命令専用バッ
ファに格納する。
cachereqステージは何の処理もせず、
このステージと並行に位置する cachectl
ステージで起動が確認されると cachectl
ステージが起動する。cachectlステージ
は前のステージから送られて来たパイプ
ラインレジスタの情報をキューに格納す
る。キューに格納するのは次の理由から

である。次の membus ステージではメ
インメモリへの書き込み、読み出しが行
われている。メインメモリには幾つかの
キューが用意されているためキューが一
杯にならない限りmembusステージでは
要求を出し続けることができるが、メモ
リからのビジー信号によって書き込み、
読み出し要求を出すことができないと
きmembusステージで要求を出している
命令はメインメモリのキューが空くまで
membusステージに留まる。その時、後
続命令はクロックが進むたびに cachectl
ステージに入って来くるためパイプライ
ンレジスタの情報を保持する手段が必
要になる。そのためメインメモリからビ
ジー信号が出されてから空きのキューが
できるまでパイプラインレジスタからの
情報を格納するためのキューが必要にな
る。もし cachecltステージのキューが一
杯になった時は、命令をリトライする。
また、cachectlステージではメインメ
モリのアドレスを各命令専用のバッファ
から読み出し、レジスタに格納している。
このレジスタは次のmembusステージで
参照される。
membusステージではメインメモリに
対するアクセスを行っているわけである
が、BF命令はメモリキューが空いている
ならば SCALTバッファのエントリ番号
と共にメモリリード要求を出す。また、
BW命令もメモリキューが空いていた場
合、memステージでバッファに格納した
128bitのデータを 32bitづつメインメモ
リへバースト転送する。BW命令は最後
のデータをメインメモリへ転送した段階
でBW命令専用バッファをクリアし終了
する。
BF命令はメインメモリからのデータ
転送信号が送られて来ると同時に redata
ステージを起動する。そして rd1～rd4ス
テージに於いてバースト転送されて来る
データを32bitづつレジスタに格納する。
この時メインメモリからは SCALTバッ
ファのエントリ番号も送られて来るため
rd1から rd4ステージまでのパイプライ
ンレジスタにこの情報も格納していく。
rd4ステージでは SCALTバッファのエ
ントリ番号と共に次のステージ (cachew)
へ移る。
cachewステージではレジスタに格納
された 32bitデータを連結した 128bitの
データと SCALTバッファエントリ番号
からSCALTバッファへの書き込みを行っ
ている。そしてそれと同時に使用したBF
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命令専用バッファの有効ビットをクリア
している。
ソフトウェアによる SCALTバッファの
データプリフェッチを行う上で欠かせな
い命令がBC(Buffer Check)命令である。
BC命令はmemステージに於いて指定さ
れた SCALTバッファタグのエントリ番
号より 1ビットの情報を読み出し、その
情報と格納先の汎用レジスタ番号と共に
WBステージを起動する。WBステージ
では送られて来た情報をもとに 32bitの
汎用レジスタへ1bitの情報を符号拡張し
て格納して終了する。
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仮想ページ
アドレス

VPNh VPNl

比較器

ゲート

VPNh PFN

ADRS

V PFN

比較器 ゲート

比較器

Cache hit

ページ内アドレス

F

エントリ選択

エントリ選択

V Real Adrs V Real Adrs

   連結
(Real Adrs)

比較器 比較器

load buffer
   hit

store buffer
   hit

比較器 ゲート 比較器

ゲート

ライン選択

1

1
1

ASN V W R M VPNh PFN

asn

w: For store instruntion

比較器

仮想アドレス

6 8

18

VPNV

TLB
データキャッシュ

エントリ選択

32

32 323232

323232

8 1 1 11 6 14

32

データキャッシュタグ

ストアバッファロードバッファ

16Kエントリ
(14bit)

128エントリ
 (7bit)

SCALT BUFFERSCALT BUFFER
    TLB

Main Memory

比較器

1

15

16Kエントリ
(14bit)

256エントリ

32 32 32 32

ページフレーム(256KB)

BN

14bit

23

scalt buffer
    hit

ASN

1

SCALT BUFFER
    タグ

128エントリ
 (7bit)

V

1

比較器

1

scalt buffer
space hit

0121718252631

013141522

11bit

7bit

31 24 23 22 21 20 19 14 13 0

ライン選択

 命令キャッシュ

32 323232
1Kエントリ
(10bit)

V PFN

比較器 ゲート

比較器

命令Cache hit

エントリ選択

1

命令キャッシュタグ

15

1Kエントリ
(10bit)

14bit

10bit

VPNh PFNASN

エントリ選択

命令キャッシュTLB

29

   4
エントリ

V

下位2bit

18bit

上位10bit

0202821 19 14 13

4

(4～17bit)

(0～17bit)

(0～10bit)

(4～10bit)

(ページ内アドレスは実アドレス、仮想アドレス共に等しい)

参照)
命令・データキャッシュ、
ロード・ストアバッファは
実アドレスでアクセス

図 7: アドレス変換図
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F D E M W

F D E M W

F D E M W

F D E M W

F D E M W

F D E M W

F D E M W

F D E M W

F D E M W

cache
 req

cache
 ctl

mem
bus

emp cachew

rd1 rd2 rd3 rd4 cachew

rd1 rd2 rd3 rd4 cachew

SW,SB

LW

BF

streq1

streq2

streq2

streq1によって
キャッシュへの
コリジョンを回避

streq2によって
キャッシュとレジスタ
へのコリジョンを回避

(キャッシュにヒット
した場合1をセット)

(無条件で1をセット)

LW
SW
SB
BW
BF

regwr

コリジョンが発生するステージ

streq3
(キャッシュパージで使用)

emp cachewBW

TLBを書き換える際
MEMステージで
アドレス変換する
命令とのコリジョン
を回避

図 8: LW,SW,SB,BW,BF命令のパイプライン動作
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以上の説明の概念を分かりやすくする
ため以下に上で述べた動作の概念図を示
す。詳細については”HDLソースの説明”
節を参照。

BF RS1 IMMRD
RS1+IMM: 転送元メモリアドレス
RD: 転送先バッファエントリ番号

汎用レジスタ

LW命令
0

1

2

127

SCALT BUFFER

MAIN MEMORY

128bit

128bit

BF命令

32bit

I形式命令

プロセッサ

図 9: BF(Buffer Fetch)命令

BW RS1 IMMRD
RS1+IMM: 転送先メモリアドレス
RD: 転送元バッファエントリ番号

汎用レジスタ

SW命令
0

1

2

127

SCALT BUFFER

MAIN MEMORY

128bit

128bit

BW命令

32bit

I形式命令

プロセッサ

図 10: BW(Buffer Write)命令

BF,BW命令

メモリリクエスト

BF命令

BW命令

cache
 req

cache
 ctl

cache
 ctl

membus

membus

WBMEM

rd1 rd2 rd3 rd4 cachew

命令パイプライン

キャッシュパイプライン

図 11: BF,BW命令のパイプライン動作

仮想ページ
アドレス

VPNh VPNl ADRS

ページ内アドレス

仮想アドレス

VPNV

SCALT BUFFER

SCALT BUFFER
    TLB

比
較
器

ASN

1

SCALT BUFFER
    タグ

 128
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図 12: SCALT BUFFE に対するアクセス
(LW,SW)処理
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図 13: SCALT BUFFE に対するアクセス
(BF,BW)処理

既に定まっている情報

・SCALT BUFFER TAG
  番号
・メモリアドレス

メモリアドレスV

V メモリアドレス

BF0

BF1

BF専用レジスタ
BF0,BF1の空き
チェック

・格納先のSCALT BUFFER TAG
 番号、どのBF専用レジスタを
 使用したかなどの情報と共に
 cachereqステージへ転送

・SCALT BUFFER TAG番号より
 SCALT BUFFERの有効ビット
 をクリア
 (TAGS命令の使用も可)

後続命令による
SCALT BUFFER
へのリクエスト
を回避

図 14: BF命令のMEMステージでの動作
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既に定まっている情報

・SCALT BUFFER TAG番号
・メモリアドレス

メモリアドレス
V

V
メモリアドレス

BW0

BW1

BW専用レジスタ
BW0,BW1の空き
チェック

どのBW専用レジスタを使用
したかなどの情報と共に
cachereqステージへ転送
(TAG情報は転送しない)

128bitデータ

128bitデータ
SCALT BUFFER TAG番号
よりデータ読みだし

図 15: BW命令のMEMステージでの動作
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に格納されている
メモリアドレス
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cachectlステージの命令が
SW、SB命令の時、後続命令との
キャッシュコリジョンを回避
するために出すストール信号
(IDステージで参照される)

0

1

2

3

4

membusステージ起動

membusステージが
busyでないとき

図 16: cachectlステージでの動作
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メモリ読み出し要求を出す

・SCALT BUFFER TAG番号

・メモリアドレス(cachectl
              ステージでセット) メモリからの

応答を待つ

membusステージ起動フラグの
リセット
(membusステージへのリクエストOK)

BF専用レジスタフラグのリセット

BF命令終了

図 17: membusステージでの BF命令の動作
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要求が出せるか
(メモリがビジー
でないか)

Y
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要求が出せるまで待機

メモリ書き込み要求を出す

・メモリアドレス
  (cachectlステージで
  セット)
・データ(0～31bit)

・state1へ転送

BF専用レジスタ
(BF0,BF1)
の判断

・データ(32～63bit)を
  出力端子へ転送

・データ(64～95bit)を
  出力端子へ転送

・データ(96～127bit)

・BW専用レジスタフラグ
  のクリア

BW命令の終了

state 0

state 1 state 2 state 3

・state2へ転送 ・state3へ転送

図 18: membusステージでの BW命令の動作

 データ
送信信号

redataステージ

rd1ステージ
を起動

信号を監視

rd1ステージ

rd reg1=data(0～31bit)

rd2(tag)へ転送

rd2ステージ

rd reg2=data(32～63bit)
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rd3ステージ

rd reg3=data(64～95bit)
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cachew(tag)へ転送
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・命令識別用フラグ(LW,BF,
            命令フェッチ)
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メモリ

メモリから転送されてくる情報

(return)

図 19: rd1～rd4ステージでの BF命令の動作

rd4ステージ
からの情報

data out=rd reg1+rd reg2+rd reg3
         +rd reg4

pipeline registerの情報から
TAG番号をSCALT BUFFERアドレスに変換

SCALT BUFFERへデータ書き込み

pipeline registerのSCALT BUFFER
番号よりSCALT BUFFERの有効ビットを
セット

後続命令による
SCALT BUFFER
へのリクエストOK

図 20: cachewステージでの BF命令の動作
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BC RS1 IMMRD
RS1+IMM: Check先バッファ
         エントリ番号
RD: 転送先レジスタ

I形式命令

図 21: BC(Buffer Check)命令形式

   TAG
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TAGRETURN
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127

1
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1:有効なエントリ

1 1

汎用レジスタ
   (RD)

TAGRETURN

MEM STAGE WB STAGEEXEC STAGE

SCALT BUFFERに
データが存在する

チェック

図 22: BC命令の動作

6 HDLソースの説明

以下の節では SCALTアーキテクチャ
を実装した HDLソース (spk.sfl)の詳細
を述べる。この説明は論文の最後に掲
載するソースを元に説明を行っている。
尚、記述形式の詳細などは述べない。記
述形式、式の意味などは PARTHENON
のホームページなどを参照。

7 モジュールの読み込み

%iで始まる記述は各モジュールの読み
込みである。これらのモジュールは top
モジュール内にあると考えられる。
以下各モジュールが示す役割を示す。

• ”r1024 8.h” 幅 8 ビットエントリ数
1024のメモリ

• ”r16384 8.h”幅 8ビットエントリ数
16384のメモリ

• ”scaltbuf.h” SCALTバッファ
• ”alu32.h” 演算器
• ”c64.h” データキャッシュ
• ”ctag.h” データキャッシュタグ
• ”inc.h” 1ビットインクリメンタ
• ”reg32.h” 32ビットレジスタ (32個)

• ”multi32.h” 乗算器
• ”sft32.h” 32ビットシフタ
• ”tlb.h” データTLB
• ”ica.h” 命令キャッシュ
• ”icatag.h” 命令キャッシュタグ
• ”r1024 32.h” データメモリ (メイン
メモリ)

• ”buftag.h” SCALTバッファタグ

8 命令の定義

%dで始まる記述は各命令のオペコー
ドと名前を割り当てたものである。これ
以降各命令の指定にはここで定義したオ
ペコードの名前が用いられる。%dは C
言語の%dと同様の役割である。
命令を定義した後にもいくつか%dに
よる定義がされているが、これらについ
てはここで詳しい役割を述べることはし
ない。随時必要なときにその役割を述べ
ていく。ここでは定義された名前がどの
名前の端子に割り当てられているかを頭
の片隅に置いておいてもらえばよい。必
要になったら読みかえすようにして頂き
たい。
%dの最後の 4つはアドレスそのもの
を割り当てている。これらも必要になっ
たときに説明する。固定的なアドレスへ
ジャンプさせるときにはこれらの名前が
使用される。

9 declare文

declareで始まる文は各モジュールの外
部端子及び制御端子を列挙したものであ
る。この記述によって各モジュール間の
制御を記述する際に必要となる情報を参
照している。

10 module spk

以下の説明からプロセッサ内部の動作
説明になる。module spk記述以下がプ
ロセッサ内部の処理に当たる。端子、レ
ジスタ、セル、ステージの定義について
は特に説明を行わない。必要なときに随
時読みかえして頂きたい。多少重要なこ
ととしてステージで定義されているパイ
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プラインレジスタの各命名称は各ステー
ジ内で突然使われているためソースを読
んでいるとき何を指しているのか分から
なくなる時がある。そのため慣れるまで
はこれらのステージ間で転送される値の
名称に気を配る様にするとよい。

11 動作の始まり

プロセッサの動作のきっかけを与えて
いる部分が以下である。

par{
st0 := 0b1;
st1 := st0;
st2 := st1;
any {

^st2 & st1 : start();
}

}

st2が 0、st1が 1という条件を満たした
段階で start制御端子をを起動し初期化
ステージである initcoreステージが開始
される。start制御端子がアクティブに
なったら initcoreステージを起動する記
述が以下である。

instruct start generate
initcore.initt();

また以下の記述外部割り込みに関するも
のである。extintがアクティブならば int
ステージを起動する。外部割り込みに関
する詳細は IFステージで行う。

instruct extint generate
int.intt();

12 retry処理ルーチン

このルーチンが使われるのはMEMス
テージに於て命令が使用するデータが不
適切である場合、適当なデータになるま
で待つため、もう一度 IFステージから
同じ命令を繰り返すためのものである。
このルーチンで行なっている処理は
NOP処理、PC値の設定、retryフラグ
(nretry)の設定である。
NOP処理とはリトライ命令以降の命令
を無効にする処理である。retry処理ルー
チンはMEMステージで読み出され、次
のクロックでmforcenop(1bitレジスタ)
が有効 (1 を格納) にされる。MEM ス
テージの処理はmforcenopが無効 (値が

0)の時のみ可能となるため、リトライ命
令の後続命令はMEMステージの処理が
不可能となり、無効化できる。mforcenop
のクリアはMEMステージ内で行なわれ
る (ソースコードではMEMステージ記
述の最後の処理)。これではリトライさ
れた命令もMEMステージに入ることが
できなくなるのではないのかと思われる
が、MEMステージの処理を行なうか否
かの判断ではmforcenopフラグとその他
にリトライされた命令、分岐された命令
に関してもチェックし、mforcenopが有効
であってもリトライされた命令や分岐さ
れた命令の場合に限ってはMEMステー
ジに入ることが許されているためMEM
ステージの処理が可能となる。NOPに
関する詳細説明はMEMステージ節で述
べているのでそちらを参照。
次にmrpc(32bitレジスタ)はMEMス
テージにいるリトライ命令の npc の値
(MEMステージではmpc) から 1引くこ
とによって、自分自身を指すアドレスを
mrpcに格納している。IFステージでは
リトライ命令であることが分かるとpcの
値を用いるのではく、mrpcの値からnpc
を決定する。尚、mdecrとはインクリメ
ンタに付けた別名である。2の補数を用
いることで減算を行なっている。インク
リメンタの処理については inc.hファイ
ルを読みこんでいるためそちらを参照。
最後に nretry(1bitレジスタ)に値 1を
設定して、retryが起こったことを示す
フラグを立てている。この値を基に各ス
テージでは流れてきた命令がリトライさ
れた命令かどうか判断している。

13 targetif処理ルーチン

targetifは分岐関連の命令が MEMス
テージから分岐するときに呼び出すルー
チンである。
targetif ルーチンに関しても、retry
ルーチンと同じくmforcenopを有効にす
ることによって、その命令以降の後続命
令をMEMステージに入らないようにす
ることで無効化している。mforcenopの
クリアはMEMステージ内で行なってい
る。分岐命令もmforcenopがセットされ
ていたとしてもMEMステージへ入るこ
とが可能である。
ntif(1bitレジスタ)は targetifが起動さ
れたことを示すフラグである。この値を
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基に各ステージでは流れてきた命令が分
岐された命令かどうか判断して処理を分
けている。
tpcという32bitレジスタにはMEMス
テージで targetifを起動するときに渡さ
れる targetpcとうアドレス情報を格納し
ている。これは分岐先のメモリアドレス
を示している。IFステージではntifから
pcとして targetpcを用いる。

14 setbtb処理ルーチン

このルーチンはBTBに値をセットする
ものである。実際に使われるのはMEM
ステージ内である。分岐が起きた時、分
岐と同時にBTBセットも行なわれる。
btbv(1bitレジスタ)は BTBの有効フ
ラグである。btbは 64bitのレジスタで
ある。このレジスタには btbargという
MEMステージからわたされる 64bitの
sel の値を格納している。btbargの内容
は以下である。

• 上位 32bit…MEMステージのnpc値
(mpc)

• 下位 32bit…maluの値 (分岐先アド
レス)

btbにセットされる値が参照されるのは
IFステージである。IFステージではnpc
の値から btbの上位 32bitと比較を行な
い、一致していた場合、btbの下位 32bit
へ分岐する。npcと btb上位 32bitが一
致しているということは現在 IFステー
ジにいる命令は分岐命令であることがわ
かる。現在 SPKには 1つのBTBが用意
されている。

15 paexcep処理ルーチン

このルーチンはページアクセス例外が
起こった場合に起動される。ページアク
セス例外が起こるのは、SW,SB,BW命令
においてメインメモリへの書き込みが許
可されていないときである。書き込みが
許可されているか否かは、TLBのWok
ビット (TLBの 22bit目)から判断され
る。
ページアクセス例外の処理はOSに移
されるため、svf を有効にする。また、
ページアクセス例外の処理を行なうた
め、その処理が行なわれるべきメモリア

ドレスへ分岐される。そのため、targetif
ルーチンでも用いたntifを有効にし、tpc
には分岐すべきアドレスを示す Paexcep
の値をセットする。Paexcep値はソース
コードの最初で define(ir3レジスタには
ページアクセス例外処理からの戻りアド
レスをセットしている。実際例外処理か
ら戻ってきたとき実行する命令はページ
アクセス例外が起こった命令、すなわち
SW,SB,BWのいずれかの命令というこ
とになる。paestは IN,OUT命令で使わ
れる。この値を使ってTLBのWokビッ
トへの書き込みを行なう。mforcemapの
セットに関しては retry,targetifルーチン
と同じ理由からである。すなわち、後続
命令の無効化を実現している。

16 tlbmiss処理ルーチン

tlbmissルーチンはTLBにヒットして
いなかったときに起動される。この処
理も OSに処理が移されるため、svfを
有効にする。ntif,ir3,mforcenopに関して
はpaexcepルーチンでの説明と同一であ
る。tpcにはTLBmissadrs値がセットさ
れる。この値はソースコードの最初で
defin(で使われ、TLBへ書き込まれる。

17 iexcep処理ルーチン

IN,OUT命令は svfがセットされてい
る (カーネルモード)ときのみ実行可能
であるため、もし svfが 0(ユーザモー
ド)のときに IN,OUT命令が実行される
ようであれば MEM ステージに於て命
令例外を発生させる。その際用いられ
るのが iexcepルーチンである。
ここで行なっている処理は paex-
cep,tlbmiss の説明とほぼ同じである。
tpc にセットされる EXadrs も同じく
define(

18 svcall処理ルーチン

svcallはカーネルモードで動作させる
ための起動ルーチンである。SVC命令が
MEMステージに於て起動する。内容は
今までとほぼ同じだが、tpcの値は J形
式である SVC命令の NAME部 (26bit)
の下位 4ビットによって決められる。
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19 initcoreステージでの動作

initcoreステージには ini0,ini1,ini2と
いう 3つのステートがある。ini0は各種
レジスタの初期化を行っている。この
中で svf,asn,datに注目してほしい。svf
は 1に初期化されている。svfはカーネ
ルモード (スーパーバイザーモード) 、
ユーザーモードを区別するものである。
svfが 1ということはカーネルモードを
示す。よってプロセッサ起動時はカーネ
ルモードで動作するということである。
またカーネルモードでは asn(Address
Space Number)には 0がセットされる。
よって asnは 0初期化される。ユーザー
モードに於いては asnは 0以外の値とな
る。そしてdatというレジスタはアドレ
ス変換の有無を示すものである。0初期
化されているため起動時はアドレス変
換しないことを意味している。
また初期化処理以外にも pipectl、
cachectl、rd1 ステージの起動を行って
いる。この段階でこれらのステージを
起動するのは、各ステージが制御端子
を監視していて、それを契機に処理を
行う必要があるからである。どの制御
端子を監視しているかは各ステージで
の説明を参照。
以上の処理と並行して ini1へ処理を転
送している。ini1では単に ini2へステー
ト転送しているだけである。そして ini2
では IFステージを起動している。その
際引数として 32ビットの 0を転送して
いる。この値はPC(ProgramCounter)の
値を示している (以下の定義部分参照)。

stage_name if {
task ift(pc);

}

つまり、プロセッサの起動時はメモリア
ドレス0から処理が行われることになる。
initcoreステージを起動する部分の説
明は”動作の始まり”節参照。

20 命令パイプライン

以下では命令パイプラインについて述
べる。

21 IFステージでの動作

図 23に IFステージでの簡単な処理の
流れ図を示す。

外部割り込みチェック

リトライ命令チェック IF,ID,MEMステージチェック

リトライ命令のための
IFステージ起動

再度int1ステージ処理

割り込みハンドラ
へ分岐処理

yes

no

yes yes

no

state int1 state int2

no

共通処理

分岐先命令

リトライされた命令

それ以外の命令

チェック

チェック

命令キャッシュに命令あり

分岐予測

命令キャッシュから
命令読み出し

メモリから
命令読み出し

・

・

noyes

state fetch

図 23: IFステージの流れ図

IF ス テ ー ジ は 3 つ の 状 態
(fetch,int1,int2)を持っている。fetchス
テートは命令フェッチ処理が行われ、
int1,int2 は外部割り込み処理が行われ
る。
まずは外部割り込みの処理について
説明する。IFステージではまず fetchス
テートに於いて外部割り込みがあるか
判断し、処理を分ける。このステージ
処理とは関係なく制御入力端子 extint
に 1が立つと、ステージ intが起動する
(instruct extint generate int.intt();文参
照)。IFステージでは intステージタス
クの起動をチェックして割り込みがある
か確認する。それ以外に inten(interrput
enable)という 1ビットレジスタを参照
しているが、これは”割り込み許可フラ
グ”であり、intenがセットされていると
きのみ割り込みを受け付ける。intenの
セット、リセットはOUT命令によって
行うことができる。ただしリセットに
関してはハードウェア側でも行なって
いる。IFステージの state int1に於いて
割り込みの許可フラグを disableにする
ことによって連続した割り込み要求を
受けつけないようにしている。 もう一
つの条件としてˆnretryがある。これは
リトライによる IFステージ処理と割り
込みによる IFステージ処理が同時に起
こることを回避するための記述である。
リトライによる IFステージ処理は割り
込み処理より優先的に実行される。ま
た、リトライ中は割り込みは受け付け
ないという仕様も兼ねている。
割り込みを受けつけた場合 (n̂retry &
inten & int.inttが成り立つ場合)は、IF
ステージの状態 int1(state int1)へ遷移
させる。以下 state int1,int2 の説明を
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する。

21.1 stage int1が存在する理由

まずステートを 2つ (int1,int2)に別け
た理由を説明する。例えば図 27の様に
分岐命令 −→ 命令 1の順番に命令が流
れていると仮定する。分岐命令が実際に
分岐するのはMEMステージである。こ
こで、命令 1で外部割り込みが発生した
場合、IFステージでは状態が fetchから
int1に遷移する。割り込みハンドラへの
遷移は int1でも可能である。仮に int1
で割り込みハンドラへ処理を移した場合
(図 27の矢印 1)、実際に行っている処理
は targetif(ir2) による割り込みハンドラ
への分岐処理と割り込みハンドラから復
帰 (return)するときのアドレスを ir3レ
ジスタへ格納する処理である (ir3に格納
される pc,tpcの値は割り込みが起こる
前の命令のものである。割り込みを起こ
された命令は pc値を参照することなく
state int1へ遷移する)。int1でこの処理
を実行した場合、ir3には図27(矢印1)の
pc値を格納することになる。すなわち、
割り込みハンドラから戻ると分岐命令か
ら実行される。しかし、分岐命令は命令
1より先行している命令であり、本来な
らば分岐がおこった後の命令に復帰すべ
きである。これを実現するには、分岐命
令の分岐先が決定するMEMステージに
於て、ir3を決定すればよい。すなわち、
int1で割り込みハンドラへ処理を移すの
ではなく、int2で割り込みハンドラへ遷
移させればよい (図 27の矢印 2)。int2で
ir3の値は tpcとなり、復帰する際には分
岐先命令から実行される。
以上のような理由から int1で割り込み
ハンドラへ遷移させず、2つのステート
を用いて割り込み処理を実現している。

21.2 int1で ID、EXEC、MEM
ステージの起動をチェックする理由

int1では ID,EXEC,MEMステージの起
動をチェックして int2 へ遷移させてい
る。以下では各ステージをチェックする
理由について述べる。
図 28 は ID,EXEC,MEM ステージを
チェックせずに int2 へ遷移した場合を
仮定した図である。まず、図 28の上図

について説明する。
ストールする分岐命令 −→ 命令 1 の
順に命令が流れていた時、ストールす
る分岐命令は最初の ID(pipectl)ステー
ジで情報をキュー (fq0) に格納し、次
のクロックで EXECステージへ遷移す
る。そのため、IDステージで 2クロッ
ク費す。この命令の次の命令 1 で外部
割り込みが起きたとき、状態 int1はス
トールする分岐命令の IDステージと同
一クロックにある。ここで IDステージ
をチェックせず、int2へ遷移させてしま
うと分岐命令の分岐処理より前に命令 1
の割り込み処理が行われてしまう。こ
れを避けるため、int1で IDステージを
チェックし、IDステージが起動してい
るならば、次のクロックに於ても int1
に遷移するようにしている。ソース記
述では IDステージが起動しているきの
処理を明記していないが、ソース記述
の条件を満たさないときは再度このス
テージにおける処理を繰り返し実行す
る。これは stateにおいて finish 処理を
行っていないためである。尚、この考
え方は EXEC、MEMステージチェック
に関しても同様である。
上で述べた考え方は int1 ステートが
以下のように記述されているのと同様
である。

state int1 par {
inten := 0b0;
alt {
nretry : goto fetch;
^id.idt & ^exec.ext & ^mem.mmt :

goto int2;
id.idt & exec.ext & mem.mmt :

goto int1;
}

}

次に図 28の中間図では、ストールし
ない分岐命令−→命令 1の順に命令が流
れてきた場合について検討する。この場
合に於ても、int1で EXECステージを
チェックしないと分岐処理ルーチン、割
り込み処理ルーチンが同一クロックで生
じてしまい、次のクロックで pcに対す
る処理の衝突が起こってしまう。このた
め、EXECステージが起動している場合
に於ても int1に遷移させる。
最後に図 28の下図では、リトライ命
令−→命令 1の順に命令が流れて来た場
合に付いて検討する。リトライ命令の場
合、その後続命令は無効になる。また、
リトライ中は割り込みは禁止としている
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(ifステージの最初の条件によって)。も
し、int1でMEMステージをチェックせ
ずに int2へ遷移させると割り込みを受
け付けてしまう。int1のソース記述に於
て”nretry : goto fetch;”という記述があ
る。このnretryは1bitレジスタで、リト
ライ命令処理ルーチン (retry)内でセット
されるものである。この記述はリトライ
命令と外部割り込みが同時に起こった際
リトライ命令のために IFステージを起動
するための処理である。nretryがセット
されていると int2へは遷移しないため、
割り込み処理は実行されない。int1では
MEMステージタスクの起動もチェック
し、起動しているならば、int1へ遷移さ
せる。しかし、nretryがセットされてい
る場合に於ては、リトライの処理のため
に優先的に fetchステートへ遷移させる。
図 29は ID,EXEC,MEMステージをチ
ェックした場合の命令の流れを示したも
のである。
state int2の中の処理は、targetifによ
り ir2の示すアドレスへ分岐する。この
分岐先が割り込みハンドラとなる。ir2は
OUT命令によってセットされる。また、
ir3には割り込みハンドラからの戻りア
ドレスが格納される。割り込みを起こさ
れた命令が分岐命令ならば、割り込みハ
ンドラから復帰したときに実行される命
令はまた分岐命令である必要がある。そ
のため ir3には tpcを格納する必要があ
る。分岐命令以外の場合、ir3には pcを
格納すれば、再び分岐された命令から if
ステージを実行することができる。
以上の処理と並行して状態を fetchへ
遷移させる。これによって割り込みハン
ドラのための IFステージ処理が実行さ
れる。
次にシミュレーション時に生じた問題
から追加した機能について解説する。

21.3 OUT命令によるアドレス変換

切り換え

ユーザーモードでアドレス変換する
SW命令のシミュレーションを行なうた
め OUT 命令によってスーパーバイザ
モード、アドレス変換なしの状態からの
切り換えを行なう命令を流した。しかし、
切り換えに関して問題が生じた。

21.4 シミュレーション過程

シミュレーションを行なうに当たって
の設定を以下に示す。

#SW命令のシミュレーション
out $0 $1 3(asn)
out $0 $2 4(svf)
out $0 $3 5(dat)
addi $0 $2 1
addi $0 $3 1
addi $0 $4 1
addi $0 $5 1
sw $0 $6 0
sw $0 $7 1
sw $0 $8 2
sw $0 $9 3
addi $0 $10 1
addi $0 $11 1
addi $0 $12 1
addi $0 $13 1
addi $0 $14 1
addi $0 $15 1
addi $0 $16 1
addi $0 $17 1
addi $0 $18 1
addi $0 $19 1
addi $0 $20 1
addi $0 $21 1
addi $0 $22 1
addi $0 $23 1
addi $0 $24 1
addi $0 $25 1
addi $0 $26 1
addi $0 $27 1
addi $0 $28 1
addi $0 $29 1
addi $0 $30 1
---------------
#データキャッシュタグ
adrs=0,v=1,pfn=10101010101010
---------------
#データキャッシュは全アドレス 0クリア
---------------
#データ TLB
adrs=0,asn=00000001,
v=1,w=1,r=0,
m=0,vpnh=000000,
pfn=10101010101010
---------------
#命令キャッシュタグ
adrs=0,v=1,pfn=00000000000000
adrs=1,v=1,pfn=00000000000000
adrs=2,v=1,pfn=10101010101010
adrs=3,v=1,pfn=10101010101010
adrs=4,v=1,pfn=10101010101010
adrs=5,v=1,pfn=10101010101010
adrs=6,v=1,pfn=10101010101010
adrs=7,v=1,pfn=10101010101010
adrs=8,v=1,pfn=10101010101010
---------------
#命令キャッシュTLB
adrs=1,asn=00000000,v=1,
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vpnh=000000000000,
pfn=10101010101010
---------------
#汎用レジスタ
num=1,val=
00000000000000000000000000000001
num=2,val=
00000000000000000000000000000000
num=3,val=
00000000000000000000000000000001
num=6,val=
00000000000000000000000000001111
num=7,val=
00000000000000000000000011111111
num=8,val=
00000000000000000000111111111111
num=9,val=
00000000000000001111111111111111
---------------

21.5 問題

以 上 の 状 態 で 命 令 を 流 す と 、
asn,svf,dat が全てセットされたク
ロックの次のクロックから IFステージ
の起動ができなくなる。datがセットさ
れるまでは TLBを使用しないため pfn
は 00000000000000 を参照する。datが
1にセットされてからは TLBを参照す
るため pfnの 10101010101010を参照す
る。SW 命令のときに dat が 1 に設定
されていればいいのでそれまでの命令
がヒットしない (命令メモリから読み
込まれない) のは問題ない。しかし IF
ステージで NPCを計算して命令フェッ
チを行なってくれれば問題ないのだが、
NPC の値が z を示すためそれ以降の
命令 (SW) を読み込むことすらできな
かった。

21.6 検討

シミュレーション結果を細かく見て検
討した結果、ir3の値がなぜか設定されて
いた。間違えたOUT命令を発行してい
るのかと考え、セットした命令をチェッ
クしたが問題ない。更にシミュレーショ
ン結果を見ると targetpcまでセットされ
ていた。ir3,targetpcがあるクロックで同
時にセットされていたため、このような
情况になりうる場合を考えた結果、例外
を思い出した。そして再検討してみると
datを設定後、命令TLBを参照したとき
にヒットしていないと次の命令を読みに
いくのではなく、tlbmiss例外をだし例
外ハンドラへ分岐させていることを思い

出した。そのためこれ以降のSW命令な
どが読み込めないことが判明した。
ではTLBにヒットすればいいのだが、
命令キャッシュタグは 1ライン毎 (4命令
毎)設定されるため、OUT命令によって
datが設定される段階では 2ライン目に
存在する 7番目の命令がTLBを参照す
る。つまり、2ライン目ではアドレス変
換する場合と、しない場合がダブってし
まう。こうなると命令キャッシュライン
タグでは対処することができない。そこ
で NOP命令があれば OUT命令の後に
挟むことで対処できるため新たに NOP
命令を追加しようと考えたが、IFステー
ジで命令が判断できなければ意味がない
ため断念した。
asn,svf,datのタイミングをはかって命
令キャッシュに格納することを考えたが
どう順序を入れ換えたり、間に他の命令
を流しても必ず何処で例外が発生してし
まう (図 24参照)。

svfを最初にセット(svf＝0)すると
ユーザモードに切り替わるため
asn,datのセットがOUT命令で処理
できなくなる。そのためsvfは最後
にセットしなければならない

asnaddress 0 dat

address 0 dat asn

address 0 dat

asn

address 0

dat

asn

命令キャッシュタグで
矛盾が生じる

asnで矛盾が生じる

dat、asnがセットされた
段階でasnはTLBと比較を
行なうが、svfが1のため
asnは0のままである。
そのためasnとTLB間で
矛盾が生じる

パターン1

パターン2

パターン3

パターン4

図 24: asn,svf,datの設定

21.7 解決策

上で述べた問題を解決するため必要な
レジスタを全てまとめ、同時に設定する
環境を構築した。

21.8 専用レジスタ

以下に専用レジスタを用いた動作の構
成図を示す。
DAT,SVF,ASN,ir3 の各レジスタへ同
時に値を格納するには専用レジスタ
PSR(42ビット)を用いる。PSRレジス
タ→各レジスタ (DAT,SVF,ASN,ir3)へ
の転送にはOUT命令 (図 25の丸 1)が用
いられる。その際の書式を以下に示す。
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OUT $0 $0 22

本来 OUT 命令は汎用レジスタ (RD)
の値を専用レジスタ (RS1+Immediate)
へ格納する処理を行うが、専用レジ
スタの 22 番を指定した場合に限り、
PSR→(DAT,SVF,ASN,ir3) という動作
をする。このとき RDは無視される (何
を設定しても問題ない)。
次に PSR レジスタへの値の格納は 2
回の OUT命令によって行なわれる (図
25 の丸 2)。PSR レジスタは 42ビット
であるため汎用レジスタ (32ビット)を
用いて 1度で値を設定することはできな
い。そのため値のセットを2回に分ける。
DAT,SVF,ASN(計10ビット)と ir3(32ビ
ット)に分け、各値を汎用レジスタにセ
ットする。以下に各OUT命令の書式を
示す。

• DAT,SVF,ASNをセットする場合

OUT $0 $1 21

• ir3をセットする場合

OUT $0 $1 20

$1にはDAT,SVF,ASNや ir3がセットさ
れる。尚、DAT,SVF,ASNの値を汎用レ
ジスタにセットする際には以下の条件を
満たす必要がある。

• 汎用レジスタの下位ビットに値を設
定する (上位 22ビットは無視される)

• DAT,SVF,ASNの設定順序は下位ビ
ットからASN,SVF,DATである。す
なわち図 26のようになる。

DAT

ASNDAT

OUT instruction

1bit 8bit

ir3(return address)SVF

1bit

SVF

42bit

32bit

ir3(return address)

ASN

PSR register

RI instruction

OUT instruction

evacuate register

interrupt

OUT instruction

1

2

PC

図 25: PSRレジスタ

PSRレジスタは各レジスタへのセットに
用いられるだけであり、このレジスタが
参照されることはない。参照されるレジ
スタは PSRレジスタからの転送先であ
る各レジスタ (DAT,SVF,ASN,ir3) であ
る。
DAT,SVF,ASN,ir3 レジスタは割込み
が起こった時退避させる必要があるため
退避用のレジスタ EVA(42bit)を用意す
る (図 25の interrupt参照)。割込みが起
こった段階で各レジスタの値を退避レジ
スタへ転送する。実際に割り込み処理が
行われるのは IFステージである。IFス
テージには fetch,int1,int2ステートがあ
り、fetchステートで割り込みを受け付
け、int1,int2ステージで処理を行う。int1
ステートでは割り込み処理を行える状態
かチェック (リトライ命令のチェック、各
ステージの起動チェック) して int2へ処
理を転送するため、int2ステートへの処
理の転送と同時に EVAレジスタへ各レ
ジスタの値を転送している。
退避したレジスタの値が各レジスタへ
戻されるのは RI命令が発行されたとき
である (プロセスが切り替わるとき, 即
ちアドレス空間が変わるとき)。RI命令
はMEMステージに於いて PSRレジス
タの値を各レジスタへ転送する。
any {
(mOPCODE == RI) : par {
dat := psr<41>;
svf := psr<40>;
asn := psr<39:32>;
targetif(psr<31:0>);
mnop2 = 0b1;

}

戻りアドレスを targetifルーチンの引数
(PCの値)として IFステージを起動す
る。
mnop2はNOP処理の重複を避けるた
めのものである。MEM ステージでは
NOP をクリアする処理を行っている。
上記の場合、targetifルーチン内でNOP
をセットすることで MEM ステージ処
理を行うことができるようにしている。
MEMステージでのNOP処理 (クリア処

ASNSVFDAT

8bit1bit1bit22bit

不定値

図 26: ASN,SVF,DATの設定例
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理)と targetifルーチン内でのNOP処理
(セット処理)が同一クロックで起こるた
めMEMステージでのNOP処理を行わ
せないようにするためにmnop2に 1を
セットしている。
退避用レジスタ (EVA)から PSRレジ
スタへの値の転送はソフトウェアによっ
て行なわれる。つまり、OUT命令によっ
て退避用レジスタの値を PSRレジスタ
へ転送する。その際の書式を以下に示す。

OUT $0 $0 23

このOUT命令も通常の仕様とは異なる。
RDには何を指定しても無視される。
OUT命令の特殊な仕様をまとめると
以下のようになる。

• 専用レジスタの 22番を指定すると
PSR→DAT,SVF,ASNが行われる

• 専用レジスタの 23番を指定すると
EVA→PSRが行われる

退避用レジスタから各レジスタへ値を転
送しない理由は、OSによるプロセスの
切替えが起こることが考えられるからで
ある。
退避用レジスタの個数は 1つである。
これは連続割込みを受け付けないという
仕様による。
state int1,2の説明は以上である。次は
割り込みが起こらない場合の処理内容に
ついて説明する。

IF ID EXEC MEM WRB

IF int1 int2

分岐命令

割り込み

分岐先参照可

1 2

・
・
・

分岐

分岐命令

分岐先命令pc pc=tpc

nps=pc+1 npc=tpc+1

21

割り込み

割り込みハンドラ

  復帰
(return)

IF ID EXEC MEM WRB

命令1

分岐前にハンドラに
遷移した場合

分岐後にハンドラに
遷移した場合

t

割り込み

図 27: IFstage での割り込み処理に於て stage
int1が存在する理由

ストールしない
分岐命令 EXECIF ID MEM

IF int1 int2

衝突check

EXECチェックしていないと
pcの書き換えで衝突する

ストールする
分岐命令 EXECIF ID MEM

IF int1 int2

ID pc書き換え

pc書き換え

分岐する前に
pcを書き換えて

しまう
check

IDチェックしていないと
正しいpc値がセットされない

ストールしない
リトライ命令 EXECIF MEMID

割り込み

IF

この結果int1ではID、EXECステージのみ
チェックするばいいように思われるが、
リトライ中は割り込み禁止としているため
リトライ命令の後続命令で割り込みが起き
ないようにMEMステージもチェックする
必要がある。尚、MEMステージでは
リトライ処理ルーチンでフラグを立て、
そのフラグからリトライ中は割り込みが起
きないようにIFステージで条件判断している。

int1 int2int1
check

MEMチェックしていないと
割り込みを許してしまう

nretryフラグ
     セット

命令1

割り込み

命令1

割り込み

命令1

割り込みを
許可してしまう

分岐処理
ルーチン

割り込み
ルーチン

分岐処理
ルーチン

割り込み
ルーチン

pc書き換え

pc書き換え

リトライ処理
ルーチン

割り込み
ルーチン

図 28: IFstage のステート init1 で
ID,EXEC,MEM ステージをチェックしな
かった場合
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ストールしない
分岐命令 EXECIF ID MEM

