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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報ビットの組を受信するステップと、
　サブチャネルコードベクトルの重み付けの和を形成するエンコーダを用いて縮小アルフ
ァベットコードワードベクトルを生成するステップであって、各サブチャネルコードベク
トルの重み付けは、前記受信されたビットの組の対応する情報ビットによって判定される
対応する正反対の重みの一部に基づいており、および前記サブチャネルコードベクトルが
、縮小アルファベットの重み行列を形成し、および互いに直交し、およびコモンモードベ
クトルに直交であることと、
　複数のラインドライバを使用して前記縮小アルファベットコードワードベクトルを送信
するステップであって、前記縮小アルファベットコードワードベクトルが、複数の縮小ア
ルファベットコードワードベクトル要素を備え、および各縮小アルファベットコードワー
ドベクトル要素は、前記複数のラインドライバうちのそれぞれの１つによってマルチワイ
ヤ通信バスのワイヤに送信されることと
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記エンコーダは、直交符号化論理回路であり、および
　縮小アルファベットコードワードベクトルを生成するステップは、前記受信された情報
ビットの組をそれぞれの縮小アルファベットコードワードベクトルにマッピングするステ
ップと、縮小アルファベットコードワードベクトルのセレクタ信号を出力するステップと
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を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記縮小アルファベットコードワードベクトルのセレクタ信号は、前記複数のラインド
ライバに提供され、および
　前記複数のラインドライバのうちの各ラインドライバは、前記縮小アルファベットコー
ドワードベクトルのセレクタ信号の一部を使用して前記縮小アルファベットコードワード
ベクトル要素を表す、対応する電流または電圧を出力することを特徴とする請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
　前記サブチャネルコードベクトルの少なくとも１つは、正規化されていない大きさを有
し、および前記縮小アルファベットの行型の線形結合は、削減されたアルファベットを提
供することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記縮小アルファベットコードワードベクトル要素は、正規化された要素の組｛＋１，
＋１／３，－１／３，－１｝から選択されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　５つのサブチャネルベクトルがあり、および前記マルチワイヤ通信バスは、６つのワイ
ヤを備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記正反対の重みは、正規化された要素の組｛＋１，－１｝から選択されることを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　少なくとも１つのサブチャネルの正反対の重みは、クロック信号に従って変調されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　変調されていないコモンモードサブチャネルベクトルは、電圧オフセットを提供するた
めに含まれることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　３つの非ゼロ要素を有するサブチャネルコードベクトルは、第２の非ゼロ要素と第３の
非ゼロ要素のそれぞれの２倍の大きさの第１の非ゼロ要素を備え、および前記第１の非ゼ
ロ要素の位置は、１つのみの他のサブチャネルコードワードベクトルが非ゼロ要素を有す
る場合に位置合わせされることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　情報ビットの組を受信するための複数の信号導体と、
　サブチャネルコードベクトルの和を形成することによって縮小アルファベットコードワ
ードベクトルを生成する前記信号導体に接続されたエンコーダであって、各サブチャネル
コードベクトルの重み付けが、前記受信されたビットの組の対応する情報ビットによって
判定される対応する正反対の重みの一部に基づいており、および前記サブチャネルコード
ベクトルは、縮小アルファベットの重み行列を形成し、および互いに直交しおよびコモン
モードベクトルに直交である、エンコーダと、
　前記縮小アルファベットコードワードベクトルを送信するための複数のラインドライバ
であって、前記縮小アルファベットコードワードベクトルは、複数の縮小アルファベット
コードワードベクトル要素を備え、および各縮小アルファベットコードワードベクトル要
素が、前記複数のラインドライバうちのそれぞれの１つによってマルチワイヤ通信バスの
ワイヤに送信される、複数のラインドライバと
　を備えたことを特徴とする装置。
【請求項１２】
　前記エンコーダは、前記受信された情報ビットの組をそれぞれの縮小アルファベットコ
ードワードベクトルにマッピングし、および縮小アルファベットコードワードベクトルの
セレクタ信号を出力することをさらに備えることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
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【請求項１３】
　前記縮小アルファベットコードワードベクトルのセレクタ信号を前記複数のラインドラ
イバに提供するためのワイヤ接続であって、前記複数のラインドライバのうちの各ライン
ドライバが、前記縮小アルファベットコードワードベクトルのセレクタ信号の一部を使用
して前記縮小アルファベットコードワードベクトル要素を表す、対応する電流または電圧
を出力する、ワイヤ接続をさらに備えることを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記エンコーダは、要素の組｛＋１，＋１／３，－１／３，－１｝を備える縮小アルフ
ァベットを作り出すように構成されることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記マルチワイヤ通信バスは、５つのサブチャネルコードベクトルの組を送信する６つ
のワイヤを備えることを特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記エンコーダは、要素の組｛＋１，－１｝から前記正反対の重みを選択するように構
成されることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記エンコーダは、クロック信号に従って少なくとも１つのサブチャネルコードベクト
ルを変調するように構成されることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１８】
　前記エンコーダは、変調されていないコモンモードサブチャネルベクトルを提供するこ
とによって電圧オフセットを提供するように構成されることを特徴とする請求項１１に記
載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般には通信の分野に関し、より詳細にはデバイス内およびデバイス間で情
報を運ぶ能力がある信号の送信と受信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、２０１４年２月２日に出願されたAli HormatiおよびAmin Shokrollahi両氏
による“Method for Code Evaluation using ISI Ratio”と題する米国特許仮出願第６１
／９３４，８０３号明細書の優先権を主張し、その開示内容は、そのすべてが参照により
本明細書に組み込まれる。
【０００３】
　以下の参考文献は、そのすべてが参照により本明細書に組み込まれる。
　２０１０年５月２０日に出願されたHarm CronieおよびAmin Shokrollahi氏らによる“O
rthogonal Differential Vector Signaling”と題する特許出願第１２／７８４／４１４
号の米国特許公開２０１１／０２６８２２５号明細書、（以後［Cronie Ｉ］）。
　２０１１年２月１７日に出願されたHarm Cronie、Amin ShokrollahiおよびArmin Tajal
li氏らによる“Methods and Systems for Noise Resilient,Pin-Efficient and Low Powe
r Communications with Sparse Signaling Codes”と題する米国特許出願第１３／０３０
，０２７号明細書、以後［Cronie II］と識別される。
【０００４】
　２０１４年１月１７日に出願されたJohn Fox、Brian Holden、Peter Hunt、John D Kea
y、Amin Shokrollahi、Richard Simpson、Amant Singh、Andrew Kevin John Stewart、お
よびCiuseppe Surace氏らによる“Chip-to-Chip Communication with Reduced SSO Noise
”と題する米国特許出願第１４／１５８，４５２号明細書、以後［Fox Ｉ］と識別される
。
【０００５】
　２０１４年２月１１日に出願されたJohn Fox、Brian Holden、Peter Hunt、John D Kea
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y、Amin Shokrollahi、Richard Simpson、Andrew Kevin John Stewart、およびRoger Ulr
ich氏らによる“Methods and Systems for High Bandwidth Chip-to-Chip Communication
s Interface”と題する米国特許出願第１４／１７８，０５１号明細書、以後［Fox II］
と識別される。
【０００６】
　２０１３年３月１５日に出願されたBrian Holden、Amin ShokrollahiおよびAmant Sing
h氏らによる“Methods and Systems for Skew Tolerance in Advanced Detector for Vec
tor Signaling Codes for Chip-to-Chip Communication”と題する米国特許出願第１３／
８４２，７４０号明細書、以後［Holden Ｉ］と識別される。
【０００７】
　２０１３年６月２３日に出願されたAmin Shokrollahi氏による“Vector Signaling wit
h Reduced Receiver Complexity”と題する米国特許仮出願第６１／８３９，３６０号明
細書、（以後［Shokrollahi Ｉ］と識別される）。
【０００８】
　２０１３年６月２３日に出願されたAmin Shokrollahi氏による“Vector Signaling Cod
es with Reduced Receiver Complexity”と題する米国特許仮出願第６１／８３９，３６
０号明細書、以後［Shokrollahi II］と識別される。
【０００９】
　２０１４年２月２８日に出願されたAmin Shokrollahi、Brian Holden、およびRichard 
Simpson氏らによる“Clock Embedded Vector Signaling Codes”と題する米国特許仮出願
第６１／９４６，５７４号明細書、以後［Shokrollahi III］と識別される。
【００１０】
　２０１４年７月１０日に出願されたAmin ShokrollahiおよびRoger Ulrich氏らによる“
Vector Signaling Codes with Increased Signal to Noise Characteristics”と題する
米国特許仮出願第６２／０１５，１７２号明細書、以後［Shokrollahi IV］と識別される
。
【００１１】
　２０１３年５月１３日に出願されたRoger UlrichおよびPeter Hunt氏らによる“Circui
ts for Efficient Detection of Vector Signaling Codes for Chip-to-Chip Communicat
ions using Sums of Differences”と題する米国特許出願第１３／８９５，２０６号明細
書、以後［Ulrich Ｉ］と識別される。
【００１２】
　２０１４年７月２１日に出願されたRoger UlrichおよびAmin Shokrollahi氏らによる“
Bus Reversible Orthogonal Differential Vector Signaling Codes”と題する米国特許
仮出願第６２／０２６，８６０号明細書、以後［Ulrich II］と識別される。
【００１３】
　２０１４年６月２５日に出願されたRoger Ulrich氏による“Multilevel Driver for Hi
gh Speed Chip-to-Chip Communications”と題する米国特許出願第１４／３１５，３０６
号明細書、以後［Ulrich III］と識別される。
【００１４】
　通信システムにおいて、目標は、情報をある物理的場所から別の物理的場所に移送する
ことである。典型的には、この情報の移送が信頼でき、高速でありそして最小量のリソー
スを消費することが望ましい。１つの共通情報転送媒体は、接地または他の基準電位に相
対的な単一のワイヤ回路か、または接地または他の基準電位に相対的な複数のワイヤ回路
に基づくことができる、シリアル通信リンクである。一般的な例は、シングルエンドシグ
