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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】装置及び方法は、Ｉ／Ｏインタフェースを様々
な種類のインタフェースに構成することによって、ＩＣ
などの電気的構成部品のＩ／Ｏ帯域幅を割り当てる。
【解決手段】Ｉ／Ｏインタフェースは、双方向接点、一
方向接点あるいはメンテナンス又は較正動作モードで使
用されるメンテナンス用接点に構成される。Ｉ／Ｏイン
タフェースは、電子的構成部品内のデータワークロード
の変化などのシステムパラメータに応答して、Ｉ／Ｏ帯
域幅を最適に割り当てるように周期的に再構成される。
システムパラメータには、送信・受信バスターンアラウ
ンドの数、送信及び／又は受信データパケットの数、ユ
ーザ選択可能な設定、送信及び／又は受信コマンドの数
、１つ以上の電子的構成部品からの直接リクエスト、１
つ以上の電子的構成部品内の待ち行列のトランザクショ
ンの数、送信バースト長設定、バスコマンドの持続時間
又はサイクルカウント、などが含まれる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集積回路であって、
　　第１の接点と第２の接点とを含むインタフェースと、
　　前記第１の接点に結合された第１のトランシーバと、
　　前記第２の接点に結合された第２のトランシーバと、を備え、
　　前記集積回路が、第１のモード及び第２のモードで動作可能であり、
　　　前記第１の動作モード中に、前記第１のトランシーバは信号を送受信でき、前記第
２のトランシーバは信号を送受信でき、
　　　前記第２の動作モード中に、前記第１のトランシーバは信号の送信のみを行うこと
ができ、前記第２のトランシーバは信号の受信のみを行うことができる集積回路。
【請求項２】
　前記集積回路に結合された制御ロジックが制御信号を発生でき、前記集積回路が、前記
制御信号に応答して前記第１の動作モードで動作する、請求項１に記載の集積回路。
【請求項３】
　前記第１のトランシーバがある期間中に送信と受信との間で移行する回数に応答して、
前記制御信号が発生される、請求項２に記載の集積回路。
【請求項４】
　前記制御信号が、送信コマンドの数と受信コマンドの数とに応答して発生される、請求
項２に記載の集積回路。
【請求項５】
　前記制御信号が、初期化においてユーザ選択可能な設定に応答して発生される、請求項
２に記載の集積回路。
【請求項６】
　前記制御信号が、通常動作モード中にユーザ選択可能な設定に応答して発生される、請
求項２に記載の集積回路。
【請求項７】
　前記制御信号が、データの優先度に応答して発生される、請求項４に記載の集積回路。
【請求項８】
　前記制御信号が、送信データパケット数と受信データパケット数とに応答して発生され
る、請求項２に記載の集積回路。
【請求項９】
　前記制御信号が、データの優先度に応答して発生される、請求項８に記載の集積回路。
【請求項１０】
　前記制御ロジックが他の集積回路に含まれ、前記制御ロジックが帯域幅要件に関する情
報を有する、請求項２に記載の集積回路。
【請求項１１】
　前記制御ロジックが、実行可能なインストラクションを含む、請求項２に記載の集積回
路。
【請求項１２】
　前記実行可能なインストラクションが、アプリケーションソフトウェアプログラムに含
まれる、請求項１１に記載の集積回路。
【請求項１３】
　前記実行可能なインストラクションが、オペレーティングソフトウェアプログラムに含
まれる、請求項１１に記載の集積回路。
【請求項１４】
　前記実行可能なインストラクションが、ファームウェアに含まれる、請求項１１に記載
の集積回路。
【請求項１５】
　前記制御信号が、送信されるべく待機するデータパケット数に応答して発生される、請
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求項２に記載の集積回路。
【請求項１６】
　前記制御信号が、受信されるべく待機するデータパケット数に応答して発生される、請
求項２に記載の集積回路。
【請求項１７】
　前記制御信号が、送信されるべくデータパケットが待機する平均時間に応答して発生さ
れる、請求項２に記載の集積回路。
【請求項１８】
　前記制御信号が、前記集積回路の電力消費に応答して発生される、請求項２に記載の集
積回路。
【請求項１９】
　前記制御信号が、前記集積回路の温度に応答して発生される、請求項２に記載の集積回
路。
【請求項２０】