IF

割り込み

int1
check

ストールする
分岐命令 EXECIF ID MEM

IF int1 int1

ID
check

ストールしない
リトライ命令 EXECIF MEMID

割り込み

nretryフラグ
     セット

EXECIF MEMID

IF ID

IF ID

IF

EXEC MEM

EXEC MEM

無効命令

無効命令

無効命令

ID EXEC MEM

割り込み

受
け
つ
け
な
い

割り込みが無ければ
nretryフラグリセットする
更にこの命令自体が
リトライすべき命令となる

check
int1

check
int1

ntifフラグ
  セット

int2

EXECIF MEMID無効命令

EXECIF MEMID無効命令

EXECIF MEMID無効命令

EXECIF ID

ntifフラグ
  セット

無効命令

int1
check

ntifフラグ
  セット

int1 int2
ntifフラグ
  セット

EXECIF MEMID無効命令

EXECIF MEMID無効命令

EXECIF MEMID無効命令

図 29: IFstage のステート init1 で
ID,EXEC,MEM ステージをチェックした
場合

割り込み以外の処理の場合は、その命
令がどのような命令かを判断する。

• リトライされた命令 (以後リトライ
命令と呼ぶことがある)

• 分岐先の命令
• それ以外の命令
リトライされた命令か分岐先の命令の場
合は、事前に処理 (MEMステージから
リトライ・分岐処理ルーチン (retry・tar-
getif)へ移行することで成し遂げられる)
が成され IFステージを起動している。ど
のような命令かの判断は上から順に判断
されていく (alt文使用のため)。
リトライ命令、分岐先命令、それ以外
の命令を判断する前に共通処理をまとめ
て行っている。これらの処理は命令の判
断と共に並行して行われている。
リトライ処理に関しては共通処理で行
われる命令キャッシュのヒット情報を生
成しないでもよいと考えていた。なぜな
ら、ある命令が実行されてリトライを起
こすわけであるから、既にキャッシュに
は命令が存在しているはずであると考え
たからである。しかし、リトライされる
命令がMEMステージに於いて実際にリ
トライされるよりも前 (時間的に早い時
点)に命令キャッシュが書き換えられる

可能性もある。よって、リトライ命令の
場合に関係なく全ての命令に於いて命令
キャッシュヒット情報を生成している。
共通処理として行なう処理を以下に挙
げる。

• ivadrsという仮想アドレスから命令
キャッシュアドレスを求める

• ivadrsという仮想アドレスから命令
キャッシュタグアドレスを求める

• 命令キャッシュタグ読み出し
以上の仮想アドレス (ivadrs) は命令に
よって異なる。つまり、リトライ命令な
らばmrpcの値、分岐命令ならば tpcの
値、それ以外の命令の場合は pcの値と
なる。ivadrsにmrpc,tpc,pcの値を転送
する処理は各命令処理 (リトライ命令、
分岐先命令、それ以外の命令)の中で行
われる。この処理に付いては以下で述
べる。
また、命令キャッシュ、命令キャッ
シュタグのアドレスを仮想アドレスか
ら求めている。命令キャッシュ、データ
キャッシュは実アドレスによりアクセ
スしなければならないが仮想アドレス、
実アドレス共にページ内アドレス (下位
18 ビット) は等しいため仮想アドレス
から命令キャッシュと命令キャッシュタ
グのアドレスを求めている (図 7参照)。
命令キャッシュにヒットしていた場合は
このアドレスが用いられる。命令キャッ
シュにヒットしていない場合はメイン
メモリから命令を転送する必要がある。
その際使用されるアドレスはアドレス
変換する場合としない場合で異なる (ア
ドレス変換する場合は実アドレスが用
いられ、アドレス変換しない場合は仮
想アドレスが用いられる)。
命令キャッシュと命令キャッシュタグ
ではアドレスのビット幅が異なる。こ
れは命令キャッシュはワード、バイト単
位のアクセスがあるためである。命令
キャッシュの構造は ica.h(図 51,55参照)
を見てもらえば分かるが、最小単位が 8
ビット (バイト)、その次のアクセス単
位が 32ビット (ワード)、そしてもっと
も大きいアクセス単位が 128 ビットと
なっている。命令キャッシュにアクセス
する際アドレス 0,1ビット目はバイトア
クセスのために、そして 2,3 ビット目
はワードアクセスのために用いられる。

19



命令キャッシュタグは 15ビットを 1度
にアクセスするため下位の 4 ビットは
不用になる。
命令キャッシュのアドレスは icadrsと
いう 14ビット出力端子に転送され、命
令キャッシュタグアドレスは ictagadrs
という 10ビット出力端子に転送される。
そして、読みだされた命令キャッシュタ
グの内容は ictempという 15ビットセル
に転送される。
それ以外の共通処理については、ア
ドレス変換する場合 (dat)としない場合
(d̂at)で処理を分けている。
”アドレス変換する場合”は、仮想アド
レス (ivadrs)の 18,19ビット目より 4つ
ある命令 TLB (icatlb1～4(35 ビットレ
ジスタ))の内１つを撰択し、iTLBtemp
という 35 ビットセルに転送する。撰
択の仕方は 18,19ビット目が 00ならば
icatlb1、01 ならば icatlb2、10 ならば
icatlb3、11ならば icatlb4といった具合
である (図 48参照)。また、今読みだし
た 命令 TLB と仮想アドレスより実ア
ドレス iradrs(32 ビットセル) を求める
処理を並行して行なう。実アドレスは
TLBの PFN(0～13ビット目)と仮想ア
ドレスのページ内アドレス (0～17ビッ
ト目)を連結することで生成される。
それ以外に並行して行なわれる
処理は ASN のヒット情報生成、命
令 TLB のヒット情報の生成、命令
キャッシュヒット情報の生成がある。
ASN(AddressSpaceNumber)のヒット情
報は iASNhitという 1ビットセルに転送
される。この情報は svf(SuperVisorFlag)
に 1 がセットされているときと、0 が
セットされているときで異なる。svfに
1 がセットされているということは、
カーネルモード (スーパーバイザーモー
ド)で動作しているということを示すた
め、TLB の ASN 部分 (27～34 ビット
目)は全て 0がセットされていなければ
ならない。よってTLBのASN部分に 0
がセットされていたときに iASNhit が
有効になる。また svf が 0 ということ
はユーザーモードで動作しているため、
TLBのASN部分と asnレジスタ (8ビッ
トレジスタ) が一致したとき iASNhitセ
ルが有効になる。asnレジスタへのアク
セスは IN,OUT命令で行なう。
TLBヒット情報は itlbhitという 1ビッ

トセルが使われる。このセルが有効にな
るには上で述べた iASNhitが有効 (1が
セット) であり、iTLBtempの有効ビッ
ト (iTLBtemp< 26 >)が 1であり、更に
仮想アドレスの上位 12ビットとTLBの
VPNh部分が一致している必要がある。
仮想アドレスの VPNhは ivadrsの 20～
31ビット目までであり、TLBの VPNh
は iTLBtempの 14～25ビット目までで
ある。
命令キャッシュのヒット情報は ictemp
に転送された命令キャッシュタグの
内容から生成される。命令キャッシュ
タグの最上位ビットは有効ビットを
示す。そしてそれ以外の 14 ビットは
PFNを示す。そのため TLBの PFNと
一致している必要がある。ictemp の
14 ビット目が 1 であり、かつ ictemp
の PFN(ictemp< 13 : 0 >)と TLBの
PFN(iTLBtemp< 13 : 0 >) が一致して
いたとき、icachehitという 1 ビットセ
ルを有効 (1をセット)にする。
”アドレス変換しない場合”は、TLB
関係の処理は一済無い。そのため生成す
る情報はキャッシュにヒットしたかどう
かの情報だけである。アドレス変換しな
いのであるから TLBの PFN を用いる
ことはない。そのため仮想アドレスの
18～31ビット目を PFNとして用いる。
つまり、ictempの 0～13ビットと ivadrs
の 18～31 ビット目が等しいかどうか
チェックする。そして、ictemp の最上
位ビット (有効ビット)と共に ircachehit
という 1 ビットセルに転送する情報を
決定する。
以下では上で述べた共通処理と並行し
て行なわれる命令毎の処理に付いて説
明する。

21.9 リトライ (された)命令の処理

以下で述べる処理は全て並行して処理
されるものとして説明する。また、リト
ライ命令の判断部分に於いてˆifsuspend
という条件があるがこの説明に関しては
この節の最後で説明している。
npcの値はmrpcの値に1を加算した値
である。mrpcはリトライされた命令の
プログラムカウンタ値である。この値は
retryルーチンでリトライされる命令が
メモリステージにいるときの npcの値-1
した値であるため、リトライされた命令
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自身の pcを指すことになる。
共通処理部分でも述べたがリトライ
命令の場合はmrpcの値が仮想アドレス
(ivadrs)となる。この情報を使って共通
処理部分では TLBの情報やヒット情報
を生成している。
以下の説明はアドレス変換する場合と
しない場合の処理についてである。命令
読み出しには SCALTバッファは使えな
い。なぜなら SCALTバッファはメモリ
のデータバスと接続されているためであ
る。命令バスは命令キャッシュのみと接
続されている。そのため以後の命令読み
出しに関して SCALTバッファが使用さ
れることは無い。

• アドレス変換する場合
アドレス変換する場合に最初に行な
われる処理は分岐予測である (アド
レス変換しない場合に於いても分岐
予測は行われる。”アドレス変換し
ない場合”の説明では分岐予測の説
明を行っていないが同様に分岐予測
処理が行われる事に注意)。もし IF
ステージの命令が分岐命令の場合に
は BTB(BranchTableBuffer)という
レジスタをチェックして過去に同じ
命令による分岐が起きていないかチ
ェックする。BTBはbtbという 64bit
レジスタとbtbvという1bitレジスタ
から成る (レジスタはそれぞれ 1つだ
けである)。btbvは有効フラグであ
り、1がセットされているときBTB
が有効であることを示す。btbには
npcと分岐先アドレスの値が格納さ
れる。上位32bitにnpc,下位32bitに
分岐先アドレスを格納する。BTBへ
の格納処理はMEMステージに於い
て分岐命令が分岐するときに行なわ
れる。分岐が行なわれる条件は btbv
が 1(有効)であり、かつ btbの上位
32bitと IFステージの npcの値が等
しいときである。この段階で分岐予
測を行なっているのは IFステージの
npcが求まっている必要があるため
である。また分岐予測による IFス
テージの起動処理とそれ以外の処理
部分 (通常の npcによる IFステージ
起動処理)でのステージ起動処理が
同時に起こらないようにするためで
もある。
以前の分岐予測が行なわれるときの
処理の流れは以下のようになってい

た。

– BTBヒット
∗ BTBの下位 32ビットを PC
へ格納

∗ idステージ起動せず
– BTBミス

∗ BTBの処理を行なわない
∗ idステージを起動

この処理の流れで問題になるのは
BTBヒットの時である。例えばBZ
命令がBTBにヒットする状況を考え
る。このとき上記の処理ではBTBの
下位 32ビットを参照して IFステー
ジの起動を行なう。そして BZ命令
は idステージへ処理を移さずに命
令処理を終了する。ここでもし BZ
の RD(ディスティネーション)の値
が 0を示していない場合問題が生じ
る。BTBにはヒットしているが本来
この命令はRDが 0のときのみ分岐
する命令であるため、BZ命令を id
ステージへ遷移させMEMステージ
に於いてこのBZ命令とBTBの示す
分岐先の命令 (BZ命令の後続命令)
を無効にしなければならない。詳細
に述べると BZ命令はMEMステー
ジに於いて BZ命令の次の命令のア
ドレスをPCへ格納し IFステージを
起動する。この処理は targetifルー
チンで行なわれる。また BZの後続
命令は BZ命令が分岐予測失敗のた
めmforcenopフラグを立てることで
MEMステージでの処理を行なわせ
ない。
以上を実現するためにはBTBにヒッ
トしている場合に於いても idステー
ジへ命令を遷移させる必要があった。
現在は IFステージに於いてBTBの
チェックと idステージへ命令を遷移
させる処理を any文によって並行し
て行っているため、BTBの処理と id
ステージへの遷移処理を必ず実行す
る。変更前は alt文によりBTB処理
と idステージへの遷移処理を分け、
BTB処理を優先的に処理し、BTB
処理が行われれば idステージへの遷
移処理を行わないという記述をして
いた。
以上で BZ命令の話がでたため各条
件下での BZ命令のパイプライン処
理を図示したので参考にしてほしい
(図 30、31、32、50)。
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IF ID EXE MEM

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

 BZ命令
(RD==0)
(BTBhit)

分岐先命令1

分岐先命令2

finish

・
・
・

図 30: BZ命令パイプライン (RD==0,BTBhit)

IF ID EXE MEM

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

 BZ命令
(RD!=0)
(BTBhit)

分岐先命令1

分岐先命令2

・
・
・

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

分岐先命令3

targetif(mpc)

BZの次の命令

mforcenop

無効

図 31: BZ命令パイプライン (RD!=0,BTBhit)

IF ID EXE MEM

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

 BZ命令
(RD==0)
(BTBunhit)

命令1

命令2

・
・
・

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

命令3

targetif(malu)

分岐先命令

mforcenop

無効

図 32: BZ 命 令 パ イ プ ラ イ ン
(RD==0,BTBunhit)

IF ID EXE MEM

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

 BZ命令
(RD!=0)
(BTBunhit)

命令1

命令2

・
・
・

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

命令3

命令4

finish

図 33: BZ命令パイプライン (RD!=0,BTBunhit)

分岐予測が当たった場合は IF ス
テージを起動する。その際 btbの下
位 32bitを引数として起動すること
によって pc値を定めている。
本来分岐処理はMEMステージに於
いて行なわれる。しかし BTBを用
いることによって IFステージで分
岐処理を行なうことができ効率が上
がる。
分岐予測と並行して以下の処理が実
行される。リトライされた命令が命
令キャッシュに存在するならば、メ
インメモリにアクセスすること無く
即座に命令読み出しが行なえる。し
かし、命令キャッシュに命令が無い
のならば、メインメモリから命令を
読みだして来る必要がある。
alt 文のため条件は上から判断され
る。まず、命令 TLB、命令キャッ
シュにヒットしているか (itlb-
hit,icachehit)判断する。もしヒット
しているならば命令はキャッシュに
存在するためこの段階で命令読み出
しを実行する。inst readを実行す
ると icadrsが引数として渡される。
このアドレスは共通処理のときに求
めたものである。また inst readし
た結果転送されて来る命令は instと
いう 32ビット入力端子に転送され
て来る。その入力端子は次の IDス
テージに処理を転送する際の引数
となる。ID ステージを起動する際
の引数はこの他に npc の値、BTB
ヒット情報、リトライされた命令
(nretry)か分岐先命令 (ntif)かの情
報がある。BTBヒット情報はMEM
ステージに於いて参照される。BTB
ヒット情報の扱いについてはMEM
ステージの説明で行なう。
次は TLBにはヒットしているが命
令キャッシュにヒットしていない場
合について説明する。条件の中には
fb4v、reqv1というフラグが 0かど
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うか判断している部分がある。この
フラグはそれぞれ cachectl ステー
ジ、cachereqステージで処理される
ものである。これはキューのフラグ
を示すもので、キューへ格納する情
報が溢れることがないようにするた
めの対策である。キューの詳細に付
いてはそれぞれのステージの説明を
参照されたい。
もしこの条件が成立したときには
cachereqが発行されメモリから命令
が転送されることになるが cachereq
の発行は IF ステージだけでなく、
MEM ステージに於いても行われ
る。そのため IF,MEM ステージで
同時に cachereq が発行されるとパ
イプラインレジスタが同時に書き込
まれるという問題が生じる。この問
題を解決するため cachereq ステー
ジでは IF,MEM ステージから同時
に cacherqが発行されてもよいよう
にパイプラインレジスタを 2 つ用
意して処理を行っている。詳細は
cachereqステージの説明を参照。
この条件が成り立った場合、命令
がキャッシュに無いためメインメモ
リから命令を持って来る必要があ
る。そのため今後必要となる情報
を専用レジスタにそれぞれ格納し
ておく必要がある。専用レジスタ
には icabuf0∗,icabuf1∗(∗ には格納
される情報によって文字が割り当
てられている)の 2つがある。どち
らを使用したのかを判断するため
にフラグレジスタを用意する。そ
れが icabuf0v,icabuf1v である。ま
ずは icabuf0v が空いているか判断
し、次に icabuf1v を判断する。こ
の段階では icabuf0v が空いていた
場合の処理を記述する。格納しな
ければならない情報はフラグレジ
スタ、実アドレス (メモリアドレ
ス)、PC(この場合は mrpc)、PFN
である。以上の情報はそれぞれ
icabuf0v,icabuf0a,icabuf0pc,icabufP
というレジスタへ格納される。これ
らの情報はフラグレジスタがクリア
されない限り必要になったときに各
ステージで参照される。これらの情
報の中には格納先のアドレス情報が
無いが、その情報は icabuf0a を使
用する。これはメモリアドレスを示
しているが下位ビットは命令キャッ

シュのアドレスを示している。アド
レス変換するときとしないときで
icabuf0aの値は異なるが命令キャッ
シュのアドレスである下位ビットは
共に等しいため問題ない。命令の書
き込み処理を行なっている cachew
ステージでは icabuf0aの下位ビット
を使用して書き込み先を指定してい
る。
メインメモリから命令を持って来
るためにはキャッシュパイプライ
ンへ処理を移す必要があるため、
cachereqステージへ処理を移す。そ
の際の引数は次のようになってい
る。
01010000011000000000000
22、21ビット目は命令を判断するた
めに用いられる。20ビット目はどち
らの専用バッファを使用したかを示
している。この場合は icabuf0vなの
で 0をセットする。19ビット目はア
ドレス変換したかどうかを示してい
る。アドレス変換した場合は 1を、
しない場合は 0 をセットする。こ
の場合はアドレス変換したため 1を
セットしている。6～13ビット目は
メモリコントローラへ転送される情
報である。メモリコントローラは命
令を転送する際これらの情報も一緒
に転送する。プロセッサ側ではこれ
らの情報から転送されて来るデータ
がどの命令のものか判断する。命令
の判断に使用されるのは 13,12ビッ
ト目であり、この部分が 11の場合
は命令フェッチであるとわかる。6
～11ビット目は命令フェッチに於い
ては使用していない。また、今説明
した以外のビットは全て 0がセット
されている。これらのビットは他
の命令では使用することがあるが、
命令フェッチに関しては使用しない
(図 34参照)。
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Fetch

SW(dat)

S U L
1

1

SB(dat)

SB(^dat)

B F

B W

SW(^dat)

cache parge 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0
7 6 5 4 3 2 1 0

回数

dat=^dat

dat=^dat

dat=^dat

mtlb0m

tlbm

mtlb1m

tlbm

bflag

bflag

bflag

bflag

tag

tag

tlbm

tlbm

メモリから転送されてくる情報

cache hit

rcache hit

tlb hit

0bit以外LW命令と同じ

0bit以外SW命令と同じ

6bit : LW(0) or InstFetch(1)

7bit : BF(0) or LW,InstFetch(1)

図 34: 命令毎のステージ転送の際の引数
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次に行なわれる処理は icabuf1v が
空いていた場合の処理である。こ
の部分が実効されるのは TLB に
ヒットしているが、命令キャッシ
ュにヒットしていない場合であり、
更に icabuf0v が使用中の時であ
る。またこの条件に加えて上で述
べた cachereq,cachectl ステージの
キューが溢れないようにするため
に fb4v,reqv1フラグをチェックして
cachreqの発行を制御している。処
理内容自体は icabuf0vの時と同様で
ある。異なる点は使用する専用バッ
ファが 1になることと、cachereqの
引数の使用バッファが 1となること
だけである。
以上の条件では命令キャッシュには
ヒットしていなかったがTLBにはヒ
ットしていた。しかしTLBにヒット
していない、または ASNがヒット
してない場合は次の処理が行なわれ
る。現在の仮想アドレスを itlbmis-
sadrsという 32ビットレジスタへ格
納する。そしてTLBミス例外を起こ
す (itlbmiss)。この処理によってTLB
ミス例外ルーチンが起動され、指定
したアドレスへ分岐し必要な処理が
行なわれる。TLBミス例外が発生し
た場合は処理が終了するため finish
文により処理を終える。
もしどの条件も満たさない場合は再
度同じ処理が繰り返される。

• アドレス変換しない場合
アドレス変換しない場合も行なう処
理自体は同じである。命令キャッシ
ュに命令があるならば命令キャッシ
ュから読み出しを行ない、命令キャ
ッシュに命令がないならば、メイン
メモリから命令を読みだす必要があ
る。命令キャッシュのヒット情報は
ircachehitを用いる。また、アドレス
変換していないのだからTLB情報は
無い。TLBミス例外も無い。注意し
なければならないのは icabuf∗aに格
納されるアドレス情報は ivadrsであ
る点である。また、cachereqの引数
でアドレス変換したかを示す 19ビッ
ト目は 0をセットする。

21.10 分岐先命令の処理

次にリトライ処理でなかった場合は分
岐先の命令であるかの判定を行う。分岐
先命令の場合も命令キャッシュに命令が
存在するかどうかを判定し、存在しない
ならばメインメモリから命令をフェッチ
して来なければならない。NPCの値は
tpcの値を 1加算することで求める。ま
た、仮想アドレスは tpcを用いる。処理
内容はリトライ命令の場合と同様である
ため省略する。

21.11 リトライ命令、分岐先命令
以外の処理

リトライされた命令、分岐先の命令以
外の場合も同様に共通処理で求めたキャ
ッシュヒット情報から、ヒットしている
ときは IDステージへ転送し、ヒットし
ていないならば、メインメモリから命令
をもって来る必要があるため、必要情報
を各種レジスタへ格納した後、cachereq
ステージへ転送される。NPCの値は pc
を 1加算することで求める。仮想アドレ
スは pcの値を用いる。この処理に関し
ても上で述べた説明と同様であるため省
略する。
図 35に IF,MEMステージ、キャッシ
ュパージ (説明は後述)によって同時に
cachereqが起こる場合の優先順位を示し
たパイプラインの図を示す。詳細はそれ
ぞれ関連のあるステージで述べるためこ
こでは図示するだけに留める。後述する
説明ではこの図を参照されたい。

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

cachereq

cachectl membus emp cachewcache parge

cachereq.reqi
cachereq.req

cachereq.req

高

低

高 低

高

streq3で
制御

cachereq
で制御 cachereq

で制御

優先順位

図 35: cachereqの優先順位

以上で説明した処理と並行に行われ
る処理がある。それは現在の命令の
次の命令 (新しい命令) の生成であ
る。この処理の実行には命令キャッシュ
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(icachehit,ircachehit)にヒットしている
場合という条件がつく。命令キャッシュ
にヒットしていなければメモリから命令
を持って来る必要があるためその次の命
令はメモリから持って来る命令を実行し
た後で実行しなければ動作がおかしくな
る。また、nretryが必ず命令キャッシュに
ヒットすると考えていたときには nretry
が 1の時もこの処理を実行することがで
きる仕様にしていた。しかし、前にも述
べたように命令キャッシュにヒットして
いないこともありえるためこの条件は外
した。
それ以外に分岐予測が当たった時は次
の命令のフェッチは行なわず、分岐先の
命令のフェッチを行なう。そのため分岐
予測の条件も追加する。以前のソースで
は btbvに関する記述が抜けていた。そ
のためbtbvに関わらずbtbにヒットして
いれば IFステージを起動する処理が行
われなくなっていた。これではもしBTB
にヒットしていたとしても ( btbの上位
32ビットと npc値が等しい) btbvの値
が 0なので分岐予測による IFステージ
で起動ではなく、npcによる IFステージ
起動をするだろうと考えていても、IFス
テージ起動が行われなくなってしまう。
そのため btbvの記述を追加することで
btbv,btbのどちらか片方でもヒットして
いなければ IFステージの起動処理が行
われる事になる。

---変更前の記述---
^ifsuspend
& (icachehit | ircachehit)
& ^((npc @ btb<63:32>)
== (0x00000000)) : par {

---変更後の記述
^ifsuspend
& (icachehit | ircachehit)
& (^btbv | ^((npc @ btb<63:32>)
== (0x00000000))) : par {

また ifsuspendというレジスタをチェック
している。これに関しては以下の説明を
参照。
ntif,nrtryをチェックして 1がセットさ
れていた場合には 0をセットし直してい
る。この処理は以前にリトライ命令、分
岐先命令の処理が行われた際にセットさ
れた ntif,nrtryをクリアするためのもの
である。通常の命令の場合 ntif,nretryは
常に 0でなければならない。

リトライされた命令と分岐先の命令
の場合 NPC は、それぞれのルーチン
(retry,targetif)での処理によって決定さ
れる。それ以外の命令の場合は、現在の
PC+1の値を用いる。
以上の説明の中で IDステージを起動
する際には必ず”̂ifsuspendの場合”とい
う条件がつく。この条件はpipectlステー
ジ (IDステージと並行に動作する) で扱
われるものであり、ストール処理時に使
われる。ストールしているときは IFス
テージの命令もストールする必要がある
ため、ifsuspendが 1のときは IDステー
ジへ転送はしない。詳しい説明はpipectl
ステージの所で述べるが、ifsuspendで止
める IFステージの命令は実際 IDステー
ジでストールする命令の 2つ後 (時間的
に新しい命令)の命令になるため、IFス
テージから1つ命令がオーバーランする。
なぜこのようなことが起こるのかという
と、ifsuspendはレジスタであり、ifsus-
pendが有効になるのは処理を行なった
クロックのではなく、次のクロックだか
らである。

22 pipectlステージでの動作

pipectlステージは ctrlという 1つの状
態だけを持つスーテジである。
pipectl ステージは ID ステージと並
行に位置する。つまり、IDステージと
pipectl ステージは処理が並行に行われ
る (pipectlステージにおいて IDステー
ジが起動しているかチェックしながら処
理を行う)。
pipectlステージの処理を大まかに分類

分岐前の命令：Ins1
分岐先の命令：Ins2

Ins1

Ins2 Ins1

IF ID EXEC MEM WRB

IF ID EXEC MEM WRB

次のクロック

図 36: 分岐が起きた際のパイプラインの流れ
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すると、オペランド情報の生成・ストー
ルのチェックと実行である。

• オペランド情報
ソースコードの ctrlステート記述の
最初の any文はストールに関する処
理である。オペランド情報に関し
ての処理は、その any 文の次の記
述からである。オペランド情報は
useRS1,useRS2,writeRD,writeRS2
という 1 ビットの sel に書き込
まれる。R 形式の命令の場合
useRS1,useRS2,writeRD に 1
が立つ。I 形式の命令の場合は
useRS1,writeRS2に 1が立つ。これ
らの情報はストールチェックの際使
用される (すなわちこのステージで
使用される)。一部これに従わない
例外的な命令も存在する。

• ストールチェック
補) ここでのソースコードの説明
は pipectl ステージの最後の記述か
ら遡る形になる。ru1(最後の any
文)→RS1chk,RS2chk→stall req→
最初の any文 (fq0,fq0v)。
ストールを発生させる必要がある状
況を考える。先行している命令 (時
間的に早い命令)のディスティネー
ションを ID(pipectl) ステージにい
る命令のソースが使用するときはス
トールが必要である。しかし SPK
ではストールするのではくフォワー
ディング (IDステージ参照)という
処理を行うため、このような状況に
関してはストースしない (実際に先
行命令のディスティネーションを使
うのは EXECステージである、ID
ステージでは先行命令のディスティ
ネーションを使うかどうか判断す
る)。フォワーディングのためのディ
スティネーションとソースのチェッ
クはここで行っておく。それではど
のような状況でストールを起こすの
か、それはフォワーディングが行え
ない状況、つまり先行している命令
の結果が、現在の命令の EXEC ス
テージで出ていないときである (も
し先行命令がMEMステージで結果
を出したとする。その際現在の命令
は EXEC ステージにいるわけであ
るから、時間的に未来の出来事の結
果を参照できることになってしま

う)。LW,IN,BAL,BC,LL 命令は全
てMEMステージが終了した後に結
果が出る。そのためタイミング的に
フォワーディング不可能である。
以下に BALを例にストールの必要
性について述べる。ストールが必要
になるのは EXEC ステージで先行
命令の結果を参照できないときであ
る。BAL 命令が求める結果とは分
岐先アドレス、npcである。BALの
後続命令が EXEC ステージに於い
て BAL命令の結果を参照すること
ができなければ (フォワーディング
できなければ)、BALの後続命令を
ストールして EXEC ステージで結
果を参照できるようにしなければな
らない。
BALの命令形式を以下に示す。

BAL $1 $2 Immediate

分岐先は$1+Immediateで求められ
る。そのため$1には事前に値がセッ
トされている。そのため$1の値は後
続命令が参照 (フォワーディング)可
能である。しかし npcを格納する$2
は npc自体の値は定まっているもの
の、後続命令が参照するのは$2レジ
スタの中身である。そのためレジス
タに値が格納されるまでは後続命令
は$2を参照できない。レジスタに値
が格納されるのはWRBステージで
ある。そのためにもしBAL命令の後
続命令が$2の値を参照するようなこ
とがあればストールしなければなら
ない。
では実際にストールが必要となる状
況を考える。BALの後続命令が$2を
参照する場合もあるが BALは分岐
命令であるため、今後無効とされる
後続命令が$2の値を参照できなくて
も問題ないように思える。しかし IF
ステージでは分岐予測を行っている。
もしBAL命令がBTBにヒットした
場合には BAL命令の後続命令は分
岐先の命令が流れることになる。そ
のときには$2の値を参照できなと困
るためストール処理が必要となる。
以下にパイプラインによる概念図を
示す。この概念図は例えば以下のよ
うな場合を想定している。
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address inst
------------------------

0 BAL $0 $2 10
・
・
・

10 ADD $2 $3 $4

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

BAL命令
(BTBhit)

分岐先命令

フォワーディング不可能

時間

よって

IF ID EXE MEM WRB

IF

BAL命令
(BTBhit)

分岐先命令 ID EXE MEM WRBIDID

フォワーディング可能

・
・
・

図 37: BAL命令でのストール

ID(pipectl)ステージの命令のディス
ティネーションの情報はキュー (3つ
のレジスタ ru1,ru2,ur3) に順次格納
されていく。この格納処理は以下の
ソースコード部分で行っている。
any {
ntif|nretry : ru2:=7# 0b0; ru3:=7#
0b0;
else : ru2:=ru1; ru3:=ru2;
}
この処理に於て ntif,nretryのどちら
かが 1のとき、ru2,ru3には 0を格納
している。これは分岐先命令、リト
ライ命令以後 (に流れて来る)の命令
が先行命令との依存をチェックする
と間違った依存情報を生成してしま
う (依存自体が無い)ため、クリアし
ておく必要がある。また、stall req
をチェックしていないが、ストール
はそのストールをおこした命令以降
の命令でも依存が存在することがあ
るためクリアしてはならない。
最初は ru1 に格納される。このと
き R形式、I形式によってディステ
ィネーションの場所は当然異なるた
め条件分けをしてそれぞれ ru1 に
適切なレジスタ番号を格納する。条
件としては writeRDと writeRS2を
見れば R,I形式の区別はつくが、そ
れ以外に stall req,ntif,nretry,id.idt
という条件が付いている (ˆ(stall
req|ntif|nretry)& id.dit& ∗ ∗ ∗) 。ま
ず stall reqが 1の時ディスティネー

ション情報はレジスタに格納しない。
なぜならば現在のクロックで stall
reqが 1であるということは、次の
クロックで IFステージからは命令が
送られて来ない (ストールを実行す
るため。stall reqに関しては以下の
説明参照)。そのためこの段階でディ
スティネーションを生成するのでは
なく、ストールした後でこの命令の
ディスティネーションを生成するよ
うにする (ディスティネーション情報
は後続命令が参照するために生成す
るのであるから、その後続命令が無
い場合にディスティネーション情報
を生成しても意味が無い)。
また、nretry,ntifが1のときもディス
ティネーション情報は生成しない。
nretry,ntif が 1 ということは IF ス
テージの命令がリトライされた命令
か分岐先命令であることになる。と
いうことは ID(pipectl)ステージのデ
ィスティネーションと IFステージの
ソースの間には何の関係も無いこと
になり、依存をチェックする必要も無
くなる (ディスティネーションを求め
る必要が無い)。
id.ditをチェックする理由は、pipectl
ステージは IDステージと並行に動
作しているためである。
一つ注意する点として、このステー
ジで生成したディスティネーション
情報がレジスタ (キュー)に格納され
るのは次のクロックである。そのた
めこれらを参照するのは次に IFス
テージから入って来る命令である (例
えば、ある命令が ID(pipectl)ステー
ジで１つ前の命令のディスティネー
ションを参照する場合には ru1を参
照することになる)。
次に、これらのキューに格納され
た (先行命令の)ディスティネーショ
ンから IDステージのソースとを比
較して依存があるかチェックする。
つまりディスティネーションとソー
スのレジスタ番号が等しいとき依
存があることになる。その情報は
RS1chk,RS2chk(オペランド RS1に
依存がある場合は RS1chkに 1が立
ち, オペランド RS2に依存がある場
合は RS2chk に 1 が立つ) という 1
ビット selに書き込まれる。依存チ
ェックはこれ以外にロードバッファ
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(mldb0,mldb1)に関しても行われる。
例えば、先行する命令がロード命令
(LW)の時、まだ結果がレジスタに格
納されていないうちにそのレジスタ
の内容を IDステージにいる命令が
使用してしまうと間違った値で計算
が行われることになる。それを避け
るため IDステージのソースとロー
ドバッファの格納先レジスタ番号が
一致したときもストールを発生させ、
ロード結果がレジスタに格納される
まで待つ必要がある。
最終的なストール判断は stall reqと
いう 1ビット selで行われる。この sel
に代入される条件は、useRS1 かつ
RS1chkまたは useRS2かつ RS2chk
の時である。つまり現在の命令が
ソース RS1 を使い、かつ RS1 と
先行命令のディスティネーションが
一致したとき、同様に現在の命令
がソース RS2を使い、かつ RS2と
先行命令のディスティネーションが
一致したときである。これ以外に
streq1,streq2,streq3というレジスタ
と各種命令を参照しているがこれは
キャッシュパイプラインで定義され
るもので、キャッシュまたはレジス
タ書き込み時のコリジョンを避ける
ためのストールである。これについ
てはキャッシュパイプラインの所で
詳しく述べる (図 8参照。
stall reqの情報は ifsuspendという
レジスタへ格納される (ctrlステート
の一番最初の行の処理)。そしてこの
２つの情報を元に以下の処理が行わ
れる。
以下の説明は cntrlステートの最初の
any文である。
ストールを起こす場合 (stall reqが
1の場合)、pipectlステージの情報は
fq0というレジスタに退避し、そのレ
ジスタの有効ビット (fq0v)を有効に
する (1をセットする)。この処理の
条件は、stall reqが 1であり、ifsus-
pendが 0のときである。
ここで IFステージの処理に話を戻す
が、IFステージから IDステージを起
動する際の条件として ifsuspendが
0の時という条件がある。つまり if-
suspendが 1の時は IDステージを起
動することができない。IDステージ
で ifsuspendが 1にセットされるのは

stall reqがセットされた次のクロッ
クである。そのため IDステージの命
令がレジスタに格納されるとき、IF
ステージから 1命令オーバーランし
て来ることになる。そのためその命
令に関しては再度 IDステージを起動
してやり、今レジスタに入っている
命令はEXECステージへ転送する処
理が必要である。この処理を実現す
るため fq0vが有効な場合の処理とし
て、stall reqが0でかつ ifsuspendが
1のとき (IFステージからオーバー
ランしてきた命令に対する処理)は
IDステージを起動するという処理を
追加する。また、fq0vが有効なとき
は fq0の内容を idarg(66bitの sel)に
セットしてEXECステージを起動す
る (レジスタに格納された命令に対す
る処理)。この処理に於いてもう少し
詳しく説明すると、オーバーランし
た命令を起動するときの引数はdpc、
op、dtifである。これは ifステージ
から IDステージを起動するときの
引数である。また、レジスタに入っ
ている命令をEXECステージへ転送
する処理は fq0を idargという 66bit
の sel へ代入し、それを ID ステー
ジで参照している。EXECステージ
の起動は pipectlステージではなく、
IDステージに於いて行われる。ID
ステージでは qtif、qpc、qopという
表記をしているが、これはそれぞれ
idarg< 65 : 64 >、idarg< 63 : 32 >、
idrag< 31 : 0 >に対応したものであ
る (以下の図参照)。

sel idarg<66>

65 6463 3231 0

qtif qpc qop

図 38: idrag

fq0vが有効かの判断をするとき同時
に nretry,ntifが 0である場合という
条件が付く。これは nretry,ntifが 1
のときはストールする必要が無いの
でこの処理を実行する必要もないと
いうことである (図 39参照)。
追加)pipectlステージで扱っている
OPCODE、RS1、RS2、RDは idarg
という 66bitsel の 31～26bit、25～
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21bit、20～16bit、15～11bit目に対
応している。idargは、pipectlステー
ジで決まる値である。

23 IDステージでの動作

IDステージは decodeという１つのス
テートを持つ。
ID ステージではソースレジスタ
(RS1,RS2)値の読み出し、フォワーディ
ング情報生成、演算情報生成、IN/OUT
命令時の例外情報生成、EXEC ステー
ジへの転送を行っている。
まず、IFステージで命令メモリから読
み出し、転送されてきた RS1,RS2の値
(ソースレジスタ番号) から実際のソー
スの値を読みだしている。I形式命令の
ときは RS2は RDに対応している。し
かし、EXECステージで RS2を使うの
はR形式のときのみである。RS1、RS2
は sel idarg<66> の 21～25bit、16～
20bit目にそれぞれ対応している。この
値は IDステージでは使われず、EXEC
ステージへ転送される。
32 個のレジスタは reg32.h というモ
ジュールである。このモジュールは gr
というエイリアスが定義されている。
次にフォワーディング情報の生成で
ある。IDステージの命令のRS1,RS2と
pipectlステージの所で説明した先行する
命令のディスティネーション ru1,ru2,ur3
を比較する。RS1と ru1,ru2,ru3そして
RS2と ru1,ru2,ur3の組でそれぞれ依存
情報を生成する。ru1は一つ前の命令の
ディスティネーションであり、ru2は二
つ前の命令のディスティネーション、そ
して ru3 は三つ前の命令のディスティ
ネーションとなる。概念的には図 39の
上の図の様になる。

IF ID EXEC MEM WRB

IF ID EXEC MEM WRB

IF ID EXEC MEM WRB

IF ID EXEC MEM WRB

IF ID EXEC MEM WRB

フ
ォ
ワ
ー
デ
ィ
ン
グ

命令1

命令2

命令3

命令4

命令5

ru3(命令1のディスティネーション)

ru2(命令2のディスティネーション)

ru1(命令3のディスティネーション)

・
・
・

t

IF ID EXEC MEM WRB

IF ID EXEC MEM WRB

IF ID EXEC MEM WRB

IF ID EXEC MEM WRB

IF ID EXEC MEM WRB

命令1

命令2

LW命令

命令4

命令5

結果が出るのは
このステージのため
フォワーディングできない

IF ID EXEC MEM WRB

IF ID EXEC MEM WRB

IF ID EXEC MEM WRB

IF ID EXEC MEM WRB

IF ID EXEC MEM WRB

命令1

命令2

LW命令

命令4

     命令5
(オーバーラン命令)

queueに格納

IDステージから
IDステージ起動

フォワーディングできる

図 39: フォワーディングとストール

図 40はフォワーディング情報生成で行
われていることを表にしたものである。
現命令のソース (rs1,rs2)と先行命令のデ
ィスティネーション (ru1,ru2,ru3)の依存
関係をチェックした結果は dclasel∗(∗は
1または 2)と呼ばれる 4bitセルに格納さ
れる。表から現命令のソース (rs1,rs2)と
3つの先行命令間に依存関係が無いとき
(すなわちフォワーディングが必要ないと
き)はdclasel∗には 0b0001がセットされ
る。また現命令のソース (rs1,rs2)と１つ
前の命令のディスティネーションに依存
があった場合、dclasel∗には 0b0010がセ
ットされ、2つ前の命令のディスティネー
ションに依存があった場合は、dclasel∗に
0b0100がセットされる。そして 3つ前
の命令のディスティネーションに依存が
あった場合は、dcalsel∗に 0b1000がセッ
トされる。dclasel∗の情報は次のEXEC
ステージに転送され、そのステージに於
て実際フォワーディングを行う際に使用
される。IDステージではdclasel∗という
名前になっているが、EXECステージで
は clasel∗という名前を用いている。ス
テージ間での転送される情報の対応につ
いては、転送する際のソースコードのコ
メントを参照のこと。
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dclasel1(4bitセル)
にセットされる値