ナリング（「ＳＥＳ」）を使用する。ＳＥＳは、１つのワイヤに信号を送ることによって
、およびレシーバにおいて固定された電位に相対的な信号を測定することによって動作す
る。シリアル通信リンクはまた、互いの関係で使用される複数の回路に基づくこともでき
る。後者の一般的な例は、差動シグナリング（「ＤＳ」）を使用する。差動シグナリング
は、信号を１つのワイヤに、反対の信号を対のワイヤに送ることによって動作する。信号
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情報は、接地または他の基準電位に相対的なそれらの絶対値よりはむしろ、ワイヤ間の差
で表される。
【００１５】
　ＤＳを介してピン効率を高めながら、ＤＳの望ましい性質を維持する多数のシグナリン
グ方法が存在する。ベクトルシグナリングは、シグナリングの方法である。ベクトルシグ
ナリングでは、複数の信号のそれぞれは、独立している場合もあるが、複数のワイヤ上の
複数の信号は、集合的と見なされる。集合的信号のそれぞれは、コンポーネントと呼ばれ
、複数のワイヤの数は、ベクトルの「次元」と呼ばれる。いくつかの実施形態において、
ＤＳペアの場合のように、一方のワイヤ上の信号は、他方のワイヤ上の信号に完全に依存
するので、場合によっては、ベクトルの次元は、複数のワイヤの厳密なワイヤの数の代わ
りに、複数のワイヤ上の信号の自由度の数を指す場合もある。
【００１６】
　ベクトルシグナリングコードの適した任意のサブセットは、そのコードの「サブコード
」を示す。そのようなサブコードは、それ自体をベクトルシグナリングコードにすること
ができる。２値ベクトルシグナリングでは、ベクトルの各コンポーネントまたは「シンボ
ル」は、２つの可能な値のうちの１つをとる。非２値ベクトルシグナリングでは、各シン
ボルは、３以上の可能な値の組からの選択である値を有する。すべてのシンボルを表すの
に要求されるすべての値の組は、コードの「アルファベット」と呼ばれる。従って、例と
して、２値ベクトルシグナリングコードは、少なくとも２つの値から成るアルファベット
を要求する一方、３値ベクトルシグナリングコードは、少なくとも３つの値から成るアル
ファベットを要求する。物理信号として通信媒体で送信される場合、シンボルは、特にそ
の媒体に適切な物理値で表される。例として、一実施形態において、１５０ｍＶの電圧は
、「＋１」シンボルを表し、５０ｍＶの電圧は、「－１」シンボルを表す一方、別の実施
形態において、「＋１」は８００ｍＶで表され、「－１」は－８００ｍＶで表される。
【００１７】
　ベクトルシグナリングコードは、本明細書で説明するように、同じＮ長のベクトルの集
まりＣであり、コードワードと呼ばれる。ＣのサイズとＮ長との二進対数の比は、ベクト
ルシグナリングコードのピン効率と呼ばれる。［Cronie Ｉ］、［Cronie II］、［Fox Ｉ
］、［Shokrollahi Ｉ］、［Shokrollahi II］および［Shokrollahi III］の直交差動ベ
クトルシグナリング(Orthogonal Differential Vector Signaling)またはＯＤＶＳは、ベ
クトルシグナリングコードの例であり、説明を目的として本明細書で使用される。
【００１８】
　シンボル間干渉（ＩＳＩ）は、システムを通じて以前に送られたシンボルの残留効果に
よる、レシーバで復号化されるシンボルの歪みである。この効果は、主に下層の通信チャ
ネルの性質に起因し、特性を制限して高速通信または低エラー通信を妨げることが多い。
ＩＳＩに脆弱なチャネルの周知の例は、マルチパス干渉を有する無線通信および有線シス
テムの帯域制限チャネルを含む。ＩＳＩ劣化が決定論的であるので、現在のシンボルを復
号化してその埋め込み情報を取得しようと試みる前に、ＩＳＩの影響をキャンセルするこ
とが賢明である。場合によっては、構成上組み合わさる以前に送ったシンボルのシーケン
スは、現在のシンボルの検出境界に対するそれらのインパクトを最大にする。このような
最悪のシンボルパターンは通常、システムのターゲットのエラーレートと比較して高い確
率で起こるので、それらの影響およびそれらの破壊的振る舞いを定量化して最小にする方
法が通信システムの設計における大きな関心事である。そのような問題のあるパターンの
アドホック識別とは別に、通信システム性能に対するＩＳＩのインパクトを評価するため
の信頼できる測定基準もなければ、そのような影響を緩和するためのチャネルまたは符号
化修正を示唆する測定基準もない。
【００１９】
　ＩＳＩの問題に対処する１つのやり方は、ＩＳＩが無い(ISI-free)等価チャネルをレン
ダリングするイコライザを使用することである。イコライザは、各シンボル間隔で送信さ
れるデータがシステムを通じて送られる他のシンボルから（理想的に）独立するようなや
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り方でチャネルを反転することを試みる機能的な処理ブロックまたは回路である。シリア
ライザ－デシリアライザ（ＳｅｒＤｅｓ）設計において、ＦＩＲ（有限インパルス応答フ
ィルタリング）とＣＴＥ（連続時間線形イコライザ）の２つはそれぞれ、システムのトラ
ンスミッタとレシーバ側で使用される周知の線形等化方法である一方、ＤＦＥ（決定フィ
ードバック等化）は、レシーバ側の非線形等化方法である。トムリンソン－原島プリコー
ド方法などの他の等化方法も当業者には周知である。そのようなプリコーディングは、ト
ランスミッタの等化に等価であることが多い。一方、イコライザは、複雑さ、電力消費、
およびキャリブレーション要件の実装の観点から、特にマルチギガビットの通信システム
において高価になる。従って、通信システム性能に対するＩＳＩのインパクトを正確に反
映する測定基準と、効率的な、高性能のやり方でＩＳＩの影響を緩和するチャネル処理解
決策の測定基準の両方が必要とされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２０】
【特許文献１】米国特許第７，０５３，８０２号明細書
【特許文献２】米国特許第８，６４９，４６０号明細書
【発明の概要】
【００２１】
　データおよび任意に集積回路デバイス間のクロック信号を移送するベクトルシグナリン
グコードの効率的な通信装置を説明する。より高速の通信速度、より低いシステム電力消
費、および実装の複雑さの削減が可能となる、本明細書で「ＩＳＩ比」と呼ばれる新しい
測定基準に基づいてそのような装置およびそれらに関連するコードを設計する方法を説明
する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】発明に従った通信システムの実施形態を示す図である。
【図２】１シンボル当たり１ビットを送る２つのワイヤ上の差動シグナリングの事例を示
す図である。
【図３】１シンボル当たり２ビットを送る２つのワイヤ上のＰＡＭ－４シグナリングの事
例を示す図である。
【図４】本明細書のシミュレーションに使用される例示的なチャネルのパルス応答を示す
図である。
【図５】Ｐ３レシーバの第１の事例のＭＩＣ実施形態のアイダイアグラムを示す図である
。
【図６】Ｐ３レシーバの第２の事例のＭＩＣ実施形態のアイダイアグラムを示す図である
。
【図７Ａ】５ｂ６ｗコードレシーバの５つのサブチャネルのアイダイアグラムを示す図で
ある。
【図７Ｂ】５ｂ６ｗコードレシーバの５つのサブチャネルのアイダイアグラムを示す図で
ある。
【図７Ｃ】５ｂ６ｗコードレシーバの５つのサブチャネルのアイダイアグラムを示す図で
ある。
【図７Ｄ】５ｂ６ｗコードレシーバの５つのサブチャネルのアイダイアグラムを示す図で
ある。
【図７Ｅ】５ｂ６ｗコードレシーバの５つのサブチャネルのアイダイアグラムを示す図で
ある。
【図８Ａ】ＥＮＲＺコードレシーバの３つのサブチャネルのアイダイアグラムを示す図で
ある。
【図８Ｂ】ＥＮＲＺコードレシーバの３つのサブチャネルのアイダイアグラムを示す図で
ある。
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【図８Ｃ】ＥＮＲＺコードレシーバの３つのサブチャネルのアイダイアグラムを示す図で
ある。
【図９Ａ】［Shokrollahi Ｉ］の４．５ｂ５ｗコードのアイダイアグラムを示す図である
。
【図９Ｂ】［Shokrollahi Ｉ］の４．５ｂ５ｗコードのアイダイアグラムを示す図である
。
【図１０Ａ】８ｂ８ｗコードのアイダイアグラムを示す図である。
【図１０Ｂ】８ｂ８ｗコードのアイダイアグラムを示す図である。
【図１１】同じチャネルモデル経由でＮＲＺ、ＰＡＭ－４、およびＥＮＲＺシグナリング
の性能を比較したグラフである。
【図１２】ＮＲＺのアイダイアグラムをこのチャネル上で一般に行われるシグナリング方
法の例として示す図である。
【図１３】ＰＡＭ－４のアイダイアグラムをこのチャネル上で一般に行われるシグナリン
グ方法の例として示す図である。
【図１４】グラスウイングレシーバのブロック図である。
【図１５】埋め込みクロックを回復するグラスウイングレシーバのブロック図である。
【図１６】等化の有無の両方で示した、式３の行列の行６で定義される入力重みを有する
マルチ入力コンパレータの一実施形態の概略図である。
【図１７】等化の有無の両方で示した、式３の行列の行６で定義される入力重みを有する
マルチ入力コンパレータの一代替実施形態の概略図である。
【図１８】等化の有無の両方で示した、式３の行列の行３で定義される入力重みを有する
マルチ入力コンパレータの一実施形態の概略図である。ワイヤ入力の適した代替を用いて
、それを式３の行列の行５のコンパレータを実施するために使用することもできる。
【図１９】等化の有無の両方で示した、式３の行列の行３で定義される入力重みを有する
マルチ入力コンパレータの一代替実施形態の概略図である。ワイヤ入力の適した代替を用
いて、それを式３の行列の行５のコンパレータを実施するために使用することもできる。
【図２０】等化の有無の両方で示した、式３の行列の行２で定義される入力重みを有する
マルチ入力コンパレータの一実施形態の概略図である。ワイヤ入力の適した代替を用いて
、それを式３の行列の行４のコンパレータを実施するために使用することもできる。
【図２１】グラスウイング５ｂ６ｗ送信ドライバの一実施形態のブロック図である。
【図２２】グラスウイング５ｂ６ｗ＿１０＿５送信ドライバの一実施形態のブロック図で
ある。
【図２３】送信方法のフロー図である。
【図２４】受信方法のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１は、ベクトルシグナリングコードを用いる発明に従った通信システムの実施形態を
示している。本明細書でＳ0，Ｓ1，Ｓ2，Ｓ3，Ｓ4と示した、トランスミッタ１１０への
ソースデータは、ソースデータワード１００としてエンコーダ１１２に入る。ソースデー
タワードのサイズは、変わることがあり、ベクトルシグナリングコードのパラメータに応
じて異なる。エンコーダ１１２は、システムが設計されるベクトルシグナリングコードの
コードワードを生成する。動作中は、エンコーダ１１２によって作り出されるコードワー
ドを使用して、ドライバ１１８内のＰＭＯＳトランスミッタとＮＭＯＳトランスミッタを
制御する。ドライバ１１８は、通信チャネル１２０のＮ個の通信ワイヤ１２５のそれぞれ
で２、３またはそれより多い個別の電圧または電流を生成して、コードワードのＮ個のシ
ンボルを表す。図１の実施形態において、ソースデータワードのサイズは、５ビットとし
て示され、コードワードのサイズは、６個のシンボルである。従って、通信チャネル１１
０は、各ワイヤが１コードワードシンボルを移送する、６個の信号ワイヤ１２５から成る
ことを示している。符号化技術に精通したものは、このコードが６ブロック長（即ち、６
個のシンボルの出力ワードを作り出す）および３２コードサイズ（即ち、５バイナリビッ
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トデータを符号化するために十分な、３２の個別のコードワードを有する）を有すると説
明することもできる。
【００２４】
　通信レシーバ１３０内で、検出器１３２は、ワイヤ１２５の電圧または電流を読み取り
、増幅、周波数補償、およびコモンモード信号のキャンセルを含むこともある。本例にお
いて、本明細書でＲ0，Ｒ1，Ｒ2，Ｒ3，Ｒ4と示した、受信結果１４０は、選択的デコー
ダ１３８を必要とせず、検出器１３２によって直接提供される。
【００２５】
　容易に明らかであるように、異なるコードを異なるブロックサイズおよび異なるコード
ワードサイズと関連付けることができる。説明の便宜上および制限を伴わずに、図１の例
は、６つのワイヤ経由の送信に５バイナリビット値、いわゆる５ｂ６ｗコードを符号化す
る能力があるＯＤＶＳコードを使用するシステムを示している。
【００２６】
　どのベクトルシグナリングコードが使用されるかに応じて、デコーダがない、またはエ
ンコーダがない、またはデコーダもエンコーダもないことがあり得る。例えば、［Cronie
 II］で開示された８ｂ８ｗコードの場合、エンコーダ１１２とデコーダ１３８の両方が
存在する。一方、本例の５ｂ６ｗコードの場合、検出器１３２が受信結果１４０を直接生
成するようにシステムを構成することができるので、明示的なデコーダは、必要ない。
【００２７】
　通信トランスミッタ１１０と通信レシーバ１３０の動作は、通信システムが正しく機能
することを保証するために完全に同期されなければならない。いくつかの実施形態におい
て、この同期化は、トランスミッタとレシーバとの間で共有される外部クロックによって
遂行される。他の実施形態では、シリアル通信に使用される周知のＢｉｐｈａｓｅ符号化
、または本明細書で説明する他の方法に見られるような、データチャネルのうちの１また
は複数とクロック関数を組み合わせることができる。
【００２８】
　　（通信システムのシグナリング）
　シグナリングは、通信チャネルを介して情報を送信する方法である。通信チャネルで搬
送される物理量へのマッピング情報（典型的にはビットで表される）の任意の形式は、シ
グナリングと呼ばれる。好適実施形態において、通信チャネルで運搬される情報は、有限
サポートの実数値関数を有する成形されたパルスを介して変調される。ワイヤに送信され
る信号は以下で表される。
【００２９】
【数１】