　前記制御信号が、第１の期間中に獲得された第１の統計値と、第２の期間中に獲得され
た第２の統計値とに応答して発生される、請求項２に記載の集積回路。
【請求項２１】
　前記集積回路が第１の帯域幅リクエストを発生でき、他の集積回路が第２の帯域幅リク
エストを発生でき、前記制御信号が、前記第１の帯域幅リクエストと前記第２の帯域幅リ
クエストとに応答して発生される、請求項２に記載の集積回路。
【請求項２２】
　前記集積回路が、前記集積回路の温度を表す第１の温度信号を発生でき、他の集積回路
が、他の集積回路の温度を表す第２の温度信号を発生でき、前記制御信号が、前記第１の
温度信号と前記第２の温度信号とに応答して発生される、請求項２に記載の集積回路。
【請求項２３】
　前記制御信号が周期的に発生される、請求項２に記載の集積回路。
【請求項２４】
　前記制御ロジックが、オーバライド信号に応答して制御信号を発生する、請求項２に記
載の集積回路。
【請求項２５】
　前記制御ロジックが、閾値に応答して制御信号を発生する、請求項２に記載の集積回路
。
【請求項２６】
　前記閾値が最小帯域幅である、請求項２５に記載の集積回路。
【請求項２７】
　前記閾値が最高温度値である、請求項２５に記載の集積回路。
【請求項２８】
　前記閾値が最大電力消費値である、請求項２５に記載の集積回路。
【請求項２９】
　前記閾値が、前記第１のトランシーバがある期間中に送信と受信との間で移行する回数
である、請求項２５に記載の集積回路。
【請求項３０】
　前記閾値が最小の待ち時間値である、請求項２５に記載の集積回路。
【請求項３１】
　前記集積回路が第３のモードで動作可能であり、
　　前記第３の動作モード中に、前記第１のトランシーバは信号を送受信でき、前記第２
のトランシーバは信号の送信又は受信に関しディスエーブルにされる、請求項２に記載の
集積回路。
【請求項３２】
　前記第３の動作モードが位相較正モードである、請求項３１に記載の集積回路。
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【請求項３３】
　前記第３の動作モードがインピーダンス較正モードである、請求項３１に記載の集積回
路。
【請求項３４】
　前記第２のトランシーバが、電力制約に応答してディスエーブルにされる、請求項３１
に記載の集積回路。
【請求項３５】
　前記第２のトランシーバが、ハードウェア装置の故障に応答してディスエーブルにされ
る、請求項３１に記載の集積回路。
【請求項３６】
　前記第２のトランシーバが、信号故障に応答してディスエーブルにされる、請求項３１
に記載の集積回路。
【請求項３７】
　前記集積回路が第３のモードで動作可能であり、
　　前記第３の動作モード中に、前記第１のトランシーバは信号の送信のみを行うことが
でき、前記第２のトランシーバはディスエーブルにされる、
　請求項２に記載の集積回路。
【請求項３８】
　前記集積回路が、第３のモードで動作可能であり、
　　前記第３の動作モード中に、前記第１のトランシーバは信号の受信のみを行うことが
でき、前記第２のトランシーバはディスエーブルにされる、
　請求項２に記載の集積回路。
【請求項３９】
　前記第３の動作モードが位相較正モードである、請求項３８に記載の集積回路。
【請求項４０】
　前記第３の動作モードがインピーダンス較正モードである、請求項３８に記載の集積回
路。
【請求項４１】
　前記制御信号が、アドレス／データストローブ、書込みイネーブル信号、チップ選択信
号、データバリッド信号、又はデータレディ信号からなる群から選択される、請求項２に
記載の集積回路。
【請求項４２】
　前記第１のトランシーバ及び前記第２のトランシーバが、入力マルチプレックスデシリ
アライザ回路及び出力マルチプレックスシリアライザ回路に結合される、請求項２に記載
の集積回路。
【請求項４３】
　回路であって、
　　第１の組の接点と第２の組の接点とを含む複数の接点を有するインタフェースと、
　　前記第１の組の接点が送信し、前記第２の組の接点が受信するように構成できる前記
インタフェースに結合された制御ロジックと、
　を含む回路。
【請求項４４】
　前記複数の接点が第３の組の接点を含み、前記制御ロジックが、送受信するように前記
第３の組の接点を構成できる、請求項４３に記載の回路。
【請求項４５】
　前記複数の接点が第３の組の接点を含み、前記制御ロジックが、ディスエーブルにされ
るように前記第３の組の接点を構成できる、請求項４３に記載の回路。
【請求項４６】
　回路であって、
　　第１の組の接点と、第２の組の接点と、第３の組の接点と、第４の組の接点とを含む