現在の命令のソースRS1と先行命令の
どのディスティネーションに依存があるか
(RS1==ru1,ru2,ru3かどうか)

どのステージから
フォワーディングするか

0001

0010

0100

1000

なし

ru1

ru2

ru3

フォワーディングしない

MEMステージ

WBステージ

WBステージの次のクロック

dclasel2(4bitセル)
にセットされる値

現在の命令のソースRS2と先行命令の
どのディスティネーションに依存があるか
(RS1==ru1,ru2,ru3かどうか)

どのステージから
フォワーディングするか

0001

0010

0100

1000

なし

ru1

ru2

ru3

フォワーディングしない

MEMステージ

WBステージ

WBステージの次のクロック

図 40: 現在の命令のソースと先行命令のディス
ティネーションの依存関係

演 算 情 報 の 生 成 は 、
art(3bit),log(4bit),sft(2bit),set(7bit)
の sel を用いる。art(arithmetic) は各
命令に対して行う演算の種類 (加算、
減算、乗算) によって各ビットを立て
る。log(logical)は論理演算 (論理和、論
理積、否定、排他的論理和) を行う命
令の種類によって各ビットを立てる。
sft(shift) は論理右シフト、論理左シフ
ト命令によって各ビットを決める。set
は大小比較、一致などを行う命令の時
にセットされる。それ以外に setの最下
位ビットには定義されている命令以外
の命令が IDステージに流れてきた場合
にセットされる (図 41に各命令に対し
てセットされる値をまとめた)。
これらの情報も IDステージから EXEC
ステージへ転送される際の引数とな
る。art,log,sft,setはそれぞれ EXECス
テージでは eart,elog,esft,eset として扱
われる。

   art<2>
加算を行う時セット

   art<1>
減算を行う時セット

   art<0>
乗算を行う時セット

LW

SW

BZ

OUT

IN

ADDI

ADD

BAL

BF

BW

BC

SB

LL

SUL

TAGS

SUBI

SUB

MUL

    log<3>
論理積を行う時セット

    log<2>
論理和を行う時セット

      log<1>
排他的論理和を行う時セット

   log<0>
否定を行う時セット

ANDI

AND

ORI

OR

XORI

XOR

NOT

       sft<1>
論理左シフトを行う時セット

      sft<0>
論理右シフトを行う時セット

SLLI

SLL

SRLI

SRL

     set<6>
"<"の比較を行う時セット

     set<5>
">"の比較を行う時セット

      set<4>
"<="の比較を行う時セット

     set<3>
">="の比較を行う時セット

    set<2>
"="を調べる時セット

     set<1>
"!="を調べる時セット

        set<0>
定義されていない命令の時セット

SLTI

SLT

SGTI

SGT

SLEI

SLE

SGEI

SGE

SEQI

SEQ

SNEI

SNE

図 41: 各命令に対してセットされる値

IN,OUT命令はスーパーバイザーモー
ド (カーネルモード) のとき処理を行う
ことができるが、ユーザーモードの場合
は命令例外を発生する。この処理自体は
MEMステージで行われているためここ
ではモードによって処理を行うのか、そ
れとも命令例外を発生するのかの情報の

みを生成する。スーパーバイザーモード
の区別は svfという 1bitレジスタによっ
て行われる。この svfの読み出し、書き
込みは IN/OUT命令によって行われる。
svfが 1のとき (スーパーバイザーモード
の時)はnoexceptという 1ビット selに1
をセット (すなわち命令例外を起こさな
い)し、svfが 0のときは (ユーザーモー
ドの時)は noexceptに 0をセット (すな
わち命令例外を起こす) する。これらの
情報は EXECステージへ転送するとき
にパイプラインレジスタの値として送ら
れる。EXECステージでは eexcepとし
て扱われる。

24 EXECステージでの動作

EXECステージでは、executeという
1つのステートを持つ。
EXECステージでは IDステージから
送られて来る情報 (art,log,sft,set) を元
に実際の演算を行っている。尚、EXEC
ステージでは各情報を eart、elog、esft、
eset として扱う。また、フォワーディ
ングを実行するのもこのステージであ
る。ID ステージで生成した依存情報
(dclasel1、dclasel2。EXEC ステージで
は clasel1、clasel2) を元にどのステー
ジからフォワーディングするか決定し、
MEM,WRB,WRB の次のクロックから
それぞれのディスティネーションの値
を 32bitの sel (er2f,clatemp2)へ書き込
む。I 形式の命令のときは RS2 は使用
しないため、Immediateの値を 32bitに
符号拡張して 32bitsel(clatemp1)へ書き
込む。また RS2を使用しないのだから
RS2 に対するファワーディングを行う
必要がない。R形式命令は clasel2より
フォワーディングの判断を行う。RS1に
対しては I、R 形式命令共に clasel1 よ
りフォワーディングの判断を行う。フォ
ワーディングしない場合は、IDステー
ジから送られて来るソースデータをそ
のまま sel (er2f,clatemp2)へ書き込む。
RS1,RS2 にフォワーディングされた
値 (フォワーディングしない場合は現命
令のソース)または Immediateの値は、
clatemp1(RS2,Immediate の値を格納)
と clatemp2(RS1の値を格納)に転送さ
れ、更にそれらの値は clain2(clatemp1
の値を格納),clain1(clatemp2 の値を格
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納)という 32bitセルに転送される。最
終的にはこの clain2,clain1 を用いて各
演算が行われる。
演算の種類は art,log,sft,set から判断
し、演算する値は上で述べた selの値を
用いて行う。
J,JR命令は art,log,sft,setから演算の
種類を判断せずに独立して処理を行う
(ソースコードの最初の alt文)。J命令は
npc(このステージでは epc)+NAME(こ
のステージでは eJ)を計算し、JR命令
は単に clatemp2にセットされたRS1の
値を計算結果 (aluo) とする。この結果
はMEMステージに転送されそのステー
ジで処理が行われる。また、RI命令は
MEMステージに於いて処理されるため
このステージに於いて処理されること
はない (する必要がない)。
分岐命令の分岐処理は、すべてMEM
ステージに於て行われる。
set に お け る 処 理 は 、事 前 に
RS1-RS2(R 形式命令) または RS1-
Immediate(I 形式命令) の計算を実
行し (if(ˆ(eset<6:1>== 0b000000))
alu.sub(clain1,clain2) の記述)、その結
果から 0 または 1 を最終的な解として
aluo に代入する。尚、減算した結果が
正の場合は、解の最上位ビットに 0、負
の場合は最上位ビットに 1 が立つ。ま
た、減算結果が 0 のときはモジュール
alu(alu32.h) の出力端子 z に 1 が立つ。
0以外のとき zは 0である。各演算には
alu32.hモジュールと sft32.hモジュール
が使われている。各々の処理について
は各モジュール参照のこと。

25 MEMステージでの動作

図 42にメモリステージで行われる処
理の簡単な概要を示す。
MEMステージではmemopという1つ
のステートが存在する。
MEMステージでは NOPがセットさ
れていないか、ntif・nretryがセットさ
れているときのみMEMステージを実行
することができる。NOPがセットされる
と、セットした命令の後続命令はMEM
ステージの処理を実行できないため、そ
の命令は無効になる。NOPがセットさ
れるのはリトライ・分岐・例外が起こる
場合である。例えば、分岐が起こった場
合、その命令が IFステージを起動する

までの間いくつかの命令がパイプライン
を流れることになる。それらの命令は無
効にする必要がある。IF～EXECステー
ジまでは命令が流れるが、MEMステー
ジから先へは進まない。そのため、結果
が反映されることはなく、実質上それら
の命令は無効になる。しかし、もしこの
ままNOPをセットしたままだとリトラ
イ・分岐・例外後の命令 (ここでの命令は
リトライ・分岐・例外を起こした命令その
ものを指している) もMEMステージで
止まってしまうことになる。そこで、リ
トライ・分岐・例外後の命令を実行する
ために、ntif・nretryに 1をセット (各処
理によって ntif,nretry のどちらかにセッ
トされる)しておきMEMステージに入
ることができるようにしておく。また、
NOPのリセットもMEMステージで行
われる。
次にTAGS、BC命令の処理につて説明
する。TAGS命令はSCALTバッファタグ
へ値を転送するための命令である。BF命
令はメモリから SCALTバッファへデー
タ転送する際該当する SCALTバッファ
タグを 0クリアする。この処理はハード
ウェア側で行っているためソフトウェア
でタグのセット処理を行う必要はない。
tagという7ビット出力端子には書き込み
先となる SCALTバッファのエントリ番
号が転送される。また tset(1ビット出力
端子)には書き込む値が転送される。こ
の際 tsetに転送しているのはmsrcとい
うレジスタの最下位ビットである。この
msrcは RDが示す値である。これらの
情報を基にbuftag write制御端子を起動
する。これによって該当の SCALTバッ

MEMステージ処理が可能かチェック

分岐命令の処理（分岐予測)

リトライ処理

LW、SW、SB、LL、SUL命令
共通処理

BF、BW命令共通処理

各命令(LW、SW、SB、LL、SUL、BF、BW)
毎の処理

IN、OUT命令処理

wrbステージへの転送処理

nop処理

許可

並行処理

図 42: MEMステージでの処理
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ファタグエントリに対して書き込みが行
われる。TAGS命令は全ての処理をここ
で終了するため finish文によって処理を
終らせている。
BC命令はSCALTバッファタグを読み
出す命令である。必要となる情報は読み
出し先の SCALTバッファタグ番号とそ
の結果を格納する汎用レジスタ番号であ
る。SCALTバッファタグ番号はTAGS命
令と同様に tagという 7ビット出力端子
に転送される。そしてその情報から buf-
tag read制御端子を起動することで該当
するエントリのタグ情報を tagreturn入
力端子に転送する。そしてこの tagreturn
の情報と読み出した値を格納する汎用レ
ジスタ番号を示すmwbregレジスタを基
にwrbステージを起動する。wrbステー
ジでは汎用レジスタへの値の書き込み処
理とTLBの書き換え処理が行われるが、
BC命令はTLBの書き換え処理を必要と
しないため本来 TLB情報を格納するパ
イプラインレジスタのビット部分に 0を
格納している。また TLBへの書き換え
処理を行うかや汎用レジスタへの書き込
み処理を行うかはwrbステージへ転送す
る引数の 12,13ビット目より判断してい
る。12ビット目が 1のときはTLBへの
書き換え処理が行われ、0のときは書き
換え処理は行われない。また 13ビット
目が 0のときは汎用レジスタへの書き込
み処理が行われ、1のときは書き込み処
理は行われない (wrbステージ参照)。
次は以下のソース記述部分について説
明する。

any {
musemap<3>: mwbreg = mRD;
musemap<2>: mwbreg = mRS2;

}

musemap(4ビットレジスタ)は execス
テージで eusemapとして使われていた
ものである。更に eusemapは idステー
ジから execステージを起動する際の引
数として以下のように指定されている。

writeRD||writeRS2||useRS1||useRS2

ということは、musemap< 3 >、< 2 >
はそれぞれwriteRD、writeRS2を示すこ
とになる。writeRDはR形式命令のとき
に1が立ち、writeRS2はI形式のときに1
が立つ。またmRDはmopの11～15ビッ
ト目、mRS2はmopの 16～20ビット目
を示している。これはそれぞれR形式、I

形式命令のディスティネーションを示し
ている。すなわちここでの処理はMEM
ステージに転送されて来た命令の命令形
式によってmwbregという 5ビットセル
にディスティネーションレジスタ番号を
転送している。mwbregの扱い方は命令
毎異なる。例えばLW命令ならばwrbス
テージ起動時に引数として与え、BF,BW
命令ならばmwbregが示すレジスタの値
を読み出し、読み出された SCALTバッ
ファエントリ番号を必要な部分で利用す
る。
次に anyによって条件分けされた RI
と br takenの処理について説明する。
ここでの処理は分岐関連の処理をまとめ
て行っている。最初にMEMステージの
命令が RIのとき、あらかじめ格納され
ている戻りアドレスがあるレジスタ ir3
をnpcとして targetif(分岐処理)をする。
ir3にアドレスをセットするのは svc命令
のときや外部割り込みがあったときであ
る。
RI命令の処理と並行に行われる処理が
br takenの処理である。まず br taken
がセットされたとき (BAL,BZでRS2が
0,J,JR命令のとき)は BTBに npcと分
岐先アドレスをセットする。
次の処理はBTBにヒットしなかった場
合の処理を行っている。IFステージに於
いて分岐予測の処理を行っている。もし
ここでヒットしていれば予測したアドレ
スへ分岐しているはずである。MEMス
テージでBTBにヒットしていない処理
が行われるということは IFステージに
於いても分岐予測が外れたことになり、
分岐処理をせずにMEMステージまで流
れて来ているため、EXECステージで計
算した正しい分岐先アドレスで分岐させ
る必要がある。
BTBにヒットしている時は、else以下
の処理が行われる (mnop2 = 0b0)。この
処理はMEMステージに於けるNOP処
理である。つまり、もしNOPが立って
いるときMEMステージに入って来る後
続命令は全て無効にされてしまう。この
場合は、NOPを立てていないため後続
命令をMEMステージへ流す。なぜこの
様なことをするのか以下に述べる。IFス
テージで分岐予測したもが当たっていた
(BTBにヒットしていた)とき、その命
令は再度 IFステージを分岐先アドレス
(BTBの下位32ビットの値)で起動する。
そして、その処理とは別に IFステージか
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らは IDステージを起動する。つまり分
岐予測が当たっていたときには、同じ分
岐に関する命令が 2つパイプラインを流
れることになる。そして、先行して流れ
る命令がNOP処理 (MEMステージに入
れるようにする処理)をした後、その後
続命令がMEMステージに入って来る。
この命令はBTBにヒットしていたため
MEMステージでの BTBミス時の処理
は行わず、else以下の処理のみを行う。
次に RI,br taken 命令以外の場合の
else 処理について説明する。ここには
RI,BAL,BZ(RS2が 0),J,JR 以外の命令
が入って来る。そして処理の条件とし
て BTBにヒットしているかを用いてい
る。通常の命令 (分岐命令以外の命令)は
BTBにはヒットしない。なぜならBTB
へのセットは分岐命令が行い、その値は
分岐命令の npcの値であるためである。
もしある命令のnpcとBTBにセットされ
ている npcを比較して一致したならば、
その命令は分岐命令しかあり得ない。よ
って、分岐命令以外は else処理、つまり
(mnop2 = 0b0)の処理を行う。ではBTB
のヒット条件を用いている方で行ってい
るのは何の処理かというと、これは IF
ステージで分岐予測したときはヒットし
たが、実は分岐すべき条件が揃っていな
かったときの処理である。IFステージで
分岐予測にヒットしているということは
分岐命令であることに違いはない。では
分岐命令でありながら分岐しない命令と
は何か、それはBZ命令のRS2が 0でな
いときである。先程見た br takenへの
値のセットにBZ命令であること、ただ
しRS2が 0の時に限る。という条件がつ
いていた。というとこはRS2がもし 0で
ないときはbr takenはセットされない。
ということはこの命令は br takenが 1
の時の処理は行わず、それ以外 (else)の
部分の処理に流される。そしてBTBに
ヒットしているため次の 3つの処理が行
われる。

• targetif(mpc)
• btbv:=0b0
• mnop2=0b1
分岐予測にはヒットしていたが、命令
の条件に於いて分岐ができないためこ
の分岐は中止しなければならない。そ
のため targetifによって現在の命令の次
の命令から IFステージをやり直す。ま

た、分岐予測は失敗しているため現在
の BTBの値も無効にしておく。最後の
NOPはMEMステージの後から流れて
来る命令を MEM ステージに入れない
ために行う。
ソ ー ス 中 で NOP 処 理 は
mnop0,mnop1,mnop2 という 3 つの
1ビット selに分けて行なっている。以
下に各 selの詳細を示す。

• mnop0…命令のリトライ時にセット
される (MEMステージ)。リトライ
命令は nretry がセットされるため
MEMステージに入ることができる。
このとき依存がなくリトライする必
要がなくなっているならば、nretry
を起動した処理部分 (MEM ステー
ジ)でmnop0を 0クリアする。

• mnop1
– tlbmiss 例 外
(BF,BW,LW,SW,SB 命 令 の
とき起こり得る)

– ペ ー ジ ア ク セ ス 例 外
(SW,SB,BW 命令 (Wok を
チェックする命令) のとき起こ
り得る)

– svcall起動時 (svc命令のとき起
こる)

– 命令例外 (IN,OUT命令で svfが
セットされていないとき起こる)

以上の時にセットされる。それぞれ
ntifがセットされるためMEMステー
ジにはいることがきる。このとき
nopをセットする必要がない状態な
らば各命令毎 mnop1を 0 クリアす
る。

• mnop2…targetif を起動するときに
セットする。RI,BAL,BZ,J,JR 命令
時に targetif は起動される。ntifが
セットされるため MEM ステージ
に入ることができる。このとき tar-
getifを起動する必要がない場合 (分
岐先命令が RI,BAL,BZ,J,JR以外の
場合)、targetifを起動した処理部分
でmnop2を 0クリアする。

以下ではソースコードの最初の
部分で行なっているリトライ処理
(mrt1,mrt2,mrt3,mretryreq) について
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説明する。mrt1,mrt2,mrt3 はそれぞれ
1ビットの selである。この selには現在
MEM ステージにいる命令のソースと
ロードバッファ(mldb0,mldb1)の依存情
報を格納する。

• mrt1=MEMステージの命令のソー
ス RS1(レジスタ番号) と mldb0 の
レジスタ番号が等しい場合、また
は MEM ステージの命令のソース
RS1(レジスタ番号)とmldb1のレジ
スタ番号が等しい場合

• mrt2=MEMステージの命令のソー
ス RS2(レジスタ番号) と mldb0 の
レジスタ番号が等しい場合、また
は MEM ステージの命令のソース
RS2(レジスタ番号)とmldb1のレジ
スタ番号が等しい場合

• mrt3=MEM ステージの命令のディ
スティネーションRD(レジスタ番号)
とmldb0のレジスタ番号が等しい場
合、またはMEMステージの命令の
ディスティネーションRD (レジスタ
番号)とmldb1のレジスタ番号が等
しい場合

上の条件が満たされたとき、それぞれの
selに 1がセットされる。尚、上の条件
にはこれ意外に各ロードバッファの有効
ビットもチェックし、そのロードバッファ
が有効な場合のみ各 selも有効な値 (1)が
セットされる。
では、なぜMEMステージの各オペラ
ンドとロードバッファの依存をチェックし
なければならないのか。ここでいってい
るロードバッファとはロード命令が発行
された時メインメモリから転送されてき
たデータを格納しておくレジスタの番号
である。従って、もし現在MEMステー
ジにいる命令よりも先行している命令
がロード命令だった場合、ロード命令が
ロードしてくるデータよりも先にMEM
ステージにいる命令がその結果を参照し
ようとすると、まだメモリから転送され
て来る前の不明なデータを参照してしま
う。これではこれ以降の命令は誤った値
で計算をすることになってしまう。メイ
ンメモリからのデータ転送には数クロッ
クかかるためデータが到着するまでの
間はその命令はリトライされるように
しなければならない。いままでに述べ
たmrt1,mrt2,mrt3の各情報とEXECス
テージから転送されてきたどのオペラン

ドを使ったかの情報から最終的なリトラ
イ情報を生成しているのがmretryreqと
いう 1ビットの selである。この selには
次の 4つの条件の内 1つでも当てはまる
ものがあればmretryreqに1を格納する。

• RS1を使用しかつmrt1が有効 (RS1
とロードバッファに依存がある)

• RS2を使用しかつmrt2が有効 (RS2
とロードバッファに依存がある)

• RDを使用しかつ mrt3が有効 (RD
とロードバッファに依存がある)

• RS2を RDとして使用 (つまり I形
式命令)しかつmrt2が有効 (RS2と
ロードバッファに依存がある)

以上の条件以外に fb4v が 1 のとき
mretryreqに 1を格納する。fb4vという
フラグは cachectlステージに於いて処理
される。このフラグは cachectlステージ
で扱っているキューが溢れるのを防ぐた
め、キューが一杯になる前に cachectlス
テージから MEM ステージの命令をリ
トライさせることで cachectl ステージ
に転送されて来る命令を抑えている。つ
まり、もしなんらかの理由でキューが処
理されないでいると、その度にMEMス
テージの命令はリトライされることにな
る。この説明については cachectlステー
ジを参照してほしいが、リトライ処理を
cachectlステージ内で行なうとキューが
溢れる状態に陥るためMEMステージに
おいてこのフラグをチェックしストール
処理を行なうようにしている。
では、このmretryreqのチェックやそ
の処理はどこで行なっているのか。そ
れはこの MEM ステージにおいて同
一クロック内に並行して行なわれてい
る。現在の処理の後に 2つの any文があ
り、その後にmretryreqをチェックして
いる any文がある。ここではmretryreq
をチェックし、その値が 1 の場合 par
以下を実行する。retry() はリトライ処
理ルーチンへの処理移行である。また
mnop0,mnop1,mnop2は NOPのセット
を行なっている。NOPに関しては以上
で述べたのでそちらを参照。そして、fin-
ish文。このfinish文によってこの命令は
このステージで終了する。retryルーチン
に関しては最初の章で述べているためそ
ちらを参照。
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25.1 SCALTバッファの仕様

現在 SCALTバッファは最大 4つのプ
ロセスが同時使用できる。OSは2ビット
レジスタを参照することで SCALTバッ
ファを以下の 3つの形式で使用できる。

• 1プロセスがSCALTバッファを独占
• 2プロセスがSCLATバッファを使用
• 4プロセスがSCALTバッファを使用
SCALTバッファ128エントリである。そ
のため各エントリを指定するために 7ビ
ットのアドレス線が使用される。7ビッ
トの内上位 2ビット (5,6ビット目) にマ
スクをかけ、その値によってプロセス使
用領域を分ける。実際には ssmという 2
ビットレジスタをマスクとして使用する。
また、分割した使用領域の撰択には ssn
とい 2ビットのレジスタを用いる。
以下にアドレスの上位 2ビットによる
領域分割の例を示す。この例では説明を
簡単にするためアドレスを 7ビットでは
なく 4ビットとしている。
マスクレジスタの値が 01の時には使
用領域が連続していないため、この条件
での仕様はないものとする。

0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1

mask
  1 1

0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1

mask
  1 0

0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1

mask
  0 0

プロセス1

プロセス2

プロセス3

プロセス4

プロセス1

プロセス2

プロセス1

0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1

mask
  0 1

プロセス1

プロセス2

プロセス1

プロセス2

図 43: マスクレジスタによる SCALTバッファ
の分割

ソースコード中ではマスクレジス
タ ssm< 2 >、分割領域撰択レジスタ
ssn< 2 >が使用される。これらのレジ
スタへのアクセスは IN、OUT命令で行
うことができる。
LW,LL,SW,SB,SUL,BF,BW 命令は
MEMステージに於て SCALTバッファ
のアドレス (エントリ番号)を参照する
ときにマスクレジスタによって SCALT
バッファエントリの上位ビットに ssnレ
ジスタを使用する。
以下にMEMステージにおける処理の
ブロック図を示す。

ssn<1>

ssm<1>

logadrs<6>

ssn<0>

ssm<0>

logadrs<5>

SCALTバッファアドレス
      （エントリ番号)

01456 3 2

図 44: ssm,ssnによるアドレス決定概念図

25.2 LW,SW,SB,LL,SUL命令
の共通処理

LW,SW,SB,LL,SUL命令の共通処理は
アドレス変換する場合の処理、アドレス
変換しない場合の処理、またどちらの場
合に於いても実行する処理に分けられて
いる。まずはアドレス変換するかどうか
にかかわらず処理される内容について説
明する。尚以下の説明は全て並行処理さ
れるものとする。
EXECステージに於いて求めたメモリ
アドレスを示す値maluを vadrsという
32ビットセルへ転送する。maluという
のはパイプラインレジスタの値である。
EXECステージに於いては aluoとして
扱われている。これは仮想アドレスを示
す。
次に SCALTバッファに関する処理を
行なう。LW,SW,SB,LL,SUL命令は全て
SCALTバッファに目的のデータがある場
合はそこからデータを転送して来る。そ
のためここでは SCALTバッファが使え
るのかチェックする。また使える使えな
いに関係なくデータ読み出しを行なう。
SCALT バッファのヒット情報は scalt-
bufhitという1ビットセルに転送される。
このセルが有効になるのは SCALTバッ
ファのTLBである scaltlbの有効ビット
(scaltlb< 14 >)が 1であり、scaltlbの
ASN部分 (15～22ビット目)と asnレジ
スタが一致しているとき、更に scaltlbの
PFNと仮想アドレスの 18～31ビット目
が一致しているときである。
また SCALTバッファタグ、SCALTバ
ッファデータを読みだすためにタグ番号
と SCALTバッファエントリ番号を求め
る必要がある。この際先程説明したよう
に SCALTバッファは最大 4つのプロセ
スが使用可能であるためマスクレジスタ
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によってエントリ番号、タグ番号の上位
2ビットが決定される。実際どのように決
定されるかは”SCALTバッファの仕様”
の説明を参照してほしい。マスクレジス
タによって決定された tag,sbadrsは buf-
tag read,scaltbuf read 制御端子の起動
の際の引数として渡される。そして転送
されてきたタグ情報は bufchkという 1
ビットセルに転送され、SCALTバッファ
のデータは sbdataという 32ビットセル
に転送される。
次はデータキャッシュの処理である。も
しデータキャッシュに目的のデータがあ
るならばその場所からデータを転送す
る。SCALTバッファにデータがあった場
合はデータキャッシュを使用することは
無い。つまりSCALTバッファを優先的に
使用する。データキャッシュのアドレスは
実アドレスでアクセスするが、仮想アド
レスも実アドレスも下位18ビットは等し
いためここでは vadrsから cadrs(データ
キャッシュアドレス),ctagadrs (データキ
ャッシュタグ番号)を求めている。そして
これらの情報を基に catag read, cache
read制御端子を起動する。データキャッ
シュから転送されて来るデータは cdata
という 32ビットセルへ転送し、データ
キャッシュタグから転送されて来るタグ
情報は ctempという 15ビットセルへ転
送される。
以上がアドレス変換に関係なく処理さ
れる部分である。
次にアドレス変換する場合 (datがセッ
トされている場合)の処理について説明
する。アドレス変換する場合は TLBを
使用するため仮想アドレスの 18～25ビ
ット目より TLBの内容を TBLtempと
いう 32ビットセルへ転送する。そして
その情報から実アドレス、TLBの更新
ビット、参照ビットの情報、ASNヒット
情報、TLBヒット情報書き込み許可フラ
グ情報 (SW,SUL,SB命令のため)、キャッ
シュヒット情報、を生成する。また、ス
トアバッファにデータがある場合はその
データを使用するためストアバッファの
ヒット情報も生成する。
実アドレスはTLBの 0～13ビット目と
仮想アドレスの 0～17ビット目を連結し
て求める。TLBの参照ビットが参照され
るのは LW,LL命令のときである。デー
タが参照された際OSはその頻度によっ
て TLBを入れ換える処理を行なう。そ
のためデータが参照された際は TLBの

参照ビットである 21ビット目に1を立て
る。また更新ビットは SW,SB,SUL命令
の時に参照される。これはOSがスワッ
プアウトの際に参照するビットである。
データが書き換えられたらOSはハード
ディスクのデータの一貫性を保つために
メモリのデータをハードディスクに書き
込む処理を行なわなければならない。こ
こで行なっている処理はTLBの更新ビッ
ト、参照ビットに 1が立つようにTLBの
20～31ビット目の各ビットにおいて論理
和を行なっている。tlbr(参照ビット情報)
はwrbステージに於いて使用される。ま
た、tlbm(更新ビット情報)は cachewス
テージに於いて使用される。
ASNのヒット情報は svfの値によって
処理が異なる。svfが 1にセットされて
いるときはカーネルモード (スーパーバ
イザーモード)で動作しており、svfが 0
にセットされているときはユーザモード
で動作している。カーネルモードに於い
てはTLBのASN部分が全て 0であるた
めその場合はASNhitという 1ビットセ
ルに 1を転送する。ユーザモードの場合
はTLBの 26～31ビット目と asnレジス
タが一致していたときASNhitに 1が転
送される。
TLBヒット情報はASNhitが1であり、
TLBの有効ビット (TLBtempの 23ビッ
ト目)が 1であり、更にTLBのPFNh部
分 (TLBtempの14～19ビット目)と仮想
アドレスの PFNh部分 (vadrsの 26～31
ビット目) が等しいとき tlbhitという 1
ビットセルに 1が立つ。
書き込み許可フラグ情報というのは
SW,SUL,SB命令のときのみ参照される。
このビットが 1でないと書き込みが行な
えず、ページアクセス例外が起こる。こ
の情報はWokという1ビットセルにTLB
の 22ビット目が転送される。
キャッシュヒット情報は cachehitとい
う 1 ビットセルに情報が転送される。
1がセットされるのは読み出したキャッ
シュタグの有効ビット (ctemp の 14 ビ
ット目)が 1 であり、キャッシュタグの
PFN(ctemp< 13 : 0 >)と TLBの PFN
部分 (TLBtemp< 13 : 0 >)が一致した
ときである。
mstbhitは共通処理で生成される。そし
て LW命令のみがこの情報を参照する。
mstbhitにはmstborderという情報が使
用されている。
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mstborderは SW命令のときに処理さ
れる。mstborderには使用したストアバ
ッファの情報が格納される。このレジス
タは2ビットであり、0ビット目に現在の
使用バッファ情報を格納し、1ビット目
には先行命令の使用バッファ情報を格納
する。この情報はLW命令がストアバッ
ファを使用する際、適切なバッファを選
択するためのものである。
例えば SW1,SW2,LWと命令が流れた
とき (SW1,SW2は同じアドレスに対し
ての書き込み) SW1がストアバッファ0
を使用し、SW2がストアバッファ1を使
用したとする。LWはSW2が使用したス
トアバッファ1からデータを持ってくる必
要がある。LWがMEMステージでスト
アバッファをチェックするときは0,1の順
でチェックされる。ということはLWは
ストアバッファ0からデータを持って来る
ことになる。本来ならばストアバッファ1
のデータを持って来なければならないの
であるからこのままでは誤った処理を行
なってしまう。そこで同じアドレスに対
するデータがストアバッファ0、1に格納
されている場合はmstborderからどちら
のバッファを使うのか判断する。mstbor-
derの 0bit目には現在の命令によって使
われたバッファ番号が格納され、1bit目
にはそれよりも前 (速い時間)の命令 (先
行命令)が使用したストアバッファの番号
が格納される。上の例の場合は 0bit目に
格納されている番号のストアバッファか
らデータを持って来なければならない。
そのためストアバッファ0にヒットして
いたとしてもmstborderの 0bit目に 1が
セットされているときはストアバッファ
0からデータは持って来ない (つまりス
トアバッファ0にはヒットしていない)。
逆にストアバッファ1にヒットしていて
更にmstborderの 0bit目が 1の場合はス
トアバッファ1からデータを持って来る
ことができる (ストアバッファ1にヒット
している)。
mstbhitにmstborderが使用されてい
るのは同じアドレスに対する情報がスト
アバッファ0、1に格納されたときのため
である。
SW1,SW2,LWと命令が流れて来たと
き LW 命令が SW1 を参照する場合は
うまく処理されないのではないかと
考えたが、プログラムを作るときには
SW1,LW,SW2とするはずである。そう
でないと SW2で上書きされてしまう。

ストアバッファからの命令発行順序は
入れ換わることはない。ストアバッフ
ァ(あるいはロードバッファ) はバッフ
ァに情報を格納したクロックに於いて
cachereq要求を出す。cachectlステージ
ではキューによる管理を行なっているた
め命令順序が入れ換わることはない。メ
モリコントローラから返って来るデータ
もインオーダでなければならない。
BF,BW命令に関してはメモリコント
ローラから返って来るデータはインオー
ダーではなくオウトオブオーダーとな
る。つまり要求を発行した順序にデータ
が返って来ない。プロセッサ側ではタグ
情報で管理しているためオウトオブオー
ダーでも問題ない。
メモリコントローラ側ではBF,BWの
時はアウトオブオーダーでデータ転送を
し、LW,SW命令の時にはインオーダー
でデータ転送しなければならない。
また、後続命令が同じアドレスに対す
るストア命令の場合はmstb∗dだけを書
き換えれば新たにストア命令専用バッ
ファが空くのを待つ必要がない。もし
SW1,LW,SW2というような命令が流れ
たとする。SW1,SW2は同じアドレスに
対する書き込みで、LWはそのアドレス
からのデータフェッチを行なう場合、LW
は SW1のデータを持って来なければな
らないため、SW2によってデータ部分
(mstb∗d)だけを書き換えるとLWが誤っ
たデータを参照してしまうと考えられる
が、LWはストアバッファにヒットして
いたときは、そこからデータを持って来
るため誤ったデータを参照することはな
い。
しかし先行している SWがmembusス
テージでメモリコントローラへ書き込み
要求を出した後にmstb∗dを書き換えて
も、既に書き込むデータは転送されてい
るため意味がない。mstb∗vがクリアされ
るのはcachewステージである。そのため
MEMステージに於いてSWは overwrite
レジスタをセットし、フラグが有効な間
だけmstb∗dを書き換えられるようにし
ている。このフラグが 0 クリアされる
のは cachectlステージである。cachectl
ステージの次のクロックに於いて over-
writeはクリアされる。cachectl ステー
ジの次のクロックで動作しているステー
ジはmembusステージである。
次に mldbhitにつて説明する。mldb-
hitは共通処理において生成され、SW命
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令のみによって参照される。ロード命令
が発行されている間、そのアドレスに対
してストア命令による書き込みは行なえ
ない。なぜならばLW,SWと命令が流れ
ているときにLWがメモリ読み出しを行
なっている最中に SWがキャッシュへの
書き込みを行なってしまうと、その後で
LW命令によって SWのデータが上書き
されてしまう。本来LWがキャッシュへ
の書き込みを済ませた後で SWがキャッ
シュへの書き込みを行なわなければなら
ないため処理順序が逆になってしまう。
そのためロードバッファに情報が格納さ
れている間 (ロードバッファにヒットして
いる間) はストア命令をリトライさせる
必要がある。ロードバッファのどちらに
ヒットしていてもリトライしなければな
らないためmldbhitにはロードバッファ0
にヒットしているか、またはロードバッ
ファ1にヒットしている場合に 1を立て
ている。
アドレス変換しない場合は TLBの処
理は一済無くなる。実際行なっている処
理は rcachehit,rmsbhit情報の生成のみ
である。rcachehitはデータキャッシュの
ヒット情報、rmsbhitはストアバッファの
ヒット情報である。アドレス変換する場
合の処理との違いはアドレスに radrsで
はなく vadrsを用いていることである。

25.3 BF,BW命令の共通処理

MEMステージに於いてBF命令はメイ
ンメモリから SCALTバッファへのデー
タ転送をするためにキャッシュパイプラ
インへ処理を移す。同じく BW命令は
SCALTバッファからメインメモリへデー
タ転送するためにキャッシュパイプライ
ンへ処理を移す。その際対象となるメイ
ンメモリアドレスや SCALTバッファの
エントリ番号などを求めておく必要があ
る。
BF,BWの共通処理はアドレス変換す
る場合の処理のみを行なう。BF,BW命
令に於いてはSCLATバッファのTLBを
引くこがない。そのためアドレス変換し
ない場合は命令例外を起こす。
まずBF,BW命令で処理を行なう部分
について説明する。EXECステージにお
いて求めたメモリアドレスが格納された
maluの値を vadrs(仮想アドレス)という
32ビットセルに転送する。またmwbreg

という 5ビットセルに格納されたレジス
タ番号より、そのレジスタ内に格納され
ている SCALTバッファのエントリ番号
を読みだすため、gr.readを起動する。転
送されてきた SCALTバッファエントリ
番号は sbtempという 11ビットセルに転
送する。
以上の sbtemp情報を基にマスクレジ
スタを用いて SCALTバッファのアドレ
スとタグ番号を求める (マスクレジスタ
についてはMEMステージの”SCALTバ
ッファの仕様”で説明)。SCALTバッファ
のアドレスは sbadrsという 11ビット出
力端子、タグ番号は tagという 7ビット
出力端子へ転送する。
更に BW命令のために sbadrsよりメ
インメモリへ転送する 128ビットデータ
を scaltbuf lread制御端子を起動するこ
とで読み出し sbdata128という 128ビッ
トセルへ転送する。
以上の処理が datの値 (アドレス変換
するしない)に関わらず処理される。
次にアドレス変換する場合の処理に
ついて説明する。仮想アドレス (vadrs<
25 : 18 >) より TLB を読み出
し TLBtemp(32 ビットセル) へ転送す
る。そして TLBtemp の情報から実ア
ドレス、更新ビット・参照ビットの情
報、ASNヒット情報、TLBヒット情報、
書き込み許可フラグ情報 (SW,SB 命令
のため) を生成する。処理内容につい
ては”LW,SW,SB,LL,SUL命令の共通処
理”に於いて行なった処理とまったく同様
である。ただ”LW,SW,SB,LL,SUL命令
の共通処理”ではキャッシュヒット情報、
ストアバッファヒット情報も生成してい
るが BF,BW命令ではキャッシュ、スト
アバッファは使用しないためこれらの情
報については生成する必要がない。

25.4 BF命令の処理

BF命令には以下の専用バッファ用意
されている。

• scblbuf∗v
• scblbuf∗a

∗ の部分には 0,1 の数字が入る。つま
り 2 種類の専用バッファが存在する。
scbsbuf∗vはフラグレジスタであり、専
用バッファを使用する際にはこのフラグ
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をセットする。scbsbuf∗aにはメインメ
モリのアドレスが格納される。
BF命令の処理は alt文で構成されてい
るため実際チェックされて行く条件の順
序で処理内容を説明する。
まずTLBにヒットしていて専用バッフ
ァ0が空いている (scblbuf0vが 0)場合、
scblbuf0vを使用するため scblbuf0vに 1
をセットする。そしてメインメモリのア
ドレスを scblbuf0aに格納する。
BF 命令の発行後、後続命令はその
SCALTバッファエントリへのアクセス
を許さない。なぜならばBF命令がデー
タを SCALTバッファに格納する前に後
続命令がそのエントリへアクセスする
と、誤ったデータを参照してしまうため
である。この状態を防ぐためBF命令は
SCALTバッファのタグへ 0をセットす
る。例えば、BF命令の後にLW命令が流
れていたとする。LW命令がBF命令によ
って格納したSCALTバッファのデータを
ロードしようとした場合、bufchkという
セルをチェックし有効なときのみSCALT
バッファからのデータ転送を行なうこと
ができる (bufchkには SCALTバッファ
のタグ情報が転送されている)。しかし、
BF命令によってタグには0がセットされ
ているため LW命令は SCALTバッファ
からデータを転送することができない。
実際の処理としては tsetという 1ビッ
トの出力端子にセットする値を出力し、
buftag write制御端子を起動することで
タグへの書き込みを行なう。尚、メイン
メモリからのデータ転送が終了する際に
は、タグに 1をセットする必要がある。
この処理は cachewステージに於いて行
なっている。
TLBの参照ビットの更新はwrbステー
ジに於いて行なうため、wrbステージを
起動する。その際渡す引数は tlbrとvadrs
の 18～25ビット目である。tlbrの情報を
渡す際更に 2ビットの情報を付け加えて
渡している。この情報は wrbステージ
での処理を区別するためのものである。
wrbステージでは汎用レジスタへの書き
込み処理と TLBの参照ビットの更新処
理を行なっているためどちらの処理を行
なうかを指定する。2ビット中の0ビット
目が 1の時は参照ビットの更新処理を行
ない、1ビット目が0のときは汎用レジス
タへの書き込みを行なう。汎用レジスタ
への書き込み処理と TLBの参照ビット
の更新処理の 2つを区別することができ