【００３０】
　ここにＣ1は、Ｎ長（ワイヤの数に等しい）のコードワードベクトルであり、Ｔは、送
信された１つの値を表すパルスの単位区間（ＵＩ）の時間長であり、Ｐは、変調に使用さ
れるパルス波形を定義する区間［０，Ｔ］の関数である。コードワードＣ1は、インスタ
ンス毎に送られる情報を判定する。Ｃ1が属する組の選択は、情報ビットとＣ1との間のマ
ッピングの選択と共に、シグナリング方法を判定する。
【００３１】
　パルス振幅変調（ＰＡＭ）は、Ｃ1が許容信号範囲内の等しい振幅間隔を表す値［-1, -
1+2/(X-1), -1+4/(X-1), …, 1-4/(X-1), 1-2/(X-1), 1］のうちの１つをとることができ
るシグナリングの方法である。このタイプのシグナリングは、ＰＡＭ－Ｘシグナリングと
呼ばれる。しばしば（ただし、これに限らない）Ｘは、２の冪であり、各Ｃ1は、ｌｏｇ2

（Ｘ）（Ｘの二進対数）情報ビットを搬送する。多くの高速ＳｅｒＤｅｓアプリケーショ
ンにおいて、Ｘ＝２であって、Ｘ＝４，Ｘ＝８，またはＸ＝１６などの値が、さまざまな
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標準化団体において提案されている。
【００３２】
　ＰＡＭ－Ｘシグナリングによって１単位区間当たりの送信ビットの比率がより高くなる
が、ＰＡＭ－２よりもＩＳＩの影響を受けやすいことが当業者には周知である。これは、
ＰＡＭ－Ｘシグナリングにおいて、遷移範囲（即ち、信号振幅の変化）がこれらの範囲を
トラバースするために必要な異なる時間量を有することによってＩＳＩの増加が生じる可
能性がより高いと誤解される事実に起因することが多い。この誤った前提に基づいて、２
よりも大きいアルファベットのサイズを使用するどのシグナリン方法もＰＡＭ－２よりも
多くＩＳＩを被ることもしばしば示唆されている。しかしながら、我々は後に、アルファ
ベットのサイズが直接ＩＳＩにインパクトを与えないことを示す。
【００３３】
　ベクトルシグナリングコードは、ここで説明するように、コードワードと呼ばれる、同
じ次元Ｎのベクトルの集合Ｃ、マルチ入力コンパレータ（ＭＩＣ）と呼ばれる、次元Ｎの
ベクトルの第２の集合Λ、および各ドントケア(don’t care)がＣi，λペアであって、Ｃ

iがＣの要素およびλがΛの要素である「ドントケア」の組である。動作中は、Ｃの要素
の座標は、有界であり、我々は、座標を－１から１までの実数で表すことを選ぶ。
【００３４】
　動作中は、コードワードは、Ｃi，λがドントケアでないすべてのＭＩＣのλであるコ
ードワードのスカラー積のベクトルによって一意に判定される。Ｃi，λペアがドントケ
アでないならば、Ｃiは、ＭＩＣのλにアクティブであると言える。
【００３５】
　例を以下のように提供する：コードワードの集合Ｃは、ベクトル（１，０，０，－１）
の配列から取得される１２ベクトルで構成され、ＭＩＣは、６つのベクトル
【００３６】
【数２】

【００３７】
であり、ドントケアの組は、コードワードのＭＩＣのスカラー積がゼロとなるようなコー
ドワードとＭＩＣとのペアである。言い換えれば、ドントケアは、ペア
【００３８】
【数３】

【００３９】
である。
【００４０】
　以下において我々は、ベクトルとして定義されるＭＩＣと、このベクトルに直交するす
べてのポイントの組によって与えられる超平面として定義されるＭＩＣとの解釈を同じ意
味で使用する。
【００４１】
　ＩＳＩの問題は、システム内の訂正されずに残存するＩＳＩにあまり敏感でないやり方
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でデータをどのように転送するかを判定する意図によるシグナリングのこうした観点から
調べられる。信号の検出が信号値と固定基準との比較または互いの信号との比較を用いて
実現される状況において、ＩＳＩ感受性は主に、ワイヤ自体で観察される信号レベルでは
なく、これらのコンパレータの出力において観察される信号レベルで判定されることが示
されている。我々は、ＩＳＩノイズの影響を使用されるシグナリングおよび検出方法の関
数として定量化するために役立つ測定基準である、ＩＳＩ比（ISI-Ratio）の概念を導入
する。我々は、この概念を使用してＩＳＩノイズにロバストであるベクトルシグナリング
方法を設計し、この手法を確認するシミュレーション結果を示す。
【００４２】
　　（マルチ入力コンパレータを使用するレシーバ）
　［Holden Ｉ］で説明したように、係数ａ0，ａ1，…，ａm-1を有するマルチ入力コンパ
レータまたはＭＩＣの実施形態は、回路の入力を複数の信号導体および出力からのベクト
ル（ｘ0，ｘ1，…，ｘm-1）として受け取る論理和回路である。
【００４３】

【数４】

【００４４】
　ここに（ｘ0，…，ｘm-1）は、論理和回路の信号の重みベクトルである。多くの実施形
態において、望ましい出力は、二進値であり、従って、値Ｒｅｓｕｌｔは、アナログコン
パレータまたは二値決定出力を生成する信号スライサ回路などによりスライスされる。こ
れは一般的な使用事例であるため、この回路の俗称は、用語「コンパレータ」に含まれる
が、他の実施形態は、加算結果をＰＡＭ－３またはＰＡＭ－４スライサに適用して３値(t
ernary)または４値(quaternary)出力を取得することができるか、または実際には、後で
計算するために式２のアナログ出力を保持することができる。
【００４５】
　　（行列表記法で記述されるレシーバ）
　数学的に、コードレシーバを備えるマルチ入力コンパレータの組は、入力ベクトル（ｘ

0，ｘ1，…，ｘm-1）の連続要素、即ち、ベクトルシグナリングコードを搬送する複数の
信号導体またはワイヤ入力に対応する行列の列と、特定のマルチ入力コンパレータおよび
その出力を定義するベクトルに対応する行列の各行とを有する、行列表記法を使用して簡
潔に説明することができる。この表記法において、行列要素の値は、その行のマルチ入力
コンパレータによってその列の入力値に適用される重みベクトルまたはスケール因子の組
に対応する。
【００４６】
　式３の行列は、そのようなコードレシーバを備えるマルチ入力コンパレータの１つの組
を説明する。
【００４７】