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複数の接点を有するインタフェースと、
　　前記第１の組の接点が送信し、前記第２の組の接点が受信し、前記第３の組の接点が
送受信し、前記第４の組の接点がディスエーブルにされるように構成できる前記インタフ
ェースに結合された制御ロジックと、
　を含む回路。
【請求項４７】
　メモリシステムであって、
　　制御信号に応答して、複数の接点を一方向接点と双方向接点とに、適応して又はユー
ザ規定により分割されることができる入力／出力コネクタインタフェースと、
　　前記入力／出力コネクタインタフェースに結合された制御信号を出力できる制御ロジ
ックと、
　を備えるメモリシステム。
【請求項４８】
　前記一方向接点が、第１の信号を受信するのみのための第１の接点と、第２の信号を送
信するのみのための第２の接点とを含む、請求項４７に記載のメモリシステム。
【請求項４９】
　前記複数の接点が、前記制御信号に応答してディスエーブルにされるメンテナンス接点
を含む、請求項４７に記載のメモリシステム。
【請求項５０】
　装置であって、
　　第１の集積回路であって、
　　　第１のトランシーバに結合された第１の接点と、
　　　第２のトランシーバに結合された第２の接点と、を含み、
　　前記第１の集積回路が、第１のモード及び第２のモードで動作可能であり、
　　　前記第１の動作モード中に、前記第１のトランシーバは信号を送受信でき、前記第
２のトランシーバは信号を送受信でき、
　　　前記第２の動作モード中に、前記第１のトランシーバは信号を送信でき、前記第２
のトランシーバは信号を受信できる、第１の集積回路と、
　　前記第１の集積回路に結合された第２の集積回路であって、
　　　第１のトランシーバに結合された第１の接点と、
　　　第２のトランシーバに結合された第２の接点と、を含み、
　　前記第２の集積回路が、第１のモード及び第２のモードで動作可能であり、
　　　前記第１の動作モード中に、前記第１のトランシーバは信号を送受信でき、前記第
２のトランシーバは信号を送受信でき、
　　　前記第２の動作モード中に、前記第１のトランシーバは信号を受信でき、前記第２
のトランシーバは信号を送信できる、第２の集積回路と、
　を備える装置。
【請求項５１】
　　　第１のトランシーバに結合された第１の接点と、
　　　第２のトランシーバに結合された第２の接点と、を含む、
　　前記第１の集積回路と前記第２の集積回路とに結合された第３の集積回路であって、
　　　前記第３の集積回路が、第１のモード及び第２のモードで動作可能であり、
　　　　前記第１の動作モード中に、前記第１のトランシーバは信号を送受信でき、前記
第２のトランシーバは信号を送受信でき、
　　　　前記第２の動作モード中に、前記第１のトランシーバは信号を受信でき、前記第
２のトランシーバは信号を送信できる、第３の集積回路、
　をさらに備える、請求項５０に記載の装置。
【請求項５２】
　前記装置が汎用コンピュータである、請求項５０に記載の装置。
【請求項５３】
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　前記装置がコプロセッサである、請求項５０に記載の装置。
【請求項５４】
　前記装置がビデオゲームコンソールである、請求項５０に記載の装置。
【請求項５５】
　前記装置がコンピュータグラフィックスカードである、請求項５０に記載の装置。
【請求項５６】
　前記装置がプリンタである、請求項５０に記載の装置。
【請求項５７】
　装置であって、
　　マスタデバイスであって、
　　　第１の接点と第２の接点とを含むコネクタインタフェースと、
　　　前記第１の接点に結合された第１のトランシーバと、
　　　前記第２の接点に結合された第２のトランシーバと、を含み、
　　　前記マスタデバイスが、第１のモード及び第２のモードで動作可能であり、
　　　　前記第１の動作モード中に、前記第１のトランシーバは信号を送受信でき、前記
第２のトランシーバは信号を送受信でき、
　　　　前記第２の動作モード中に、前記第１のトランシーバは信号の送信のみを行うこ
とができ、前記第２のトランシーバは信号の受信のみを行うことができる、マスタデバイ
スと、
　　前記マスタデバイスに結合されたメモリであって、
　　　第１の接点と第２の接点とを含むコネクタインタフェースと、
　　　前記第１の接点に結合された第１のトランシーバと、
　　　前記第２の接点に結合された第２のトランシーバと、を含み、
　　　前記メモリが、第１のモード及び第２のモードで動作可能であり、