ればよいのなら 1ビットのみで処理を区
別できるが、両方の処理を実行したい場
合があるため、2ビットを使用して処理
を区別している。両方の処理を実行した
い場合とはLW命令のときである。vadrs
の 18～25ビット目はTLBのエントリを
選択する部分であり、この情報を基に該
当のエントリに対して処理を実行する。
キャッシュパイプラインへ処理を移す
ため cachereqステージを起動する。その
際の引数については図 34を参照。tag情
報はメモリコントローラに転送するため
パイプラインレジスタへ格納する。
mnop1に 0を転送する処理は、以前に
TLBミス例外によってmnop1に 1が転
送され、tlbmissルーチン内でmforcenop
レジスタに 1 がセットされている状態
を 0にセットし直すためのものである。
mforcenopを 0に設定する処理はMEM
ステージのソース記述の最後にある。
nopに関する説明はMEMステージの説
明の最初で行なっている。
以上で scblbuf0に関する処理は終了す
る。
次に scblbuf0vが使用されていたとき
は scblbuf1vをチェックし、空いている
ならば専用バッファscblbuf1∗を使用し
て処理を行なう。処理内容は scblbuf0∗
の時と同様である。ただし、cachereqス
テージを起動する際の引数で使用した専
用バッファを示す部分 (20ビット目)は 1
をセットする。
TLBにヒットしていないかASNにヒ
ットしていない時には TLBミス例外を
起こす。現在の仮想アドレスを tlbmis-
sadrsレジスタにセットし、tlbmissルー
チンを起動する。この場合処理はここで
終了するため finish文を記述する。そし
てmnop1に 1を転送する。なぜmnop1
に1を転送するのか。tlbmissルーチン内
ではmforcenopを1にセットする。MEM
ステージの最後の記述部分に於いては
mforcenopを 0にセットするための処理
がある。もしこの 2つが同一クロックで
処理を実行すると衝突が発生してしま
うため、mnop1に 1 を転送することで
MEMステージの処理を行なわないよう
にしている (tlbmissルーチンの処理を優
先させる)。
以上の条件を満たさない場合はBF命
令をリトライさせる。そのために retry
ルーチンを起動し、上で説明した理由に
よりmnop1に 1を転送する。
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先程も説明したようにアドレス変換し
ない場合は命令例外を起こすため、iex-
cep ルーチンを起動する。この場合も
mforcenopへの処理の衝突を避けるため
にmnop1に 1を転送する。

25.5 BW命令の処理

BW命令に於いても alt文で記述して
いるため実際に処理される順番に説明を
する。まずTLBにヒットしていて (tlbhit
が 1)書き込み許可フラグ (Wok)がセッ
トされていて、更に scbsbuf0vが 0、す
なわち scbsbuf0が使われていないときの
み以下の処理を実行する。BF命令のと
きはメインメモリに対する書き込み処理
を行なわないため書き込み許可フラグを
チェックしていない。BW命令専用バッ
ファには以下のものがある。

• scbsbuf0v(1ビット)
• scbsbufd0(128ビット)
• scbsbufa0(32ビット)
• scbsbuft0(8ビット)
現在は専用バッファの 0を使用している
が専用バッファは 2つあるため専用バッ
ファ1についても同様の種類の各バッファ
が存在する。
scbsbuf0vは現在使用されているかど
うかを示す状態フラグである。scbsbufd0
は BW命令がメインメモリに転送する
128ビットのデータが格納される。scb-
sbufa0 は対象となるメインメモリのア
ドレスを格納する。scbsbuft0には使用
した TLBのエントリ番号を格納してお
く。以上の情報はMEMステージ以降の
ステージで必要に応じて参照される。そ
して scbsbuf0vが 0クリアされない限り
ここで格納した情報は有効である。
mnop1への 0の転送は以前の TLBミ
ス例外処理時にセットされたmforcenop
を 0 にセットするための処理である。
mforcenop を 0 に設定する処理自体は
MEMステージの最後の記述に於いて行
なっている。
BF命令はこの段階で参照ビットの更
新のためにwrbステージの起動を行なっ
ているが、BW命令は cachewステージ
に於いて更新ビットの書き換えを行なう
ためMEMステージからwrbステージを

起動することはない。
cachereqに引数を与えキャッシュパイ
プラインへ処理を移す。BF命令の時に
はwrbステージを起動する際に tlbr(参照
ビットの情報)を引数として与えていた。
BWの場合は cachewステージでTLB書
き換え処理を行なうため cachereqの引数
に tlbm(更新ビットの情報)を与える。引
数の意味については図 34を参照。
以上が scbsbuf0での処理である。
scbsbuf0vがセットされていた場合は
scbsbuf1vをチェックする。このバッファ
が使用されていなかった (scbsbuf1vが 0)
ときはここでの処理を実行する。処理内
容自体は scbsbuf0のときと同様である。
異なるのは使用した専用バッファの番号
を示す部分だけである。
TLBにはヒットしたが書き込み許可フ
ラグがセットされていなかった時はペー
ジアクセス例外 (paexcep)を起こす。そ
してmnop1に1を転送してMEMステー
ジのmforcenopへの0の格納処理 (MEM
ステージの最後の処理記述) を行なわ
せないようにする。この理由は paexcep
ルーチン内でにおいてもmforcenopへの
1の格納処理が行なわれているためであ
る。paexcepルーチン内でのmfrocenop
処理を実効させなければならないため
MEMステージ側のmforcenop処理は行
なせないようにする。ページアクセス例
外のときには命令は処理をここで終了さ
せるため finish文を記述する。
TLBにヒットしていないか、ASNが
ヒットしていないときにはTLBミス例外
を起こす。処理自体は起動する処理ルー
チンが tlbmissになるだけで、その他の
処理に於いてはページアクセス例外のと
きと同じである。
以上の条件を満たさないときにはBW
命令はリトライされる。そして処理を終
了するための finishとmforcenopに対す
る処理の衝突を避けるための処理である
mnop0への 1の転送を行なう。
BW命令に於いてもBF命令同様アド
レス変換しなかった時は命令例外 (iex-
cep)を起こす。そしてmnop1への 1の
転送処理と finishによる処理の終了を行
なう。
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25.6 LW,LL命令の処理

LW,LL命令は同じ専用バッファ(ロー
ドバッファ)を用いる。また処理内容も
ほとんど同じである。違う点はLL命令
はメモリコントローラに対してロック信
号を出す事である。以下の説明ではLW
命令がMEMステージに転送されてきた
ことを想定して説明する。LL命令に必
要な処理がある場合のみ区別して説明す
る。
まずソースコードでは datを区別して
処理を分けている。つまりアドレス変換
する場合としない場合である。アドレス
変換する場合もしない場合も処理は alt
文で行なわれるため条件判断順に説明し
ていく。
”アドレス変換する場合”
LW命令はメモリから必要な情報を転
送する必要があるが、SCALTバッファや
キャッシュなどに既にデータが存在する
ならばメモリレイテンシ削減のためそこ
からデータ転送を行なう。データが存在
するかどうかチェックする順番はSCALT
バッファ→ストアバッファ0→ストアバ
ッファ1→データキャッシュである。も
し以上の順番でチェックしてどこにもヒ
ットしなかった場合は LW専用バッファ
(mldb0,1)を使用してメインメモリから
データ転送を行なう必要がある。
それでは実際にチェックされる順番に
処理内容を説明する。
共通処理として説明した時に求め
た SCALTバッファのヒット情報 (scalt-
bufhit) と SCALT バッファのタグ情報
(bufchk)がともに有効な時、LW命令は
SCALTバッファからデータ転送を行な
う。そのため共通処理に於いて SCALT
バッファより転送した32ビットデータを
引数としてwrbステージを起動する。ま
たデータの書き込み先のレジスタ番号が
転送されているmwbregという 5ビット
セルも引数とする。mwbregはMEMス
テージのソース記述の最初の段階で処理
されている。以上の引数は汎用レジスタ
へデータ書き込みを行なう際に使用され
る引数である。残り2つの引数はTLBの
参照ビットを更新するために用いられる
ものである。tlbrには参照ビットに1をセ
ットしたASN,V,W,R,M のTLB情報が
格納されている。また vadrs< 25 : 18 >
はPFNlであり、TLBのエントリ番号を
示す。つまりこのエントリ番号に対して

書き換えを行なう。また tlbrには 0b01
という 2 ビット情報が連結されている
が、これは wrbステージに於いて汎用
レジスタへの書き込み処理と TLB書き
換え処理の両方を処理させるためのもの
である。0が汎用レジスタへの書き込み
処理を行なうかを示すフラグになり、1
が TLBへの書き換え処理を行なうか示
すフラグになる。
mnop1 に 0 を転送しているのは以前
に TLBミスが起きたときにセットされ
た mforcenop を 0クリアするためであ
る。mforcenopの 0クリア処理はMEM
ステージのソース記述の最後で行なって
いる。
以上の説明はLW命令の時のみに実行
される。LL命令ではSCALTバッファに
データが存在してもそこからデータ転送
を行なわない。LL命令はメモリコント
ローラに対してロック制御信号を出す必
要があるため、メモリコントローラに対
してアクセスを行なうmembusステージ
まで転送される必要がある。そのためメ
モリコントローラへのアクセス処理のあ
るメモリからのデータ転送を行なう処理
(LW専用バッファを用いた処理)までLL
命令の処理は実行されない。
以前のソース記述では以下の記述がな
かったため明示的にSCALTバッファから
データをフェッチするとき、SCALTバッ
ファにデータがないとき (ヒットしない
とき)は通常のメモリからの LW命令と
同様の処理を行なう仕様になっていた。
scaltbufhit & ˆbufchk & (mOPCODE
== LW) : par {

retry();
finish;
mnop0 := 0b1;

}
つまりキャッシュをチェックし、次にロー
ドバッファをチェックする。しかしこれで
は SCALTバッファからデータを転送し
ないで、結局メモリからデータ転送する
ことになってしまう。そのため SCALT
バッファからのデータフェッチの際には
データが到達するまで待つ必要が生じ
る。SCALTバッファからのデータフェッ
チなのか区別するため、SCALTバッフ
ァタグを初期化する段階で全て 1にセッ
トする仕様にする。これを実現するため
ハード側ではタグへの書き込み命令を追
加する。BF命令が発行される際には必ず
該当するタグを 0にセットする。そのた
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めタグが 0の場合はメモリから SCALT
バッファへのデータ転送があるものとし、
タグが 1になったときに該当するエント
リから目的のデータを転送する。SCALT
へのデータ到達を待っている間、後続命
令に依存があるときははストールする必
要がある。この処理は LW 命令のとき
と同様な処理を行なうことによって対処
できる。メモリからのLW命令の場合は
SCALTバッファのチェックも行なわれ、
ヒットしていればSCALTバッファから転
送される。このときタグは全て 1がセッ
トされているため有効であるが、SCALT
バッファの TLBにヒットしていない限
り SCALTバッファは使用されない。
現在は SCALTバッファに対する LW
命令の場合は、SCALTバッファタグを
チェックして、もし 0ならばリトライす
る。これならばデータが到達したときに
LW命令は SCALTバッファにヒットす
る。
この方法は簡単であるが処理効率が悪
くなることは明らかである。そのためリ
トライせずに対処できれば更にデータ転
送効率は上がると考えられる。
次にもし SCALTバッファにデータが
無い、つまりSCALTバッファにヒットし
なかった場合はストアバッファ0をチェッ
クする。この際 TLBにはもちろんヒッ
トしていなければならない。上で説明し
たように LL命令はこの処理を行なうこ
とは無い。
行なわれる処理は SCALTバッファに
ヒットした時と同じである。ただし、転
送してくるデータはストアバッファ0に
格納されたものである。ストアバッファ
0のデータはmstb0dに格納されている。
ストアバッファ0にデータが無い (ヒッ
トしていない)場合は、ストアバッファ1
にヒットしているかチェックする。ヒッ
トしているならば rwbステージの起動、
mnop1への 0転送という今までと同じ処
理を行なう。ストアバッファ1のデータ
はmstb1dに格納されている。
SCALTバッファ、ストアバッファ0、ス
トアバッファ1のいずれにもヒットして
いない時にデータキャッシュのチェックが
行なわれる。共通処理で求めた cachehit
情報からデータキャッシュに目的のデー
タが存在するか確認する。もしヒットし
ていればデータが存在するため wrbス
テージを起動し、汎用レジスタへの書き
込み、及び TLBの書き換え処理を実行
する。データキャッシュから読み出した

データは cdataに転送される。
以上のいずれにもヒットしていない時
にはメインメモリからデータを転送する
必要がある。その際キャッシュパイプラ
インで必要となる情報は専用レジスタへ
格納しておく。専用レジスタには以下の
ものがある。
• mldb∗v
• mldb∗a
• mldb∗r
• mldb∗P

∗部分には0,1の数字が入る。つまり2種
類の専用バッファが存在する。mldb∗vは
その専用バッファが使用されているかを
示すフラグである。使用中は1、空いてい
る場合は0がセットされる。mldb∗aには
メインメモリのアドレスが格納される。
mldb∗rにはメインメモリから転送され
てくるデータの格納先となる汎用レジス
タ番号が格納される。mldb∗PにはPFN
の値が格納される。この値は cachewス
テージに於いてデータキャッシュタグへ
の書き込みの際に使用されるものであ
る。
まずは専用レジスタの 0が空いている
か確認するためmldb0vにセットされて
いる値が0かどうかチェックする。空いて
いるならば専用バッファ0のそれぞれのレ
ジスタへ必要な情報を格納する。mldb0v
には 1 を格納して使用中であることを
示す。mldb0aには現在アドレス変換す
る場合の処理であるためメモリアドレス
(実アドレス)を示す radrsを格納する。
mldb0rには格納先レジスタ番号が示さ
れているmwbregの値を格納する。
これらの処理と並行してキャッシュパ
イプラインへ処理を移すため、cachereq
ステージの起動とTLBの参照ビット更新
のためにwrbステージの起動を行なう。
wrbステージの起動目的は汎用レジスタ
への書き込みではなく、TLBの書き換え
なので引数の最初の 2つ (書き込み先レ
ジスタ番号、書き込む 32ビットデータ)
に関しては 0をセットする。またwrbス
テージ側で汎用レジスタへの書き込み処
理を行なわないように tlbrに 0b11の情
報を連結する。0ビット目の 1によって
TLBへの書き換えを行ない、1ビット目
の 1で汎用レジスタへの書き込みを行な
わないことを判断する。書き換え対象と
なる TLBは vadrs< 25 : 18 >から判断
される。
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cachereqの起動の際の引数は上位 2ビ
ットは命令判断のために使用され、20ビ
ット目は専用バッファ0,1のどちらを使用
したかが示され、19ビット目はアドレス
変換した場合は1、しない場合は0がセッ
トされる。6～13ビット目はメモリコント
ローラへ転送するための情報である。LW
命令はmembusステージでメモリコント
ローラへデータの読み出し要求を出した
後処理を終了する。メモリコントローラ
がデータを転送して来るタイミングは re-
dataステージで判断される。redataス
テージはメモリコントローラからの制御
信号をチェックしているだけなので実際
どの命令に対するデータ転送なのか理解
することはできない。そこでmembusス
テージに於いてメモリコントローラへ読
み出し要求を出す際にはどの命令か判断
できるようにするための情報などを要求
と共に転送する。この際転送されるのが
cachereqの引数である 6～13ビット目で
ある。詳細については各ステージ参照。
また図 34もあわせて参照すると分かり
やすい。
cachereqの起動処理は LW,LL命令で
分けられている。これはキャッシュパイ
プラインの処理でこれらの命令を判断で
きるようにするためである。LW,LL命令
の引数の違いは最下位ビットを 0にする
か 1にするかである。キャッシュパイプ
ラインではこの最下位ビットからLW,LL
命令を判断している。
mnop1については上で説明したように
mforcenopを 0クリアするため 0転送を
行なう。
もしmldb0vに 1がセットされていた
ときは、次にmldb1vのチェックを行な
う。mldb1vが 1ならばmldb0vで行なっ
た時と同様の処理を専用バッファ1に対
して行なう。処理自体はまったく同様な
ため説明は省略する。
TLB にヒットしていないか ASN が
ヒットしていないときには tlb ミス例
外を起こす。TLB にはデータ TLB、
SCALT−TLBがある。tlbmissルーチン
を起動し、仮想アドレスを tlbmissadrsレ
ジスタへ格納する。またmforcenopへの
処理が衝突しないようにmnop1に 1を
転送してMEMステージでのmforcenop
に対する処理を行なわないようにする。
TLBミス例外が起こる場合はこの命令
に対する処理を終了するため finish文を
記述する。

以上のどの条件も満たさないときは
命令をリトライさせる。そのため retry
ルーチンを起動し、finishする。mnop0
へは 1 を転送して retry ルーチン内の
mforcenop処理を優先的に行なわせる。
”アドレス変換しない場合”
アドレス変換しない場合は SCALT
バッファへのアクセスは行なわない。
SCALTバッファはアドレス変換を必ず行
なうため TLBを参照しないとき (vadrs
を使用する場合)はアクセスをすること
ができない。よって SCALTバッファに
ヒットしているかどうかチェックしてい
ない。
チェックしていく順番はストアバッファ
0→ストアバッファ1→データキャッシュ
である。各バッファやキャッシュにヒット
していた時の処理はアドレス変換すると
きと同様であるが、TLBは参照していな
いためTLBの参照ビットの書き換えは行
なわない。そのためアドレス変換する際
に引数としていた tlbr,vadrs< 25 : 18 >
は使用しない。また tlbrに連結していた
2ビット情報は 0b00とする。これにより
wrbステージでは汎用レジスタへの書き
込みは行ない、TLBの書き換え処理は行
なわない。また以上の処理は上で説明し
たようにLW命令のみが行なう (LL命令
は行わない)。
どのバッファ、キャッシュにもヒットし
ていないときは空いている専用バッファ
を見つけメインメモリよりデータ転送を
行なう。このときに使用される専用バッ
ファはアドレス変換したときと同じもの
を使用する。処理内容についてはアドレ
ス変換したと時と同様である。ただし、
mldb∗aに格納するメインメモリのアド
レスは vadrsを使用する。
TLBを参照していないためTLBミス
例外の処理は無い。以上の条件をどれも
満たさない場合はLW命令をリトライす
る。この処理についてもアドレス変換す
る場合と同様である。

25.7 SW,SUL命令の処理

SW,SUL 命令も同じ専用バッファ(ス
トアバッファ) を用いて処理を行なう。
処理内容はほぼ同じため必要に応じ
て SW,SUL 命令の処理を分けている。
SW,SUL 命令はプロセッサでの処理結
果をメインメモリ (または SCALTバッ

44



ファ) へ格納する命令である。その際
キャッシュにヒットしたならば一貫性を
保つためにキャッシュへの書き込みも行
なう。キャッシュにヒットしなかった場
合はキャッシュへの書き込みを行なうと
それまでキャッシュに格納されていた
データの一貫性が無くなってしまうた
め書き込みを行なわない。SPKはライ
トスルー (write through)方式を採用し
ているためキャッシュへのデータ書き込
みとメインメモリへのデータ書き込み
を同時に行なう。ここで使用される専
用バッファは LW,LL命令でチェックさ
れるストアバッファである。
処理はアドレス変換する場合としな
い場合で分けられ、その中では alt文に
よって処理される順番が決まる。alt文
によってチェックされる順番は SCALT
バッファ→ ストアバッファ0→ ストア
バッファ1である。以下ではまずアドレ
ス変換する場合の処理を説明する。
それぞれのバッファがチェックされる
前にmldbhitをチェックしている。これ
は前にも述べたように先行命令が LW
命令であり、その LW 命令と同じアド
レスに対する書き込みを行う SW 命令
が MEM ステージで処理を行っている
場合、LW命令がキャッシュへの書き込
みを済ませてからでないと SW 命令は
キャッシュへの書き込みを行えないとい
う制限による (SW命令が最初にキャッ
シュへの書き込み処理を行うと、LW命
令によってキャッシュが上書きされてし
まう)。mldbhit が有効であるというこ
とは LW 命令はキャッシュへの書き込
みが済んでいないことになる。よって、
mldbhitが 0クリアされるまでリトライ
しなければならない。
共 通 処 理 よ り 求 め た scalt-
bufhit(SCALT バッファヒット 情 報)
と bufchk(タグ情報)が共に有効なとき
は SCALTバッファへの書き込み処理を
行なう。書き込み処理は scaltbuf swrite
制御端子を起動することで行なわれる。
その際の引数には SCALTバッファへ書
き込む 32ビットデータと書き込み先エ
ントリ番号が必要である。エントリ番号
は共通処理に於いて sbadrsという出力
端子へ転送されている。書き込むデータ
は sboutという出力端子へ転送する。書
き込むデータは 32ビットであり、msrc
という 32 ビットレジスタの内容に 96
ビットの 0を連結して 128ビットデータ

としている。SCALTバッファ側では転
送されて来るデータは全て 128 ビット
の入力端子を用いる。そのため 32ビッ
トのデータを転送する場合に於いても
128ビットに拡張してデータを転送して
いる。32ビットのデータ書き込みなの
か 128ビットのデータ書き込みなのかは
起動する制御端子により区別され、32
ビットデータ書き込みの場合にはアド
レスの 2,3ビット目より書き込みバイト
位置を決定している。SCALTバッファ
での処理については scaltbuf.h参照 (図
56も参照)。msrcという 32ビットレジ
スタの値は、IDステージに於いて汎用
レジスタの番号よりデータの読み出し
が行なわれ、その値をパイプラインレ
ジスタへ転送してきたものである。
以上の情報を基に制御端子を起動し
て SCALTバッファへの書き込みを行な
う。それと並行してmnop1へ 0を転送
している。この処理は前に述べたように
mforcenopというレジスタを 0クリアす
るための処理である。mforcenopが 1に
設定されるのは TLBミス例外かページ
アクセス例外が起きたときである。もし
再度 SW,SUL命令がMEMステージの
処理を行なうときには mforcenop が有
効のままでは後続命令が MEM ステー
ジの処理を行なうことができないため
mforcenop を 0 にセットする必要があ
る。尚、mforcenopへの値の格納処理は
MEMステージの最後のソース記述で行
なっている。また mforcenop が有効な
とき後続命令は MEM ステージの処理
が実行できないといったが、この判断
は MEM ステージの最初で行なわれて
いる。
SCALTバッファへの書き込み処理が
行なわれないときはストアバッファ0
の空きをチェックする。その際 TLBに
ヒットしていて、書き込み許可フラグ
(Wok) が有効である必要がある。この
条件を満たしたときストアバッファ0を
使用してメインメモリへの書き込み処
理に必要となる情報を各レジスタへ格
納する。各レジスタには以下のものが
ある。

• mstb0v
• mstb0a
• mstb0d
• mstb0t
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• mtlb0m
• mstborder
mstb0vはストアバッファの使用フラグ
であり、使用中は 1 がセットされる。
mstb0aにはデータの格納先のアドレス、
つまりメインメモリのアドレスが格納さ
れる。この場合はアドレス変換する場合
の処理のため共通処理で求めた radrsが
格納される。mstb0dにはメインメモリへ
書き込むデータであるmsrcの 32ビット
データが格納される。mstb0tには TLB
のエントリ番号を示す vadrs の 18～25
ビット目 (PFNl)を格納する。この値が
参照されるのは TLBの更新ビットの書
き換えが行なわれる cachewステージで
ある。mtlb0mには 3つの情報が連結さ
れて格納される。dat,cachehit,tlbmであ
る。datはアドレス変換したかどうかを
示し、cachewステージでのTLB書き換
え処理時に参照される。cachehitは共通
処理で求めたキャッシュヒット情報であ
り、同じく cachewステージに於いてキャ
ッシュへの書き込み処理時に参照される。
tlbm(12ビット)も共通処理の部分で求め
た値であり、ASN(8ビット),V(1ビット)
,W(1ビット),R(1ビット),M(1ビット)の
各情報が転送されている。mstborderに
は使用したストアバッファの番号が格納
される。mstborderは 2ビットから成り、
0ビット目には現時点で使用したストア
バッファの番号をセットし、1ビット目
には過去に使われたストアバッファの番
号がセットされる。この値を参照するの
はLW,LL命令であり、MEMステージに
於いてストアバッファのヒット情報を生
成する際に使用される。
以上の情報の生成と共にキャッシュパ
イプラインへ処理を移すため cachereqス
テージの起動を行なう。ここでSW,SUL
命令をこの後のステージで区別できるよ
うに処理を分けている。SW,SUL命令の
判断は最下位ビットで行なわれる。0の
きは SW命令であり、1のときは SUL命
令である。引数の22(最上位ビット),19,5
ビット目は命令判断のために使われる。
20ビット目にはキャッシュのヒット情報。
6～19ビット目には tlb0mの内容をセッ
トする。1～4ビット目は 0がセットされ
ている。この部分はSB命令が使用する。
SB命令は必ず 4ビット中のいずれかの
ビットに1がセットされる。その理由につ
いてはSB命令の説明を参照してほしい。
またSW,SUL命令とSB命令は cachereq

ステージを起動する際の引数が同じため
命令を判断するためにもこの 4ビットが
使われる。実際の命令判断時にはこの 4
ビットの各ビットの論理和をとってその
値が 0の時は SW・SUL命令、1の時は
SB命令と分かる。
またmnop1への0転送処理も並行して
行なわれる。この処理の必要性は上で説
明した通である。
もしストアバッファ0が使用中 (mstb0v
に 1がセット)の場合はストアバッファ1
をチェックする。ストアバッファ1が使用
可能であるならばストアバッファ1に対し
て必要な処理を行なう。ストアバッファ1
のチェックと共に tlbhit,Wokのチェック
も同時に行なわれ、全てを満たしたとき
のみストアバッファ1に対する処理が可
能となる。ストアバッファ1に対する処
理はストアバッファ0に対する処理とほ
とんど変わらない。処理対象がバッファ
の 0から 1に変わるだけである。
TLBにはヒットしているが書き込み許
可フラグが有効でない場合にはページア
クセス例外 (paexcep)を起こす。この場
合 SW,SUL命令の処理は終了するため
finish文を記述し、mnop1へ 1を転送す
る。今までの処理ではmnop1へは0を転
送してmforcenopを 0クリアしていた。
ここで行なっている処理はmforcenopへ
1をセットするためではなく、mforcenop
への処理の衝突を回避するためである。
MEMステージと paexcepルーチン内で
は共にmforcenopに対する書き込み処理
を実行している。そのため同時に書き込
み処理が起こらないようにしなければ
ならない。mnop1に 1を転送すること
によってMEMステージでのmforcenop
への書き込み処理を抑えることができる
ためこの処理が行なわれる。この処理は
MEMステージの最後のソース記述を参
照してもらえば理解できる。
次にチェックされるのはTLBにヒット
していないか ASNがヒットしていない
時である。この場合には TLBミス例外
(tlbmiss) を起こす。この場合も同様に
mnop1への 1転送、finish文の記述が必
要となる。そしてこの処理以外に tlbmis-
sadrsレジスタへ仮想アドレスの格納処
理を行なう。
以上のいずれの条件も満たさないとき
には SW,SUL命令をリトライする。
次の説明はアドレス変換しない時であ
る。この場合 SCALTバッファへのデー
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タ転送は行なわない。SCALTへのアク
セスは必ずアドレス変換が行なわれなけ
ればならない。そのためアドレス変換し
ない場合はストアバッファの空きのチェッ
クから行なわれる。
ストアバッファ0,1に対する処理はア
ドレス変換する場合とほぼ同じである。
異なる点はデータを格納するメインメ
モリのアドレスが vadrs になることと
mtlb0mに格納するTLB情報が全て 0に
なることである。また、書き込み許可フ
ラグ (Wok)やTLB、ASNヒット情報な
ど TLBを用いた処理に関しても行なわ
れない。つまり、チェックが行なわれる
のはストアバッファ0,1に対してとそれ
以外の場合のリトライ処理のみである。

25.8 SB命令の処理

SB命令は SW,SUL命令とほぼ同じ処
理を行なうため異なる点だけを説明す
る。SB命令が使用する専用バッファは
SW,SUL命令の時と同じである。アドレ
ス変換する場合の処理はまず SCALTバ
ッファチェックされ、ヒットしていれば
書き込み処理を行なう。この際起動する
制御端子は scaltbuf lwriteである。こ
の制御端子を起動することでモジュール
(scaltbuf.h)側では書き込むデータが8ビ
ットであることを判断し、アドレスの 0
～3ビット目より書き込み先を決定する。
ストアバッファ0の処理に於いて異な
る点は bflagtmpという 2ビットセルへ
radrsの 0,1ビット目を転送し、その情報
を基にbflagという4ビットセルに情報を
格納している処理があることである。こ
の情報生成の意味はメモリコントローラ
へ書き込み要求を出す際 (cachewステー
ジ)、8ビットデータをメモリのどの部分
に格納するのかをメモリコントローラへ
知らせるために必要となる処理である。
radrsの 0,1ビット目は 32ビットデータ
中の 8ビットデータの場所を示している。
0,1ビット目が00のときは32ビットデー
タ中の 0～7ビット目を示し、01のとき
は8～15ビット目を示し、10のときは16
～23ビット目、11の時は 24～31ビット
目を示す。よってそれらの情報からbflag
に有効な 8ビットデータの位置を格納す
る。メモリコントローラ側では転送され
てくる 4ビット情報を見て 0がセットさ
れている位置に 8ビットのデータを格納

する。4ビットの情報と 32ビット空間の
関係は以下の通りである。

• 1110→0～7ビット
• 1101→8～15ビット
• 1011→16～23ビット
• 0111→24～31ビット
bflagの情報は cachereqする際の引数と
するが、セットする場所はSW,SUL命令
では 0としていた 1～4ビット目である。
この部分はまた命令判断の材料としても
用いられる。SW・SUL命令,SB命令を判
断する際にはこの 4ビット部分の各ビッ
トの論理和をとる。SW・SUL命令の時
は必ず 0になり、SB命令のときは必ず 1
となる。
以上の処理以外の部分ではSW,SUL命
令と同様な処理を行なっているため説明
を省く。

25.9 SVC,BAL命令の処理

MEM ステージの命令が SVC命令の
ときは svcall ルーチンの読み出しと共
に mnop1 への 1 の転送、finish 処理を
行なう。svcall ルーチン処理について
は”svcall処理ルーチン”節参照。mnop1
への 1 転送は svcall ルーチン内での
mforcenopレジスタ参照とMEMステー
ジでのmforcenopレジスタ参照の衝突を
避けるための処理である。
MEM ステージの命令が BAL命令の
ときはMEMステージの最初で分岐処理
を行なった。ここで行なっている処理は
wrbステージで汎用レジスタへnpcを格
納させるための転送処理である。BAL命
令は分岐処理と共に分岐先からの戻りア
ドレスを汎用レジスタへ格納する。この
命令は関数 (サブルーチン)読み出しのな
どに使われる。
wrbステージに転送される引数はmw-
breg,mpc,値 0である。mwbregは 5ビ
ットセルで汎用レジスタの番号が転送
されている。mpcは npc(Next Program
Counter)の値である。MEMステージに
於いてはmpcというパイプラインレジス
タの値を参照している。その他の 0の値
は TLBの書き換え処理を行なうときに
使われる値であるため、BAL命令の時
には使用しない。尚、wrbステージでは
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引数の”14# 0b0”の上位 2ビットを見て
汎用レジスタへの書き込み処理を行なう
か、TLBへの書き換え処理を行なうかを
判断している。13ビット目 (最上位ビッ
ト)は汎用レジスタへの書き込み処理を
示し、0のときwrbステージ於いて処理
が行なわれる。そのためBAL命令は汎用
レジスタへの書き込み処理を行なう。12
ビット目はTLBの書き換え処理を示し、
1のとき処理が行なわれる。BAL命令は
0を転送しているためこの処理がwrbス
テージで行なわれることはない。
wrbステージへの処理転送の際には処
理内容によって以上の 2ビットが変わる
ことに注意。LW命令に於いては汎用レ
ジスタの書き込み処理と TLB書き換え
処理の両方を行なう必要があるため 13
ビット目に 0をセットし、12ビット目に
は 1をセットする必要がある。

25.10 IN命令の処理

IN命令は処理を行なう前にmexcepと
いう 1ビットレジスタを参照し、この値
が 1のときのみ処理を実行している。こ
の値は IDステージに於いてセットされた
ものである。IDステージでは noexcept
というセルへ情報が転送されている。こ
のセルへは svfが 0のときは 0を転送し、
svfが 1のときは 1を転送している。そし
てこのセルの値は次のステージへ転送さ
れる際にパイプラインレジスタへ格納さ
れる。この値が 1のときのみ IN命令を
実行できるということは svfが 1に設定
されているときのみ IN命令を実行でき
るということである。つまり、カーネル
モード (スーパーバイザーモード)の時の
み IN命令を実効できるということであ
る。もしユーザーモードで IN命令を実
行しようとしたときの処理は、IN命令の
処理記述の最後に記述してある。mexcep
が0のときは命令例外 (iexcep)を起こす。
その処理と並行してmnop1への値 1の
転送、finishを行なう。mnop1への 1転
送の意味は以前に何度も述べたため省略
する。
もし svfが 1である場合は IN命令の処
理に移るわけであるが、ソースコードで
は処理の最初にmnop1に0を転送してい
る。これは以前に IN命令をユーザモー
ドで行なおうとして命令例外が起きた際
にセットされたmforcenopをクリアする

ための処理である。ここでクリアしてお
かないと後続命令がMEMステージの処
理を行なうことができない。
IN命令は専用レジスタの内容を汎用レ
ジスタへ転送する命令である。ここでい
う専用レジスタには以下のものがある。

• inten
• ir2
• ir3
• asn
• svf
• dat
• tlbsel
• tlb(ASN,V,W,R,M)
• tlb(全 tlbの値)
• tlbmissadrs
• tlbmist
• paest
• iest
• scaltlb
• itlbmissadrs
• itlbmist
• itlbsel
• icatlb1～4
• ssm
• ssn
汎用レジスタへの書き込み処理はwrbス
テージで行なうため IN命令の処理はwrb
ステージの起動処理となる。専用レジス
タには番号が付けられていて、処理対象
を決めるときにはその番号を指定する。
この番号は RS1レジスタと Immediate
の値の和から求められる。ソースコード
中ではmaluというパイプラインレジス
タの値にこの番号が格納されている。
以下の説明に於いてwrbステージ起動
の引数を 0としている部分に関する説明
は省く。この部分は TLBの書き換え処
理時に使用されるものであり、IN命令に
於いては使用しない。
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• maluが 0のとき
0 番は inten という 1 ビットレジ
スタを示す。これは外部割り込み
許可フラグである。このレジスタ
は IF ステージの割り込み処理時
に参照される。このレジスタ値を
汎用レジスタへ書き込む為に wrb
ステージ起動の引数に”mwbreg,30#
0b0||int.intt||inten” を与えている。
mwbregは汎用レジスタの番号を示
す。書き込むデータは 32ビットでな
ければならないため符号拡張してい
る。intenの値だけでなく外部割り込
みが起きたときに起動するステージ
(intステージ)のタスク状態も同時に
読み出している。

• maluが 1のとき
1番は ir2という 32ビットレジスタ
を示す。このレジスタは外部割り込
みの分岐先アドレスを示す。この値
は IFステージの int2ステートで参照
される。この値を読みだすにはwrb
ステージ起動の引数に汎用レジスタ
番号を示すmwbregと ir2を与える。

• maluが 2のとき
2番は ir3という 32ビットレジスタ
を示す。このレジスタは命令が分岐
した場合の分岐先からの戻りアドレ
スを示す。実際に ir3に値がセットさ
れる情况は外部割り込み時、ページ
アクセス例外時、TLBミス例外時、
命令例外時、スーパーバイザーコー
ル時である。尚、targetifが起動され
た際に必ず ir3がセットされるとは限
らない。例えばBAL命令においては
戻りアドレスは汎用レジスタへ格納
される。ir3の値を読みだすにはwrb
ステージ起動の引数に汎用レジスタ
番号を示すmwbregと ir3を与える。

• maluが 3のとき
3 番は asn という 8 ビットレジス
タを示す。これはアドレス空間番号
(Address Space Number) を示す。
ASN はプロセス毎に異なる値を持
つ。ASNが一致しないアドレス空間
へのアクセスは許されない。asnはメ
インメモリへのアクセスがあり、ア
ドレス変換する際に参照される。こ
の値を読み出すにはwrbステージ起
動の引数にmwbregと符号拡張した
asnを与える。

• maluが 4のとき
4 番は svfという 1 ビットレジスタ
を示す。svfは設定されている値によ
ってカーネルモード (スーパーバイ
ザーモード)、ユーザモードに分けら
れる。svfが 1ときはカーネルモード
であり、0のときはユーザモードで
ある。プロセッサ起動時はカーネル
モードで動作するため svfは 1にセ
ットされる (initcoreステージ参照)。
尚、IN,OUT命令は svfが 1のとき、
つまりカーネルモードのときのみ実
行可能である。wrbステージの引数
にはmwbreg,符号拡張した svfが与
えられる。

• maluが 5のとき
5番は datという 1ビットレジスタ
を示す。これはアドレス変換するか
しないかを示すレジスタである。ア
ドレス変換する場合は 1がセットさ
れ、しない場合は 0がセットされる。
この値を読みだすにはwrbステージ
の起動引数にmwbregと符号拡張し
た datの値を与える。

• maluが 6のとき
6番は tlbselという 8ビットレジス
タを示す。tlbselはデータTLBのエ
ントリ番号を示す。データ TLBは
256エントリあるため8ビットを使用
している。この値が参照されるのは
IN,OUT命令でTLBの読み出し、書
き込みを行なう時である。tlbselの値
を読み出すにはwrbステージ起動の
引数にmwbregと符号拡張した tlbsel
を与える。

• maluが 7のとき
7 番は TLB の読み出しを行なっ
ている。ただし、ここでの読み
出しは TLB の上位 12 ビット
(ASN,V,W,R,M) に対してである。
ここでは一度 tlbstという 12ビット
のセルに TLBの上位ビットを読み
出し、その値を符号拡張してwrbス
テージ起動の際の引数としている。
TLB読み出しの際にはmaluが 6番
を示す場合に参照されるレジスタ
tlbsel(TLBのエントリ番号) を引数
としている。そして TLBから転送
されてくる 32ビットのデータ中 20
～31ビット目だけを tlbstセルへ転
送している。
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• maluが 8のとき
8 番に関しても TLB の読み出しを
行なっている。7 番では TLB の上
位 12ビットのみの読み出しだった
が、maluが 8のときにはTLBの値
全てを読みだす。TLB を読み出す
(tlb.read)際には tlbselが示す TLB
のエントリ番号が参照される。そし
て読み出したデータは tlbvalという
32ビットセルへ転送される。この値
を引数として wrb ステージを起動
する。

• maluが 9のとき
9番は tlbmissadrsという 32ビット
レジスタを示す。このレジスタには
TLBミス例外が起こった際の仮想ア
ドレス (vadrs)が格納される。この
値を参照するのはOSである。TLB
ミス例外が起こると処理は OSに引
き渡される。tlbmissadrsの値を読み
出すにはwrbステージ起動の引数に
mwbreg, tlbmissadrsを与える。

• maluが aのとき
a番は tlbmistという 1ビットレジス
タを示す。このレジスタはTLBミス
例外が起きたとき tlbmissルーチン
内でセットされる。このレジスタ値
によって現在TLBミス例外処理中か
どうか判断できる。この値は 1ビッ
トであるためwrbステージへの引数
として渡す際には符号拡張する。

• maluが bのとき
b番はpaestという 1ビットレジスタ
を示す。このレジスタはページアク
セス例外が起きたとき paexcepルー
チン内でセットされる。このレジス
タがセットされている間はページア
クセス例外処理が実効されているこ
とになる。ページアクセス例外が起
こるのは SW,SUL,SB,BW命令で書
き込み許可フラグ (Wok) が無効な
ときにメインメモリへの書き込みを
行なおうとしたときである。wrbス
テージ起動の引数にはmwbreg,符号
拡張した paestが与えられる。

• maluが cのとき
c番は iestという 1ビットレジスタ
を示す。iestは命令例外の際 iexcep
ルーチンで 1がセットされる。この
レジスタをチックすれば命令例外に
関する処理が行なわれているか確認

できる。命令例外が起こるのはユー
ザモードで IN,OUT命令を実行しよ
うとした場合、アドレス変換せずに
(dat=0) SCALTバッファへアクセス
しようとした場合である。iestレジ
スタは符号拡張してwrbステージへ
渡される。

• maluが dのとき
d番は scaltlbという 23ビットレジ
スタを示す。これはSCALTバッファ
のTLBを示す。TLBはASN(8ビッ
ト),V(1ビット),PFN(14ビット)から
成る。

• maluが eのとき
e番は itlbmissadrsという 32ビット
レジスタを示す。このレジスタは 9
番の tlbmissadrsと同様TLBミス例
外の際にセットされる値であるが、
itlbmissadrsは IFステージに於ける
命令読み出しの際にセットされる。
つまり tlbmissadrsはデータTLBの
TLB ミス例外の際にセットされ、
itlbmissadrsは命令 TLBの TLBミ
ス例外の際にセットされる。この値
の読み出しを行なう為にwrbステー
ジを起動する。その際にmwbregと
itlmissadrsを引数として与える。

• maluが fのとき
f番は itlbmistという 1ビットレジス
タを示す。このレジスタも a番の tlb-
mistと働きは同様である。つまり命
令TLBミス例外が起こった際に itlb-
missルーチン内でセットされる。こ
の値から命令 TLB例外に関する処
理が行なわれているかどうか判断で
きる。

• maluが 10のとき
10番は itlbselという 2ビットレジス
タを示す。このレジスタは命令TLB
のエントリ番号を示している。そし
てこの値を参照するのは IN,OUT命
令である。命令TLB読み出し、書き
込みの際にこの値を参照して該当す
る命令TLBに対して処理を行なう。
命令TLBは 4エントリのため 2ビッ
トが使用される。