【数５】

【００４８】
　この実施形態において、６列の行列で表された６つの入力ワイヤは、行２－６で表され
た５つのマルチ入力コンパレータによって処理される。後で説明する目的で、１番目の行
は、すべて「１」の値から成り、６×６の正方行列を作成する。
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【００４９】
　本明細書で使用されるように、式３の行列のような行列Ｍは、ＭTＭ＝Ｄであれば、つ
まり行列とその転置との積が、その対角上でのみ非ゼロ値を有する対角行列であれば、「
直交」と呼ばれる。これは、結果が恒等行列、即ち、１に等しい対角値を有することが要
求される、一般に使用される定義よりも弱い定義である。行列Ｍを正規化して従来のより
強い直交性要件を満たすことができるが、後で説明するようにこのような正規化は、必要
ないし、実際には望ましくない。
【００５０】
　機能的に、直交性は、マルチ入力コンパレータを表す行の重みのベクトルが他のすべて
の行に直交であること、およびマルチ入力コンパレータを表す各行の和がゼロになること
を要求する。これは、コンパレータの出力も直交である（従って独立している）ことを伴
うので、それらの出力は、本明細書ではベクトルシグナリングコード通信システムの「サ
ブチャネル」として説明される、個別の通信モードを表す。
【００５１】
　このモード解釈を所与として、行列の最初の行は、送信媒体経由のコモンモード通信チ
ャネルを表すと見なされる。実際のシステムにおいてレシーバがコモンモード除去を有す
ることが望ましいので、１番目の行をすべて「１」の値に設定して、各ワイヤがこの１つ
の行に入力するコモンモードの寄与を最大限にする。定義により行列のすべての行が直交
であるので、コモンモード信号によって影響が与えられる行が他にない（即ち、レシーバ
出力がない）ということになる。このようなコモンモード除去を有する実施形態は、それ
らの記述行列の１番目の行に対応する物理的コンパレータを実装する必要がない。
【００５２】
　混乱を避けるために、サブチャネルで搬送される信号を表す状態変更を含む、ＯＤＶＳ
システムのすべてのデータ通信は、全チャネル経由のコードワードとして伝達されること
に留意されたい。実施形態は、本明細書および［Holden Ｉ］と［Ulrich Ｉ］とで教示さ
れるように、コードワードへの入力値の特定のマッピングに関連し、それらのマッピング
を特定の検出器結果と相関させることができるが、そうした相関は、物理的通信媒体自体
のパーティション、サブ区分、またはサブチャネルと混同されるべきでない。同様に、Ｏ
ＤＶＳサブチャネルの概念は、例示的な実施形態による特定のＯＤＶＳコード、トランス
ミッタ実施形態、またはレシーバ実施形態に限定されない。内部状態を維持するエンコー
ダおよび／またはデコーダも発明に従って実施形態のコンポーネントにすることができる
。サブチャネルを個々の信号で、または複数の信号によって伝達されるステートで表すこ
とができる。
【００５３】
　［Shokrollahi II］は、本明細書で説明するように利用することができる直交行列を構
築する方法を説明する。
【００５４】
　　（レシーバ行列に対応するＯＤＶＳコードの生成）
　［Cronie Ｉ］および［Cronie II］で説明されているように、直交差動ベクトルシグナ
リングコードは、入力変調ベクトルの形式（０，ａ1，ａ2，…，ａn）と行列Ｍとを乗じ
た生成行列によって構築することができる。最も簡単な事例において、このベクトルの各
ａiは、単一の値の正または負、例として±１であり、１ビットの送信情報を表す。
【００５５】
　Ｍをシステムのさまざまな通信モードを記述すると解することを所与として、行列とこ
のような入力ベクトルとの乗算は、そのベクトルのａiによるさまざまなモードの励起を
備え、ゼロ番目のモードは、全く励起しないコモンモード送信に対応することが容易に分
かる。コモンモードで放出される送信エネルギーは、ほとんどの実施形態に不必要でもあ
り無駄でもあることが当業者には明らかであろう。しかしながら、発明に従った少なくと
も１つの実施形態において、通信チャネルを介してノンゼロバイアスまたはベースライン
値を提供するためにコモンモード期間の非ゼロ振幅が使用される。
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【００５６】
　この方法を使用して生成されるコードのさまざまなコードワードが、さまざまな直交通
信モードの線形結合を表すことも分かる。課せられる付加的な制約がなければ（例えば、
実装を有利にするために）、この方法は結果として、Ｎ個のワイヤ経由でＮ－１個の個別
のサブチャネルを伝達する能力があるシステムとなり、典型的には、Ｎ－１ビット／Ｎワ
イヤシステムとして実施される。符号化された値を表すために必要な離散コードワード値
の組はいわば、コードのアルファベットであり、このようなアルファベット離散値の数は
、そのアルファベットのサイズである。
【００５７】
　さらなる例として、この方法によって式３の行列から生成されるコードを表１に示す。
【００５８】
【表１】

【００５９】
　容易に観察されるように、このコードのアルファベットは、値＋１，＋１／３，－１／
３，－１で構成され、従ってこれは、４値コードである（例えば、４つのアルファベット
のサイズを有する）。このコードは後に、本明細書では５ｂ６ｗまたは「グラスウイング
（Glasswing）」コードとして説明され、それに対応する式３の受信行列は、「グラスウ
イングレシーバ」として説明される。
【００６０】
　　（サブチャネル上の情報のタイミング）
　ＯＤＶＳ通信システムは、データ入力の各組み合わせを符号化された送信として伝達し
なければならず、そのような符号化された送信のレートは必然的に、通信媒体の容量によ
って制約されるので、送信されるデータの変更レートは、コードワードの送信レートがサ
ンプリング間隔を表すナイキスト限界内でなければならない。一例として、バイナリクロ
ックまたはストローブ信号は、１コードワード送信当たりに１クロックエッジしかなけれ
ば、ＯＤＶＳサブチャネルに送信される。
【００６１】
　ＯＤＶＳエンコーダおよびそれに関連するラインドライバの実施形態は、データ入力の
任意の変更に応答して、非同期的に動作することができる。他の実施形態は、一例として
、単一の高速出力ストリームを作り出すデータ処理の複数のフェーズを組み合わせるため
に内部タイミングクロックを利用する。このような実施形態において、コードワードのす
べての要素の出力は、本質的に同時であり（論理遅延または他の実装制約がない）、従っ
て、コードのサブチャネルに移送されるストローブまたはクロック信号は、レシーバにお
いてデータ位置合わせクロック(data-aligned clock)（例えば、同じコードの他のサブチ
ャネルのデータエッジに同時に発生するそのデータの遷移エッジを用いる）として示され
る。このようなデータ位置合わせクロックを、本発明と共にデータのサブチャネルのサン
プリングを開始するのに適した、遅延またはアイの中心位置合わせ（center-of-eye-alig
ned）クロックに変換する方法は、当技術分野では周知である。このような方法は、固定
の時間遅延、調整可能な時間遅延、遅延ロックループなどの導入を含むことができる。
【００６２】
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　　（ＩＳＩ比）
　ＩＳＩ比は、通信システムにおけるシンボル間干渉のシグナリングスキームの感度の測
定である。それはある意味で、訂正されずに残存するＩＳＩに起因するシグナリングスキ
ームの低下に対する測定である。
【００６３】
　上記の定義を定式化するために、Ｎ個の通信ワイヤを有すると仮定する。各単位区間（
以後ＵＩと呼ぶ）において、エンコーダは、（送られるビットに基づく）Ｎ長のＫ個可能
なコードワードから１つを選び、ドライバは、コードワードの座標値に比例する電圧／電
流を作って、それらの値でワイヤを駆動する。制限を伴わずに、我々は、この例において
長方形のパルス波形Ｐtを各ワイヤの値に使用すると仮定する。コードワードは、レシー
バに向かってチャネル上を進む。レシーバ側では、ワイヤ値は、イコライザおよび可能性
としてＲｘフロントエンドのゲインステージを通過することができ、およびこれらの新し
い値は、コンパレータネットワークにおいて（可能性として）複数の線形方法で組み合わ
され、決定値の組に到る。以前に論じたように、コンパレータは、ワイヤ値の線形結合を
とり、およびそれらを固定基準と比較するか、またはワイヤ値の他の線形結合と比較する
ことができる。レシーバコンパレータネットワークは、Ｍ ＭＩＣを有する。ＭＩＣは、
ワイヤ値の「アフィン線形形式」として便宜的に説明される。言い換えれば、各ＭＩＣに
係数ａ0，ａ1，…，ａnの組が結び付く。動作中は、ＭＩＣの出力は、式ａ0＋ａ1ｘ1＋…
ａnｘnの符号であり、ここにｘ1，…，ｘnはそれぞれ、ワイヤ１，…，Ｎの値であり、－
ａ0は、対応する基準値である。我々は、その基準値が０ならば、ＭＩＣを「中心(centra
l)」と呼ぶ。０でなければ、我々は、ＭＩＣを非中心(non-central)と呼ぶ。中心ＭＩＣ
（Central MIC）は、線形形式の係数ベクトルとして、即ち、［ａ0，ａ1，…，ａn］とし
て書き込まれることも多い。中心ＭＩＣは、２種類：基準でないＭＩＣと基準ＭＩＣから
成る。基準でないＭＩＣは、その係数の和がゼロである、中心ＭＩＣである。
【００６４】
　例えば、標準の差動シグナリングにおいて、ＭＩＣ係数は、結果が０と比較される単な
るペア［＋１，－１］である。これは、中心が参照なしのＭＩＣである。ＰＡＭ－４シグ
ナリングにおいて、同じＭＩＣが使用されるが、３つのＭＩＣのうち２つは、参照を有す
る。言い換えれば、最大信号値が１であれば、最小信号値は、－１であり、ＭＩＣは、以
下の３つのアフィン線形形式によって与えられる。
【００６５】
【数６】

【００６６】
　一般に、ＭＩＣの一部の係数は、ゼロであり、この場合、それに対応する入力は、単に
廃棄される。
【００６７】
　時には、ＭＩＣをＮ次元ユークリッド空間の超平面と見なすことによる、ＭＩＣの幾何
学的表示を使用することは有利である。そうなると、ＭＩＣは、そのＭＩＣを０と評価す
るすべてのベクトルの組で識別される。例えば、基準０のＭＩＣ［１，－１］の場合、超
平面はちょうど、２次元ユークリッド平面の線分ｘ＝ｙである。我々は、しばしば、同じ
意味でＭＩＣをそれらに対応するベクトルか、またはそれらに関連する超平面として識別
する。この幾何学的表示において、ＭＩＣは、その超平面が原点(origin)を通過すれば、
中心であり、通過しなければ、非中心である。
【００６８】
 　コードのＫ個のコードワードのそれぞれは、Ｎ次元ユークリッド空間のポイントとし
て解釈される。ＭＩＣのタスクは、ポイントを分離することである。２つのコードにドン
トケアでないＭＩＣは、ポイントがＭＩＣに対応する超平面の反対側に位置するならば、
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ポイントを分離する。
【００６９】
　図２および図３は、１シンボル当たりそれぞれ１ビットと２ビットを送る２つのワイヤ
上の差動シグナリングおよびＰＡＭ－４シグナリングの事例を示している。差動シグナリ
ングの事例において、図２に示すように、超平面は、原点を通過する角度４５度の線であ
り、コードワードは、座標（１，－１）および（－１，１）のポイントである。これらの
コードワードは、超平面によって分離され、そのコードワードは、超平面から等距離であ
る。図３に示すように、ＰＡＭ－４シグナリングの場合、超平面は、原点を通過する角度
４５度の線と、ベクトル（２／３，－２／３）と（－２／３，２／３）によるこの線の２
つの変換である。コードワードは、ポイント（１，－１）、（１／３，－１／３）、（－
１／３，１／３）および（－１，１）であり、ＭＩＣに垂直な線上に位置する。見て分か
るように、ＭＩＣは、コードワードを分離する。
【００７０】
　これより我々は、ＩＳＩ比の概念に基づいて設計された新しいシグナリング方法を示す
。ＩＳＩ比は、コードワードの組Ｃに対し、ＭＩＣ λと定義される。ΔmをＭＩＣ mにア
クティブである（即ち、そのＭＩＣにドントケアでない）コードワードインデックスの組
とする。ＩＳＩ比を正確に定義するために、我々は、中心ＭＩＣ（超平面が原点を通過す
る）と非中心ＭＩＣ（ＰＡＭ－４シグナリングの２つのＭＩＣにあるように超平面が原点
を通過しない）とを別個に区別する必要がある。
【００７１】
　　（中心ＭＩＣのＩＳＩ比の算出）
　ｄ（Ｃk，ＭＩＣm）をコードワードＣkとＭＩＣmを表す超平面との間の距離とする。Ｍ
ＩＣmのＩＳＩ比は、以下のように定義される：
【００７２】
【数７】