　　　　前記第１の動作モード中に、前記第１のトランシーバは信号を送受信でき、前記
第２のトランシーバは信号を送受信でき、
　　　　前記第２の動作モード中に、前記第１のトランシーバは信号の受信のみを行うこ
とができ、前記第２のトランシーバは信号の送信のみを行うことができる、メモリと、
　を備える装置。
【請求項５８】
　前記マスタデバイスがメモリコントローラである、請求項５７に記載の装置。
【請求項５９】
　前記マスタデバイスがプロセッサである、請求項５７に記載の装置。
【請求項６０】
　前記メモリが集積回路メモリデバイスである、請求項５７に記載の装置。
【請求項６１】
　前記メモリが、複数の集積回路メモリデバイスを含むメモリモジュールである、請求項
５７に記載の装置。
【請求項６２】
　前記マスタデバイス及びメモリが、メモリコマンドに応答して第１の動作モードで動作
する、請求項５７に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気信号の転送に関する。
【背景技術】
【０００２】
　バス又はポイントツーポイントリンクなどの相互接続は、集積回路（「ＩＣ」）などの
電子的構成部品、プリント回路基板又は電子デバイスの間で電気信号を転送するために使
用される。バスは、典型的に「送受信」（すなわち送信又は受信）用の２つ以上の接続点
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を各々が有する複数の信号線を示す。各接続点は、トランシーバ回路（すなわち送受信機
）又は単一の送信機又は受信機回路の一方に電気的に接続するか又は結合する。「ポイン
トツーポイントリンク」は１つ又は複数の信号線を示し、各々の信号線は典型的に２つの
トランシーバ接続点を有し、各々のトランシーバ接続点は、送信機回路、受信機回路又は
トランシーバ回路に結合される。例えば、ポイントツーポイントリンクは、一方の端部に
又はその近くに結合された送信機と、他方の端部に又はその近くに結合された受信機とを
含んでもよい。バス及びポイントツーポイントリンクの両方は、少なくとも１つの信号線
として示された「リンク」を含み、各々は少なくとも２つの接続点を有する。各々の接続
点は、送信機回路、受信機回路又はトランシーバ回路に電気的に結合される。
【０００３】
　電子的構成部品の機能又は意図するワークロードに応じて、電子的構成部品の入力／出
力（「Ｉ／Ｏ」）インタフェースの接点には、特定の電気信号方向を割り当ててもよい。
電子的構成部品インタフェース、特に接点の数及び種類により、転送できる電気信号又は
Ｉ／Ｏ帯域幅の量が制限される。例えば、電子的構成部品は、それによって送信されるか
又は受信される電気信号の数が大きく変わる場合、多数の双方向接点を有してもよい。双
方向接点は、使用時、共に電気信号の送信及び受信の両方を行う接点として示される。し
かし、双方向接点は、電気信号の送受信の間の「ターンアラウンド」又は移行のために時
間を必要とする。ダイナミックランダムアクセスメモリ（「ＤＲＡＭ」）などのいくつか
の電子的構成部品では、双方向接点の「ターンアラウンド」に必要な時間はまた、ＤＲＡ
Ｍの内部回路の状態機械の移行遅延に左右される。このターンアラウンド時間は、電気信
号を転送するために利用可能な時間を消費し、このように、インタフェース電気信号転送
効率又はＩ／Ｏ帯域幅を減少させる。対照的に、電子的構成部品は、送受信すべき電気信
号の数が一般に知られている場合、多数の一方向接点を有することが可能である。一方向
接点は、電気信号の送信又は受信に使用される接点として示される。一方向接点は、ター
ンアラウンド時間を必要とせず、したがって、インタフェース電気信号の転送効率又はＩ
／Ｏ帯域幅を増大させるが、一方向接点は、送信又は受信される信号の数の大きな変化を
効率的に処理できる柔軟性も有しない。
【０００４】
　したがって、電気信号を転送するために適切な数及び種類の接点を含むように、電子的
構成部品インタフェースを適応構成するための装置及び方法を提供することが望ましい。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】本発明の実施形態による帯域幅割当て制御ロジック（Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ａｌ
ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｌｏｇｉｃ）１３０を含む装置１００の図面である
。