• maluが 11のとき
11番は命令TLBの読み出しを行なっ
ている。ただしここでの読み出しは
命令 TLBの上位 8ビット (ASN) に
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対してである。命令 TLBの読み出
しには 10番を示す itlbselが使用さ
れる。itlbselの値によって読み出す
命令 TLBが決まる。そして読み出
されたASNの情報は itlbstという 8
ビットセルへ転送される。この itlbst
を wrbステージの引数としている。
tlbselの値が 00の時は itlb1を示し、
01の時は itlb2を、10の時は itlb3を、
そして 11の時は itlb4を示す。

• maluが 12のとき
12番は命令 TLBの 0～26ビット目
の読み出しを行なっている。この場
合も itlbselの値によって読み出す命
令 TLBを決定し、itlbvalという 27
ビットセルへ読み出したTLBの値を
転送している。そしてこの値を符号
拡張しwrbステージを起動する際の
引数としている。

• maluが 13のとき
13番は ssmという 2ビットレジスタ
を示す。このレジスタはSCALTバッ
ファエントリ番号のマスクレジスタ
である。このレジスタの詳細につい
てはこの章の”SCALTバッファの仕
様”節を参照。

• maluが 14のとき
14 番は ssn という 2 ビットレジス
タを示す。このレジスタは SCALT
バッファエントリ番号をマスクレジ
スタによってマスクした結果から選
ばれる SCALTバッファの上位エン
トリ番号である。この詳細について
も”SCALTバッファの仕様”節参照。

25.11 OUT命令の処理

OUT命令も IN命令同様最初に mex-
cepレジスタをチェックし OUT命令の
処理に移るか命令例外を起こす。先程
も説明したように IN,OUT命令は svfが
1のとき、つまりカーネルモード (スー
パーバイザーモード)のときのみ処理を
行なうことが可能である。そのため ID
ステージで生成した svf の情報 (MEM
ステージでは mexcep) を用いる。もし
mexcepが 1である時は OUT命令の処
理に移る。ここでは各専用レジスタに
対する処理を行なうわけであるがそれ
以外にmnop1に 0を転送している。こ
れは以前に OUT 命令が svf=0(ユーザ

モード)で処理を行なったときに命令例
外によってセットされたmforcenopを 0
クリアするための処理である。
命令例外を起こす処理部分 (OUT 命
令の最後のソース記述)では mnop1に
1 を転送する。これは例外を起こす際
iexcep ルーチン内の mforcenop に対す
る処理と MEM ステージの mforcenop
に対する処理が同時に起きないように
するための処理である。
以下の説明はmexcepが 1のときの各
専用レジスタに対する処理である。
IN命令同様各専用レジスタには番号
が付けられている。EXEC ステージに
於いて求めたRS1+Immediateの値が専
用レジスタの番号を示す。OUT命令は
この番号で指定されたレジスタに対し
て RD で指定したレジスタのデータを
格納する。ソースコード中のmsrcとい
うレジスタが RD で指定したレジスタ
のデータになる。msrcは EXECステー
ジに於ける er2fという 32ビットセルで
る。また er2fは IDステージに於いて読
み出したRS2レジスタの値である (フォ
ワーディングを行なわない場合)。I 形
式の命令では RS2の部分は RDに相当
するため、IDステージで読み出したレ
ジスタの値がOUT命令での専用レジス
タへ格納するデータになる。
実 際 の 処 理 で は
malu(RS1+Immediate) の 値 か ら 処
理対象の専用レジスタを判断し、各専
用レジスタにmsrcの必要なビットを格
納している。それぞれの専用レジスタ
については IN命令の部分で述べたため
説明が必要と思われる処理についてだ
け説明する。
maluの値が 7,8のときはデータ TLB
への書き込み処理を行なっている。そ
の際書き込み先である TLB エントリ
は tlbsel という専用レジスタ 6 番を使
用している。tlbselは 8ビットであるた
め 256 エントリを持つ TLB を全て参
照できる。7 番の専用レジスタを示し
た場合には TLB の上位 12 ビットの書
き込みが行なわれる。この 12ビットは
ASN,V,W,R,Mを示す。msrcの下位 12
ビットにはこの情報が書き込まれてい
る。ここでは 32ビットのmsrcの全ビッ
トを転送している。必要な部分だけ取
り出しはTLBのモジュール (tlb.h)側で
行なわれる。8番の専用レジスタを示し
た場合には TLB全てに対する書き込み
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が行なわれる。このときmsrcは全ビッ
トが有効な情報となる。
また maluの値が 11,12の場合は命令
TLB への書き込み処理である。命令
TLBのエントリを示すには itlbselが使
われる。これは専用レジスタ 10番が示
すレジスタである。この 2 ビットレジ
スタによって命令 TLB(全 4 エントリ)
の各エントリを指定する。指定された
エントリに対してはmsrcの値を格納す
るわけであるが、ここではデータ TLB
の時とは少し異なる処理を行なう必要
がある。データ TLB はモジュールで
構成されている。そのためモジュール
側で必要となるビット部分だけを更新
する処理を行なっている。しかし、命
令 TLBは 4つのレジスタで構成されて
いる。そのため更新が必要な部分だけ
を書き換えるには更新されない部分は
変更されずそのままでの状態でなけれ
ばならない。そのため maluが 11番を
示す場合は TLBの上位 8ビットの書き
込みを行なうため、それまで命令 TLB
に格納されていた下位 27ビットの情報
(icatlb1∗ < 26 : 0 >)と msrcの下位 8
ビットを一緒に icatlb∗に格納する。こ
れにより命令 TLBの上位 8ビットだけ
を書き換えることができる。maluが 12
番を示す場合は命令TLBの下位 27ビッ
トの書き換えを行なう。そのため同様
に各命令 TLB の上位 8 ビットと msrc
の下位 27ビットを連結して目的の命令
TLBへ書き込み処理を行なう。

25.12 BZ,RI,J,JR命令と
それ以外の命令の処理

MEM ステージの最後の方の処理記
述に BZ,RI,J,JR 命令の場合の処理と
それ以外の命令の場合の処理がある。
BZ,RI,J,JR命令に於いてはすでに必要
な処理記述が済んでいて、更にこれ以降
のステージでの処理がないため finish文
により命令の処理を終了させる。以上の
命令以外の場合は処理結果を汎用レジス
タへ格納するための処理があるためwrb
ステージの起動をmwbreg,maluという
引数と共に行なっている。mwbregが格
納先のレジスタ番号であり、maluが処
理結果である。
また並行してmnop1に 0を転送して後
続命令がMEMステージ処理を実行でき

るようにしている。
MEMステージの最後の記述は今まで
何度となく説明してきた mforcenop の
クリア処理である。既にmforcenopがセ
ットされていて、かつmnop0～2全てが
0のときにmforcenopを 0クリアする。
mforcenopがセットされている状態は何
らかの例外が発生したときか、分岐が起
こった場合である。その状態 (mforcenop
が 1)では後続命令はMEMステージの
処理を実効できないため、mforcenopを
0 にセットし直す必要がある。そこで
MEMステージでmforcenopを 0クリア
する必要のある命令は適切なmnop0～2
へ 0を転送する。どの命令がmnop0～2
を使用するのかは”MEMステージでの動
作”章の最初に記述してある。また、後
続命令がMEMステージの処理を実行で
きないならば、分岐、例外を起こした命
令もMEMステージの処理ができないよ
うに思われるかもしれないが、各ルーチ
ン内ではそれぞれ ntif,tretryレジスタへ
値を格納している。この値が設定された
命令についてはMEMステージの処理を
実行できる。

26 WRBステージでの動作

wrbステージでは writebackという 1
つの状態がある。
このステージは any 文、if 文の 2 つ
の処理がある。最初の any文は TLBへ
の書き込みを行なっている。ただし、
ここで行なっている TLB への書き込
みは TLB の上位 12ビットについてで
ある。なぜ TLB 全体の書き込みを行
なっていないのかというと、ここでの
目的は TLB の参照 (reference) ビット
(R ビット) の更新を目的としている
からである。参照ビットを更新する目
的でこのステージを起動する命令は、
LW,LL,BF命令である。MEMステージ
に於て LW,LL,BF命令は共通処理とし
て tlbrという 12ビットセルに以下の結
果を格納している。
TLBtemp < 31 : 20 > |0x002
TLBtempには仮想アドレスを基に読み
出してきたTLBの値が入っている。そ
の TLBの 20bit目から 31ビット目に対
して 0x002(0b000000000010) と論理和
を行なっている。この処理によって参照
ビット以外の部分はそのままで参照ビッ
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ト (TLBの 21bit目)に対してのみ 1を
立てることができる。この結果はMEM
ステージの LW,LL,BF命令の処理段階
で wrbステージを起動する際の引数と
して用いられる。その際、tlbr に更に
2bit を付け加えているが、これは wrb
ステージに於て TLBへの書き込み処理
か、処理結果の汎用レジスタへの書き
込み処理かを判断する材料として使わ
れるものである (tlbrb¡12¿に 1がセット
されているとき TLBへの書き込みを行
なう。tlbrb¡13¿に 0がセットされている
とき汎用レジスタへの書き込みを行な
う。tlbrb¡12¿=1,tlbrb¡13¿=0 の条件を
満たす命令は LW,LL 命令である。BF
命令はメインメモリから SCALT バッ
ファへデータを転送するだけであり、汎
用レジスタへはデータを転送しないた
め tlbrb¡13¿=1 となる)。ここでの引数
はwrbステージでは tlbrbとして扱われ
る。また、wrb ステージを起動すると
きの引数として仮想アドレス (MEMス
テージでは vadrs端子)の 18～25bit(計
8bit) を渡している。この値は wrb ス
テージで tlbaとして扱われる。仮想ア
ドレスの 18～25bit目は TLBエントリ
を選択する部分である。
それでは any文の処理の詳細について
説明する。まず tlbrb¡12¿が 1かどうか判
断している、これは TLBへの書き込み
を目的に MEMステージで wrbステー
ジを起動する命令が tlbrb¡12¿を 1にセッ
トしている。つまり、LW,LL,BF命令が
wrb ステージを起動する際は tlbrb¡12¿
は 1をセットする。次の条件は cachew
ステージの起動、更にそのステージの命
令が SW,SUL,SB,BW 命令であるかの
チェックを行なっている。もし cachew
ステージが起動していて、更に上のい
ずれかの命令であるときは wrbステー
ジでの TLBへの書き込みは行なわれな
い。その理由は、SW,SUL,SB,BW命令
はwrbステージでTLBの書き込みを行
なっていないからである。これらの命令
がTLBの書き込みを行なうのは cachew
ステージである。cachewステージでの
TLBへの書き込みは更新 (modify)ビッ
ト (M)の変更である。もし同時に同一
TLBエントリへの書き込みが起こって
しまうと、書き込みに同じ制御端子を
用いているため衝突が起きてしまう。そ
れを避けるためにここでは以上の条件

のときには書き込みを行なわない。
次の条件はMEMステージにいる命令
がLW、LL、SW、SUL、SB、BF、BW
命令であるときは TLBへの書き込みは
行なわないというものである。この条
件は MEM ステージの命令が以上のも
のであるとき、TLBの読み出しを行な
うためである。wrb ステージにいる命
令の方が先行しているため、こちらの
処理を最初に行なうべきと考えられる
が、参照ビットは OSによる TLBの入
れ換え時に用いられ、必ずこのクロッ
クで書き換えなければならないという
ものではないため、MEMステージの読
み出しを優先している。もし TLBの参
照ビットを書き換えなかったとしても
TLBの入れ換え時にこのエントリが入
れ換えられる可能性があるだけである。
つまり、この処理自体それ程重要でな
いため、もし条件を満たさなかった場
合は、再度この TLB書き込み処理を行
なうようなことはしない。これは wrb
ステージでは finish 文によりステージ
処理を終了させていることから理解で
きるだろう。これに対して更新ビット
(M)はあるアドレスに対して更新があっ
たという情報のため、必ず書き換えな
ければならない。この処理は cachewス
テージで行なっている。
ここでの条件はこれ以外に MEM
ス テ ー ジ の 命 令 が IN,OUT 命
令 で 、malu(32bit レ ジ ス タ) が
0x00000007,0x00000008 の と き も
TLB 書き込みは行なわない。malu が
0x00000007,0x00000008のとき IN,OUT
命令は TLBへの読み出し、書き込みを
行なうためこの条件が付けられる。ち
なみに、maluはEXECステージでの計
算結果であり、EXECステージとMEM
ステージ間のパイプラインレジスタに
格納されたものである。
以上の条件をクリアした場合、TLB
への書き込みが行なわれる。それぞれ
の引数 tlba,tlbrb はさきほど説明した
ように、tlbaには TLBを選択するため
のエントリ番号が格納され、tlbrbには
TLB の上位 12bit(ASN+V+W+R+M)
が格納されている。
if 文の処理は tlbrb¡13¿を見て処理を
行なうか判断している。このビットは
MEMステージから起動する段階でセッ
トされ、このビットを 1 にして wrbス
テージを起動した命令は計算結果をレ
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ジスタへ格納する処理を行なう必要が
ある命令、すなわち LW,LL 命令であ
る。wopは結果の格納先の汎用レジスタ
番号を示し、waluは格納データ (32bit)
を示す。
最後に finish文によりこのステージを
終了している。
尚、以下に TLB(tlb.h) の構成図を
示す。

VWRM    256
エントリ

8bit 8bit 8bit 8bit

tlb4 tlb5 tlb2tlb1tlb0

8bit

不
使
用

不
使
用

ASN PFNPFNh

8bit

r256_8

    256
エントリ ・

・
・

tlb.writeを使用して書き込みを行なうtlb.writestを使用して書き込みを行なう

6bit

図 45: TLBの構成図

27 キャッシュパイプライン

以下ではキャッシュパイプラインにつ
いて述べる。

28 cachereqステージでの動作

cachereqステージでは iという 1つの
状態がある。MEMステージではメイン
メモリへのアクセスを要する命令は必要
な情報と共に cachereqステージを起動
している。以前までは cachereqステー
ジが起動されると cachectl ステージに
於いて cachereqステージのタスクを常
に監視していて、送られてきた情報 (re-
qopパイプラインレジスタ)を用いて必
要な処理を行なうようになっていた。現
在も cachectlステージでは常に cachereq
ステージを監視しているのだが、以前
の cachereqステージは何の処理も行わ
ず cachectlステージで行なうべき処理の
きっかけを与えているにすぎなかった。
しかし IFステージとMEMステージでは
共に cachereqステージを起動する。同一
クロックでcachereqが起動されるとパイ

プラインレジスタへの書き込みが同時に
起こり衝突が生じる。そこで、cachereq
ステージのタスクを 2つ用意した。命令
フェッチの際には cachereqiを用い ( パ
イプラインレジスタは reqopi)、データ
フェッチの際には cachereq を用いるよ
うにする (パイプラインレジスタは re-
qop)。cachectlステージではどちらのス
テージからのリクエストを優先するかに
よって利用するパイプラインレジスタを
区別する必要がある。また、cachereqス
テージでは同時に要求があったときそれ
ぞれの要求に対する処理を実行する必要
がある。IF,MEMステージで cachereqス
テージを起動できるかという判断はして
いない。同時に要求があり、更に次のク
ロックに於いて cachereqがあった場合に
備えキュー (reqq0～2)を用意する (図 46
参照)。

Valid

0

1

2

queue

  IF stage
cachereq.reqi

reqopsel  MEM stage
cachereq.req

1

2

priority

cachectl stage

図 46: cachereqステージのキュー構成

まず優先順位だが以前に図35で示した
優先順位がある。MEMステージ、キャッ
シュパージによる cachereqが優先され
る。その次に IFステージからの処理が
行われる。キューが使用されるのは IFス
テージからの cachereqの時だけである。
ではソースの記述に沿って説明する。ま
ず alt文によって以下の条件を判断する。
cachereq.req & cachereq.reqi
: alt {

これはMEMステージ、キャッシュパー
ジによる cachereq(cachereq.req)とIFス
テージによる cachereq(cachereq.reqi)が
同時に起こった場合に行われる処理であ
る。このときMEMステージ、キャッシュ
パージによる cachereqで転送されるパイ
プラインレジスタの値は cachectlステー
ジで直ちに参照されるため reqopselとい
う23ビットセルに転送される。そして IF
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ステージからのパイプラインレジスタの
値は空いているキューに格納されていく。
つまりMEMステージ、キャッシュパー
ジの処理が優先的に行われていることに
なる。キューは reqq0～2(23ビットレジ
スタ)まである。もし連続して IFステー
ジからcachereqが出されるとキューが溢
れてしまうことが考えられる。そこで IF
ステージでは cachereqを出す際に reqv1
をチェックして有効ならば再度 IFステー
ジの処理を行うようにする。また、IFス
テージでは reqv1の他に fb4vというフラ
グもチェックしている。これは cachectl
ステージでのキューフラグであり、これ
もやはりキュー溢れがないようにするた
めの対策である。cachereqステージでの
キューだけをチェックしていればよいと
考えるかもしれないが、もし cachereqス
テージのキューが空いていて cachectlス
テージのキューに格納することができて
も、cachectlステージのキューが溢れて
は問題なので cachereq,cachectl両ステー
ジのキューをチェックしている。reqv2
ではなく reqv1をチェックしているのは
reqv2はレジスタであるため値が有効に
なるのは次のクロックであるからである。
もし reqv2への値 1の格納処理と IFス
テージからのcachereqが同一クロックで
起こった場合にはキュー溢れが起こる。
もしMEMステージ、キャッシュパー
ジによる cachereqと IFステージによる
cachereq が同時に起こっていないなら
ば、次にチェックされるのはMEMステー
ジ、キャッシュパージによる cacherqであ
る。これは上で述べた優先順位に従って
いる。行われる処理はパイプラインレジ
スタの値を reqopselへ転送しているだけ
である。どんの状態であってもMEMス
テージ、キャッシュパージによる cacherq
は直ちに reqopselへ転送される。ここで
ちょっとした疑問が生じる。MEMステー
ジ、キャッシュパージから同時にcachereq
があった場合にはどうするのか。この場
合図 35を見るとキャッシュパージによ
る cachereqの方が優先順位が高くなって
いる。ではその優先順位の区別はどこで
行っているのか。それはキャッシュパージ
自体が行っている。キャッシュパージ処理
が cachectlステージで処理を行う際には
streq3という 1ビットレジスタに値 1を
設定している。このレジスタは IDステー
ジにおいて命令をストールする際に用い

られるものである。IDステージではこ
のレジスタに値 1がセットされていると
IDステージで処理を行っている命令をス
トールする。ストールするとどうなるの
か。cachectlステージで処理を行ってい
るキャッシュパージがステージを遷移し
cachewステージから処理を cachereqス
テージへ転送する段階にはMEMステー
ジで処理を行っている命令がなくなるの
である。キャッシュパージが cachewス
テージから cachereqステージへ処理を
転送する理由は後述。言葉での説明だけ
ではわかりずらい場合は図 8を参照され
たい。cachectlステージから IDステー
ジに streq3がセットされると次のクロッ
クにおいても IDステージの処理が行わ
れる。そのためキャッシュパージ処理が
cachctl,membus,empとステージを遷移
して cachewステージにいるとき IDス
テージの命令は EXECステージでの処
理を行っていることになる。これによっ
てcachewからの cachreqがMEMステー
ジからの cachereqよりも優先的に処理す
ることが可能になる。
最後に最も優先順の低い IFステージか
らの cachereqを判断している。ここでは
他の場所からの cachereqがなくても既に
キューが使用されているならば空いてい
るキューに情報を格納しなければならな
い。キューが空ならば cachectlステージ
で参照されるように reqopselへデータを
転送する。以上でcachereqステージの説
明は終わりであるが、ここでシミュレー
ション時に生じた問題を取り上げてその
後で cachereq,cachectlステージの説明を
行っていくことにする。
シミュレーションでLW命令を発行後
メモリへのアクセスを行なわない命令を
流した。すると membus ステージが起
動してメモリへの読み出し要求を出した
後、数クロック後に再度membusステー
ジが起動する状態が発生した。シミュ
レーション結果を見たところLW命令以
降常に cacherqステージが起動していた。
cachereqステージを見てみると finish処
理が行なわれていなかったため cachectl
ステージで cachereqステージ起動を確
認してしまいmembusの起動が起こって
いた。そのため cachereqステージに fin-
ish処理を加えることで問題を解決する
ことができたが、これでは cachereqス
テージのキューに格納された命令の処理
が実行されなくなるのではないかという
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疑問が生じた。なぜこのような疑問が生
じたのかというと、現在 cachectlステー
ジで記述されている以下の内容が以前は
cachereqステージに記述されていたため
であった。この記述はキューの移動、フ
ラグのクリア処理である。もしこの記述
が cachereqステージにあるとfinishした
段階でキュー内に残った処理すべき情報
が reqopselへ転送されなくなってしまう
からである。

if(^cachereq.req) alt {
reqv2 : par {
if(^cachereq.reqi) reqv2

:= 0b0;
reqq1 := reqq2;
reqq0 := reqq1;
reqopsel = reqq0;

}
reqv1 : par {
if(^cachereq.reqi) reqv1

:= 0b0;
reqq0 := reqq1;
reqopsel = reqq0;

}
reqv0 : par {
if(^cachereq.reqi) reqv0

:= 0b0;
reqopsel = reqq0;

}
}

cachereq ステージの起動がないときに
は cachereqステージの処理は行なわれ
ないため上記は実行されないことになる
(cachereqステージに記述されている場
合)。そこで、上記を cachectlステージ
に移し、さらに以下の記述を追加した。

cctlreq = cachereq.req |
cachereq.reqi | reqv0 |
reqv1 | reqv2;

cachectlステージは毎クロック動作して
いるため cachereqではなく cachectlス
テージでキューのクリア、移動処理を行
なう。もし移動処理と同時に cachereqi
要求があってもキューでの衝突などは
ない。
そ し て cctlreq は cachereq か
cachereqi 要求である場合、または
cachereq,cachereqi 要 求 は な い が 、
キューに処理すべき情報がある場合に
cachectlステージ処理が行なわれるよう
にするための記述である。この記述も
cachereqステージではなく、毎クロック

実行される cachectlステージに於いて行
なわなければならない。そして、cctlreq
を用いて cachectl ステージで cachereq
ステージの起動をチェックしている部分
に適用する。
では上で挙げたソースコード部分につ
いて説明する。まず cachereq.reqが 0の
時には処理が行われない。これはキュー
を使用するのが cachereq.reqi のとき、
つまり IFステージからの cachereqの時
だけだからである。次に alt文によって
使用されているキューフラグをチェック
している。reqv2が使用されているとき
(reqv2が 1のとき)は IFステージから
の cachereqがないならば自分自身のフ
ラグをクリアしている。既に MEM ス
テージからの cachereqがないことは分
かっているため、必ずキューに対する
処理が行われる。つまり reqv2を reqv1
へ、reqv1を reqv0へ、reqv0を reqopsel
へという処理が行われる。このキュー
の移動処理が残りの部分に当たる。
reqv1,reqv0 についても reqv2 と同様
な処理が行われる。ただ移動するキュー
の数が異なるだけである。
今までの説明をまとめると、cachereq
ステージでは IF,MEMステージからの
cachereqまたはキャッシュパージ要求を
受け付け、IFステージからの cacherqに
関してはキューへの格納処理のみを行
う。そして cachectl ステージではこの
キューに対する移動、クリア処理のみ
を行う。このように 2 つのステージで
キューに対する処理を明確に分けてい
る。
話が cachectlステージにまで及んでし
まったが、cachectlステージの説明とあ
わせて確認して頂きたい。

29 cachectlステージでの動作

cachectlステージの説明は cachereqス
テージの説明から続いているかたちにな
っているため、cachectlステージのソー
スの一部分に関しては cachereqステージ
の記述を参照されたい。
cachectlステージでは stという 1つの
状態がある。このステージの処理は大ま
かに以下の 3つの処理を行なっている。

• overwriteフラグのリセット
• パージ処理
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• MEM,IF ステージから cachereq ス
テージに転送された情報 (reqop)を
キューに格納

• membusステージの起動・メモリア
ドレスのレジスタへの格納

各々の処理について以下で説明する。
overwriteフラグは MEM ステージの
SW,SUL,SB命令に於いて処理が行なわ
れる。このフラグは同じアドレスに対す
るストア命令が流れて来たときに以前使
用していたストアバッファのデータ部分
だけを置き換えて同じバッファを使用で
きるかどうかの判断に使用されるもので
ある。overwriteフラグが 1にセットされ
るのはMEMステージである。overwirte
フラグが 1の間は後続のストア命令は同
じストアバッファのデータ部分 (mstb0d)
を書き換えることができる。もし over-
writeが 0の時は空きのストアバッファ
ができるまで待たなければならない。な
ぜoverwriteが0の時は書き換えができな
いのか以下で説明する。membusステー
ジに於いてメモリへ書き込むべきデータ
を転送する際、その書き込むべきデータ
はストアバッファを参照している。その
ためmembusステージで転送した後にス
トアバッファのデータ部分を書き換えて
も既にストアするためのデータは転送さ
れてしまっているため、書き換えたデー
タがメモリへ転送されることはない。以
上のような理由から cachectl ステージ
で overwriteフラグをクリアしている。
membusステージではなくてこのステー
ジでクリア処理を行なう理由はoverwrite
フラグがレジスタだからである。レジス
タは次のクロックで値が有効になる。
パージ処理について説明する前にソー
スコードに於いて pargchk入力端子の値
を pargfに転送している処理に付いて説
明する。

any {
pargchk == 0b1 : pargf = 0b1;
else : pargf = 0b0;

}

この部分の処理はシミュレーションを実
行するまではなかった。pargchkを直接
参照していたのだが、pargchk端子は0,1
の値以外に u,zという値をとることがあ
る。そのため条件判断に於いて 0,1以外
の場合に於ける処理を記述していなか
った (SFLでは u,zを条件判断に使えな

い)ため適切な条件判断が行なえなかっ
た。そのため pargchkで直接判断するの
ではなく、一度 selを通してから条件判
断の材料にすることにした。pargchkが
1かそれ以外という条件判断はできるた
め pargchkが 1のときには pargfを 1に、
pargchkがそれ以外の値 (0,u,z)のときに
は pargfを 0にセットする。
次にパージ処理について説明する。
パージ処理はメモリコントローラがパー
ジ要求を出したときに、その要求と共に
転送してくるキャッシュアドレスから、
パージ処理を行なう必要があるか判断
し、パージ処理をする必要があるならば
該当するアドレスのキャッシュをパージ
する。
パージ処理が必要になるのはメインメ
モリのデータとキャッシュのデータの一
貫性が保たれなくなったときである。例
えば、メインメモリのあるアドレスに
SPK のキャッシュと一貫性の保たれた
データがあるとき、そのアドレスに対し
て他のプロセッサやデバイスが書き換え
を行なった場合、それを知らずにそのア
ドレスからSPKがデータを持ってくるよ
うなことがあっては、まったく別のデー
タを使って処理を行うことになってしま
う。このような情况を避けるために、一
貫性が保たれなくなるデータがある場合
は、そのキャッシュアドレスのデータを
消去する。キャッシュパージが起こった
場合、パージ処理を優先的に処理しなけ
ればならない。すでに一貫性の無いデー
タを命令が参照することが無いようにす
るためである。
cachectlステージは initcoreステージ
で起動されてから、常にメモリコント
ローラからのパージ要求を監視し続けて
いる。もしパージ要求が起こった場合は、
次の処理を行なう。

• キューの有効ビットのセット
• キューに転送されてきたアドレス情
報を格納

• membusステージへの転送
キューは 5 つあり、フラグを格納する
キュー (cpv0,cpv1,cpv2,cpv3,cpv4)
と ア ド レ ス を 格 納 す る キュー
(cachpg0,cachpg1,cachpg2,cachpg3,
cachpg4) である。フラグを格納する
キューでは、メモリコントローラから
のパージ要求があった場合有効になる
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端子 pargf のみをフラグを立てる条件
に使用している。初めて要求があると
cpv0 に pargf の値をセットする。そし
てもし cpv0がクリアされる前に再度要
求があった場合は、cpv1 を有効にし、
更に要求があった場合は cpv2を有効に
する (cpv4 まで同様)。キャッシュパー
ジの処理はMEM,IFステージからの命
令よりも優先的に処理される。そのた
め pargf,cpv0 が 1 にセットされている
間 MEM ステージからの命令は次のス
テージである membus に処理を移すこ
とはない。もし pargf が起動したとき
既に MEM,IF ステージからの命令が
membusステージの処理を行なっていた
場合、キャッシュパージ処理はmembus
ステージが起動できないため membus
ステージが空くまで待つ必要がある。メ
モリバスが空くまでの最大時間は 8 ク
ロックである。よって最悪の場合 cpv2
まで使用してしまうことになる (キャッ
シュパージは連続でも 4 クロックに 1
回)。membusステージが起動できる状
態のときは cpv2の情報を用いてキャッ
シュパージ処理を行なうことになる。現
在キューの数は 5つであるが、以前まで
は 3 つのキューで構成されていた。そ
のため上の状態で更にキャッシュパージ
要求が発生するとキューが足りなくな
ることが考えられた。キャッシュパージ
要求は連続で発行される場合でも 4 ク
ロックの時間をおいてから次の要求が
発行される。つまり 5クロック後に新た
なキャッシュパージ要求がある。キャッ
シュパージ処理は全ての処理を終える
のに 8 クロックを要する。このため 8
クロック後に使用しているキューフラ
グをクリアしたのでは cpv2を使用して
いる状態ではキューが溢れてしまう。
cpv2を使用している状態から考えない
場合でも連続要求が続く限りいつかは
キューが足りなくなってしまう ( ここで
は 3つのキュー構成の場合の話だが、結
局 5 つのキュー構成でも連続要求が来
る限りキュー溢れの恐れはある)。そこ
で 8クロック後にキューフラグをクリア
するのではなく、4クロック後に現在使
用しているキューフラグをクリアする。
そのためには 4 クロック後のステージ
(cachew) に於いて現在のキューの情報
を別のレジスタ (1 つ) へ格納し、その
ステージに於いて cachectl ステージの

キューをクリアし使用できるようにす
ればよい。こうすることによって cpv2
が有効な状態から連続してキャッシュ
パージ要求が起こったとしてもキュー
が足りなくなるという状態を避けるこ
とができる。
キャッシュパージ要求と共に転送さ
れて来るアドレス情報は cachpg∗(∗ は
0,1,2,3,4)というレジスタへ順次格納さ
れていく。これらの情報を最初に参照
するのは 4クロック後の cachewステー
ジである。
キャッシュパージ処理は MEM,IF ス
テージの命令よりも優先的に処理され
るが、キャッシュパージ処理がmembus
ステージを起動する段階では MEM,IF
ステージからの命令による membusス
テージの起動があるかどうかをチェック
することはない。キャッシュパージによ
る membusステージの起動と MEM,IF
ステージからの命令による membusス
テージの起動の衝突を避けるための処
理は MEM,IF ステージからの命令が
membusステージを起動する際に行なっ
ている (以下のソース部分参照)。

(cctlreq | fb0v) & ^(rd2.rd2t) &
^memstbusy & ^pargf & ^cpv0 &
^pf : par {

よってキャッシュパージが membus ス
テージを起動する際には以下の条件のみ
をチェックし、2つの条件が共に満たさ
れたときmembusステージに処理が転送
される (以下のソース部分参照)。

^pf & ^memstbusy & pargf : par {

• memstbusyフラグが 0
• pargfが起動していて、かつ pfフラ
グが 0

membus ステージが起動している場合
は当然 membus ステージへ要求を出す
ことはできない (memstbusy フラグ)。
chachereq があるかどうかに関係なく
パージ要求があり (pargf)、更に cachew
ステージでのフラグ pfが使用されてい
ない (p̂f) 時は membusステージへ処理
を転送する。パージ要求がなくても既に
キューに情報が溜っている場合の処理は
2回目のキャッシュパージ処理として扱わ
れる。つまりキューに溜っているキャッシ
ュパージ処理はこの段階で処理されるの
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ではなく、cachewステージから cachereq
を起動する際に使われるmembusステー
ジへの転送処理 (ソースコードの”second
cacheparg”コメント部分)が適用される。
この条件はキャッシュパージ要求がメモ
リコントローラからあった場合の処理で
ある。また、１度目のmembus起動時に
は pfというフラグが 0であるかどうか
チェックしている。これは cachewステー
ジで処理されるフラグである。1度目の
membus起動では pfフラグはまだ 0に
設定されているためこの条件を付けた。
尚、一度目のmembus起動処理はキュー
にパージするアドレスがない始めの１回
だけが使用する。その後はすべて”second
cacheparge”というコメントが付いた処
理部分に於いてmembusを起動する。そ
のため参照頻度が多いと思われる処理部
分を最初に記述した。一度のキャッシュ
パージの処理に於いて cachectlステージ
は 2 度実行される。そのため 2 度目の
cachectlステージが起動されたときの処
理が必要になる。そのための記述が以下
のソース記述部分である。

^reqopsel<22> & reqopsel<21> &
reqopsel<5> & reqopsel<20> &
cachereq.req : par {

2度目のcachecltステージでは単にmem-
busステージを起動するだけである。両
方の処理に於いて streq3というレジス
タに値をセットしている。これは同一ク
ロックで cachewステージに於けるキャ
ッシュ参照とMEMステージに於けるキ
ャッシュ参照の衝突を回避するためであ
る。streq3の値は pipectlステージに於
いて参照され 1 がセットされている場
合、pipectlステージの命令はストールす
る。これにより cachewステージのキャッ
シュ参照が先に行なわれることになる。
1 回目のキャッシュパージによる mem-
bus転送の際の streq3にはキャッシュ参
照の衝突を回避する以外にもう１つの目
的がある。それはcachewステージからの
cachereqステージの起動とMEMステー
ジからの cachereqステージの起動の衝突
を回避することである。この場合 cachew
ステージからの cachereqの起動が優先さ
れる。MEM,IFステージから cachereqを
起動した場合の cachectlステージでの処
理について述べる。
ソースコードではalt文によって fb*v(*
には 0～5の数字が入る)を条件判断の材

料としている部分からがこの処理に当た
る。ここでの処理はMEM,IFステージか
ら起動された cachereqから送られてきた
情報 (reqopsel)をキュー (fb0～fb5)に格
納したかどうかを示すフラグのセット・リ
セット処理を行なっている。また、それ
以外に fbという 23bitセルに reqopselの
値を転送している。この fbは次のmem-
busステージに転送される際の引数とし
て用いられる。
まず alt文であるため上から条件をチェ
ックしていき、条件を満たす処理があっ
た場合はその処理を実行し、他の条件で
の処理は実行しない。最初はどの fbフラ
グ (fb*v)も有向ではない (initcoreステー
ジで 0クリアしている) ため”cctlreqが
1(cachereq.reqまたは cachereq.reqiまた
は reqv0,reqv1,reqv2のどれかが有効)で
かつキャッシュパージによる cachereqで
ない (MEMステージからの cachereq)場
合”の処理を行なうことになる。cachereq
だけで判断するとキャッシュパージによ
る cachereqの処理に於いても fb0～5レ
ジスタへ関係のない情報を格納してし
まう。どの場所からの cachereqか判断
する上の条件に reqv0,reqv1,reqv2が入
っているのはこれらのキューに情報が
あるということは IF ステージからの
cachereqがあることを意味しているから
である (cachereqステージの説明参照)。
以下 cachereqステージが起動している
と述べている部分は cctlreqが 1である
ということである。
以上の条件を満たした場合、fb0vには、
cachereqステージが起動していて (cctl-
reqが 1)、かつキャッシュパージによる
cachereqでなく、更に rd2ステージが起
動しているかmemstbusyレジスタが有
効な場合、または pargfが有効な場合か
cpv0が有効な場合、または pfが有効な
場合に 1がセットされる。つまり、以下
の5つの場合にフラグに1をセットする。

• cachereqステージが起動 (cctlreqが
1)、キャッシュパージによる cachereq
ではない、rd2ステージが起動

• cachereqステージが起動 (cctlreqが
1)、キャッシュパージによる cachereq
ではない、memstbusyレジスタが 1

• cachereqステージが起動 (cctlreqが
1)、キャッシュパージによる cachereq
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ではない、pargf端子が 1

• cachereqステージが起動 (cctlreqが
1)、キャッシュパージによる cachereq
ではない、cpv0レジスタが 1

• cachereqステージが起動 (cctlreqが
1)、キャッシュパージによる cachereq
ではない、pfレジスタが 1

なぜ上の 5つの条件のときに 1をセット
するのか以下で説明する。
キューに情報を格納しなければなら
ないのは cachereq からの情報があり
(cachereqはMEMステージからのもの
でなければならない)、次のmembusス
テージへの転送ができないときである。
membus ステージへの転送ができるか
できないかの判断はmemstbusyという
1bitレジスタから判断できる。このレジ
スタは membus ステージが起動してい
るときは有効にされている。membusス
テージではメモリコントローラへ要求
(読み出し、書き込み要求) が出せない
間、その命令は次のクロックに於ても再
度membusステージの処理を繰り返し実
行する。そのためこのmemstbusyレジ
スタが 1(membusステージが起動中) の
間は cachectlステージに於て cachereqか
らの情報をキューに格納しておく。尚、
memstbusyレジスタの値がセットされる
のはこのステージに於てmembusステー
ジへの転送を行なった次のクロックであ
る。そして、memstbusyレジスタが 0ク
リアされるのはmembusステージの命令
がそのステージでの処理を終了した次の
クロックである。
次になぜ rd2ステージの起動をチェック
するのかについて説明する。rd2ステー
ジが起動しているということは先行命
令が LW,LL,BF命令であるということ
になる。なぜならば、rd2ステージ (re-
data,rd1,rd3,rd4ステージも同様)はメイ
ンメモリから転送されて来るデータやそ
の他の情報を受け取り、必要なステージ
へ転送する処理を行なっているステージ
だからである。これらの rd2ステージに
いる先行命令はこの後のクロックで以下
のステージを経由する。

1. rd3

2. rd4

3. cachew

4. regwr(ただしこのステージはLW,LL
命令のみ)

3クロック後の cachewステージではキャ
ッシュへの書き込み処理などを行なって
いる。
それでは、現在 cachectlステージにい
る命令が SW,SUL,SB,BW命令だったと
する。これらの命令はLW,LL,BF命令と
は異なり、経由するステージが異なる。
実際経由するステージは以下である。