【００７３】
　幾何学的に、ＩＳＩ比は、ＭＩＣ超平面にアクティブな任意のコードワードの最大距離
とＭＩＣ超平面にアクティブな任意のコードワードの最小距離との比と見てよい。我々が
上記の例のシグナリングの量を計算すると、以下の数を取得する：　
　　差動シグナリング：
　　　ＭＩＣのＩＳＩ比は１であり、
　　ＰＡＭ－４シグナリング：
　　　真ん中の（中心である）ＭＩＣのＩＳＩ比は３である。
【００７４】
　これらの値は、２つのコードポイントが最大／最小距離比である１を表す、ＭＩＣ平面
から等距離である、図２の差動シグナリングの事例を調べることによって証明することが
できる。図３のＰＡＭ－４シグナリングにおいて、３：１の比は、中心のＭＩＣ平面に最
も離れたコードワードポイントの距離と最も近いコードワードポイントの距離において示
される。
【００７５】
　ＩＳＩ比に基づくシグナリング設計に取り組む他の例を示す。
【００７６】
　　（非中心ＭＩＣのＩＳＩ比の算出）
　ｄ（Ｃk，ＭＩＣm）をコードワードＣkと基準ＭＩＣmを表す超平面との間の距離とする
。コードワードＣkと原点を通過するＭＩＣmのシフトバージョンとの間の距離をｄ（Ｃk

，ＭＩＣm）で示す。そして非中心ＭＩＣmのＩＳＩ比は、以下のように定義される：
【００７７】
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【００７８】
　この数式によって、ＰＡＭ－４シグナリングの２つの非中心ＭＩＣのＩＳＩ比も３に等
しい。従って、ＰＡＭ－４通信システムのすべてのＭＩＣのＩＳＩ比は３である。
【００７９】
　　（ＩＳＩ比および水平アイ開口）
　ｋ個のコードワードＣk　ｋ＝１，…，Ｋのそれぞれは、以下の式によって与えられる
ＭＩＣmの出力においてそれ自身のパルス応答を生成する。
【００８０】

【数９】

【００８１】
　システムにおいて無視できるクロストークがあり且つそのチャネルｈi，i（ｔ）はすべ
て等しい（＝ｈ（ｔ））という仮定の下に、コードワードＫによってＭＩＣmの出力にお
いて生成されるパルス応答は、以下の式によって与えられる。
【００８２】

【数１０】

【００８３】
　ここにＰh（ｔ）＝Ｐ（ｔ）＝ｈ（ｔ）は、すべての線形イコライザを含む、システム
のパルス応答であり、ＭＩＣm（ｉ）は、ｍ番目のＭＩＣのｉ番目の座標であり、Ｃk（ｉ
）は、コードワードＣkのｉ番目の座標である。ＭＩＣは中心であり、その係数は、それ
らの二乗の和が１に等しくなるように正規化され、その量
【００８４】
【数１１】

【００８５】
　は、コードワードＫとＭＩＣmを表す中心の超平面との間の距離を表す。ＩＳＩ比は、
任意の非ゼロ実数によるＭＩＣの非ゼロスカラー乗算の下で不変であることに留意された
い。従って、ＭＩＣを表すベクトルがノルム１を有する（即ち、それらの係数の二乗の和
は１）と仮定することができる。
【００８６】
　出力ＭＩＣmの出力における信号は、ＵＩ長（－Ｔ）の整数倍で時間シフトされたパル
ス応答Ｐm、k（ｔ）の重畳であり、コードワードの任意の選択による。ｔ0はコードワー
ドＣ0の基準サンプリング時間であると仮定する。時間ｔ0において、以下の式を得る。
【００８７】
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【数１２】

【００８８】
　中心ＭＩＣの場合、ＭＩＣ出力のレシーバアイ(eye)は、ｒm（ｔ）がｔ0におけるその
符号に対して符号を変更するサンプリング時間ｔに閉じられる。これは、ＭＩＣ出力のア
イの水平開口を判定する。多くの通信システムの場合、レシーバにおいて非常に低い誤り
検出率（例えば、１０-12未満）を実現することが目標であり、従って、アイ開口を判定
することができる最悪の場合のコードワードパターンである。最悪の場合のコードワード
パターンは、検出されるコードワードが、ＭＩＣmを表す超平面に最も近いコードワード
（Ｃmin（ｍ）と呼ぶ）である場合、およびカーソルの前後のコードワードが、その超平
面から最も離れた距離（Ｃmax（ｍ）と呼ぶ）にある場合に起きる。これらのコードワー
ドを選択し、我々は、以下の式を記述することができる：
【００８９】

【数１３】

【００９０】
　サンプリングフェーズｔ0を変更することによって、アイは、その期間
【００９１】
【数１４】

【００９２】
　に符号が変更する度に閉じる。シグナリングスキームのＩＳＩ比が高くなるにつれて、
我々が隣接するコードワードから見る残存ＩＳＩがより大きくなり、アイがより早く閉じ
る。所与のパルス応答Ｐh（ｔ）（チャネル、イコライザ、トランスミッタのパルス波形
およびシステムのボーレートによって判定される）の場合、水平開口は、下層のシグナリ
ングスキームのＩＳＩ比のみに依存することに留意されたい。ＩＳＩ比が高くなるにつれ
て、アイの水平開口がより小さくなる。
【００９３】
　非中心シグナリングの場合、ｒｅｆ（ｍ）で示される、ＭＩＣの基準までの距離がアイ
の水平開口を判定する。従って、式８は、次のように変更される：
【００９４】
【数１５】

【００９５】
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　再度、水平アイ開口が下層のＭＩＣのＩＳＩ比によって唯一判定されることを示してい
る。
【００９６】
　　（ＩＳＩ比測定基準に基づくシグナリング設計）
　上記の論考に基づいて、我々は、ＩＳＩ比の概念に基づくシグナリングスキームを設計
することができる。説明を目的として、例は、ワイヤライン送信システムの範囲から出さ
れているが、限定を伴わない。
【００９７】
　第１の例として、我々は、チャネル経由でｂビットの情報を送りたい。従って、我々の
シグナリングスキームにおいて少なくとも２bを有することを要求する。我々はまた、我
々の設計において以下の考察も有する：
　　・次元Ｎは、チャネルのワイヤ（即ち、独立した通信要素またはサブチャネル）の数
に等しい。
【００９８】
　　・コードワードは、トランスミッタの電圧振幅の制約のため、範囲［－１，１］にコ
ードワードのすべての座標を有する。
【００９９】
　目標は、コードワード、ＭＩＣ、およびドンケアのペアを見つけて、コードワードがこ
れらのＭＩＣによって区別されて、ＭＩＣの最大ＩＳＩ比が最小化されるようにすること
である。以前の節で示したように、最高のＩＳＩ比を有するＭＩＣが支配し、それに対応
するアイの水平開口が通信システム全体の誤り率を判定する。
【０１００】
　次の例において、ＩＥＥＥ ８０２．３ｂｊ規格（www-dot-ieee802.org/3/100GCU/publ
ic/channel.htmlにオンライン掲載）に測定されるバックプレーンチャネル上の２ワイヤ
のＴＥ（www.te.com）によって提供される基準チャネルに基づくチャネル特性を有する、
４ワイヤ送信ラインが使用される。そのように記述されたチャネル応答は、ワイヤ間のク
ロストークが除去された４ワイヤチャネルに拡大された。ボーレートは、１秒当たり８Ｇ
Ｂａｕｄに固定される。トランスミッタにおいて０ｄＢから１２ｄＢまでの等化範囲およ
び３タップフィルタを有する、連続時間線形イコライザ（ＣＴＬＥ）は、最良の水平アイ
開口を取得するように最適化されたイコライザ設定を有することが想定された。結果とし
て生じるパルス応答は、図４に示している。
【０１０１】
　このチャネルでよく行われているシグナリング方法の例として、図１２は、ＮＲＺ（ス
ループット＝４Ｇｂｐｓ／ｗｉｒｅ、水平開口＝１０６．２ｐｓｅｃ）のアイダイアグラ
ムを示し、図１３は、ＰＡＭ－４（スループット＝８Ｇｂｐｓ／ｗｉｒｅ、水平開口＝４
０．０ｐｓｅｃ）シグナリングのアイダイアグラムを示す。
【０１０２】
　ベクトルシグナリングコード設計の第１の実施形態は、Ｐ３シグナリングと呼ばれ、４
つのコードワード（１，０，－１）、（－１，０，１）、（０，１，－１）および（０，
－１，１）を使用して、例示的なチャネルの３つのワイヤ経由で２ビットを送る。我々は
、以下の２つの事例を考慮する。
【０１０３】
　事例１：我々は、ＭＩＣを（１、－１，０）と（０，１，－１）に選ぶ。４つのコード
ワード上の２つのＭＩＣの出力はそれぞれ、値１，－１，－１，１と値１，－１，２，－
２である。２つのＭＩＣが互いに４つのコードワードを区別できることが検査から明らか
である。第１のＭＩＣのＩＳＩ比は１（水平開口＝１０６．２ｐｓｅｃ）である一方、第
２のＭＩＣのＩＳＩ比は２（水平開口＝６０ｐｓｅｃ）である。スループットは５．３３
Ｇｂｐｓ／ｗｉｒｅである。アイダイアグラムは、図５に示している。
【０１０４】
　事例２：我々は、ＭＩＣを（１、－１，０）と（１／２，１／２，－１）に選ぶ。第２
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のＭＩＣの出力は、３／２，－３／２，３／２，－３／２となる。２つのＭＩＣはなおも
コードワードを区別できるが、両方のＭＩＣ（両方のＭＩＣの水平開口＝１０６．２ｐｓ
ｅｃ）のＩＳＩ比は１である。スループットは５．３３Ｇｂｐｓ／ｗｉｒｅである。アイ
ダイアグラムは、図６に示している。
【０１０５】
　この例は、同じクロックレートに従う同じチャネル上で同じＩＳＩ比を有するＭＩＣが
ほぼ同じ水平アイ開口の結果をもたらすこと、およびＭＩＣの正しい選択が送信システム
のシグナルインテグリティに不可欠であることを確認する。
【０１０６】
　シグナリング設計の第２の実施形態は、線形符号化を利用する。つまり、シグナリング
スキームは、行列ベクトル積を用いて定義される。ベクトルは、送信されるビットを包含
し、行列は、コードワードを生成するためにビットに適用される変換を定義する。このス
キームにおいて、原理としてＮ個のワイヤ経由でＮ－１ビットを送ることができる。ビッ
トを表すベクトルは、形式（０，±１，±１，…，±１）をとる。符号化行列は、１番目
の行がすべて１であり、他のＮ－１行は、１番目の行に直交であり、残りの（Ｎ－１）次
元の部分空間にわたる。従って、これは、本明細書で以前に説明したように、直交行列で
ある。ＭＩＣ係数は、逆の符号化行列の対応するＮ－１列から簡単に見つかる。
【０１０７】
　直交行列に基づく線形符号化スキームの興味深い性質は、すべてのＭＩＣの出力が単に
形式±１をとり、従って、ＩＳＩ比は、１になるように保証される。見て分かるように、
この保証は、そのようなコードを使用する通信システム性能に深い影響を与える。
【０１０８】
　さらなる実施形態において、我々は、上記のＰ３を利用して、以下の、６つのワイヤ経
由で５ビットを送るグラスウイング符号化行列を構築することができる。
【０１０９】
【数１６】