【図２】相互接続トポロジの関数及び送信／受信データの比率としてのバス効率を示した
チャートを示す図である。
【図３】本発明の実施形態による送信・受信ターンアラウンドロジック（Ｔｒａｎｓｍｉ
ｔ－Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｔｕｒｎａｒｏｕｎｄ　ｌｏｇｉｃ）、送信・受信ロジック（Ｔｒ
ａｎｓｍｉｔ－Ｒｅｃｅｉｖｅ　ｌｏｇｉｃ）、メンテナンスロジック（Ｍａｉｎｔｅｎ
ａｎｃｅ　ｌｏｇｉｃ）、及びマニュアルオーバライド及び制限ロジック（Ｍａｎｕａｌ
　Ｏｖｅｒｒｉｄｅ　ａｎｄ　Ｌｉｍｉｔｓ　ｌｏｇｉｃ）を有する帯域幅割当て制御ロ
ジック（Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｌｏｇｉｃ）を
含む装置３００の図面である。
【図４】本発明の実施形態による送信・受信ターンアラウンド方法（Ｔｒａｎｓｍｉｔ－
Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｔｕｒｎａｒｏｕｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ）４００のフローチャートを示す
図である。
【図５】本発明の実施形態による送信・受信方法（Ｔｒａｎｓｍｉｔ－Ｒｅｃｅｉｖｅ　
ｍｅｔｈｏｄ）５００のフローチャートを示す図である。
【図６】本発明の実施形態によるメンテナンス方法（Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　ｍｅｔｈ
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ｏｄ）６００のフローチャートを示す図である。
【図７】本発明の実施形態によるマニュアルオーバライド及び制限方法（Ｍａｎｕａｌ　
Ｏｖｅｒｒｉｄｅ　ａｎｄ　Ｌｉｍｉｔｓ　ｍｅｔｈｏｄ）７００のフローチャートを示
す図である。
【図８】本発明の実施形態によるインタフェース構成方法８００のフローチャートを示す
図である。
【図９】本発明の実施形態による帯域幅割当て制御ロジック（Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ａｌ
ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｌｏｇｉｃ）１３０及び専用の一方向インタフェー
スを含む装置１００の図面である。
【図１０】本発明の実施形態によるＩＣ調停ロジック（ＩＣ　Ａｒｂｉｔｒａｔｅ　ｌｏ
ｇｉｃ）１０４０を含む装置１０００の図面である。
【図１１】本発明の実施形態によるキューモニタロジック（Ｑｕｅｕｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒ
　ｌｏｇｉｃ）１１１０を含む装置１１００の図面である。
【図１２】本発明の実施形態によるＩＣ電力及び温度調停ロジック（ＩＣ　Ｐｏｗｅｒ　
ａｎｄ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ａｒｂｉｔｒａｔｅ　ｌｏｇｉｃ）１２８０を含む装
置１２００の図面である。
【図１３】本発明の実施形態による統計値ロジック（Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ　ｌｏｇｉｃ
）１３２０と１３３０を含む装置１３００の図面である。
【図１４】本発明の実施形態によるソフトウェア構成要素１４２０と１４３０を含む装置
１４００の図面である。
【図１５】本発明の実施形態によるＩＣリクエスト方法（ＩＣ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｍｅｔ
ｈｏｄ）１５００の図面である。
【図１６】本発明の実施形態によるキューモニタ方法（Ｑｕｅｕｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒ　ｍ
ｅｔｈｏｄ）１６００の図面である。
【図１７】本発明の実施形態によるＩＣ電力方法（ＩＣ　Ｐｏｗｅｒ　ｍｅｔｈｏｄ）１
７００の図面である。
【図１８】本発明の実施形態によるＩＣ電力散逸方法（ＩＣ　Ｐｏｗｅｒ　Ｄｉｓｓｉｐ
ａｔｉｏｎ　ｍｅｔｈｏｄ）１８００の図面である。
【図１９】本発明の実施形態による統計値方法（Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ　ｍｅｔｈｏｄ）
１９００の図面である。