1. membus

2. emp

3. cachew

SW,SUL,SB,BW 命令はメモリコント
ローラへの書き込み要求を出した段階
で、メモリコントローラ側からの要求を
待つ必要がなくなるため、LW,LL,BF命
令より少ないステージ数で処理を完了す
る。cachewステージでは LW,LL,BF命
令と同様キャッシュへの書き込み処理な
どを行なっている (cachewステージの詳
細処理についてはcachdewステージ節を
参照)。
ここで、rd2ステージにいる先行命令
(LW,LL,BF命令のいづれか)は 3クロッ
ク後 cachewステージにいることになる。
そして、現在 cachecltステージにいる命
令 (SW,SUL,SB,BF命令のいづれかの場
合)も同様に cachewステージにいるこ
とになる。このままでは先行命令と現在
cachectlステージにいる命令が同一クロ
ックで同じ cachewステージを起動して
しまう。この現象を避けるため、先行命
令である rd2ステージにいる命令を先に
処理することで、cachewステージでの
衝突を避けている。
もしmembusステージへの転送が可能
で、rd2ステージが起動していないなら
ば (pargf,cpv0,pfが 0にセットされてい
る必要もあるが)、fb0vには 0がセット
され、キューは使われない。逆にmem-
bus ステージへの転送が不可能である
か rd2 ステージが起動しているならば
(pargf,cpv0,pfが1にセットされている場
合も同様)、fb0vには 1がセットされる。
そして次のクロックでMEMステージか
ら cachereqを起動した命令があったとす
ると、fb0vは有効になっているため、こ
のクロックでの処理は f0bvフラグが有効
な場合の処理を行なう。以後、membus
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ステージの起動ができないか rd2ステー
ジが起動している (更に pargf,cpv0,pfが
1)ならば fb1v → fb2v → fb3v → fb4v
というようにフラグを順次立てていく。
pargf,cpv0,pfが 1にセットされている
ときも情報をキューに格納しなければな
らない。pargfはキャッシュパージが発生
したときに有効になるフラグである。キ
ャッシュパージ処理はMEMステージから
の命令よりも優先的に処理させるため、
キューに情報を格納しmembusステージ
を起動しないようにする。また cpv0は
キャッシュパージのためのキューのフラグ
であり、cpv0は最初に格納されるキュー
のフラグを示す。このフラグが有効であ
るということはまだキャッシュパージの
ために必要なデータがキューに格納され
ていることになる。よって、優先的に処
理されるキャッシュパージ処理が全て終
了してからでないとMEMステージから
の命令の処理には移れない。そのためこ
のフラグが有効な場合はMEMステージ
からの cachereqの情報をキューに格納
する。pfもフラグである。このフラグは
cachewステージで参照されている。キ
ャッシュパージは cachectlステージでの
キューの情報を cachewステージで別の
レジスタに格納し直している。そのため
cpv0が無効であっても pfが有効である
限りパージ処理は終っていないことにな
る。そのためこのフラグもチェックして
有効ならばMEMステージからの情報を
キューに格納し、キャッシュパージ処理
が終るのを待たなければならない。
fb0vから fv4vまでの処理に於て自分
自身のフラグと１つ上のフラグ処理が異
なっているが、１つ上のフラグを有効に
するということはMEM,IFステージから
の cachereqがあるからであり、cachereq
がなければ当然キューに格納するデー
タもないわけであるからフラグを有効
にする必要もない。また、cachereqがあ
ったとしても membus ステージに転送
できるならば、cachereqで加える分と、
membusステージへ転送する分で差し引
きゼロとなるため上のフラグを有効に
する必要はない。自分自身のフラグは
cachereqがあれば必ずセットする。もし
membusステージへ転送が可能だったと
しても cachereqがあるのならば、下の
キューからデータが送られて来るため、
自分自身を有効にしておかなければなら
ない。membusステージに転送できて、

cachereq がないときのみ自分自身のフ
ラグを 0クリアする。当然 cachereqが
あり、membusステージへ転送できない
ならば、上のキューに情報が転送される
し、下のキューからも情報が送られて来
るため有効にしなければならない。更に、
cachereqがなくて、membusステージへ
転送できない情况では当然自分自身は有
効のままである。このように、キューフ
ラグのセット、リセットは同時に処理を
行なっている。
もしmembusステージへ処理を転送で
きない場合はキューには cachereqからの
情報が転送されて行くことになる。mem-
bus ステージが起動できない理由には
membusステージが起動中、rd2ステー
ジが起動中、pargfが有効、cpv0が有効、
pfが有効のときが考えられる。キャッシュ
パージ処理が連続して起こった場合、そ
の間MEMステージからの cachereq情報
を全てキューに格納していったのではい
くらキューがあったも足りなくなってし
まう。そこでどこかで cachereqからの転
送を抑えなければならなくなる。最初に
考えた方法は fb4vの条件のときに retry
処理ルーチンを起動し、MEMステージ
の命令をリトライさせるというものであ
った。しかし、この方法ではリトライ後
の2度目のcachereqのときには fb5vの処
理を実行してしまうため結局キューが溢
れてしまう。そこでMEMステージに於
いて fb4vが有効なとき、その命令をリト
ライさせるようにした。このようにすれ
ばキューが一杯になっている状態の場合
は何度でもリトライを繰りかえすことに
なるためキューが足りないといった状態
や溢れるといった状態はなくなる。実際
のMEMステージでの処理はmretryreq
というリトライを起こす条件に fb4vの
チェックを追加することで実現している。
また IFステージからの cachereqによ
ってキューがオーバーすることが考えら
れる。そのため IFステージに於いても
MEMステージと同じフラグをチェック
することで IFステージからの cachereq
ステージ起動を抑えるようにしている。
実際には IFステージの cachereqを起動
する条件にf̂b4vを加えている。更に IF
ステージでは reqv1フラグのチェックも
行われている。このフラグは cachereqス
テージでのキューフラグであり、同じ目
的のために使用される。
各フラグ処理では fbという 23bitセル
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にそのフラグと対応した fb*(*は0～5)キ
ューの内容を転送している。このキュー
の処理は次の any文の処理に当たる。以
下ではこのソースの説明をする。
ここでの処理はMEM,IFステージから
の cachereqが有効か判断した後、各フラ
グをチェックして処理を行なう。cachereq
しかチェックしていないのは、たとえ
membusステージにデータを転送できよ
うができまいが cachereqが起動している
ということは fb0というレジスタに re-
qopselの値を格納しなければならないか
らである。もしmembusステージへ転送
できたときはこの処理を行なわないよう
なことがあれば、cachereqの reqopselの
値は無効になってしまう。
各フラグをチェックしている部分での
処理は、MEM,IFステージから cachereq
に転送された情報 (reqopsel)を先程述べ
たフラグから判断して fb0～fb5という
23bitレジスタへ順次格納していく。つ
まり、キューとして動作する。最初はど
のフラグも有効ではないので、最下行の
(rd2.rd2t|memstbusy|pargf |cpv0|pf)
&cachereq.req : fb0 := reqopsel; を処
理する。この条件については上で説明
した通りであるが簡単に説明すると、キ
ューに値を格納するのはMEMステージ
からの cachereqが起動していることが
大前提になる。cachereqが起動していな
ければ格納する値もないからである。次
にcachereqが起動していてもmembusス
テージへ転送が可能ならばキューへ情報
を格納しなくてもその情報はmembusス
テージへ転送され以後使われることはな
い。このような理由から上の条件のとき
reqopをレジスタ fb0へ格納する。
それぞれのフラグでの処理は見てもら
えば理解できるように、例えば fb1vが有
効なときは自分自身つまり fb1に格納さ
れているデータを１つ上のレジスタ (fb2)
へ格納し、fb1より値の小さいレジスタ
(fb1v,fb0v)に関してもそれぞれ１つ上の
レジスタへデータを格納しているだけで
ある。fb5vに関してはなんの処理も実行
していない。キューが一杯になった後、
fb5vのクリアは前の alt文に於て行なわ
れる。その際 fb5vではそれ以上上にレ
ジスタが存在しないため転送することは
ない、また fb4vと同じ処理をしても re-
qopには値が残っているため問題ないが、
fb4vの状態を保っていれば問題ないので

何の処理も行なっていない。
最後にmembusステージの起動とメモ
リアドレスの格納処理について説明す
る。
membusステージを起動する優先順位
を高い順に示す。

• キャッシュパージによる 2 回目の
membus起動

• キャッシュパージによる 1 回目の
membus起動

• MEMステージ、IFステージからの
命令によるmembus起動

キャッシュパージの 2回目のmembus起
動が最も優先順位が高いのは一度のキャ
ッシュパージ処理を全て処理し終えない
と次のキャッシュパージ処理を行えない
し仕様にしているからである。このよう
な仕様にしている理由は cachewステー
ジで cachectlステージのキュー情報を 1
つのレジスタ (cachepg )によって記憶し
ていることによる。尚、2回目のmem-
bus起動の判断は cachewステージから
cachereqされる際のパイプラインレジス
タの値を参照している。各命令毎のパイ
プラインレジスタの値については図 34
参照。membusステージに要求を出せる
ならばmemstbusyレジスタをセットする
ことで後続命令をmembusステージが空
くまで cachectlステージに留まらせる。
streq3レジスタに値をセットしているが、
これは IDステージでのストール処理の
際に使用される。streq3がセットされる
と IDステージで処理を行っている命令は
ストールを起こす。これによってキャッ
シュパージによる cachereqと MEMス
テージからの cachereqが同時に発生す
ることを避けている。図 8を参照すると
分かりやすい。2回目のキャッシュパー
ジがmembusステージを起動する際の引
数については図 34参照。
次に 1回目のキャッシュパージによる
membus起動について述べる。以前シミ
ュレーションに於いてmembusステージ
が 1 クロックおきに起動してしまう状
態が生じた。最初 membus ステージに
問題があるのかと考えていたが、mem-
busステージは一度は終了していたし、
次のステージを起動する際にステージ処
理が終了する記述になっているため問題
はないと判断した。ということはmem-
busステージの１つ前のステージである
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cachectlステージで問題があると考えら
れた。cachectlステージは initcoreステー
ジで起動されてから毎クロック起動し
ている。よってこのステージが終了する
ことがないためなんらかの原因で再度
membusステージの起動を行っているの
だと考えた。membusステージの起動を
行っている部分に着目してみると 1回目
のキャッシュパージの際membusステー
ジを起動する条件は以下のようになって
いた。

^pf & ^memstbusy &
(pargf | cpv0) : par {

毎クロック cachectlステージが起動する
ことを考えるとこの条件判断では最初の
パージ処理のために membus ステージ
を起動した後にも再度 membus ステー
ジ起動することが分かる。1クロックお
きにmembusが起動されるのはmemst-
busyがクリアされるのがmembusステー
ジでメモリコントローラへ要求を出せた
ときだからである。pfフラグがセットさ
れるのはcachewステージであるため、フ
ラグがセットされるまではこの条件を満
たす。pargfフラグはパージ要求があっ
たときだけセットされるものなので問題
ないが cpv0を or演算子で記述しておく
のは問題がある。cpv0がクリアされるの
は cachewステージである。そのため最
初のパージ処理のためにmembusを起動
した後にも cachewステージで cpv0がク
リアせれるまで毎クロックこの条件を満
たすことになってしまう。そこで以下の
ように cpv0を削除した。

^pf & ^memstbusy & pargf
: par {

このmembus起動条件を使用するのはキ
ューに値がなく、pargfが有効なときのみ
なので cpv0を削除しても問題ない。も
し連続してキャッシュパージ要求が来た
としてもそれらはキューに格納され、キ
ューに格納されているパージ処理は全て
2回目のキャッシュパージ処理として扱わ
れるため、上記の条件判断を用いるので
はなく以下の条件判断文が適用される。

^reqopsel<22> & reqopsel<21> &
reqopsel<5> & reqopsel<20> &
cachereq.req : par {

この条件は cachew ステージから
cachereq ステージを起動する場合に

適用される。ここで先程もいったように
cachectlステージは毎クロック動作して
いるため cachereqステージのパイプラ
インレジスタの値を毎クロック参照す
ることになり、上記の条件判断に常に
ヒットしてしまうという状態が考えら
れる。そこで cachectl ステージに以下
の記述を追加し対処することにした。

any {
^cachereq.req &
^cachereq.reqi :
reqopsel = 23#0b0;

}

以下にキャッシュパージのステージ間の
概念図を示す。cachectl,cachewステージ
の説明の際に参照。

FIFO

cpv0

cpv1

cpv2

cpv3

cpv4

最初の情報転送

2回目以降の情報転送

pf cachpg_

・ヒット情報生成(1,2)
・FIFOの情報をcachpg_へ格納(1,2)
・FIFOのクリア処理(1,2)
・pfフラグのクリア処理(2)
・最初の転送ならばcachereq(1)
・2回目以降の転送ならばFIFOフラグ
    をチェック後cachereq 、またヒット
    情報よりキャッシュパージ処理を
    実行(2)

cachpg4

cachpg0

cachpg1

cachpg2

cachpg3

cachectlステージ cachewステージmembusステージ empステージ

1

2

1 2は1度だけ、それ以降は で転送

1 2

3

3 が一回の処理単位

()内の数字は 内の数字

図 47: キャッシュパージの概念図

最後にキャッシュパージによる mem-
bus起動以外の membus起動 (MEMス
テージ、IF ステージからの起動) につ
いて述べる。この部分が実行されるの
は membus ステージが起動でき、rd2
ステージが起動していないとき、更に
cachereqが起動されているか fb0vがセ
ットされているときである。更にキャ
ッシュパージ要求があった場合は、そ
の処理を最優先させるため pargf,cpv0
が 0 のときのみ以下の処理を実行でき
る。pfというフラグをチェックしている
が、このフラグが参照されるのは cachew
ステージである (キャッシュパージ処理
は cachectl,membus,emp,cachew ステー
ジと処理を転送する)。キャッシュパー
ジの情報である fb0～5 の値 (reqop)は
cachewステージに於いて再度別のレジ
スタに格納される。その段階で cachectl
ステージで使用していたキューのフラグ
はクリアされる。この仕様の理由はキャッ
シュパージの連続要求が発生した場合の
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キューの数によるものである。キャッシュ
パージ要求は最短で 4クロックに 1回の
割合である。キャッシュパージの処理には
cachectlステージからcachewステージと
いう過程を 2度繰りかえす必要があるた
め全ての処理を終えるのに 8クロックを
要することになる。最悪の場合を考えた
時、キャッシュパージ要求が連続して転送
されてきた場合キューが 3つでは足りな
くなってしまう。そのため 4クロック後
の cachewステージに於いて cachectlス
テージのキューを使えるようにすること
で連続したキャッシュパージ要求がきた
としてもキューの数が足りなくなるとい
うことを避けることができる。キャッシュ
パージ処理中はMEM,IFステージからの
要求処理を実行することを許さないので
このフラグがクリアされない限り (キャッ
シュパージ処理が終らない限り) この部
分の処理が実行されることは無い。
membusステージの起動処理を行なう
のであるから当然membusステージが起
動できる状態でなければならない。そし
て上述したように cachewステージでの
衝突を回避する目的から rd2ステージが
起動している場合も、membusステージ
を起動できない。cachereqが起動してい
る場合というのは、cachereqから転送す
べき reqopが転送されて来たことを示す
ものであり、reqopがないのならばmem-
busを起動する必要もない。これだけで
はなく、cachereqが起動していなかった
としても、キューに溜っている reqopの
データがあるかもしれないため、fb0vを
チェックしキューにデータがあるような
らば、membusステージへ reqopselの情
報と共に転送しなければならない。尚、
fb0vしかチェックしていないが、fb0vが
有効かどうか分かれば、どのキューまで
情報が格納されているか分からなくても
キューに情報があることはわかる。どの
情報を使うかは fbセルをチェックすれば
いいので問題ない。
この条件を満たしたとき行なう処理を
以下に示す。

• streq1レジスタに fb < 22 > &fb <
21 >の値を格納

• streq4レジスタに fb < 22 > &fb <
5 >の値を格納

• memstbusyレジスタをセット
• fbの値を引数にしてmembusステー

ジ起動

• marレジスタにメモリアドレスを格
納

fb の値とはすなわち reqopsel の値で
ある。streq1 に値 1 が格納されると
いうことは cacheclt ステージの命令が
SW,SUL,SB命令のいずれかであり、さ
らにキャッシュにヒットしているというこ
とである (図34参照)。そしてこの streq1
の値は pipectl ステージで参照される。
pipectl ステージではストールを起こす
場合、stall reqという 1ビットセルに 1
を立てる (詳細はpipectlステージ節の説
明参照)。実際どういう条件のとき stall
reqに 1が立つのかを以下に示す。

streq1&((OPCODE == SW)|
(OPCODE == LW)|(OPCODE == SB)|
(OPCODE == SUL)|(OPCODE == LL))

stall req を立てるということは、ス
トールを起こす必要があるということ
である。この場合、cachectlステージの
命令が SW,SUL,SB命令のいずれかであ
り更にキャッシュにヒットしていて、ID
ステージの命令が SW,LW,SB,SUL,LL
命令のいずれかのときにストールを起
こさなければならないということにな
る。
IDステージの命令がこれらのいずれ
かの場合、2クロック後のMEMステー
ジでは共通処理としてデータキャッシュ
の値を読みだしている。ということは
キャッシュに対する処理が起こるという
ことになる。
また、cacheclt ステージの命令が
SW,SUL,SBの場合、2クロック後には
cachewステージにいることになる。こ
れらの命令は cachewステージでキャッ
シュへの書き込みを行なっている。た
だし、キャッシュへの書き込みを行なう
のはキャッシュにヒットしていたときだ
けである。
以上の様に IDステージ、cachectlス
テージの命令は 2クロック後共にキャッ
シュに対してアクセスを行なうため衝
突が生じることが分かる。よって、こ
の衝突を回避するため先行命令である
cachectl ステージの命令を先に処理さ
せるため、pipectlステージの命令はス
トールさせるのである。
次に streq4の説明をする。この 1ビッ
トレジスタには cachectl ステージの命
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令が BW 命令であるときに、1 が格納
される (図 34 参照)。そしてこの値も
streq1同様 pipectlステージの stall req
で使われる。以下に stall reqが 1にな
る条件を示す。
streq4 & ((OPCODE == SW)|
(OPCODE == LW)|(OPCODE == SB)|
(OPCODE == SUL)|(OPCODE == LL)|
(OPCODE == BF)|(OPCODE == BW))

つ ま り、ID ス テ ー ジ の 命 令 が
SW,LW,SB,SUL,LL,BF,BW の い ず
れかであり、pipectl ステージの命令が
BWときはストールを起こすのである。
IDステージの命令が上のいずれかの
場合、2 クロック後の MEM ステージ
ではアドレス変換のため TLBを参照す
る。また、pipectlステージの BW命令
は 2クロック後 cachewステージに於て
TLB への書き込みを行なうのである。
ということは、共に TLBに対してアク
セスを行なう。ここでストールを起こ
す理由は、TLBでの衝突を防ぐためな
のである。
次に memstbusy レジスタに値 1 を
セットしている。この処理を行なうこ
とによって、今 cachectl ステージにい
る命令が membusステージで処理をし
ていることを示し、その間後続命令は
memstbusy ステージがクリアされない
限り membus ステージを起動すること
ができない。
そして、membusステージの起動処理
である。この際キューの処理の時にセッ
トされた fbの値、すなわち reqopの値
を引数としている。
最後の処理はメモリアドレスの格納処
理である。LW,LL,SW,SUL,SB,BF,BW,
InstructionFetch共に目的とするメモリ
アドレスがあるはずである。その対象
となるメモリアドレスはパイプライン
レジスタへ格納するのではなく、専用
の 32bit レジスタである mar に格納す
る。レジスタであるということは次の
クロックで値が有効になる。そしてmar
の値が有効になるとその値は adrsとい
う 32bit の output 端子に出力される。
このクロックの時点でメモリアドレス
をセットした命令は membus ステージ
いる。そしてこのステージではメモリコ
ントローラにアクセス要求 (読み出し、
書き込み)を出す際に、この adrs出力端
子を用いるのである。
命令や使用バッファの判断はセル fb

の 5bit,20bit,21bit,22bit目のいずれかで
行なっている。

• fb<5>=0→LW,LL,
InstructionFetch,
SW,SUL,SB命令に絞り込み

– fb < 22 >= 0, fb <
21 >= 0, fb < 20 >=
0/lognrightarrow LW,LL命令
であり、専用バッファmldb0使用

– fb < 22 >= 0, fb <
21 >= 0, fb < 20 >=
1/lognrightarrow LW,LL命令
であり、専用バッファmldb1使用

– fb < 22 >= 0, fb <
21 >= 1, fb < 20 >=
0/lognrightarrow Instruc-
tionFetchであり、専用バッファ
icabuf0使用

– fb < 22 >= 0, fb <
21 >= 1, fb < 20 >=
1/lognrightarrow Instruc-
tionFetchであり、専用バッファ
icabuf1使用

– fb < 22 >= 1, fb < 20 >=
0/lognrightarrow SW,SUL ま
たはSB命令であり、専用バッフ
ァ使用mstb0使用

– fb < 22 >= 1, fb < 20 >=
1/lognrightarrow SW,SUL ま
たはSB命令であり、専用バッフ
ァ使用mstb1使用

– fb < 5 >= 1 −→ BF,BW命
令,CachePargeに絞り込み

– fb < 22 >= 0, fb <
21 >= 0, fb < 20 >=
0/lognrightarrow BF命令であ
り、専用バッファ使用 scblbuf0
使用

– fb < 22 >= 0, fb <
21 >= 0, fb < 20 >=
1/lognrightarrow BF命令であ
り、専用バッファ使用 scblbuf1
使用

– fb < 22 >= 1, fb < 20 >=
0/lognrightarrow BW命令であ
り、専用バッファ使用 scbsbuf0
使用
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– fb < 22 >= 1, fb < 20 >=
1/lognrightarrow BW命令であ
り、専用バッファ使用 scbsbuf1
使用

詳細は図 34を参照してほしい。最初に
fbの 5ビット目を判断することでBF命
令,LW命令など上位ビットだけでは判断
できない命令を分けている。BF命令で
21ビット目を使用する理由はキャッシュ
パージとの区別を付けるためである。全
命令に於て 20bit目はどの専用レジスタ
を使用したのかを示す情報である。

30 membusステージでの動作

membus ス テ ー ジ で は mbus-
req,mwrdata1,mwrdata2,mwrdata3
という 4つの状態がある。最初はmbus-
reqステートから処理が行なわれる。
まずはファーストステイトである
mbusreqの説明から始める。このステー
トでは cachectlステージから送られて
くる情報 (cachectlステージでは fbとし
て転送した情報)がパイプラインレジス
タである mbusop(23bitレジスタ) に格
納されているため、その情報から命令
を判断して処理を分けている (図 34参
照)。
ソースコードの最初の記述部分では
membusy 入力端子 (1 ビット) をチェッ
クして 0 の場合 streq1 と streq3、そし
て sterq4レジスタを 0クリアしている。
membusステージはメモリコントローラ
への要求が出せない (membusyが 1であ
る)間このステージで処理を繰り返す。
もしメモリコントローラへ要求が出せ
ない時に streq*レジスタ (*は 1,3,4)を 0
クリアしていまうと id(pipectl) ステー
ジでストールした命令はその後ステー
ジを遷移してしまう。membusステージ
ではいつメモリコントローラへの要求
が出せるか分からないため、運が悪い
と後続ステージでコリジョンが発生す
る (コリジョンを回避するためにストー
ルをしたのに意味がなくなる)。この状
態を避けるため membusyが 1の間 (メ
モリコントローラへ要求が出せない間)
は idステージの命令をストールさせる
ために streq*の値はそのまま、つまり 1
がセットされた状態を保持する。
反対に要求が出せる (membusy が 0)

ならば streq*の値を 0クリアする。この
処理によって id(pipectl) ステージに於
いてストールする必要がない命令に対
してストールを起こさないようにして
いる。
membusステージで streq*レジスタへ
値を格納すると、cachectlステージでの
streq*レジスタへの処理とコリジョンを
起こすのではないかと考えるかもしれ
ないが、cachectlステージで streqレジ
スタへ値を格納するのはmemstbusyレ
ジスタが 0の時だけである。このレジス
タは membusステージが起動している
間は 1がセットされている。memstbusy
レジスタの 0 クリア処理は membusス
テージで行なわれる。しかし実際に
memstbusy レジスタに 0が設定される
のは次のクロックである (memstbusy
はレジスタ)。またmembusステージで
の streq*レジスタの処理もこの処理と
同時に行なわれるため、この処理の間
に cachectl ステージの streq*レジスタ
への処理は行なわれない。cachectl ス
テージでの streq*レジスタへの処理は
memstbusy レジスタが 0に設定される
(または membus ステージでの streq*
レジスタへの処理) 次のクロックで行
なわれる。ゆえに membus ステージと
cachectlステージでの streqレジスタに
対する処理に於いてコリジョンが起こ
ることはない。
次に以下のソースコードについて説明
する。

any {
mb == 0b1 : membusy = 0b1;
else : membusy = 0b0;

}

この処理はmembusyの値が 0,1以外を
示さないようにするための処理である。
membusyは条件判断に使われているた
め不定値を示すと正しい条件判断を行わ
ない。mbの処理は以下のソース部分を
参照。
instruct ram.busy cpu.mb =
ram.busy;

メモリコントローラから busy信号が送
られて来るとプロセッサ側ではmbとい
う1ビット入力端子に値を転送している。
この入力端子の値を基にmembusyセル
に 0か 1の値のみが転送されるように条
件分けをしている。
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次は any文で囲まれた命令毎の処理の
説明をする。ソースコードにどの命令の
処理なのかコメントを付けてあるので参
照してほしい。

まず以下の命令の処理に関して説明す
る。

• ˆmbusop< 22 >& ˆmbusop<
21 >& ˆmbusop< 5 >−→ LW,LL
命令

LW,LL命令はmembusyという入力端子
を見てメモリコントローラが読み出し要
求を受けつけられるか判断している。こ
の入力端子はメモリコントローラの制御
信号を受け取るものである。この端子が
0の時はメモリコントローラへの読み出
し要求を出すことができる。もし 1の場
合にはLW,LL命令は何も処理せず、次に
クロックに於て再度membusy端子をチェ
ックし要求が出せるか判断する。この段
階でも要求が出せないのであれば、要求
を出すことができるまでこのステージに
留まることになる。このようにmembus
ステージでは処理が行なわれなかった命
令に対して finish文によって処理を終了
していないため、全ての命令に於て同様
の動作をする。
membusyが0の時は以下の処理を実行
する。

• tag2という8ビット出力端子にmbu-
sopの 6～13ビット目を転送

• memory read()によってメモリへの
読み出し要求を出す

• memstbusyレジスタに 0をセット
• finishにより命令処理を終了
メモリコントローラへの要求を出すとき
には tag2という 8ビットの情報も一緒
に転送する。LW,LL命令の場合 8 ビッ
トの内 0～4ビットは使用しないため 0
をセットしている。0～4bitを使用する
のは BF命令である (BF 命令の説明は
後述)。5ビット目にはどの専用バッファ
(mldb0かmldb1)を使用したかの情報を
格納している。6,7ビット目は要求を出す
命令が何かを示すために使用している。
6ビット目が 0で、7ビット目が 1の場合
が LW,LL命令という事になる (図 34参
照)。これらの情報はメモリコントローラ
が 128bitデータをプロセッサ側に転送す

る際、データと共に転送してくる。プロ
セッサ側ではこの 2ビットから命令を判
断し、命令毎の処理を行なう。実際に送
られてくるデータを受け取り、そのデー
タ要求をした命令が何なのか判断してい
るステージは rd4ステージである。
MEMステージでセットされた専用バッ
ファの情報は cachewステージで使われ
る。そのためメモリコントローラへ転送
する情報には専用バッファのどちらを使
用したのか判断するための情報が必要に
なるため、この情報を 5ビット目に格納
する。もしこの情報を格納しておかない
と、メモリコントローラから送られて来
た情報がどちらの専用バッファを使用し
てプロセッサが転送したものなのか分か
らなくなってしまう。また、専用バッフ
ァは cachewステージで使われるのであ
るから、それまでMEMステージの専用
バッファが他の後続命令に使われては困
る。そのため、この専用バッファの有効フ
ラグは cachewステージに於て 0クリア
される (詳細は cachewステージ節参照)。
以上の 8ビット情報と cachecltステージ
で処理を行なったadrs出力端子を引数と
してメモリコントローラへ読み出し要求
を出す。その処理がmemory readであ
る。
memstbusyレジスタに 0をセットする
ことで、次のクロックで後続命令がmem-
busステージに入ることができるように
なる。
finish文によりLW,LL命令の処理を終
了している。終了はしているが、メモリ
からのデータ転送を示す制御信号が有効
になったときは、再びこの命令のための
処理が必要である。
以上の説明の処理は LW,LL命令共に
共通である。しかし、ソースコードの記
述にある

rock = 0b1;
の処理は LL命令だけが行なう処理とな
る。LL命令だけが処理を行なうように
条件にmbusop< 0 >が付けられている。
LL命令はMEMステージで cachereqを
起動する際、最下位ビットを 1にセット
する。この制御出力端子はメモリコント
ローラ側でチェックし処理を行なうため
のものである。メモリアドレスを一次的
にロックしたい場合 (他のプロセスがメ
モリアドレスを参照しないようにする場
合)に使用する。アンロックしたい場合
は SUL命令を用いる。
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それでは次の命令の処理を説明する。

• ˆmbusop<22> & mbusop<21> &
ˆmbusop<5> −→ InstructionFetch

InstructionFetch は IF ステージに於て
命令キャッシュにヒットしなかったと
き cachereqが起動される。Instruction-
Fetchの場合も LW,LL命令と同様mem-
busy入力端子をチェックしメモリコント
ローラに命令フェッチ要求が出せるか判
断する。もし要求が出せるようであれば、
以下の処理を実行する。

• tag2という8ビット出力端子にmbu-
sopの 6～13ビット目を転送

• memory read()によってメモリへの
読み出し要求を出す

• memstbusyレジスタに 0をセット
• finishにより命令処理を終了
この処理は LW,LL 命令のときとまっ
たく同じである。しかし、tag2 に転送
される情報はもちろん異なる (図 34参
照)。InstructionFetch の場合、命令を
判断する tag2 の最上位 2 ビットは、
tag2<7>が 1であり、tag2<6>も 1が
セットされる。そして、どの専用バッファ
(icabuf0,icabuf1)を使用したのかという
情報は、LW,LL命令と同様 tag2<5>で
表される。それ以外のビットの情報は未
使用であるため、0がセットされる (この
ビットの仕様についてはBF命令参照)。
残りの処理については LW,LLのときと
まったく同様なため省略する。

次の命令の説明に移る。

• mbusop< 22 > & ˆmbusop< 5 > &
ˆ(/|mbusop < 4 : 1 >) −→ SW,SUL
命令

SW,SUL命令の判断にはmbusopの4～1
ビット目の各ビットの論理和を取り、さ
らにその否定を取っている。この処理が
必要な理由は、mbusopの 22ビット目と
5ビット目だけでは SW,SUL命令と SB
命令の区別が付けられないためである。
SW,SUL命令はmbusopの 4から 1ビッ
ト目に必ず 0をセットするためこの記述
を用いている。他方SB命令はこの4ビッ
ト中のどこかに必ず 1がセットされるた

めこの条件を満たすことはない。なぜ必
ず 1がセットされるのかは SB命令の説
明を参照されたい。
SW,SUL 命令も例外ではなく mem-
busy入力端子をチェックすることで、メ
モリコントローラへの書き込み要求を出
せるか判断する。もし要求が出せるよう
であれば以下の処理を実効する。

• どちらの専用命令を使用したのかチ
ェック

– dto1という32ビット出力端子に
専用バッファに格納されている
32ビットデータを転送

– wb1という 4ビット出力端子に
0を格納

– dto1、wb1、adrs(cachectl ス
テージでセットした値)の情報
と共にmemory write2を起動

– memstbusyレジスタに 0をセッ
ト

– empステージへ転送。

• SUL命令のときは unrock制御出力
端子に 1をセットする。

まず SW,SUL 命令はこの段階で専用
バッファに格納した情報を使用する
ため mbusop の 20 ビット目をチェッ
クして mstb0 か mstb1 のどちらの専
用バッファを使用したのか判断する。
mbusop< 20 >が 0ならば専用バッファ
0 を、1ならば専用バッファ1を使用し
たということである。それぞれの処理
内容は使用するバッファが異なるだけ
でやっていることは同じため、まとめ
て処理内容を説明する。SW,SUL 命令
はメモリへデータを書き込むのだから、
書き込むためのデータが必要である。
そのほかに書き込み先であるメモリア
ドレスも必要である。書き込むデータ
は dto1という出力端子に専用バッファ
の内容 (mstb0d,mstb1d) 転送する。ア
ドレスに関しては cachectl ステージに
於て adrs出力端子に転送しているため
問題ない。これ以外に wb1という出力
端子に 0 を転送している。この処理は
なぜ必要か。それは、SB命令もメモリ
コントローラへ書き込み要求を出す際、
同じmemory write2 という制御信号を
用いる。SB命令は書き込むデータが 8
ビットであるため、転送する 32ビット
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中のどの部分が書き込もうとしている
データなのかメモリコントローラに知
らせる必要がある。そのための情報を
示す出力端子がwb1である。詳細は SB
命令のところで述べる。以上の理由か
ら SW,SUL命令は 32ビット全てを書き
込むため、wb1に 0をセットすることで
メモリコントローラに SB命令ではない
ことを示している。
以上の情報を元にmemory write2制
御端子を起動する。
memstbusyレジスタに 0をセットし、
後続命令が次のクロックで membus ス
テージの処理を行なえるようにする。
キャッシュにヒットした場合はメモリ
に書き込むデータをキャッシュにも書き
込むため emp ステージを起動する (実
際に書き込み処理を行なうのは cachew
ステージ)。キャッシュにヒットしてい
なくても empステージの起動を行なう。
これは TLBの書き換え処理 (Mビット
の書き換え)が必要になるからである。
キャッシュにヒットしている場合もTLB
の書き換え処理は必要である。
こ の 時 注 意 し て ほ し い の は
empステージへ転送する情報にmbusop
の最下位ビットが含まれていない こと
である。SUL 命令では最下位ビット使
用していたが、今後このビットをチェッ
クすることがないため empステージ以
降では扱うパイプラインレジスタの値
は 22ビットとなる。
membusop の 20 ビット目のチェッ
クと同時に、命令が SUL 命令の場合
(mbusopの 0 ビット目が 1 の場合)は、
unrock 制御出力端子に 1 を転送する。
この制御端子は rock制御端子と同じく
メモリコントローラ側で参照されるも
のである。この制御信号が有効になる
とメモリコントローラは SUL命令が転
送したアドレスに対してロックを解除
する。

次の命令の説明に移る。

• mbusop< 22 > & ˆmbusop< 5 > &
/|mbusop < 4 : 1 >−→ SB命令

SB命令は SW,SULの所で説明したよう
にmbusopの 1～4ビット目のいずれかが
必ず 1にセットされる。よって以上のよ
うな条件を付けることによって SB命令
だと判断できる。
MEMステージでSB命令はメモリに書

き込みたいデータが 32ビット中のどの部
分かを示す情報を作成している。この情
報は bflagという 4ビットセルに格納さ
れ、この情報などを引数として cachereq
ステージへの転送を行なっている。この
ステージで参照している mbusop< 4 :
1 >に bflagの値が格納されているので
ある。このセルの0ビット目に0がセット
されていたときは 32ビット中 0～7ビッ
ト目に有効なデータであり、1ビット目
に 0がセットされていれば 8～15ビット
目に有効データであり、2ビット目に 0
がセットされていれば 16～23ビット目
に有効なデータであり、最後に 3ビット
目に 0がセットされていれば24～31ビッ
ト目に対して有効なデータである。
以上がmbusopの 1～4ビット目のいず
れかには必ず 1がセットされる理由であ
る。
SB命令の処理は SW,SUL命令のとき
とほぼ同様である、異なる点はwb1出力
端子にmbusop< 4 : 1 >の値を格納する
ことと、SUL命令の為の処理がないこと
くらいである。そのため SB命令の処理
説明は SW,SUL命令の処理説明を参照
してほしい。wb1にmbusop< 4 : 1 >を
格納するのは、wb1を引数としてmem-
ory write2を起動した際、メモリコント
ローラに 32ビット中の有効データを知
らせるためである。
SW,SUL 命令の説明でも述べたが、
empステージへはmbusopの最下位ビッ
トは転送していないことに注意 (他の命
令も同様)。
次の命令の説明に移る。

• ˆmbusop< 22 > & mbusop<
5 >−→ BF命令

BF命令はメインメモリから 128ビット
のデータを SCALTバッファへ転送する
命令である。
BF命令もまずはmembusy入力端子の
チェックから入る。この端子が 0という
ことはメモリコントローラがBF命令の
データ転送要求を受け付けられるという
ことである。以下にメモリが要求を受け
付けられるときの処理を挙げる。

• 8ビット出力端子である tag2にmbu-
sopの 6～13ビット目を転送

• memstbusyに 0をセット
• memory read制御端子を起動してメ
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モリコントローラに読み出し要求を
出す

• どの専用バッファを使用したのか判
断し、その専用バッファの有効フラ
グを 0クリア

• finish処理
8 ビットの tag2 出力端子は、最
上位ビットを使用して BF 命令と
LW,InstructionFetch を判断している。
そのため最上位のみを命令判断に使用
し、残りの 7ビットにはMEMステージ
でセットされた SCALTバッファの格納
先エントリ番号が示されている。BF命
令はこのステージで終了するためメモ
リコントローラ側からのデータ転送の
際に書き込み先の SCALTバッファエン
トリ番号も通知してもらう必要がある。
そのため、メモリコントローラへの要
求を出すとき引数として SCALT バッ
ファエントリ番号も転送する。
以上の情報と cachectl ステージで処
理したメモリアドレス (adrs) と共に
memory read制御信号を起動する。
後は、後続命令がこのステージに入
れるようにmemstbusyレジスタに 0を
セットしておく。
BF 命令は専用バッファを使うこと
がなくなるため、このステージに於て
mbusop の 20ビット目からどちらの専
用バッファを使用したのか判断し、使用
した方の有効フラグをクリアする。よっ
て、このクロックの次のクロックから専
用バッファは使用可能になる。尚、BF
命令の専用バッファが最後に使われた
のは cachectlステージでの対象となる
メモリアドレスを marレジスタに格納
する段階である。
この命令処理を終了するため finish文
を用いる。
次の命令の説明に移る。

• mbusop< 22 > & mbusop< 5 >−→
BW命令

BW 命令は SCALT バッファから 128
ビットのデータをメインメモリへ転送
する命令である。
デ ー タ 書 き 込 み 要 求 す る 際 、
SB(SW,SUL) 命令と同様の memory
write2 制御端子を使用するため、書き
込み要求を出す際の情報に有効バイト
情報 (wb1) を含むが、BW 命令は 128

ビット単位の転送、すなわちバースト
転送のみを行なうので wb1出力端子は
使用しない。そのため無効であること
を示す 0で 4ビット全てを満たす。これ
でメモリコントローラ側は SB命令では
ないことが理解できる。
この処理を membusyのチェックと並
行して行なっている。
membusyは今まで説明してきたよう
に、メモリコントローラへのデータ転
送要求を出せるかどうか判断するため
の入力端子である。0のときにメモリコ
ントローラは要求を受け付けることが
できる。
membusyが 0ならば、以下の処理を
実行する。

• membusopの20ビット目を見てどの
BW専用バッファを使用したか判断
し処理を分ける。それぞれの専用バッ
ファでの処理は使用するバッファが
異なるだけであり、処理の内容自体
はまったく同一のためまとめて説明
する。

– dto1という32ビット出力端子に
BW専用バッファの0～31ビット
目までを転送する。

– memory write2制御端子を起動
してメモリコントローラに書き
込み要求を出す

– empステージへmbusopの情報
と共に転送

dto1という出力端子は 32ビット幅であ
る。しかしメインメモリに書き込みたい
データ幅は128ビットである。SPKは32
ビットプロセッサであるため一度に扱え
るデータ幅は 32ビットである。そこで 4
クロックに分けて32ビットのデータを転
送することで 128ビットのデータ転送を
行なう。mbusreqステートでは 128ビッ
トあるBW専用バッファscbsbufd*(*は数
字)の 0～31ビット目までを dto1出力端
子に転送する。そして、cachectlステー
ジで処理を行なったメモリアドレスの情
報 (adrs情報)と共にmemory write2制
御端子を起動する。これが最初で最後の
書き込み要求になる。なぜならば、先程
も少し触れたように、BW命令はバース
ト転送を行なう。その際、メモリコント
ローラ側では最初の転送要求が来ること
が分かると後の 3クロック分のデータに
関しては連続してデータだけが送られて
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来ることが分かっているため、わざわざ
毎クロック書き込み制御信号をチェック
することはしない。そのため、この後の
ステートではデータのみを出力端子に転
送するだけで、書き込み要求は出さない。
すなわち、memory write2制御信号を起
動することはない。
次のクロックで二度目のデータ転送の
ためにステートmwrdata1を起動する。
クロックが進みステートが異なっても
membusステージはまだBWが使用して
いるため、後続命令はmembusステージ
に入ることができない。そして cachectl
ステージで処理したメモリアドレス情報
も後続命令がその処理を実行できないた
め有効である。
また、empステージへmbusopの情報
を引数に転送している。この転送はTLB
の書き込み処理のためである。実際の
書き込みは cachewステージで行なって
いる。

• mwrdata1ステートでの処理
このステートで処理している間は後続命
令が流れて来ないため、パイプラインレ
ジスタの値はまだ有効である。そのため
mbusopの 20ビット目で BW専用バッ
ファのどちらを使用したのかチェックし
処理を分ける。処理内容はdto1出力端子
にBW専用バッファの残りのデータを転
送する。先程が 0～31ビット目までだっ
たので、今回は 32～63ビット目までを転
送する。そして、並行して次のステート
であるmwrdata2 ステートへ転送する。

• mwrdata2ステートでの処理
このステートでの処理は mwr1 ステー
トと同様であり、BW専用バッファscb-
sbufdの 64～95ビット目を dto1へ転送
するのと並行してステートmwrdata3へ
処理を移す。ここまででmbusreqステー
トから 2クロックかかっている。
また、mbusreqステートから起動され
た empステージの処理は cachewステー
ジを起動するため、このステートの処理
の段階で cachewステージ処理を実行し
ている。

• mwrdata3ステートでの処理
mwrdata3ステートで最後のデータとな
るBW専用バッファscbsbufdの 96～127
ビット目をdto1へ転送する。そして、こ
の段階でBW専用バッファが使われるこ

とがなくなるため、使用したBW専用バ
ッファのフラグを0クリアする。また、こ
のステートの処理が終了した次のクロッ
クから後続命令がmembusステージに入
れるようにmemstbusy レジスタに 0を
格納する。そして、BW命令の処理を終
了するためにfinish文を適用する。”goto
mbusreq”という処理は状態をmwrdata3
からmbusreqへ移すための処理である。
この記述がないと後続命令がmembusス
テージ処理を行う場合、mbusreqステー
トの処理が行われない。
最後にキャッシュパージによる処理に
て説明する。キャッシュパージ処理も今ま
でと同様メモリコントローラに要求が出
せるかチェックする (membusyセルのチ
ェック)。そして要求が出せるならば emp
ステージへmbusopの情報と共に転送す
る。このときmbusopの最下位ビットを
転送していないことに注意。またmemst-
busyレジスタに0をセットして後続命令
がmembusステージ処理を行えるように
する。後は finish文によって処理を終了
する。このようにmembusステージでの
キャッシュパージ処理は単に empステー
ジへ情報を転送するだけである。

31 empステージでの動作

このステージのステートはnoneだけで
ある。そして、処理内容は単にmembus
ステージから転送されてきたパイプライ
ンレジスタ情報 (membusステージでは
mbusopとして扱っている、この empス
テージでは empopとして扱っている)を
そのまま次の cachewステージへ転送し
ている。このステージを起動する命令は
SW,SUL,SB,BW命令である。