【０１１０】
　およびＳ＝情報ビット（０，Ｓ0，Ｓ1，Ｓ2，Ｓ3，Ｓ4）の行ベクトルは、正反対の重
み（例えば、論理ビット０，１の±１、あるいは±１／３）を表し、ｗは、送信されるコ
ードワードベクトル［ｗ0，ｗ1，ｗ2，ｗ3，ｗ4，ｗ5］である。±１の正反対の重みが使
用されると、送信されるコードワードは次に、因子１／３で正規化され、結果として｛±
１／３，±１｝の４値アルファベットを有するコードワードが生じる。さらに、式１３の
サブチャネルコードワードの選択に起因して、最終的には送信されるコードワードを形成
するサブチャネルコードの線形結合は、コードワード要素の削減されたアルファベットを
提供する。つまり、サブチャネルコードベクトルの少なくとも１つは、正規化されていな
い大きさを有し、そこでの縮小アルファベット(reduced-alphabet)の行型の線形結合は、
削減されたアルファベットを提供する。３つの非ゼロ要素を有するサブチャネルコードベ
クトルが、第２の非ゼロ要素と第３の非ゼロ要素のそれぞれの２倍の大きさの第１の非ゼ
ロ要素を備え、第１の非ゼロ要素の位置は、１つのみの他のサブチャネルコードワードベ
クトルが非ゼロ要素を有する場合に位置合わせされることが分かる。
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【０１１１】
　列がＭＩＣ係数を定義する逆行列は、適切な正規化を用いた式１３の行列Ａの単なる転
置であり、式３として以前に説明した。スループットは、６．６６Ｇｂｐｓ／ｗｉｒｅで
ある。このスキームのアイダイアグラムは、図７Ａから図７Ｅに示している。すべてのＭ
ＩＣの水平開口は、１０６．２ｐｓｅｃである。式１３の６つのワイヤ経由の５ビットま
たは５ｂ６ｗ、式３のＭＩＣ行列、および表１のコードワードは、本明細書では「グラス
ウイング」コードと呼ばれる。
【０１１２】
　シグナリング設計の第３の実施形態も線形符号化を利用し、アンサンブルＮＲＺまたは
ＥＮＲＺと呼ばれる。ＥＮＲＺの完全な説明は、［Cronie Ｉ］に示している。ＥＮＲＺ
は、“ｐｅｒｍ”が係数のすべての置換を意味する８つのコードワードの形式±ｐｅｒｍ
（１，－１／３，－１／３，－１／３）と、３つのＭＩＣの形式（１／２，－１／２，１
／２，－１／２）、（１／２，１／２，－１／２，－１／２）および（１／２，－１／２
，－１／２，１／２）を有し、１単位区間当たり４つのワイヤ経由で３ビットを送ること
ができる。符号化行列は、４×４のアダマール行列のスケールバージョンである：
【０１１３】
【数１７】

【０１１４】
　最終値が－１と１との間に制約されるようにスケール因子１／３が選択される。スルー
プットは、６Ｇｂｐｓ／ｗｉｒｅである。ＥＮＲＺシグナリングのアイダイアグラムは、
図８Ａから８Ｅに示している。３つのＭＩＣの水平開口は、１０６．２ｐｓｅｃである。
【０１１５】
　第４の実施形態は、異なるＩＳＩ比を有する異なるＭＩＣならびにＭＩＣのアクティブ
でないコードワードを包含する性質を有する、ベクトルシグナリングコード設計である。
コードのこのカテゴリは、設計者が同じスループットを有し且つすべてのＩＳＩ比が等し
いコードと比較してより少ない数のＭＩＣを有するコードを提供できるようする。さらに
、以下の例に見るように、より小さいＩＳＩ比を有するＭＩＣは概して、より高いＩＳＩ
比を有するＭＩＣと比較してより多いワイヤで線形結合を行うＭＩＣである。これらのＭ
ＩＣがより水平な開口を提供するので、より多いワイヤを線形結合に関係させると、この
性質によってこれらのＭＩＣに高いスキューを許容するようになる。この設計戦略の例は
、“ｐｅｒｍ”が係数のすべての置換を意味する、２４つのコードワードの形式±（ｐｅ
ｒｍ（１，１，０，１）｜－１）を有するコードを説明している、［Shokrollahi Ｉ］か
ら引用される。このコードは、各単位区間に５つのワイヤ経由で４．５ビットを送ること
ができる。このスキームにおいて７つのＭＩＣがあり、最初の６つはすべて、最初の４つ
のワイヤ間の一対比較であり、すべてＩＳＩ比２を有する。最後のＭＩＣは、係数（１／
４，１／４，１／４，１／４，－１）を有し、ＩＳＩ比１を有する。スループットは、７
．２Ｇｂｐｓ／ｗｉｒｅである。図９Ａと９Ｂのアイダイアグラムは、より広い水平開口
を有する最後のＭＩＣ（図９Ｂ、水平開口＝１０６．２ｐｓｅｃ）とより高いＩＳＩ比を
有する一対のコンパレータＭＩＣ（図９Ａ、水平開口＝６２．５ｐｓｅｃ）との比較を示
す。
【０１１６】
　最後の例示的実施形態は、１３個のＭＩＣを使用して８つのワイヤ経由で８ビットを送
るコードである。コードワードは、“ｐｅｒｍ”が係数のすべての置換を意味する、形式
±（ｐｅｒｍ（１，１，０，－１）｜ｐｅｒｍ（－１，１，０，１））をとる。ＭＩＣは
、最初の４つのワイヤ上の６対のコンパレータ、２番目の４つのワイヤ上の６対のコンパ
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レータ、および１つのＭＩＣ（１，１，１，１，－１，－１，－１，－１）／４である。
最後の入力ＭＩＣは、１のＩＳＩ比を有する一方、一対のコンパレータのそれぞれは、２
のＩＳＩ比を有する。スループットは、８Ｇｂｐｓ／ｗｉｒｅである。アイダイアグラム
は、図１０Ａと１０Ｂに示している。ＩＳＩ比１を有するＭＩＣは、１０６．２ｐｓｅｃ
の水平開口（図１０Ｂ）を有する一方、ＩＳＩ比２を有するＭＩＣは、６２．５ｐｓｅｃ
の水平開口（図１０Ａ）を有する。
【０１１７】
　これらの実施形態を直接比較できるようにするため、我々は、以前に説明したＥＮＲＺ
、ＮＲＺおよびＰＡＭ－４シグナリングスキームの水平アイ開口を算出し、その後水平ア
イ開口の関係をスループットの関数としてプロットする。同じスループットを取得するた
めに要求されるボーレートがこれらのシグナリングスキームのそれぞれに対して異なるの
で、スループット値は、比較のために正規化される。
【０１１８】
　その結果は、図１１のグラフで示している。ＮＲＺとＥＮＲＺを比較すると、両方のＩ
ＳＩ比は、１に等しい一方、ＥＮＲＺのボーレートは、ＮＲＺのボーレートの２／３であ
る。ＰＡＭ－４とＥＮＲＺを比較すると、ＥＮＲＺのボーレートは、ＰＡＭ－４の４／３
であるが、そのＩＳＩ比は、３倍小さい。従って、最も低いＩＳＩ比を有する実施形態で
ある、ＩＳＩ比１を有するＥＮＲＺが、スループット範囲にわたる全体の勝者であり、低
いＩＳＩ比は、良好な通信システム性能の予測因子であることを示している。
【０１１９】
　　（サブチャネルゲインの正規化）
　表１のコードおよび式３の行列によって定義されるレシーバの数値解析を遂行すると、
行列行１、３および５で定義されるコンパレータは、出力値±２／３を出すのに対し、行
列行２および４で定義されるコンパレータは、出力値±１を出すことが分かる。差動シグ
ナリングと比較した垂直アイ開口の損失は、従って、２０*ｌｏｇ10（３）＝～９．５ｄ
Ｂである。この出力レベルの変動は、対角行列ＭTＭ＝Ｄの非ユニティ値が対応するサブ
チャネルの非ユニティゲインを表しているとする、受信行列の直交性の定義を我々が緩め
た結果である。当業者には明らかであるように、行列の正規化（即ち、対角値が１になる
ようにその要素をスケールする）は結果として、システムがすべてのサブチャネルにわた
って一定のユニティゲインを有することになる。しかしながら、個別に正規化された多数
の係数値が、多くの場合に無理数値を含み、実際のシステムで実施することが難しいので
、このような周知の正規化方法は、次善の実施形態を導くことになる。
【０１２０】
　少なくとも１つの実施形態は、実装に便利な係数値を用いた式３に例示されるように、
正規化されていない行列を保持し、その代わりに、さまざまなサブチャネルを変調する入
力信号の振幅を修正することによってサブチャネル振幅の変動を補償する。例えば、８つ
のサブチャネルがユニティゲインを有し１つのサブチャネルが０．８ゲインを有する仮設
システムは、最終的には後者の出力によって制限されるＳＮＲになる。従って、最後のサ
ブチャネルの送信入力を｛＋１，－１｝ではなく｛＋１，２，－１，２｝に増加すること
によって対応するチャネル出力を上げる。あるいは、すべてのチャネルが要求される送信
電力を少なくして出力レベルが等しくなるように、他のすべてのサブチャネルの入力を｛
＋０．８，－０．８｝に削減することによって対応するチャネル出力を下げる。
【０１２１】
　しかしながら、この補償技術は、コストを掛けないことはできない。［Shokrollahi IV
］で教示されるように、このやり方による入力ベクトルの修正は、チャネル経由でコード
ワードを伝達するために必要なアルファベットサイズ（従って、トランスミッタが生成し
なければならない個別の信号レベルの数）の増加につながる。［Shokrollahi IV］は、結
果として要求されるアルファベットサイズの最小限度の拡大でサブチャネルの出力に近い
マッチングとなる適切な変調振幅を選択する数値方法を教示する。
【０１２２】
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　［Shokrollahi IV］によって教示されるプロシージャを適用すると、グラスウイングの
最適な開始コードの組は、（１，７／８，１／２，１／４，１／８，－１／８，－１／４
，－１／２，－７／８，－１）によって与えられるサイズ１０のアルファベットを有する
対応するコードを用いて（０，±３／８，±１／４，±３／８，±１／４，±３／８）に
なるように算出される。結果となるコードワードは、表２に示され、本明細書では５ｂ６
ｗ＿１０＿５コードと呼ばれる新しいコードを有する。これらの信号レベルを生成するド
ライバの一実施形態は、図２２に示されている。各ドライバスライス１０１０は、要求さ
れる１０つの個別の出力レベルを出すために組み合わせを可能にする各スライス上の複数
のドライバ要素を用いて、１つのワイヤ出力信号を出す。
【０１２３】
【表２】