32 rd1ステージでの動作

このステージはどのような時に処理を
実行するのか。それはメモリコントロー
ラがデータ転送の制御信号をアクティブ
にしたときである。initcoreステージの説
明でも述べたが、rd1ステージは initcore
ステージの段階で起動され、その後毎ク
ロック起動している。そして毎クロック
メモリコントローラからの制御信号を監
視している。制御信号が送られて来ると
rdsigという制御入力端子が有効になる。
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それを契機にデータの受け取り処理を行
なう。メモリコントローラからのデータ
や情報は制御信号と同時に転送されて来
る。
rd1ステージのステートは firstである。
このステートではメモリコントローラか
ら最初に送られて来る 32ビットのデー
タを入力端子である dtiで受け取り、そ
れを rdtemp1という 32ビットレジスタ
へ格納する。送られて来るデータは 128
ビット中の最下位の 32ビット、すなわち
0～31ビット目までである。また、デー
タと共に送られて来る情報を 8ビットの
mtagという入力端子で受け取る。この
値は次のステージである rd2ステージへ
転送するときの引数となる。このmtag
の内容は、LW,LL,BF命令及び Instruc-
tionFetchがmembusステージでメモリ
コントローラへの読み出し要求を出した
ときの情報である。このステージの処理
を必要とする命令は LW,LL,BF命令,そ
して InstructionFetchである。

33 rd2ステージでの動作

rd2 ステージのステートは second で
ある。ここでも rd1と同様メモリコント
ローラから送られて来る 32ビットデー
タを dtiという入力端子で受け取り、そ
れを rdtemp2レジスタへ格納する。こ
のデータは 128ビット中の 32～63ビッ
ト目である。
any文による処理があるが、これはメ
モリコントローラから転送されてきた
情報 (プロセッサがメモリ要求したとき
転送した情報でもある)を基に命令を判
断し、streq2というレジスタへ 1を格納
している。ここで判断している命令は
LW,LL命令である。そしてこの streq2
を参照しているステージが pipectl ス
テージ (id ステージと並行動作してい
る)である。pipectlステージではストー
ルさせる信号を有効にする処理に於て
このレジスタをチェックしている。以下
にその信号を有効にする条件を示す。
(writeRD—writeRS2—(OPCODE ==
SB)—(OPCODE == SW)—(OPCODE
== SUL)—(OPCODE ==
LW)—(OPCODE == LL)) & streq2
現在 rd2 にいる命令 (LW,LL) は 3 ク
ロック後、cachewステージに於てキャッ
シュへの書き込みを行なう。また、4

クロック後 LW,LL 命令はレジスタへ
の書き込みのため regwr ステージにい
る。そして、rd2 に命令がいるとき、
pipectl ステージの命令が上の条件の
命令 (SB,SW,SUL,LW,LL) だとした
ら 3 クロック後には MEM ステージ
に於て処理を行なっている。そのとき
LW,LL,SW,SUL,SB命令はキャッシュか
らデータを読み出すための処理を行な
う。ここでMEMステージと cachewス
テージでキャッシュへのアクセスが衝突
する。また、4クロック後wrbステージ
に於てレジスタへの書き込みが必要と
なる命令だとしたら、regwrステージと
wrbステージに於てもレジスタアクセス
の衝突が起こり得る。そのため pipectl
ステージではこれらの条件そチェックし
pipectl ステージの命令をストールする
ことによりキャッシュやレジスタでの衝
突を回避する。
次のステージへ遷移させるため rtag2
という 8ビットレジスタを引数に rd3ス
テージへ relay している。rtag2 は rd1
ステージでのmtagのことである。
rd2～rd4 で使われる引数はステージ
定義部分で行われている。以下にその
定義部分を示す。

stage_name rd1 { task rd1t();}
stage_name rd2 { task rd2t(rtag2);}
stage_name rd3 { task rd3t(rtag3);}
stage_name rd4 { task rd4t(rtag4);}

34 rd3ステージでの動作

rd3ステージのステートは thirdであ
る。このステージではメモリから送られ
て来る 128ビットのデータの内 64～95
ビット目を dtiで受け取り、その 32ビッ
トの値を rdtemp3という 32ビットレジ
スタへ格納する。
そして、rd2 ステージでセットした
streq2の値を 0クリアしている。この処
理によって余計なストールが起こらない
ようにしている。
rd2 ステージから転送された情報
(rtag3)はそのまま次の rd4ステージへ
転送される。次のステージでは rtag4 と
して扱われる。
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35 rd4ステージでの動作

rd4ステージのステートは lastである。
今までのステージと同様にメモリからの
32ビットデータ (96～127ビット)を入力
端子 dtiで受け取り、その値をレジスタ
rdtemp4へ格納する。転送されて来るべ
きデータは全て揃ったが、全てが揃った
形で参照できるのは次のクロックからで
ある。
any文による処理では、メモリコント
ローラ→rd1→rd2→rd3→と転送されて
きた情報から命令の種類を判断し、次の
cachewステージへ必要な情報と共に転
送している。
この際転送される引数は22ビットであ
ることに注意。
メモリからプロセッサへのデータ転送
には topモジュールでのステージによる
データ中継処理が関わっている。この説
明は”topモジュールの記述”節を参照。

36 cachewステージでの動作

cachew ステージは cw という 1 つ
のステートを持つ。このステージでは
BF,BW,LW,LL,SW,SUL,SB 命令, In-
structionFetch,CacheParge の処理を行
なっている。各命令はキャッシュ、SCALT
バッファ、TLB への書き込み処理を行
う。
copというパイプラインレジスタの値
から命令毎の処理を分けている。各命令
の判別は図 34を参照。以下各命令の処
理について説明する。

• BF命令の処理
BF命令は rd4ステージより起動され
る。パイプラインレジスタの情報で
ある cop(22ビットレジスタ)の 20、
21ビット目と 4ビット目からBF命
令であることを判断する。
BF命令はメモリから 128ビット (4
ワード)のデータを受け取り、その
データを SCALTバッファに書き込
む命令である。rd1～4 ステージに
於て既にメモリから転送されてきた
データは 32ビットの rdtemp1～4レ
ジスタに格納されているため、この
ステージではそれらのデータを連結
(ビックエンディアン)してSCALTバ
ッファに書き込む処理を行なう。尚、
BF命令はキャッシュを使用しないた

め、キャッシュに対する処理はない。
まず書き込む先、すなわち SCALT
バッファのエントリ番号を生成する。
この情報は cop(パイプラインレジス
タ)から得られる。membusステージ
に於てメモリコントローラへの読み
出し要求 (memory read)を発行する
際、tag2という 8ビット出力端子に
この情報を転送している。そしてメ
モリコントローラがデータを転送す
る際にもこの情報を転送する。この
情報は 8ビットからなるが、SCLAT
バッファエントリの生成には 0～6
ビット目が使われる。ソースコード
では copの 5～11ビット目になって
いるが、これは rd4ステージに於て
cachew ステージを起動する際、そ
の位置に情報を配置したためである
(rd4ステージでは rtag4に相当)。エ
ントリ番号は sbadrs2という 11ビッ
ト出力端子に転送される。SCALTバ
ッファは 128エントリであるため 7
ビットあれば全てのエントリを指定
できる。ソースコードではこの7ビッ
トの下位ビットに 4ビット (値 0)を
連結する処理を行なっている。この
4ビットは128ビットデータ中のワー
ド、バイトを選択するものであるが、
BF命令は128ビット単位で処理が行
なわれるため 0を設定している (仮
に 128ビット中の 1ワード目に対す
る処理を行なう場合は、4ビット中
の上位 2ビットには 01がセットされ
る。更に、そのワードの中の最下位
の 1バイトに対する処理を行なう場
合は 4ビット中の下位 2ビットには
01がセットされる)。使用しないのな
ら値を付けなくてもよいと思われる
が、SCALTバッファ側 (モジュール
scaltbuf.h側) ではアドレスを 7ビッ
トではなく 11ビット共通として扱っ
ているためSCALTバッファに対する
アクセスに関しては全て 11ビットア
ドレスを使用して処理を行なう。こ
の場合モジュール側では下位 4ビッ
トは使用していない。
次に rd1～rd4ステージでレジスタに
格納した 32ビットデータを連結し、
sbout2という 128ビット出力端子に
転送する。rd1ステージで転送されて
きたデータは 0～31ビット目のデー
タであり、rd4ステージで転送され
てきたデータは 96～127ビット目の
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データであるため以下のように連結
する。
rdtemp4||rdtemp3||
rdtemp2||rdtemp1
SPKは以上のような形式をとるため
ビックエンディアンとなる。
以上の書き込み先エントリ番号、書
き込みデータを出力端子に転送する
処理と並行して SCALTバッファへ
の書き込み制御端子 (scaltbuf write)
を起動する。
また、SCALTバッファに有効なデー
タが格納されるため SCALT バッ
ファタグも有効にしなければなら
ない (MEM ステージでは該当する
SCALT バッファタグを 0 クリアし
ている。これは BF命令がデータを
SCALTバッファに格納する前に、後
続命令が SCALTバッファの不適切
なデータを参照することを避けるた
めである)。TAGS命令によりソフト
ウェア側で有効にすることもできる
が、ここではハードウェアによって
処理を行なう。tset2という 1ビット
出力端子にはセットされる有効ビッ
トを転送している。今回はタグを有
効にするため 1をセットする。タグ
番号は SCALTバッファエントリと
同じため、先程と同じ copの 5～11
ビットを使用する。これらの情報を
基にbuftag write2という制御端子を
起動することで、SCALTバッファタ
グへ有効ビットをセットする。
このステージではBF専用バッファは
使用していないことに注意。BF専用
バッファはmembusステージに於て
既にフラグを0クリアしているため、
membusステージの次のクロックで
は無効となっている。よってこのス
テージでは BF専用バッファに対す
る処理はない。
以上の処理を実行すれば BF命令の
処理は完了するため finish文を記述
する。
BF命令のTLBの書き換えはwrbス
テージで行なっているためそちらを
参照。

• BW命令の処理
BW 命令はパイプラインレジスタ
(cop)の 4,21ビット目から命令を判
断する。BW 命令がこのステージ
で行なうべき処理は TLBの書き換
えである。BW 命令は membus ス

テージに於て emp ステージへの転
送とmwrdata1ステートへの転送を
行なっている。mwrdata1ステート
では mwrdata2～3 ステートを経て
メモリへ 128ビットデータの書き込
み処理を行なう。そして、emp ス
テージへの転送目的は TLBの書き
換えを行なうことである。emp ス
テージからは cachewステージ、す
なわちこのステージが起動される。
cop の 19 ビット目には BW 専用
バッファ(scbsbuf∗0,scbsbuf∗1) の
どちらを使用したかの情報が格
納されている。BW 専用バッファ
の scbsbuft0,scbsbuft1 には使用し
た tlb のエントリ番号情報が格納
されているため、そのレジスタを
参照することで書き込み先がわか
る。cop の 19 ビット目が 0 ならば
scbsbuft0を、1ならば scbsbuft1を
使用して TLBへの書き込みを行な
う (tlb.writest を起動する)。書き
込むデータは cop の 5～16 ビット
目である。このビットには TLBの
上位ビットが含まれる。すなわち、
ASN(8ビット)、V(1ビット)、W(1
ビット)、R(1 ビット)、M(1 ビッ
ト)。また、書き込むデータには 20
ビットの値 0が連結されているが、
これはモジュール側 (tlb.h) では入
力データを 32ビットとして扱って
いるためである。実際の処理に於て
は上位に連結されたデータは使用
されることはない。なぜモジュー
ル側では入力端子を 32ビットとし
てるのか、それは TLBアクセスに
は TLB全体に対するものがあるた
めである。tlb.write 制御端子での
TLB へのアクセスは TLB 全体に
対する書き込みを行なう。そして、
これら両方の書き込み (tlb.writest、
tlb.write)は同じ TLBの入力端子を
使用する。
ここで行なっている TLBの書き換
え処理は更新ビット (Mビット) の
書き換えのためである。このビット
は OSがスワップアウト処理の際使
用するためのものである。このビッ
トの書き換えを行なわないとメイン
メモリとディスクの一貫性が保たれ
なくなってしまう。wrbステージに
於ける参照ビット (Rビット)の書き
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換え処理は行なわれることがない場
合があるが、更新ビットの書き換え
処理は必ず行なわれなければならな
い。
このステージでは TLBの書き換え
処理を行なっているが、このステー
ジと同一クロックではMEMステー
ジに於いて TLBを参照している命
令が存在する可能性がある。そのた
め TLBアクセスによる衝突を避け
るため cachectlステージに於いてス
トール情報を生成している。この処
理に関しては cachectlステージの説
明を参照。
BW命令が cachewステージの処理
を行なっている同一クロックでは、
membusステージ内のmwrdata2ス
テートがメインメモリにデータ転送
を行なっている。BW命令の処理自
体は終了していないが、cachew ス
テージに於ける処理は終了したため
finish により BW命令の cachewス
テージの処理を終了させる。
BW 命令専用バッファのフラグ
(scbsbuf∗v) のクリア処理はこのス
テージでは行なわない。なぜならば
membusステージの処理 (mwrdata3
ステート)で使用されるからである。
BW命令専用バッファフラグのクリ
アはmembusステージのmwrdata3
ステート (つまり cachew ステージ
処理の次のクロック)に於いて行な
われる。

• InstructionFetchの処理
転送されて来た命令が Instruction-
Fetchかどうかはパイプラインレジ
スタ (cop) の 21,20,4 ビット目を見
て判断する。命令フェッチもメモリ
からは 128ビット (4ワード)のデー
タがバースト転送されて来る。
InstructionFtchであることがわかる
と copの 19ビット目をチェックして、
どちらの InstructionFetch専用バッ
ファを使用したかで処理を分ける。
cop< 19 >が 1のときは icabuf1∗を
使用していて、cop< 19 >が 0のと
きは icabuf0∗を使用している。各専
用バッファでの処理内容はバッファ
の番号が異なるだけであり、処理自
体は同じためここではぞれぞれの
バッファ処理をまとめて説明する。
転送されて来た命令の書き込み

先である命令キャッシュのアドレ
スは MEM ステージでセットし
た icabuf∗a(32 ビット) に格納さ
れている。ただし、使用するのは
icabuf∗aの内 10ビットだけである。
icabuf∗a< 13 : 4 > は命令キャッ
シュのライン選択に用いられる。
icabuf∗aには 4ビットの 0を連結し
て icadrs2という 14ビット出力端子
に転送している。この連結された 4
ビットは 32 ビット (ワード),8 ビッ
ト (バイト) 単位でのアクセス時に
使われるが、今回は 128ビット (ラ
イン)単位での書き込みなので使用
しない。しかし、命令キャッシュ側
(ica.h)ではアドレスを 14ビットと
して扱っているため 4ビットの値 0
を連結する。書き込むべきデータは
rd1～rd4ステージで rdtemp1～4レ
ジスタに格納した値を連結し (ビッ
クエンディアン)、iout という 128
ビット出力端子に転送する。以上の
情報を基に icache write制御端子を
起動する。
次にデータを命令キャッシュに書き込
んだため、命令キャッシュタグも有効
にしておく必要がある。そのためタ
グの番号となる icabuf∗a< 13 : 4 >
の内容を ictagadrs2 という 10 ビッ
ト出力端子に転送する。また、命
令キャッシュタグに書き込むべき
データは 15ビットである。最上位
ビットは有効ビットであるため 1を
セットする。それ以外の 14ビット
は PFN(PageFrameNumber) であ
る。この値はアドレス変換する場合
はTLBの PFNと一致している必要
がある。そのためMEMステージで
セットした PFN の値が入ったレジ
スタである icabuf∗Pの値を用いる。
アドレス変換しない場合は icabuf∗a
の 18～31 ビットを用いる。尚、ア
ドレス変換したどうかはパイプライ
ンレジスタの 18ビット目から判断
できる。この情報は IFステージに
於いてアドレス変換する場合 1 が
セットされ、アドレス変換しない場
合は 0がセットされる。
これらの情報から icatag write制御
端子を起動する。
InstructionFetch はこのステージで
処理を終了する。そのため finish
文により処理を終了させる。また、
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InstructionFetch 専用バッファも使
わなくなるためフラグ (icabuf∗v)を
0クリアしておく。
以上の処理と並行して if ステージ
を起動する。起動する際、MEMス
テージで格納した icabuf∗pc(pc の
値)を引数とする。この処理により
IF ステージでは必要な命令を命令
キャッシュから見つけ出すことがで
き、IFステージから IDステージへ
と処理が流れていく。
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• LW,LL命令の処理
LW,LL命令はこのステージに於いて
キャッシュへの書き込み処理を行な
う。またそれと並行して次のステー
ジである regwrへの転送処理を行な
う。
LW,LL命令の判断は copの 4,20,21
ビット目によって判断される。そし
て使用したLW,LL専用バッファを判
断して処理を分けている。各専用バッ
ファでの処理は同一であるためここ
ではまとめて説明する。
まずメモリから転送されてきたデー
タの書き込み先であるキャッシュアド
レスはMEMステージに於いてセッ
トされたmldb∗aの値を用いる。実
際使用するのは 4～17ビット目であ
る。この値に 4ビットの 0を連結す
る。キャッシュへの書き込みはライン
単位で行なうため、下位4ビットは0
としている。キャッシュ側 (c64.h)で
はこの下位4ビットは使われない。こ
の情報以外に書き込むデータの情報
も必要になるため、cout2という 128
ビット出力端子に rd1～4ステージで
格納した32ビットデータ情報を連結
して転送している。以上の情報を基
に cache write制御端子を起動する。
あるキャッシュアドレスにデータ書
き込みを行なったため、そのアドレ
スに相当するキャッシュタグ情報も書
き換える必要がある。そのため cta-
gadrs2という 14ビット出力端子に
mldb∗a の 4～17ビット目を転送す
る。書き込むデータはアドレス変換
した場合としなかった場合で異なる。
アドレス変換したかどうかは copの
18ビット目から判断することができ
る。この情報はMEMステージに於
いて cachereqステージへの情報転送
時に与えられる。アドレス変換する
場合 (copの 18ビット目が 1の場合)
はmldb∗Pというレジスタの値を用
いる。この値もMEMステージでセッ
トされる。このレジスタにはTLBの
0～13ビット目 (PFN)が格納されて
いる。また、アドレス変換しなかった
場合 (copの 18ビット目が 0の場合)
はmldb0aレジスタの 18～31ビット
目が使われる。アドレス変換しない
場合はmldb∗Pレジスタへの情報格
納は行なわれない。
アドレス変換した場合もしなかった

場合もキャッシュタグに書き込む情
報の最上位ビットは有効ビットをセ
ットするため 1となる。これらの情
報を ctagout という 15 ビット出力
端子に転送する。以上の情報を基に
catag write制御端子を起動する。
LW命令は最終的に目的の 32ビット
データを指定した 32ビット汎用レ
ジスタに格納しなければならない。
そのためメモリから転送されてきた
128ビットデータ中のどの 32ビット
データが必要なのか判断しなければ
ならない。この情報はMEMステー
ジでセットしたmldb∗aレジスタの
2,3ビット目から判断できる。このビ
ットはワード単位のアクセス時に使
用される。メモリからのデータ転送
は下位の 32ビットから送られて来る
ため、mldb∗aの2,3ビット目が00の
場合は rd1ステージに於いて格納し
た rdtemp1のデータを rgwdataとい
う32ビットセルへ転送する。mldb∗a
の 2,3ビット目が 01の時は rdtemp2
を、10の時は rdtemp3を、そして11
の時は rdtemp4を rgwdataセルへ転
送する。これらの情報は次のステー
ジである regwrステージへ転送され
る。以上の情報以外に regwrステー
ジへ転送される情報としてMEMス
テージでセットしたmldb0rがある。
このレジスタには 32ビットデータの
書き込み先であるレジスタ番号が格
納されている。これらの情報を基に
次の regwrステージではレジスタへ
の書き込み処理を行なっている。
LW,LL専用バッファの使用はこのス
テージが最後となるためmldb∗vに
0をセットする。
LW,LL命令は TLBの参照ビットの
書き換え処理が必要である。この処
理はwrbステージで行なっている。

• SW,SUL命令の処理
SW,SUL命令はこのステージに於い
てキャッシュへの書き込み処理、TLB
の更新ビット書き換え処理を行なっ
ている。命令の判断には copの 0～
3,4,21ビット目を使用している。0～
3ビットを使用するのはSB命令との
区別を付けるためである。SW,SUL
命令は 0～3ビット目には 0がセット
されている。そのため各ビットの論
理和は必ず 0となる。
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SW,SUL命令の判断処理の中に cop
の 20ビット目が入っているが、これ
は命令の判断に使われているのでは
なくキャッシュにヒットしたかどうか
によって処理を分けるためのもので
ある。つまり、この場合の処理はキャ
ッシュにヒットしたとき (cop< 20 >
が 1のとき)のみ処理が行なわれる。
キャッシュにヒットしていないとき
はキャッシュへの書き込み処理は行
なわれない。しかし、TLBへの書き
込み処理は行なわなければならない
ためこの部分とは別の場所に於いて
処理を行なっている。その説明は後
述する。
SW,SUL命令に於いてもどちらの専
用バッファを使用したかで処理を分
けている。つまり copの 19ビット目
から処理を 2つに分けている。どち
らの処理も処理内容自体は同じため
ここではまとめて説明を行なう。
キャッシュへの書き込み処理を行な
うのであるから、キャッシュアドレ
ス、データが必要である。アドレス
は cadrs2という 18ビット出力端子
にMEMステージで処理を行なった
mstb∗aレジスタの0～17ビット目を
転送する。SW,SUL命令は 32ビット
データをキャッシュに書き込むためア
ドレスの2,3ビット目から書き込む先
のワードを選択する必要がある。そ
の処理はキャッシュ側 (c64.h)で行な
う。書き込むデータは cout2という
128ビット出力端子に転送されるた
め、目的の32ビットデータに96ビッ
トの値 0を連結する必要がある。こ
の際目的の 32ビットデータを最下位
に置く必要がある。128ビットの端
子を使用している理由は、キャッシュ
への書き込み処理 (128,32,8ビット)
には、キャッシュモジュール側で共
通の入力端子を用いているからであ
る。
これらの情報を基に cache swrite制
御端子を起動し書き込み処理を行な
う。
TLBの更新ビットの書き換え処理は
アドレス変換する場合のみ行なう必
要がある。アドレス変換を行なった
かどうかは copの 18ビット目から判
断できる。この値はMEMステージ
に於いてmldb∗mの最上位ビットに
セットしたものである。TLBの書き

換えが必要な場合は、MEMステー
ジでセットしたmstb∗tという TLB
のエントリを示すレジスタと、cop
の 5から 16ビット目の TLBの上位
ビット情報 (ASN,V,)を引数として
tlbの writest制御端子を起動する。
TLBモジュール (tlb.h)ではデータ
入力端子を 32ビットとして扱ってい
るため、copの5～16ビット目を転送
する際も 32ビットデータとする必要
がある。そのため 20ビットの値 0を
連結する。モジュール側では上位の
20ビットの値は使用していない。
cachewステージで SW,SUL命令は
処理を終るため、finish文により処
理を終了する。また専用バッファも
使用されなくなるためmstb∗vの有
効フラグを 0クリアする。

• SB命令の処理
SB命令は SW,SUL命令と同様にキ
ャッシュへの書き込み処理、及びLTB
への書き換え処理を行なっている。
SW,SUL 命令と異なる点は書き込
むデータが 32ビットではなく 8ビ
ットになることである。それ以外は
SW,SUL命令と同一処理である。
命令判断には cop の 0～3,4,21 ビ
ット目を用いる。0～3 ビット目は
SW,SUL命令と区別するために用い
られ、SB命令の場合は必ず0～3ビッ
ト目に1が立つため、各ビットの論理
和をとり判断している。更に 20ビッ
ト目が 1かどうか判断している。こ
の値のチェックも SW,SUL命令の所
での説明と同様キャッシュにヒット
した場合のみ処理を行なうようにし
ている。キャッシュにヒットしなかっ
た場合の処理は SB命令処理の後の
記述で行なわれている。この部分に
関しては後述する。
SB専用バッファを区別した後の処理
はSW,SUL命令と同様なため説明を
省略する。書き込むデータも 32ビッ
トデータを転送しているが、キャッ
シュモジュール (c64.h)側で 32ビッ
ト中の下位 8ビットのみを用いて書
き込み処理を行なっている。キャッ
シュモジュールへの書き込みデータ
が 32ビットなのか 8 ビットなのか
の判断は起動する制御端子による。
8ビットデータの書き込みの際には
cache lwriteが使われる。
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また、書き込み先のアドレスである
が、SW,SUL命令時は2,3ビット目か
ら書き込み先ワードを判断していた。
SB命令ではこれに加えて 0,1ビット
目も用いてワード中のどのバイト部
分に 8ビットデータを書き込むか判
断している。これらの処理はキャッ
シュモジュール側で行なわれている
ため、モジュール (c64.h)の処理を参
照してほしい。

• SW,SUL,SB 命令の処理 (キャッ
シュにヒットしていなかった場合)
SW,SUL と SB 命令の所で述べた
キャッシュにヒットしていない場
合の処理について説明する。キャッ
シュにヒットしていない場合は
キャッシュへの書き込み処理は行な
わず、TLB の更新ビットの書き換
えのみが行なわれる。まずは命令判
断に加えて専用バッファのどちらを
使用したのかの判断も同時に行なっ
ている。その中で copの 18ビット
目からアドレス変換が行なわれたと
きのみ TLBの書き換え処理が行な
われる。TLB の書き込み処理自体
は SW,SUL命令及び SB命令同様で
ある。
以上の処理と並行して専用バッファ
のフラグのクリアと命令を終了のた
め finish文を記述している。

• CachePargeの処理
cachectlステージに於いてキャッシュ
パージの処理について説明したが以
下の節で改めて cachectl、cachewス
テージを合わせた説明を行う。

37 cachectl,cachewステージに於け
るキャッシュパージ

キャッシュパージ処理は以下のステー
ジを経由することによって一連の処理が
完了する。

cachectl → membus → emp →
cachew → cachectl → membus →
emp → cachew
この一連の処理が完了しない限り次の
キャッシュパージ処理が行なわれること
はない。また、全てのキャッシュパージ
処理はMEMステージからの通常の命令
処理よりも優先的に行なわれる。
メモリコントローラからのキャッシュ
パージ要求は連続で発行される場合でも

最初の要求から 5クロック目である。本
来ならば数クロック連続して発行される
こともあるが、最初の要求から 5クロッ
ク目に発行されるようにメモリコント
ローラ側で対処している。
cachectl ステージではメモリコント
ローラからのキャッシュパージ要求を
pargfという 1ビット入力端子から毎ク
ロック監視している (cachectlステージは
initcoreステージで起動される)。そして
その入力端子に有効な値 (1)が転送され
た時処理を行なう。cachectlステージに
はキャッシュパージのためのキューがあ
る。このキューは 5つのレジスタから構
成されている。キューは2種類あり、メモ
リコントローラから転送されて来る情報
(パージするためのアドレス)を格納する
ためのキューと、そのキューが有効かど
うかを示すキュー (有効フラグ)である。
cachewステージでは cachectlステージ
のキューに格納された情報をキューでは
なく 1つのレジスタ (アドレスを格納す
るレジスタと有効フラグレジスタ)へ格
納する。そのため一連のキャッシュパージ
処理が全て終らない限り次のキャッシュ
パージ要求がこのレジスタを使用するこ
とはできない。
以下のソースコード説明は各ステージ
に於いて同一クロックで並行して処理さ
れるものとする。

37.1 cachectlステージ

pargfに値 1が転送されるとキューの
有効フラグである cpv0が有効かどうか
始めにチェックされる。有効フラグには
cpv0～4がある。初回のキャッシュパー
ジ要求の際には cpv0～4共に 0初期化さ
れているためこの条件の処理は行なわな
い。初回に実行されるのは else 文以下
である。else文での処理は pargfを cpv0
へ格納している。この処理により cpv0
の有効フラグがセットされる。もし既に
cpv0が有効な場合は cpv0,1共に有効に
する。以下同様に有効なフラグがあれば、
それ以下のフラグと１つ上のフラグを有
効にする。ここで cpv4のチェックを行
なっていないが、その理由は pargfに値
が転送されてきた段階で cpv4が有効で
あることがないからである。詳しい説明
は後程述べるが、有効フラグは 5クロッ
ク目 (cachewステージに於ける処理) で
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クリアされる。つまりいくらメモリコン
トローラから連続してキャッシュパージ
要求があったとしても次の要求がくるま
でに cpv3に対するクリア処理が行なわ
れる。そのためここでは cpv4のチェック
を行なわない。
cpvは 0～4まである。この数はパージ
要求をメモリコントローラ (メモリバス)
へ出すことができるまでの時間（クロッ
ク)に依存している。もし最初の pargf
要求がメモリコントローラから来たとき
cachectlステージで処理していたMEM
ステージからの命令が membus ステー
ジへ転送されたとする。またそのクロッ
クに於いて membusステージにいた命
令がメモリバスが使用できるようにな
りメモリバスへデータを転送したとす
る。つまりpargf要求があったときに既に
cachectl,membussには命令が処理を行な
っている可能性がある。そしてこれらの
命令がメモリバスを解放しない限りキャ
ッシュパージの処理は行なうことができ
ない (メモリバスを使用できない)。その
ためメモリバスが使用できるまでの時間
を考え、その間メモリコントローラから
転送されて来る pargf要求は全てキュー
に格納しておかなければならない。メモ
リバスが空くのは最悪でも 8クロック後
である。そしてメモリコントローラから
のキャッシュパージ要求は連続で5クロッ
ク後である。ということは最悪の場合を
想定するとメモリバスが空くまで (8ク
ロック)にpargf要求 (4クロック)は 2回
起こることが考えられる。既に cachectl、
membusステージに命令が処理を行なっ
ているとするとメモリバスが空いたとき
のpargf要求も含めると計 5回のpargf要
求があることが分かる。よって 5つのレ
ジスタからなるキューを用意する。その
後の pargf要求は cachewステージに於
いて cpvを 0クリアし、空きができるた
めその空いたレジスタに格納される (図
49参照)。

以上の処理と並行してメモリコント
ローラからのキャッシュアドレスを格納
する処理を行なう。この処理も pargfを
常に監視し、値が転送されてきた時に
cpv3のチェックを最初にを行なう。初回
の要求のときには else以下が処理される
ため cachp0という 32ビットレジスタへ
メモリコントローラからの情報 (キャッ
シュパージするアドレス)を格納する。既

に cpv0が有効な場合は cpv0にはメモリ
コントローラからの情報を格納し、cpv1
には cpv0の情報を格納する。この処理
の場合も cpv4をチェックしない。理由は
上で述べた通りである。
以上で cachectl ステージでのキュー
に対する処理が行なわれた。cachectlス
テージの後半ではキャッシュをパージす
る処理を行なうため次のステージへ処理
を移す。この処理はalt文によって記述さ
れている。最初にチェックされるのは一連
のキャッシュパージ処理の2度目 (cachew
ステージから cachectlステージへ処理を
移した場合)の cachectlステージでの処
理に対するものである。一番始めのキャッ
シュパージ処理で実行されるのはその次
の項目である。この条件ではmembusス
テージが起動でき、pargfが有効であり、
かつ pfが無効のとき処理が行なわれる。
メモリコントローラからパージ要求があ
るのだから pargfは有効になっている。
pfは cachewステージでのフラグであり、
cachectlステージのアドレス情報が格納
されたとき有効になる。このフラグが無
効なときというのは 1度目の cachectlス
テージ処理である事を示す。またmem-
busステージが処理中 (memstbusyが 1)
であれば当然membusステージへ処理を
転送することはできない (また例えmem-
busステージへ転送できてもメモリバス
が使用中であればメモリコントローラへ
要求を出すことはできない)。この条件を
満たしたときmembusステージの起動を
行なう。その際の引数は 5,21,22ビット
目が命令を判断するための情報であり、
20ビット目が何度目の cachectlステージ

1 2 3 54 6 7 8

pargf
cpv0 cpv1

cpv2 cpv3

cpv4

pargf

9 10 11 1312 14 15 16

pargf pargf

17 18 19 20

pargf

時間

cachectl → membus

membus → メモリバス

membus→メモリバス

cpv0→membus

cpv0→メモリバス

21

cachew
pargf

cpv4クリア

図 49: クロック数と pargキューの関係
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の処理かを示す。それ以外の情報は不使
用である。membusステージ起動と共に
membusステージが処理中であることを
示すmemstbusyレジスタへ 1を転送す
る。また、streq3レジスタへ 1を格納す
る。この処理には 2つの意味がある。１
つは3クロック後のcachewステージのキ
ャッシュ参照の処理と現在 IDステージに
いる命令によるMEMステージに於ける
キャッシュ参照の衝突を避けるためであ
る。もう１つの理由はcachewステージか
らの cachectlステージの起動 (cachereq)
とMEMステージの命令による cachectl
ステージの起動 (cachereq)が同時に起き
ないようにするためである。streq3の値
は pipectlステージで参照され、必要な
ときには IDステージの命令をストール
させる。このストールにより各衝突を避
けることができる。
MEMステージから転送されて来た命
令のmembusステージ起動は以上の条件
を満たさなかった場合に実効される。こ
れはキャッシュパージによる処理が全て
終らない限り通常の命令処理を行なうこ
とができないことを意味する。
membusステージと empステージでは
何の処理もせず情報を転送するだけであ
る。
cachew ステージでは処理を 1,2 回目
の cachew ステージの処理と 2 回目の
cachewステージの処理で分けている。ま
ずは 1回目の cachewステージの処理に
ついてだけ (2回めの処理でもおこなわ
れるものはある)説明する。まずはキャ
ッシュのヒット情報を生成する。この処
理は 1回目だけでなく 2回目も行なう可
能性がある。ĉop< 19 >のチェックによ
り 1回目の処理であることを判断する。
もし 1回目の処理でなくても cpv0が有
効であればキャッシュのヒット情報を生
成する。この詳しい説明は後程行なう。
キャッシュにヒットしていればそのアド
レスに対してパージ処理を行なう必要が
ある。もしcpv0が有効になっているなら
ば、cpv0の処理が行なわれる。cachectl
ステージでキューに格納したアドレス情
報からキャッシュのアドレスを求め、そ
の情報を ctagadrs3へ転送する。その情
報を基にキャッシュタグの読み出しを行
ない結果を ctemp3という 15ビットセル
へ転送する。そして有効ビットであるそ
の最上位ビットをphitという 1ビットレ
ジスタへ格納する。

この処理と並行して行なわれる処理は
pfという 1ビットレジスタへの値の格納
である。cachewステージには cachectlス
テージでの情報を格納するためのレジス
タとフラグが用意されている。レジスタ
は cachpg であり、フラグは pfである。
1回目の処理では必ずフラグをセットす
るため 1回目の処理のときのみpfに 1を
セットする。2回目はこの処理は不要であ
る。cachectlステージのキューにデータ
があるならばフラグはそのままでよく、
データがないときのクリア処理だけでよ
い。
1,2 回目で行なう処理として cachpg
に cachpg∗ の値を格納するための処理
がある。もし cpv0が有効であるならば
cvp0以下の処理が行なわれる。このと
き cachectlステージでセットした cpv0
フラグを 0クリアする。次のキャッシュ
パージ要求は早くても次のクロックであ
る。このステージで cpv0に値 0をセット
すると、実際にその結果が反映されるの
は次のクロックであり、そのクロックで
pargfが有効になることがあり得る。その
ため cachectlステージに於いては pargf
の要求が連続して来たとしても cachectl
ステージのキャッシュパージの為のキュー
が足りなくなるということはない。
またこの処理と並行して cachpg レジ
スタに cachpg0の値を格納する (cpv0が
有効な時)。
それ以外に cachewステージから 2度
目の cachectl ステージを起動するため
cachereqを起動している。引数について
は20ビット目に2度目のcachectlステー
ジの処理であることを示すために値 1を
セットしている。
2回目の cachectlステージの処理は単
にmembusステージを起動するだけであ
る。その処理を含んだのが alt文の第1項
目である。この条件にはmemstbusyの
チェックがない。それはMEMステージ
からの通常の命令はキャッシュパージ処
理が全て終らない限り先へは進めないか
らである (キャッシュパージの処理中は
キャッシュパージ処理のみがmembusを
使用する)。
2回目のキャッシュパージ処理もmem-
bus,empステージは次のステージへの転
送を行なうだけである。
2回目の cachewステージでの処理はも
し cpv0に値があればヒット情報を生成
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する。これは 2回目の処理はキャッシュの
パージ処理と新たなキャッシュパージ要
求の情報を cachewステージのレジスタ
へ格納する処理を同時に行なうためであ
る。cpv0のクリアは既に行なっているた
め、cpv0が有効であるということはまだ
次のキャッシュパージ要求があるという
ことになる。このように処理を同時に行
なっている理由は処理時間の削減とレジ
スタ数の問題からである。キャッシュパー
ジは連続発行された場合、5クロック後
に新たに生じる。そのため一連の処理を
全て終えてから新たなキャッシュパージ
要求を処理しようとすると 8クロックの
間はキューをクリアしないことになる。
これでは連続して要求が来ると仮定する
と一連の処理が終る毎にキューを 1つ費
すことになり、いくらキューがあっても
足りない。ゆえに 4クロックという単位
でキューをクリアすることでキューの数
を定める事ができる。
ヒット情報の生成処理自体は 1回目と
同様である。
2回目のアドレス情報のレジスタへの
転送処理に関しても 1 回目と同様であ
る。2回目以降の cachectlステージ起動
は全て 2回目の処理として行なわれる。
もしこの処理の段階で cpv0～4が有効で
ない、つまりもう処理すべきキャッシュ
パージ要求がないときは else文によって
finishが実効される。
更に finishすると共に pfフラグを 0ク
リアする。これによって通常命令はmem-
busステージへの転送が可能になる。
2回目はキャッシュパージの処理を行
なう。1 回目で処理した cachpg を cta-
gadrs2という 14ビットの出力端子へ転
送する。その情報を基に catag writeを
起動することで目的のキャッシュタグに
値 0を格納する。この処理は phitが 1の
時のみ行なう。ヒットしていない時は何
もしない。
2回目の cachectlステージ起動も 1回
目と同様である。ただし、cvp0が有効で
あるという条件が付く。これはもうパー
ジ要求がないときは cachereqステージ起
動しないことを示している。cachereqス
テージ起動の条件の違いは 2回目である
ことを示すビット (20ビット目)が 1に
設定されていることである。

38 regwrステージでの動作

このステージの処理は LW,LL命令の
みが行なう。regwrステージはcachewス
テージから起動される。その際、汎用レ
ジスタ番号と 32ビットデータがパイプ
ラインレジスタへ格納される。汎用レジ
スタ番号がwregレジスタ (5ビット)、32
ビットデータがwdataレジスタ (32ビッ
ト)にそれぞれ格納されている。
汎用レジスタへの書き込み処理はレジ
スタモジュール (reg32.h)のwrite制御入
力端子を起動する。その際にwreg,wdata
を引数として渡す。この汎用レジスタは
同一クロックで 2つのレジスタに対して
読み出しを行なうことができ、1つのレ
ジスタに対して書き込みを行なうことが
できる 2リード 1ライトのレジスタであ
る。
このステージでの処理は汎用レジスタ
への書き込み処理のみである。よってfin-
ishを記述し処理を終了する。
wrbステージに於いて汎用レジスタへ
の書き込み処理を行なっている。同一ク
ロックでwrb,regwrステージが処理を行
なうとレジスタ書き込みの衝突が発生す
る可能性がある。そのため rd2ステージ
に於いて streq2レジスタへ情報を格納
し、後続命令がwrbステージを起動する
命令の場合には id(pipectl)ステージでス
トールを発生させる。regwrステージの
命令の方が先行しているためこのステー
ジの処理を優先させる。この処理につい
ては pipectlステージを参照。

39 topモジュールの記述

ソースコードの最後にはプロセッサ、
メモリなどのモジュールを持つ topモジ
ュールの動作を記述している。この top
モジュールはプロセッサ、メモリを搭載
するマザーボードと考えれば分かりやす
い。ここではプロセッサ、メインメモリ、
キャッシュ、SCALTバッファなどのモジ
ュール間の動作を記述する。

spk cpu;
ica icache;
r1024_32 ram;
c64 cache;
ctag catag;
buftag btag;
scaltbuf scbuf;
icatag ictag;
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以上の記述は各モジュールの別名を定義
している。ソースコード内ではこれらの
別名を指定して動作を定義する。
また topモジュールではステージを定
義している。topモジュールではプロセッ
サがメモリコントローラのデータ転送制
御信号を常に監視している。制御信号が
有効になったときには同時に転送されて
来るデータ (32bit)とタグを受け取る。以
前は topモジュールに於けるメモリから
のデータ転送処理は制御信号が有効にな
ったときのみ行われるようになっていた。
そのためプロセッサ内部で 4クロックに
渡ってメモリから転送されて来るデータ
をレジスタへ格納しようとしても、最初
のクロックの 32bitデータしか格納でき
なかった。そこでトップモジュールにス
テージを作り、そのステージでメモリか
らプロセッサの入力端子へデータ転送す
る処理を新たに加えた。作成したステー
ジは以下の 3つである。

• drec1(タスク drct1)
• drec2(タスク drct2)
• drec3(タスク drct3)
これらのステージは drec1 → drec2 →
drec3の様に遷移する。各ステージ内で
はステージを遷移させるために relay文
と以下の記述をする。

cpu.dti = ram.dout;

drec1 ステージの起動はメモリからの
データ転送制御信号が有効になったとき
に行われる。そのときに最初のデータと
タグをプロセッサの入力端子に転送する。
タグは最初のクロックに於いてだけ転送
されて来る。またこのときプロセッサの
入力端子 rdsig が有効になり、この rd-
sig端子を常に監視している rd1ステー
ジの処理も行われる。rd1ステージでは
最初のクロックで転送されるデータ、タ
グを受け取り次のステージ rd2へ遷移す
る。rd1～rd4ステージはプロセッサ内の
ステージである。以下にデータ転送の際
の概念図を示す。

メモリ

データ転送
  制禦単位

タグ

データ

監視

stage drec1

stage drec2

stage drec3

stage rd2

stage rd3

stage rd4

stage rd1

監視

プロセッサ

TOPモジュール

タグ
データ

図 50: topモジュールでのステージ処理

40 TLB,ASNについて

参考までに TLB,ASN などのにいて
述べる。asn の値は全 8 ビットなので
256通りの指定が可能である。このうち
00000000はスーパーバイザーモードで
使用されるためユーザモードに於いては
255通りの指定が可能となる。ここで 255
通りの指定のうち各プロセスには異なる
asnを割り当てることが可能である。つ
まり 1プロセスが多数の asnを使用する
ことができる。もし asnが足りなくなれ
ば現在使用中の asnの内いずれかを破棄
して新たなプロセスのために asnを割り
当てることができる。OSは asnを管理
するためのテーブルを持っている。この
テーブルは asnとpid(プロセス ID)の対
応表である。TLBについても 1プロセス
でいくつものエントリを使用することが
でき、もし足りなくなればOSが必要の
ない TLB(使用頻度の低いプロセス)を
パージする。パージしても必要な情報は
メインメモリに残っているため必要にな
ったら再度読みだされる。asnのビット
数は決められたものではない。現在は 8
ビットにしているが全プロセスを割り当
てることができるくらいのビットを割り
当てればasnを破棄する必要もなくなる。
しかしその分ハードウェアが肥大化する
し、コストも掛かる。逆にビット数を減
らせばハードウェアを小さくでき、コス
トもかからない分破棄したり、読み込ん
だりする時間が掛かるためそれだけ処理
性能が落ちる。そのためハードウェアの
規模、コストと処理性能のトレードオフ
を調整しながらビット数を決めていく必
要がある。
現在ページ内アドレスは 18ビット (図
7参照)であるため 1TLB当たり 256KB
の空間を使用可能である。もし全ての
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TLBエントリにプロセスを割り当てると
すると使用空間は (256エントリ*256KB
≒)65MBとなる。尚、データキャッシュ
のサイズは 256KB(16Kエントリ*16B)、
SCALTバッファのサイズは 4KB(256エ
ントリ* 16B)である。

41 メモリコントローラについて

SCALT アーキテクチャを実装する
SPKの性能を上げるにはプロセッサ、メ
モリ間のデータ転送効率を考慮しなけれ
ばならない。そのためにはメモリコント
ローラで適切な転送制御を必要とする。
メモリコントローラについては同研究室
の孕石氏が作成している。詳細について
は参考文献 [9]を参照されたい。また参
考文献 [10][11][12] なども参照。

42 シミュレーション

プロセッサのシミュレーションを行う
際に必要となるファイルを以下に示す。
spk.sfl
r1024_8.h
r16384_8.h
scaltbuf.h
alu32.h
c64.h
ctag.h
inc.h
reg32.h
multi32.h
sft32.h
tlb.h
ica.h
icatag.h
r1024_32.h
buftag.h

シミュレーションを行うには命令メモリ
(ica.h)にマシン語を格納しておく必要が
ある。マシン語を全て手書きするのは能
率が悪いため、アセンブリ言語からマシ
ン語に変換するPerlスクリプトを作成し
た。それ以外にもシミュレーション時に
役立ちそうなPerlスクリプトを作成した
ため以下にその書式を示しておく。これ
らのスクリプトはシミュレーション時に
使用するファイルと共に scriptディレク
トリに置く。

(注)以下の説明の中に出て来る"\"記号
は行が続くことを意味する。
-----------------------------
/* genの仕様 */

secondsのシミュレーション結果を見や
すい書式に変える
./gen input-file output-file
(input-fileはシミュレーション結果の
ファイル)

～ソースの構成～
やっていることは吐かれたシミュレーシ
ョン結果 (
これには毎クロックの全端子の結果がお
さまっている)
をクロック単位で区切り、diffをそれぞ
れの
クロックの前後でかけ、それを１つのフ
ァイルに
まとめているだけである。
1.

resultを TIME毎にファイルにする
2.

diff -f time0 time1 > diff
diff -f time1 time2 >> diff
diff -f time2 time3 >> diff
diff -f time3 time4 >> diff
diff -f time4 time5 >> diff
diff -f time5 time6 >> diff
・
・
・

3.
diffファイルのトップに time0ファ

イルを加える
-----------------------------
/* gen2の仕様 */

seconds のシミュレーション結果に
ID,EXEC,MEM
ステージの命令のオペランドを表示する
./gen2 input-file output-file
(input-fileはシミュレーション結果の
ファイル)
-----------------------------
/* aconvの仕様 */

アセンブリファイルから命令キャッシュ
へ格納する
ファイルを生成する
$./aconv "assemble file" \
output-file

"assemble file"の例
(add 1 2 3) or (ADD $1 $2 $3)
<- 括弧はいらない

(addi 1 2 50) or (ADDI $1 $2 50)
<- 括弧はいらない

j 50

#はコメントとする
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スペースはいくつ空けても可
-----------------------------
/* icachedump の 仕
様 (instruction cache) */

命令キャッシュを指定したアドレスまで
ダンプ
せさるファイルを生成する

$./icachedump address(4 で 1ライン
分出力) output-file

この出力ファイルを使用しシミュレーシ
ョン結果で表示される
値は右側が低位アドレスとなる
-----------------------------
/* dcachedump の 仕
様 (data cache) */

データキャッシュを指定したアドレスま
でダンプ
させるファイルを生成する

$./dcachedump address(4 で 1ライン
分出力) output-file

この出力ファイルを使用しシミュレーシ
ョン結果で表示される
値は右側が低位アドレスとなる
-----------------------------
/* memorydump の 仕
様 (data memory) */

指定したメインメモリアドレスまでをダ
ンプ
させるファイルを生成する
$./memorydump adrss output-file
-----------------------------
/* linenumの仕様 */

入力ファイルの各行に実際に書き込まれ
る
メモリアドレスを生成する
(アセンブラファイルなどに使用)

$./linenum input-file\
output-file

-----------------------------
/* icacheclearの仕様 */

命令キャッシュを 0初期化するファイル
生成
$./icacheclear output-file
-----------------------------
/* dcacheclearの仕様 */

データキャッシュを 0初期化するファイ
ル生成
$./dcacheclear output-file

-----------------------------
/* icachetagclearの仕様 */

命令キャッシュタグを 0初期化するファ
イル生成
$./icachetagclear output-file
-----------------------------
/* dcachetagclearの仕様 */

データキャッシュタグを0初期化するファ
イル生成
$./dcachetagclear output-file
-----------------------------
/* tlbgeneの仕様 */

データ TLBの setファイルを生成する
$./tlbgene input-file\
output-file

input-fileの書式を以下に示す
(区切りは必ず「,」で行ない、記述順序
も
asn,v,w,r,m,vpnh,pfnであること
adrsは10進数、その他は2進数で設定)

adrs=0,asn=11111111,\
v=1,w=1,r=1,\
m=1,vpnh=111111,\
pfn=11111111111111

adrs=1,asn=00000000,\
v=0,w=0,r=0,\
m=0,vpnh=000000,\
pfn=00000000000000

adrs=2,asn=10101010,\
v=1,w=0,r=1,\
m=0,vpnh=101010,\
pfn=10101010101010
・
・
・
adrs255まで可能
-----------------------------
/* tlbdumpの仕様 */

セットされたデータ TLBを確認
するためのファイルを生成する
$./tlbdump input-file\
output-file

input-fileにはダンプする TLBアドレ
スを「,」区切りで記述
最大 255まで指定可能
サンプルを以下に示す
1,2,3,5,30

(この場合はアドレス 1,2,3,5,30をダ
ンプする
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ファイルを吐く)
-----------------------------
/* itlbgeneの仕様 */

命令 TLBにセットするファイルを生成す
る
./itlbgene input-file\
output-file

input-fileのサンプル
(命令 TLBのエントリは 4エントリ (1～
4)まで、記述形式は
以下に従うこと)

adrs=1,asn=11111111,v=1,\
vpnh=111111111111,\
pfn=11111111111111

adrs=2,asn=11111111,v=1,\
vpnh=111111111111,\
pfn=11111111111111

adrs=3,asn=11111111,v=1,\
vpnh=111111111111,\
pfn=11111111111111

adrs=4,asn=11111111,v=1,\
vpnh=111111111111,\
pfn=11111111111111

-----------------------------
/* itlbdumpの仕様 */

セットされた命令 TLBを確認
するためのファイルを生成する
$./itlbdump input-file\
output-file

input-fileにはダンプする TLBアドレ
スを「,」区切りで記述
最大 4(1～4)まで指定可能
サンプルを以下に示す
1,2,3,4
-----------------------------
/* dcachegeneの仕様 */

データキャッシュへの値をセットするファ
イルを生成する
./dcachegene input-file\
output-file

input-fileの書式

00 00 00 00 <- 以下 4行で 1キャッシ
ュライン (ここが低位アドレス)
11 11 11 11
00 00 00 00
11 11 11 11

(アドレスは 0からふられていく
スペース必須
１行右側が最低位アドレス
値は 16進)

-----------------------------
/* icachetaggeneの仕様 */

命令キャッシュタグを設定するファイル
を生成する
./icachetaggene input-file\
output-file

input-fileの書式
adrs=1,v=1,pfn=11111111111111
adrs=2,v=0,pfn=00000000000000
adrs=3,v=1,pfn=11111111111111
adrs=4,v=1,pfn=11111111111111
adrs=5,v=1,pfn=11111111111111
adrs=6,v=1,pfn=11111111111111
-----------------------------
/* icachetagdumpの仕様 */

命令キャッシュタグをダンプするファイ
ルを生成する
./icachetagdump input-file\
output-file

input-fileの書式
1,2,3,4,10

ダンプしたい命令キャッシュタグのアド
レスを
10進で指定。区切りは「,」。
-----------------------------
/* dcachetaggeneの仕様 */

データキャッシュタグを設定するファイ
ルを生成する
./dcachetaggene input-file\
output-file

input-fileの書式はicachetaggeneと
同様
-----------------------------
/* dcachetagdumpの仕様 */

データキャッシュタグをダンプするファ
イルを生成する
./dcachetagdump input-file\
output-file

input-fileの書式はicachetagdumpと
同様
-----------------------------
/* scbufgeneの仕様 */

SCALTバッファへの値をセットするファ
イルを生成する
./dcachegene input-file\
output-file

input-fileの書式

87



00 00 00 00 <- 以下 4行で 1キャッシ
ュライン (ここが低位アドレス)
11 11 11 11
00 00 00 00
11 11 11 11

(アドレスは 0からふられていく
スペース必須
１行右側が最低位アドレス
値は 16進)
-----------------------------
/* scbufdumpの仕様 */

SCALTバッファの指定したアドレスまで
ダンプ
するファイルを生成する

$./dcachedump address(4 で 1ライン
分出力)\
output-file

この出力ファイルを使用しシミュレーシ
ョン結果で表示される
値は右側が低位アドレス
-----------------------------
/* scbuftaggeneの仕様 */

SCALTバッファタグへ値をセットするファ
イルを生成する
$./scbuftaggene input-file\
output-file

input-fileの書式
adrs=0,val=0
adrs=1,val=1
adrs=2,val=1
adrs=3,val=0

アドレスは 10進、記述形式は上に従う
こと
-----------------------------
/* scbuftagdumpの仕様 */

SCALTバッファにセットされた値をダン
プするファイルを生成する
$./scbuftagdump address\
output-file

address指定したところまで全て出力
例えば 10を指定すれば、0～10まで出
力する
-----------------------------
/* reggeneの仕様 */

レジスタへ値をセットするファイルを生
成する
./reggene input-file\
output-file

input-fileの書式
num=0,val=0000000000000\
0000000000000000000
-----------------------------
/* regdumpの仕様 */

汎用レジスタにセットされた値をダンプ
する
ファイルを生成する
$./regdump input-file\
output-file

input-fileの書式
1,2,3,4,5,10
-----------------------------
/* ssm-ssngeneの仕様 */

ssm,ssnレジスタへ値をセットするファ
イルを生成する
./ssm-ssngene input-file\
output-file

input-fileの書式
ssm=11,ssn=00
-----------------------------
/* scbuftlbgeneの仕様 */

SCALTバッファTLBにセットするファイ
ルを生成する
./scbuftlbgene input-file\
output-file

input-fileの書式 (scbuftlbは 1エン
トリのみ)

asn=11111111,v=1,\
pfn=11111111111111

-----------------------------
/* btbgneの仕様 */
btbへ値をセットするファイルを生成す
る
./btbgen input-file\
output-file

input-fileの書式
btbv=1,btb=000000000000\
000000000000000\
111000000000000\
0000000000000001111100
(btb上位 32ビットは npcと比較、下位
32は分岐先)

43 シミュレーション過程

全シミュレーションの過程の述べる訳
にはいかないため、一部分のシミュレー
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ション過程及び注意点などを述べる。
シミュレーションを行うに当たって、命
令TLB、データTLB、命令キャッシュタ
グ、データキャッシュタグ命令キャッシュ、
データキャッシュ、SCALTバッファの構
成が分かっていた方がよいため以下に構
成図を示す。また、memsetに関する概
念図も示す。

8bit 8bit

1 6

ct1 ct0

P F N
有
効
ビ
ッ
ト

ASN V PFNh PFN

ictag(icatag.h)
ctag(ctag.h)

141218

icatlb1～4(reg)

ASN VWRMPFNh PFN

8 1 1 1 1 146

tlb(tlb.h)

仮想アドレス
   上位12bit

仮想アドレス
   上位6bit

一致

図 51: 命令 TLB、データ TLB、命令キャッシュ
タグ、データキャッシュタグ
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ca32_3 ca32_2 ca32_1 ca32_0

ichache(ica.h) : memset icache/ca32_0/ca0/cell X0 X00 X00
cache(c64.h) : memset cache/ca32_0/ca0/cell X0 X00 X00

address 0

図 52: memset概念図

memset  icache/ca32_0/ca0/cell  X0
memset  icache/ca32_0/ca1/cell  X0
memset  icache/ca32_0/ca2/cell  X0
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memset  icache/ca32_3/ca1/cell  X0
memset  icache/ca32_3/ca2/cell  X0
memset  icache/ca32_3/ca3/cell  X0

命令4

X1
X1
X1
X1

命令8

X2
X2
X2
X2

命令12

アドレス

・・・

・・・

・・・

・・・

図 53: memset書式
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図 54: データキャッシュ構成図
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連結

命令キャッシュ

図 55: 命令キャッシュ構成図
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(128)
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r128_8

32bit

     ca3
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ca2 ca1 ca0

ccc32

 7bit
(128)

アドレス0b00000000000

128bit

ca32_3
(ccc32)

ca32_2 ca32_1 ca32_0

scaltbuf

 7bit
(128)

SCALTバッファ

address 0

図 56: scaltbuffer構成図

43.1 割り込み、分岐、
ストールのシミュレーション

・割り込み
割込みに関するシミュレーション項目
を以下に挙げる。

• 割込み制御端子と分岐のチェック
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• 割込みルーチン内での処理チェック
(ID,EXEC,MEMステージ起動中は
int1に留まるなど)

• リトライされた命令と割込みの処理
順序のチェック (リトライされた命令
が優先的に処理されるか)

• RI命令による割込みルーチンからの
復帰

以下の命令を流し、$31の値が専用レ
ジスタ ir2に格納された後、制御入力端
子 extintと割込み許可レジスタ intenを
enableにして割込みを発生させた (割込
みが受け付けられる条件を下図に示す)。
ir2は割込みの分岐先アドレスである。
以上の条件で上で述べた各項目をチェッ
クした。
addi $0 $31 1000($0+1000 -> $31)
out $0 $31 1($31 -> ir2)
・
・
・
割込み発生
・
・
・
—————- 割込みルーチン内
ri 0

out命令の後にはエラーがでないよう
に適当な命令を流した。extint,intenを
enable にした後、ステート 1 までは問
題なく処理を行ない、割込みが発生した
段階で流れている命令が id,exec,memス
テージで処理を行なっている間は int1に
留まるという正しい動作が行なわれた。
int2では targetifルーチンに処理を移し
分岐先に分岐する。その際リターンアド
レスを ir3に格納し分岐が行なわれる。
ir3の値は現在の PC値になり正しい値
がセットされていた。
また、割込みとリトライされる命令が
同時に発生した場合に於いてはステート
intに遷移することなくリトライ命令が
優先的に動作した。
割込みルーチン内では ri命令を発行す
ることで ir3に格納された戻りアドレス
への分岐が正しく行なわれた。戻り先は
割込みが発生した段階で ifステージで処
理を行なっていた命令である。

C P U

extint

inten

^nretry

state
int1

I D EXE MEM no inst

state
int2

check

図 57: 割り込み概念図

・分岐
bz,bal,jr命令では全て targetifルーチ
ンで分岐処理を行ない分岐する。balに
関しては wrbステージで戻りアドレス
を指定レジスタへ格納する処理が行なわ
れる。
以下の命令を流して分岐処理の一連の
動作を検証した。
adrs op

0 addi $0 $1 0
4 addi $0 $2 1
8 addi $0 $3 1
12 ddi $0 $4 1
16 addi $0 $5 1
20 bz $0 $1 28($1==0 -> go to
adrs28)
24 addi $0 $6 1
28 addi $0 $7 1
32 addi $0 $8 1
36 addi $0 $9 1
40 addi $0 $10 1
44 bal $0 $11 56(npc->$11 , go to
adrs56)
48 addi $0 $12 1
52 addi $0 $13 1
56 addi $0 $14 1
60 addi $0 $15 1
64 addi $0 $15 1
68 jr $11 $0 0(go to $11)
72 addi $0 $16 1
76 addi $0 $17 1
80 addi $0 $18 1
84 addi $0 $19 1
88 addi $0 $20 1
92 addi $0 $21 1

分岐処理は問題なく行なわれた。分岐
命令の後続命令もMEMステージでの処
理が行なわれることはなかった。
bal命令に関しては戻りアドレスの格納、
jr命令によるリターン処理も正常に行な
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われた。
また、bz命令を以下のように j命令に置
き換えて実行した。j命令は npc+name
に分岐する。
20 j 4

つまり bz命令と同様 28番地へ分岐す

る。j命令も問題なく処理が行なわれた。
・ストール
ストールに関するシミュレーションを
行なっているときにストールの必要がな
い命令までストール処理を行なっている
可能性があることに気が付いた。
ストールを行なうべき命令として

「LW,LL,IN,BC,BAL,BF」が記述されて
いた。BF命令に関しては「LW命令の
参照先がBF命令の転送先アドレスの場
合」にストールを行なう状況と考えられ
るが、LW命令はMEMステージに於い
てスキャルトバッファにデータが到着し
ていない場合にはリトライするという処
理が行なわれるため、IDステージに於
いてストール処理する必要はない。
また、BAL命令もストールを行なう必
要がないと考える。BAL命令は「分岐先
アドレス」と「戻りアドレス」を生成す
る。これらの値はMEMステージの段階
で参照できるためフォワーディングが可
能である。フォワーディングもできるが
BAL命令の次の命令は分岐先命令とな
る。その命令は IFステージから処理が
行なわれるためフォワーディングしなく
ても戻りアドレスを参照することができ
る。以上の理由から BAL命令に関して
ストールを行なう必要はないと考える。
IN,BC命令はMEMステージで読み込
み要求を出すためストールが必要であ
る。LW,LL命令もデータがメインメモ
リから到着するまでストールする必要が
ある。

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRBID

inst1

inst2

inst3

inst4

inst1

inst2

inst3

inst4

図 58: ストール概念図

43.2 依存のシミュレーション

依存に関するシミュレーション項目を
以下に挙げる。

• 依存チェックが行なわれるか
• MEM,WRB,WRBの次のクロックに
於いてフォワーディングが行なわれ
るか

• 連続した依存命令が流れた場合正し
く動作するか

以下の命令を流し”依存チェックが行なわ
れるか”、”各ステージでのフォワーディ
ングが行なわれるか”を検証した。
addi $0 $1 1
addi $0 $2 4
sll $2 $3
sub $3 $1 $4
以上の命令ストリームでは sll、sub命令
に於いて依存が発生する。そして sll命令
はEXECステージに於いてMEM,WRB
ステージからディスティネーションをバ
イパスする。また sub 命令は WRB ス
テージの次のクロックに於いてディステ
ィネーションをバイパスする。図59参照。
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IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

IF ID EXE MEM WRB

ADDI

ADDI

SLL

SUB

図 59: 依存シミュレーション概念図

次に連続した依存命令が流れた場合の
動作検証について述べる。以下の命令を
流した。
addi $0 $1 1
addi $1 $2 1
addi $2 $3 1
addi $3 $4 1
addi $4 $5 1
addi $5 $6 1
・
・
・

以上の命令を流すと、”addi $4 $5 1”命
令が命令メモリから読み込めない状態が
発生した。
シミュレーション結果を見ると npcが
10100の状態から変化していなかったた
め inc.h(インクリメンタ)モジュールを
単体でシミュレーションを行なったが、
正常動作をした。次に命令メモリに実際
データが書き込まれているのか確認する
ためmemsetを行なった後に各セルの値
を表示して確認したが正しい値が確認さ
れた。
次に流れている命令自体に問題があっ
たり、連続した依存命令に問題がある
のならば、他の命令を流した場合には
10100番地のデータを読み込めるはずで
ある。しかし他の命令の場合も 10100番
地のデータが読み込めない。
10100番地のデータが読み取れないと
いうことはその前後の端子状態をチェッ
クするば原因が分かるのではないかと考
え、クロックの 9,10クロック目の全端
子を列挙したものの差分をとり、変更が
あった端子を見比べてみた。
その結果 ictagadrsが異なる点に気が
ついた (下図はそのときの表示)。

< icadrs(00000000001100)
< ictagadrs(0000000000)
---
> icadrs(00000000010000)
> ictagadrs(0000000001)

今まで命令キャッシュタグのセットはア
ドレス0X00000000に対してだけだった。

そのためラインが変わった場合の命令に
はキャッシュヒットしなかった。以上の
原因が分かったため命令キャッシュタグ
をセットして再度シミュレーションを進
めると無事正常動作が行なわれた。

43.3 BW命令のシミュレーション

以下の条件でBW命令のシミュレーシ
ョンを行なう。
---------------
/*メモリキャッシュにセットした命令*/
bw $0 $1 0
addi $0 $2 1
addi $0 $2 1
addi $0 $3 1
addi $0 $4 1
・
・
・
---------------
/*データキャッシュタグ (今回は不使
用)*/
adrs=0,v=0,pfn=00000000000000
---------------
/*データ TLB*/
adrs=0,asn=00000001,
v=1,w=1,r=0,
m=0,vpnh=000000,
pfn=00000000000000
---------------
/*命令キャッシュタグ*/
adrs=0,v=1,pfn=10101010101010
adrs=1,v=1,pfn=10101010101010
adrs=2,v=1,pfn=10101010101010
adrs=3,v=1,pfn=10101010101010
・
・
---------------
/*命令キャッシュTLB*/
adrs=1,asn=00000001,v=1,
vpnh=000000000000,
pfn=10101010101010
---------------
/*汎用レジスタ*/
num=1,
val=000000000000000
00000000000000000
---------------
/*SCLATバッファタグ*/
adrs=0,val=1
adrs=1,val=0
adrs=2,val=0
adrs=3,val=0
---------------
/*SCALTバッファTLB*/
asn=00000001,v=1,
vpn=00000000000000
---------------
/*SCALTバッファ*/
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adrs=0,val=0
adrs=1,val=1
adrs=2,val=2
adrs=3,val=3
---------------
/*ssm,ssnレジスタ*/
ssm=00,ssn=00
---------------

以上の条件で汎用レジスタの値を以下の
ように変化させ適切な SCALTバッファ
のデータがメモリへ転送されるか確認し
た。

/*シミュレーション 1*/
num=1,val=0000000000000
0000000000000000000
/*シミュレーション 2*/
num=1,val=0000000000000
0000000000000010000
/*シミュレーション 3*/
num=1,val=0000000000000
0000000000000100000
/*シミュレーション 4*/
num=1,val=0000000000000
0000000000000110000

このレジスタへの値の与え方、また
ssm,ssnの値の設定に付いては「注意点」
の節を参照。

43.3.1 シミュレーションで生じた
問題など

BW(BF)命令はアドレス変換するとき
のみ動作する。アドレス変換しない場合
はMEMステージに於いて命令例外が起
こる。シミュレーションを行なうとWRB
ステージを起動する処理を行なっていな
いにも関わらずMEMステージに於いて
WRBステージを起動していた。MEMス
テージをチェックするとBF,BW命令の
処理ではWRBステージの起動は行なっ
ていなかったが、それ以外の場所に於い
てある命令以外はまとめてWRBステー
ジを起動する処理を記述していたため、
そこにBW,BF命令も含まれてしまって
いた。これは{}で囲む範囲を誤っていた
ためであった。MEMステージは記述が
長いため{}の範囲を注意しないと誤った
範囲に渡って処理が行なわれてしまう。
この他に BW命令が MEM ステージ
から cachereqが起動されない現象が生
じた。これは今までのシミュレーション
からソースを見た段階で検討がついた。
以前にも述べたように条件判断に不定値
「u」が適用されていることが原因だった。

実際に不定値を示していたのは BW専
用バッファの有効ビットを示すレジスタ
(scbsbuf0v,scbsbuf1v)であった。そのた
めこれらの値を initcoreステージに於い
て初期化してやることで解決できた。BF
の際に使用する scblbuf0v,scblbuf1vも初
期化の必要があったため同時に初期化処
理を加えた。
他にもmembusステージではBW命令
に関しては内部ステートへの転送により
128ビット分のデータを転送するのだが、
membusステージが起動した次のクロッ
クでmembusステージが終了してしまっ
ていた。これも今までのシミュレーショ
ンで起こった原因と一緒で、ステージを
移す際に relayを使用すると次のクロッ
クではステージ処理を終了してしまう。
そのため membusステージからの emp
ステージ起動によって membus ステー
ジ処理が終了してしまっていた。そのた
め empステージ起動を relayから gener-
ateへ変更した。これによってmembus
ステージを終了することなくステートへ
処理が移された。
この他にも転送するステートを現在の
ステート設定していたため先に進まない
というくだらないミスもあった。
membusステージでは 4つのステート
(mbusreq,mwrdata1,2,3)を有する。シミ
ュレーション結果を見るとmwrdata3で
の処理が終了すると membusステージ
の処理は終了するが、ステートがmwr-
data3 のままであった。そのため mwr-
data3に於いて finishと共にmbusreqス
テートへの転送処理を加えた。

43.3.2 注意点

BF,BW命令をあつかう際に注意しな
ければならないことがある。SCALTバッ
ファのエントリを指定する際には11ビッ
トを使用するが、このうち下位 4ビット
は 128ビット転送以外 (バイト、ワード
単位) の時に使用されるためBF,BW命
令を用いてメモリ間転送する際に下位 4
ビット部分を指定しても無視される。ま
た、SCALTバッファは領域を分割する
ことで最大 4プロセスが同時使用可能と
なっている。その領域分分割を決めるた
めの指針がマスクレジスタ (ssm< 2 >)
である。もしマスクレジスタが”00”なら
ば 11ビットのアドレスがそのまま使用
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されるが、”10”,”11”の場合にはそれぞ
れ ssn(2ビットレジスタ)の値が 1ビット
あるいは 2ビット使われることを考慮し
なければならない。

43.3.3 結果

シミュレーションの結果上で述べた問
題を解決することで適切に処理が行なわ
れることを確認できた。membusステー
ジからの empステージ→ cachewステー
ジでのデータTLB への更新ビット書き
換え処理も正しく行なわれていることを
確認した。今回のシミュレーションでは
メモリモジュールが完全にBW命令に対
応していなかったため各ステート間で転
送した 32ビットデータが全て同じアド
レスに上書きされてしまう状態ではあっ
たが、プロセッサ側での処理については
動作確認か行なえた。

43.4 シミュレーション時の
エラーについて

シミュレーションでは claimを用いて
エラーを出力している。このときに表示
される内容に付いて述べる。
また、claimでは表示されないが、シミ
ュレーションの最初のクロックを進める
ときにもエラーがでいたため検討する。
・各エラーについて

eferred terminal /cpu/pargchk:
/cpu.pargchk is not driven.

(E)Unknown condition at
/cpu/cachectl.st.1.1.2

Conditioned behavior is ignored.

(E)Unknown condition at
/cpu/cachectl.st.1.1.1

Conditioned behavior is ignored.

(W)Referred terminal /cpu/reqopsel
is not driven.

(E)Unknown condition at
/cpu/rd1.first.1.1

Conditioned behavior is ignored.

(W)Referred terminal /cpu/rdsig:
/cpu.rdsig is not driven.

以上のようなエラー構文が各クロックで
出力される。(E)Unknown conditionで
始まるエラーには全てステージ名が記さ

れている。これらのステージは全て init-
coreステージに於いて起動され、常にど
こかの制御端子を監視するため毎クロッ
ク起動している。そのため命令が流れて
来ないときでも値が定まっていない端子
を参照する。そのための警告だと考えら
れが、動作に支障をきたすことがないた
め問題ないと考える。
次に (W)Referred terminalで始まるエ
ラーはこの場合、reqopsel,rdsigという端
子に対してドライブされていないと警告
している。これらの端子はある段階で値
が転送されるまで不定値を示す。もしこ
の端子を用いて条件判断などを行なって
いる場合には 0,1以外の値を示した場合
に正しい動作が行なわれない。しかし、
上の 2つの端子に関しては値が転送され
るまでの間は不定値を示していてもまっ
たく動作に問題ないため値が転送される
までは不定値を示しておくことにしてい
る。
以上のエラーは一部を抜粋したものだ
が、ほかのエラーに関しても同様の理
由が当てはまる。そのためこれらのエ
ラーに関しては特に問題はないと考えら
れる。
・最初のクロックでのエラーについて
第 1クロックを進めると以下のようなエ
ラーがでる。

Error :(forward) on 0 in /cpu
(E)Unknown condition at /cpu/start

Conditioned behavior is ignored.
(E)Unknown condition at /cpu/1.4.1

Conditioned behavior is ignored.
End of Errors

こも原因は上で述べたものと同様で start
に 1が転送されてくるまでに不定値を参
照したために表示される。そのためソー
ス記述を以下のように変更した。

---変更前---
reg_wr st0;
reg st1;
reg st2;
---変更後---
reg_wr st0;
reg_wr st1;
reg st2;

これにより startは値 1になるまで値0を
参照するため上の様なエラー出力はなく
なった。このようなエラー出力はここで
挙げた例以外にもいくつか生じていた。
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43.5 チェック項目

• 不定値 (u,z)による条件判断を行なっ
ていないか

• ステージの終了処理は行なわれてい
るか

• relay,generate の使い分け (relay:ス
テージ終了,generate:ステージ継続)

43.6 注意点

• アドレス指定するときアドレスは+4
づつ増加していく

• シミュレーションのセッティングと
結果での表示が 2進、10進、16進で
異なっている

44 SCALTバッファの
有効利用手法

科学技術計算分野で扱うデータは非常
に大きくキャッシュに入りきらない。そ
のためキャッシュミスによるレイテンシ
の増加をひき起こす。キャッシュはハー
ドウェアでコントロールするためソフト
ウェアからはトランスペアレントである。
しかしソフトウェアによってある程度キ
ャッシュミスを減らすことは可能である。
以下ではキャッシュ入りきらない行列
サイズの行列積計算を例に「unrolling」、
「入れ換え、転置」、「キャッシュブロッキ
ング」、「レジスタブロッキング」につい
て述べる。

44.1 unrolling

M*Mの行列計算を考える。

for(i=0;i<M;i++){
for(j=0;j<M;j++){
for(k=0;k<M;k++){
x[i][j] += y[i][k]*z[k][j];
}

}
}

上式は１式のみでループを回している。
unrollingはループ内にいくつかの式を入
れ、最内ループにおける命令数を増やす
方法である (下式参照)。unrollingするこ
とで命令のスケジューリングの自由度が

増え、load/storeや浮動小数点演算のレ
イテンシを隠す効果が得られる。

for(k=0;k<M;k+=4){
x[i][j] += y[i][k]*z[k][j];
x[i][j] += y[i][k+1]*z[k+1][j];
x[i][j] += y[i][k+2]*z[k+2][j];
x[i][j] += y[i][k+3]*z[k+3][j];

}

最内ループにおける unrollingは通常コ
ンパイラによって行われている。

44.2 入れ換え、転置

ループの順番の入れ換え、また行列の
転置 (x[i][j]→ x[j][i]) によっても行列成
分に対する load/storeのアクセスパター
ンが変わる。その結果、キャッシュミス
によるメインメモリへのアクセス回数が
増減する。
図 60に参考文献 [3]より引用した入れ
換えによる load/soter数の変化、また転
置した場合のMFLOPS値を載せる。
尚、各計算を行っているプラットフォー
ム図 61に示す。

HP-180 Ultra30

loop 最内ループの
load/store数(flop) 転置なし 転置あり
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図 60: 三重ループの入れ換え、転置のMFLOPS
値
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図 61: 行列計算を行ったプラットフォーム

44.3 キャッシュブロッキング

ブロッキングは行列を小さなブロック
に分けて計算を行う手法である。ブロッ
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クの分割方法は何通りか考えられる。こ
こでは行列サイズとキャッシュサイズを
ふまえ、B*Mの行列とM*Bの行列の積
として B*Bの行列を求める様に分割を
行う。こうすることで一度主記憶から外
部キャッシュに読み込んだデータをの最
利用性を高めている。B*B+2*(B*M)の
大きさの行列が外部キャッシュに入る様
なブロッキングサイズを選ぶ。

for(ii=0;ii<M;ii+=BLOCK_SIZE){
for(jj=0;jj<M;jj+=BLOCK_SIZE){
for(i=0;i<min(BLOCK_SIZE,M-ii)

;i++){
for(j=0;j<min(BLOCK_SIZE,M-jj)

;j++){
for(k=0;k<M;k++){
x[i+ii][j+jj] +=

y[i+ii][k]*z[j+jj][k];
}

}
}

}
}

44.4 レジスタブロッキング

レジスタブロッキングは外部ループで
の unrollingを行うことで load/store数
を減らす手法である。最内ループは下図
のようになる。このときどれだけレジス
タブロッキングを行うかは、利用可能レ
ジスタによる。

register double r0,r1,r2,r3,
y0,y1,z0,z1;
r0=r1=r2=r3=0;
for(k=0;k<M;k++){

y0=y[i*M+k];
z0=z[j*M+k];
y1=y[(i+1)*M+k];
z1=z[(j+1)*M+k];
r0+=y0*z0;
r1+=y0*z1;
r2+=y1*z0;
r3+=y1*z1;

}

44.5 まとめ

ブロッキングは、ブロッキングを行う
形や方向、ブロッキングサイズによって
性能向上に違いが現れる。どのような形
をとるにしてもより連続なメモリアクセ
スを実現する事が重要になる。キャッシュ

ブロッキングの形はキャッシュサイズと
行列サイズに大きく依存する。
ブロッキングを行うことにより、キ
ャッシュ利用が効率的になる。この時
load/store の命令数自体は変わらず、ミ
ス率を下げてキャッシュミスによる主記
憶アクセスを減らす効果が現れる。しか
し、小さい行列にブロッキングを行った
場合に行列成分がメモリ空間にとびとび
に割り当てられていることもあり、ライ
ンコンフリクトを起こす場合がある。そ
こで、ブロック行列を一度そのサイズの
違う行列にコピーを行い、ブロック行列
要素を連続に割り当て直す手法もある。
この手法によってさまざまな大きさの行
列に対する最適な行列積が行われる。
レジスタブロッキングは、同じ演算を
行うのに繰り返し使われる変数を効率的
に使用することで、load/storeの命令数
を減らし、キャッシュアクセスを減らす
効果がある。レジスタブロッキングをど
れだけ行うかは利用可能なレジスタ数に
依存する。
以上の手法の詳細については参考文献
[3]参照。

45 関連研究

1チップにバッファを搭載するプロセ
ッサについて幾つか調べた。以下では
その中で東京大学の SCIMA について
SCALT との違いなどについて述べる。
なお SCIMAの詳細については参考文献
[21][22][34] [35]などを参照。またSCIMA
の仕様については変更が行われることも
考えられる。そのためここで述べている
ことが常に当てはまるとは限らない。
その他の調査結果は参考文献を参照し
てほしい。

45.1 メモリ

• SCIMA…プロセッサ上に主記憶の一
部を実装 (SRAMで実現)。

• SCALT…現段階では論理合成の都合
上 2次キャッシュと同階層に専用バッ
ファ(SCALT BUFFER)を実装して
いるが、本来はオンチッププロセッ
サである。

SCIMAが SRAMを用いる理由として、
HPC(High Performance Computing)の
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大きいデータセットはDRAMを用いて
もプロセッサチップ上に載せることは難
しいと考え、容量を犠牲にしてもアクセ
ス速度を重視するためとしている。
SCIMA,SCALT供にオンチッププロセ
ッサであることに変わりはない。

45.2 TLB

• SCIMA…オンチップメモリ領域は通
常のページ単位の管理を行い、ペー
ジ単位で cacheble/uncacheble の属
性を設ける。TLBに cビットを持つ
(図 62参照)。

• SCALT…SCALTはTLBに cビット
を持たない。

 物理
アドレス

 論理
アドレス

 

mask c d v …

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

図 62: SCIMAの TLB

SCIMAが cビットを持つ理由は、一時
的な使用のデータなどはキャッシュに置
かない方が有効であるからとしている。
cビットは I/Oからのデータを格納す
るときなどに使用する。SCALTは cビッ
トを持たないが、キャッシュとのコヒー
レンスを考える必要もなくなる。SCIMA
の場合は、メインメモリが cachebleの領
域からデータをオンチップメモリに送る
とき、キャッシュとのコヒーレンス問題
からキャッシュをパージするための処理
が必要になってしまう。また、OSとのイ
ンターフェイスが必要となり、ソフト側
でこれを制御するのは厳しいと考える。

45.3 専用命令

• SCIMA…page-load,page-store
• SCALT…BF,BW

メインメモリからデータを専用メモ
リ (On-Chip-Memory,SCALTbuffer) に
転送する際に用いる命令。異なる点は、
SCIMAは転送サイズを可変としている
が、SCALTでは転送サイズ一定である。
また、SCIMAは、ブロックストライド転
送を可能としている。この転送方式は、
HPCアプリケーションでは多次元配列
要素に対するアクセスが多いため有効で
あると述べている。

• SCIMA…load-multiple,store-
multiple

• SCALT…無し
SCIMAには１命令で複数の連続ワード
を複数レジスタへ転送するための命令を
搭載しているが、SCALTではそのよう
な命令は搭載していない。
ブロックストライド転送は毎転送毎
TLB変換が必要となる。また途中でペー
ジフォルトが起こることを考えると、最
初に全てのTLB変換が必要となる。

45.4 メモリアクセス順序

・page-load/store(BF,BW)−→
load/storeの場合

• SCIMA…On-Chip Page Manage-
ment Table(OCPMT) と呼ぶ管
理ハードウェアを設ける。page-
load/store命令が発行されると該当
pageの busy flagをオンにし、page-
load/store が終了した時点でオフに
する。flagがオンの間 load/store命
令は flagオフになるまで待つ (図 63
参照)。

• SCALT…SCALTも SCIMAと同様
な操作を行う。SCALTの場合flagは
SCALT Buffer Tag の最上位ビット
(V bit)を使用する。

・load/store−→ page-
load/store(BF,BW)の場合

• SCIMA…図 63に示すカラーキュー
を 用 意 す る 。load/store、page-
load/store は共に対応するキューに
入るため命令順序が保証される。割
り当てるカラーがなくなった時は
キューが空くまで命令をストールさ
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せる。OCPMTにはカラー番号を示
すタグを設け、アクティブな page
に対するダイナミックなカラー割当
をハードウェアで管理している。

• SCALT…SCALT は store buffer で
同じアドレスへのアクセスを止めて
いる。

busy flag color

on

off

off

color1

colorN

color2

・
・
・

B1

B2

Bn

On-Chip Memory

  On-Chip Page
Management Table

・
・
・

・・・color1

・・・color2

・・・colorN

・
・
・

load/store Color Queue

B1

B2

Bn

・
・
・

図 63: SCIMAの correct access color

45.5 その他の関連研究

上で挙げた SCIMA以外にも参考文献
[13][14][19][21][24][34][35] など参照して
ほしい。
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