【０１２４】
　このコードを用いて、式３にあるようなすべてのコンパレータは、出力値±３／４を出
す。修正されていない５ｂ６ｗコードと比較した垂直アイ開口の増加は、２０*ｌｏｇ10

（（３／４）／（２／３））＝～１ｄＢである。５ｂ６ｗ＿１０＿５の終端電力は、修正
されていない５ｂ６ｗコードの送信電力のおよそ８８％であるため、より小さい送信電力
においてさえ、５ｂ６ｗ＿１０＿５は、部分的に改善された垂直アイ開口につながる。し
かしながら、この改善をもたらす実装コストは、複雑さを増す。すならち、１ワイヤ当た
り４つのシンボル値でなく１０個のシンボル値の中から選ぶことができる内部表現にデー
タを符号化するトランスミッタ内と、４ではなく１０の個別の出力レベルを生成すること
ができるラインドライバ内の複雑さを増す。このようなトランスミッタの実施形態は、式
３の行列で定義されたどのグラスウイングレシーバとも完全に互換性があるであろう、そ
してラインドライバの電力が修正されていない５ｂ６ｗのトランスミッタドライバの電力
よりも少ないことが要求されるであろう。この概ね不利なコスト／利益トレードオフの理
由で、グラスウイングトランスミッタのほとんどの実施形態は、コスト効果が高い、修正
されていない５ｂ６ｗの信号レベルを利用することが期待され、５ｂ６ｗ＿１０＿５修正
を組み込んだ代替実施形態は、修正されていない実施形態と透過的に交換され得るおよび
／または相互運用され得る。
【０１２５】
　　（基本的グラスウイングレシーバ）
　式３の行列で定義されたグラスウイングレシーバの実施形態は、図１４に示している。
６つの入力ワイヤは、ｗ0からｗ5までであり、５つのサブチャネル出力は、Ｓ0からＳ5ま
でである。ここで使用される描画方法(drawing convention)において、複数入力コンパレ
ータ２１０から２５０までの入力のそれぞれは、各ＭＩＣを定義する式３の行によって定
義されるように、最終結果出力へのその入力の相対的寄与を表す、重みによって識別され
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る。従って、２１０および２３０は、それぞれが等しい１つの正入力と１つの負入力およ
び反対の重みを有する、従来のデュアル入力差動コンパレータを示すことができる。コン
パレータ２２０と２４０はそれぞれ、それぞれが正値の合計の２分の１に寄与する、２つ
の正入力と全負値に寄与する１つの入力とを有する。コンパレータ２５０は、それぞれが
正値の合計の３分１に寄与する、３つの入力と、それぞれが負値の合計の３分１に寄与す
る、３つの入力とを有する。
【０１２６】
　式３の行列の２行から６行に対応する５つのマルチ入力コンパレータの実施形態は、［
Holden Ｉ］の拡大された差動ペア設計または［Ulrich Ｉ］の代替設計を使用することが
できる。いくつかの実施形態において、連続時間線形等化（ＣＴＬＥ）もまたマルチワイ
ヤコンパレータのステージに組み込まれる。グラスウイングを共に使用するのに適したト
ランジスタレベルの回路図は、［Shokrollahi IV］で説明され、本明細書では図１６から
図２０が例として提供される。各設計は、統合ＣＴＬＥの有無の両方で示され、適用可能
な場合、代替実施形態が示されている。
【０１２７】
　図１６の実施形態またはその代替実施形態の図１７は、図１４のコンパレータ２５０と
して使用するのに適している。図１８の実施形態またはその代替実施形態の図１９は、コ
ンパレータ２２０として使用するのに適しており、コンパレータ２４０として使用される
明白な代替の入力ｗ0、ｗ1、およびｗ2とｗ3、ｗ4、およびｗ5を有する。図２０の実施形
態は、コンパレータ２１０として使用するのに適しており、コンパレータ２３０に対し、
同じ代替の入力を有する。
【０１２８】
　一般的に、決定フィードバック等化（ＤＦＥ）技術は、チャネル長が典型的には小さく
、および信号伝搬特性が良い、典型的なグラスウイングの実施形態において要求されない
。制限を伴わないが、ＤＦＥおよび当技術分野で周知の他の方法として、記載の発明と直
接的なやり方で組み合わせることができる。このような実施形態の少なくとも一部におい
て、ＤＦＥは、受信したワイヤ信号上で遂行されないが、代わりにサブチャネル上で遂行
される。そのような構成において、ＤＦＥ履歴および訂正計算は、ＤＦＥがワイヤ信号上
で直接遂行される場合に要求されるように、４値（５ｂ６ｗ）または１０値（５ｂ６ｗ＿
１０＿５）ワイヤ信号よりはむしろ２値信号値で遂行され得る。
【０１２９】
　　（グラスウイングトランスミッタ）
　通信チャネルの固有の特性および半導体デバイスを製造するために使用されるプロセス
に応じて、さまざまな周知技術の解決策をグラスウイングトランスミッタに適用すること
ができる。超短および／または中データレートのグラスウイングチャネルは、従来の電圧
モードドライバを使用して最適に駆動される、ハイインピーダンスの「ＣＭＯＳのような
」ポイントツーポイント相互接続を利用することができる。マッチしたインピーダンス終
端を有するより高速および／または長チャネルは、好適には電流モードドライバを使用し
て駆動され得る。
【０１３０】
　要求されるマルチレベル出力ドライバは、当技術分野では周知であるデジタル－アナロ
グ（Ｄ／Ａ）変換の専用インスタンスを表すことが当業者には明らかである。従って、抵
抗チェーン、抵抗ラダー、定電圧または定電流の総和、または定電圧または定電流の中か
らの選択に基づくものを含む、Ｄ／Ａ変換の周知の方法のコーパスを本発明と関連して使
用できる。規定は、所定の電圧または電流などの絶対値であってもよいし、または集積回
路の供給電圧などの提供されるレベルに相対的または比例であってもよい。
【０１３１】
　［Ulrich III］の教示を使用する５ｂ６ｗトランスミッタの抵抗ソース終端ドライバの
一実施形態を図２１に示している。各ドライバスライス９１０は、コードワードアルファ
ベット＋１、＋１／３、－１／３および－１を表す、トランスミッタによって生成されな
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ければならない４つの個別の出力レベルを出すために組み合わせを可能にする各スライス
上の複数のドライバ要素を用いて、１つのワイヤ出力信号を出す。従って、当業者には明
らかであるように、図２１のエンコーダの出力は、１ワイヤ当たり少なくとも４つのシン
ボルのアルファベットを表す出力値の選択ができるようにする、１ドライバスライス９１
０当たり少なくとも２値のセレクタ信号から成る。より大きいアルファベットは、以前に
説明したように、修正された変調値を利用することによってグラスウイング受信チャネル
ゲインの最適化に利用することができる。
【０１３２】
　ここで、少なくともより大きいアルファベットの組を表す出力値の選択を可能にするエ
ンコーダとワイヤドライバとの間のセレクタ信号のより広範囲の組など、トランスミッタ
の付加的な複雑さの損失を伴う。複数の信号レベルを生成するドライバの一実施形態は、
図２２に示されている。
【０１３３】
　有限インパルス応答フィルタリングなどの、周知の送信ドライバ等化技術は、実施形態
の特定のチャネル特性およびシステム設計の目標のために要求される時、グラスウイング
との組み合わせにおいて使用できる。
【０１３４】
　一実施形態において、方法２３００は、図２３に対して説明される。ブロック２３０２
において、情報ビットの組が受信される。ブロック２３０４において、エンコーダを用い
て縮小アルファベットコードワードベクトルが生成される。エンコーダは、各サブチャネ
ルコードベクトルの重み付けが一部、受信ビットの組の対応する情報ビットによって判定
される対応する正反対の重みに基づく、サブチャネルコードベクトルの重み付けの和を形
成する。さまざまな実施形態において、エンコーダは、直交符号化論理回路であり、およ
び受信された情報ビットの組をそれぞれの縮小アルファベットコードワードベクトルにマ
ッピングして、縮小アルファベットコードワードベクトルのセレクタ信号を出力すること
によって縮小アルファベットコードワードベクトルを生成する。セレクタ信号はその後、
複数のラインドライバに提供される。複数のラインドライバのうちの各ラインドライバは
、縮小アルファベットコードワードベクトルのセレクタ信号の一部を使用して、縮小アル
ファベットコードワードベクトル要素を表す、対応する電流または電圧を出力する。以前
に説明したように、サブチャネルコードベクトルは、縮小アルファベットの重み行列を形
成し、それらのベクトルはまた、互いに直交し、およびコモンモードベクトルに直交であ
る。
【０１３５】
　ブロック２３０６において、縮小アルファベットコードワードベクトルは、複数のライ
ンドライバを使用して送信される。特に、縮小アルファベットコードワードベクトルは、
複数の縮小アルファベットコードワードベクトル要素を備え、および各縮小アルファベッ
トコードワードベクトル要素は、複数のラインドライバのうちのそれぞれの１つによって
マルチワイヤ通信バスのワイヤに送信される。いくつかの実施形態において、縮小アルフ
ァベットコードワードベクトル要素は、正規化された要素の組｛＋１，＋１／３，－１／
３，－１｝の組から選択される。
【０１３６】
　方法２３００は、６ワイヤマルチワイヤ通信バスと共に使用される、５つのサブチャネ
ルベクトルを有するシステムに使用することができる。正反対の重みは、正規化された要
素の組｛＋１，－１｝の組から選択される。代替方法は、クロック信号に従って少なくと
も１つのサブチャネルの正反対の重みを変調することができる。さらに、いくつかの実施
形態において、電圧オフセットは、コモンモードサブチャネルベクトルに適用される一定
の重みを含むようにモデル化される。
【０１３７】
　方法２４００は、図２４に対して説明される。ブロック２４０２において、信号の組は
、マルチワイヤ通信バス経由で受信される。信号の組は、サブチャネルコードベクトルの
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正反対の重み付けの和から形成される縮小アルファベットコードワードベクトルを表す。
ブロック２４０４において、複数のサブチャネルマルチ入力コンパレータは、複数のサブ
チャネル出力信号を生成する。複数のマルチ入力コンパレータのうちの各マルチ入力コン
パレータは、サブチャネルコードベクトルに対応する入力重みベクトルを実装して、正反
対の出力信号を出力する。ブロック２４０６において、情報ビットの組は、基準値に対す
る正反対の出力信号をスライスすることなどによる、それぞれの正反対の出力信号に基づ
いて判定される。一実施形態において、縮小アルファベットコードワードベクトル要素は
、正規化された要素の組｛＋１，＋１／３，－１／３，－１｝に由来し、５つのサブチャ
ネルマルチ入力コンパレータが存在し、およびマルチワイヤ通信バスは、６つのワイヤを
備える。
【０１３８】
　　（埋め込みクロックを有するグラスウイング）
　図１５の実施形態は、図１４の基本的なグラスウイングレシーバを利用し、さらに１つ
のサブチャネルによって搬送される埋め込みクロック信号を組み込む。典型的には、クロ
ックをサブチャネルに埋め込む場合、［Shokrollahi III］で教示されるように、クロッ
クを搬送するために最高振幅チャネルが選ばれる。一般の設計手法として、この選択は一
般的に、結果として最良のＳＮＲを有するクロックチャネルとなり、従って、最もクリー
ンな出力結果となる。
【０１３９】
　しかしながら、実際の実施形態のさまざまなグラスウイングチャネルにわたって見られ
る適度のゲイン変動を用いると、その基準に基づくクロックの特定のサブチャネルを選択
するための重要な実行動機（practical motivation）がない。図１５の実施形態において
、式３の行列の最終行で定義されたサブチャネルは、そのシンメトリとしてクロックを搬
送するように指定され、実行した実施形態の遅延特性は、従来のクロック／データリカバ
リ回路の遅延サンプルの振る舞いとの統合を促すことが分かった。そのような回路の一例
は、クロックエッジ検出器３８２、固定された調整可能なまたはＤＬＬ制御の時間遅延３
８５、およびサンプルホールドまたは等価データサンプラ３８８から成る、３８０として
示している。
【０１４０】
　　（実施形態）
　一実施形態において、方法は、情報ビットの組を受信することと、サブチャネルコード
ベクトルの重み付けの和を形成するエンコーダを用いて縮小アルファベットコードワード
ベクトルを生成することであって、各サブチャネルコードベクトルの重み付けは、受信さ
れたビットの組の対応する情報ビットによって判定される対応する正反対の重みの一部に
基づいており、およびサブチャネルコードベクトルが、縮小アルファベットの重み行列を
形成し、および互いに直交し、およびコモンモードベクトルに直交であることと、複数の
ラインドライバを使用して縮小アルファベットコードワードベクトルを送信することであ
って、縮小アルファベットコードワードベクトルは、複数の縮小アルファベットコードワ
ードベクトル要素を備え、および各縮小アルファベットコードワードベクトル要素は、複
数のラインドライバうちのそれぞれの１つによってマルチワイヤ通信バスのワイヤに送信
されることとを備える。
【０１４１】
　一実施形態において、エンコーダは、直交符号化論理回路であり、および縮小アルファ
ベットコードワードベクトルを生成することは、受信された情報ビットの組をそれぞれの
縮小アルファベットコードワードベクトルにマッピングすることと、縮小アルファベット
コードワードベクトルのセレクタ信号を出力することとを含む。
【０１４２】
　一実施形態において、縮小アルファベットコードワードベクトルのセレクタ信号は、複
数のラインドライバに提供され、複数のラインドライバのうちの各ラインドライバは、縮
小アルファベットコードワードベクトルのセレクタ信号の一部を使用して縮小アルファベ
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ットコードワードベクトル要素を表す、対応する電流または電圧を出力する。
【０１４３】
　一実施形態において、サブチャネルコードベクトルの少なくとも１つは、正規化されて
いない大きさを有し、および縮小アルファベットの行型の線形結合は、削減されたアルフ
ァベットを提供する。
【０１４４】
　一実施形態において、縮小アルファベットコードワードベクトル要素は、正規化された
要素の組｛＋１，＋１／３，－１／３，－１｝から選択される。５つのサブチャネルベク
トルがあり、およびマルチワイヤ通信バスは、６つのワイヤを備える。
【０１４５】
　一実施形態において、正反対の重みは、正規化された要素の組｛＋１，－１｝の組から
選択される。一実施形態において、少なくとも１つのサブチャネルの正反対の重みは、ク
ロック信号に従って変調される。
【０１４６】
　一実施形態において、変調されていないコモンモードサブチャネルベクトルは、電圧オ
フセットを提供するために含まれる。
【０１４７】
　一実施形態において、３つの非ゼロ要素を有するサブチャネルコードベクトルは、第２
の非ゼロ要素と第３の非ゼロ要素のそれぞれの２倍の大きさの第１の非ゼロ要素を備え、
および第１の非ゼロ要素の位置は、１つのみの他のサブチャネルコードワードベクトルが
非ゼロ要素を有する場合に位置合わせされる。
【０１４８】
　一実施形態において、方法は、マルチワイヤ通信バス経由で信号の組が受信されること
であって、その信号の組が、サブチャネルコードベクトルの正反対の重み付けの和から形
成される縮小アルファベットコードワードベクトルを表すことと、複数のサブチャネルマ
ルチ入力コンパレータを使用して複数のサブチャネル出力信号を生成することであって、
複数のマルチ入力コンパレータのうちの各マルチ入力コンパレータは、サブチャネルコー
ドベクトルに対応する入力重みベクトルを実装することと、正反対の出力信号を出力する
ことと、それぞれの正反対の出力信号から情報の組を判定することとを備える。
【０１４９】
　一実施形態において、方法は、情報ビットの設定が複数の信号スライサを使用して行わ
れることを判定できる。一実施形態において、縮小アルファベットコードワードベクトル
要素は、正規化された要素の組｛＋１，＋１／３，－１／３，－１｝に由来し、および５
つのサブチャネルマルチ入力コンパレータがあり、およびマルチワイヤ通信バスは、６つ
のワイヤを備える。
【０１５０】
　一実施形態において、装置は、情報ビットの組を受信するための複数の信号導体と、サ
ブチャネルコードベクトルの和を形成することによって縮小アルファベットコードワード
ベクトルを生成する信号導体に接続されたエンコーダであって、各サブチャネルコードベ
クトルの重み付けが、受信されたビットの組の対応する情報ビットによって判定される対
応する正反対の重みの一部に基づいており、およびサブチャネルコードベクトルは、縮小
アルファベットの重み行列を形成し、および互いに直交しおよびコモンモードベクトルに
直交である、エンコーダと、縮小アルファベットコードワードベクトルを送信するための
複数のラインドライバであって、縮小アルファベットコードワードベクトルは、複数の縮
小アルファベットコードワードベクトル要素を備え、および各縮小アルファベットコード
ワードベクトル要素が、複数のラインドライバうちのそれぞれの１つによってマルチワイ
ヤ通信バスのワイヤに送信される、複数のラインドライバとを備える。
【０１５１】
　一実施形態において、エンコーダは、受信された情報ビットの組をそれぞれの縮小アル
ファベットコードワードベクトルにマッピングし、および縮小アルファベットコードワー
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ドベクトルのセレクタ信号を出力する論理回路をさらに備える。
【０１５２】
　一実施形態において、装置は、縮小アルファベットコードワードベクトルのセレクタ信
号を複数のラインドライバに提供するためのワイヤ接続を含み、複数のラインドライバの
うちの各ラインドライバは、縮小アルファベットコードワードベクトルのセレクタ信号の
一部を使用して縮小アルファベットコードワードベクトル要素を表す、対応する電流また
は電圧を出力する。
【０１５３】
　一実施形態において、エンコーダは、要素の組｛＋１，＋１／３，－１／３，－１｝を
備える縮小アルファベットを作り出すように構成される。マルチワイヤ通信バスは、５つ
のサブチャネルコードベクトルの組を送信する６つのワイヤを備える。一実施形態におい
て、エンコーダは、要素の組｛＋１，－１｝から正反対の重みを選択するように構成され
る。
【０１５４】
　エンコーダは、クロック信号に従って少なくとも１つのサブチャネルコードベクトルを
変調するように構成される。エンコーダは、変調されていないコモンモードサブチャネル
ベクトルを提供することによって電圧オフセットを提供するように構成される。
【０１５５】
　一実施形態において、装置は、信号の組を受信するように構成されたマルチワイヤ通信
バスであって、信号の組は、サブチャネルコードベクトルの正反対の重み付けの和から形
成される縮小アルファベットコードワードベクトルを表す、マルチワイヤ通信バスと、複
数のサブチャネルマルチ入力コンパレータであって、複数のマルチ入力コンパレータのう
ちの各マルチ入力コンパレータは、サブチャネルコードベクトルに対応する入力重みベク
トルを実装し、および正反対の出力信号を出力する、複数のサブチャネルマルチ入力コン
パレータと、それぞれの正反対の出力信号から情報ビットの組を判定するように構成され
た複数の信号スライサとを備える。
【０１５６】
　一実施形態において、装置は、正規化された要素の組｛＋１，＋１／３，－１／３，－
１｝から選択される縮小アルファベットコードワードベクトル要素を受信でき、および５
つのサブチャネルマルチ入力コンパレータが存在し、およびマルチワイヤ通信バスは、６
つのワイヤを備える。
【０１５７】
　さらなる実施形態において、診断ツールは、複数の候補コードワードを受信することと
、複数のマルチ入力コンパレータのそれぞれに対し、アクティブコードワードの最小距離
から原点を通りマルチ入力コンパレータの超平面までにわたる、マルチ入力コンパレータ
の超平面に対するアクティブコードワードの最大距離の比を算出することと、解析のため
に、各中心マルチ入力コンパレータの比率をエクスポートすることとを備える方法を使用
して提供される。さらに、超平面は、オフセットを包含することができ、シフトされ、そ
してその比率は、アクティブなコードワードからシフトされた超平面までの最大距離とア
クティブなコードワードからシフトされた超平面までの最小距離との比である。
【０１５８】
　本明細書で提示された例は、ベクトルシグナリングコードをポイントツーポイントのワ
イヤ通信に使用することを示している。説明を目的として、第１の送信デバイスと第２の
受信デバイスとの間の相互接続は、一方向のシグナリングネットワークとして説明してい
る。しかしながら、これを決して、説明した発明の範囲を限定するものと見るべきでない
。この適用において開示された方法は、シグナリング方向を交代する（即ち、半二重通信
）か、または別個のトランスミッタとレシーバとの間の同時通信を両方向で（即ち、全二
重通信）提供する能力があるネットワークに同等に適用可能である。同様に、説明した発
明の２以上のインスタンスは、個々の埋め込みクロックを有する個々のインスタンス、ま
たはコモンクロックを共有する２以上のインスタンスと共に、より広範囲のデータワード
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を並行して伝達するおよび／またはより高い全通信帯域幅を提供するために基本的に使用
されてよい。光および無線通信を含む他の通信媒体は、説明したワイヤ相互接続よりはむ
しろ同様に使用することができる。従って、「電圧」または「信号レベル」など、本明細
書の記述用語は、「光強度」、「ＲＦ変調」その他など、他の測定システムの等価を含む
ように考慮されなければならない。本明細書で使用されるような、用語「物理信号」は、
情報を運ぶ能力がある物理現象の適した任意の振る舞いおよび／または属性を含む。物理
信号は、明示的または非一過性であってよい。
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