【図２０】本発明の実施形態による方法２０００の図面である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　装置及び方法は、Ｉ／Ｏインタフェースを様々な種類のインタフェースに構成すること
によって、ＩＣなどの電気的構成部品のＩ／Ｏ帯域幅を割り当てる。本発明の一実施形態
では、Ｉ／Ｏインタフェースは、双方向、一方向（専用の送信用接点又は専用の受信用接
点のいずれかを含む）あるいはメンテナンス目的用（例えば、メンテナンス用接点又は較
正動作モードを用いる）に構成される。Ｉ／Ｏインタフェースは、デフォルト又はユーザ
選択可能な設定によって初期化設定される。Ｉ／Ｏインタフェースは、電子的構成部品内
のデータワークロードの変化などのシステムパラメータに応答して、Ｉ／Ｏ帯域幅を最適
に割り当てるように周期的に再構成可能である。システムパラメータには、１）送信・受
信バスターンアラウンドの数、２）送信及び／又は受信コマンドの数、３）送信及び／又
は受信データパケットの数、４）送信／受信バースト長の特性、５）１つ以上の電子的構
成部品からの直接リクエスト、６）１つ以上の電子的構成部品内の待ち行列のトランザク
ションの数、７）バスコマンドの持続時間又はサイクルカウント、及び書込み可能、チッ
プ選択、データバリッド、データレディなどの制御ストローブ、８）１つ以上の電気的構
成部品の電力及び／又は温度、９）ソフトウェアアプリケーション又はオペレーティング
システムなどの実行可能なインストラクションからの情報、１０）ユーザ選択可能な構成
設定又はオーバライド、１１）異なる帯域幅割当てを用いてより優れた性能が得られるか
どうかを決定するために、それぞれの期間にわたる多数の統計値が含まれるが、それらに
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限定されない。システムパラメータの重要性は、本発明の実施形態で時間の経過に応じて
加重することが可能である。
【０００７】
　装置のＩ／Ｏ相互接続の効率（図２に図示）は、相互接続トポロジと、相互接続された
電子的構成部品の間で送信されるワークロードとによって決定される。双方向インタフェ
ース又は接点は、送信対受信データの比率の変化と共にワークロードについてより大きな
柔軟性を提供する。しかし、電気バス又は送受信データの間の相互接続ターンアラウンド
時間は、利用可能な合計送信時間の一部を消費する。図２のチャート２００の曲線２０１
で示したように、Ｉ／Ｏ相互接続の効率は、ワークロードが完全に送信又は受信された場
合に１００％に近づくが、この理由は、相互接続ターンアラウンドがそれらの場合に生じ
ないからである。最悪の場合のワークロードは、５０％／５０％でインタリーブされた送
信／受信データであり、この場合、電気的相互接続ターンアラウンドは、Ｉ／Ｏ相互接続
の効率を最も悪化させる。この例では、Ｉ／Ｏ相互接続の効率は７０％に悪化しているの
が示されている。電気的相互接続のターンアラウンドによる実際の劣化は、データバース
ト長、データ送信時間、及び相互接続ターンアラウンド時間によって決定される。チャー
ト２００はＩ／Ｏ相互接続の効率のみを示し、メモリコアバンクコンフリクト、データス
トールなどの他のバス効率の損失を考慮していない。
【０００８】
　５０％／５０％でインタリーブされた送信／受信データなどの例では、Ｉ／Ｏ相互接続
の効率は、Ｉ／Ｏインタフェースの半分を一方向送信接点に、残りのインタフェースを一
方向受信接点に構成することによって増加させることが可能である。一方向接点は、相互
接続ターンアラウンドを必要とせず、図２の曲線２０２で示したように、特定のワークロ
ードについて１００％の効率をもたらす。しかし、一方向接点は、ワークロードについて
、送信／受信データの１つの特定の比率よりも低い効率を提供する。一方向接点の二次効
果は、バスターンアラウンドの待機の可能性がないので固定待ち時間を含み、特定量のデ
ータの送信により長くかかるので僅かにより長い充てん時間を含む。
【０００９】
　図１は、相互接続１４０によって電子的構成部品１２０に結合された電子的構成部品１
１０を含む装置１００を示している。本発明の一実施形態では、電子的構成部品１１０と
１２０は、それぞれ、別個にパッケージされた半導体基板に形成された論理回路である。
代わりの一実施形態では、電子的構成部品１１０は、メモリコントローラ、汎用プロセッ
サ又はグラフィックスプロセッサなどのマスタデバイスであり、電子的構成部品１２０は
、マスタデバイスと通信するメモリデバイス、コプロセッサ、又は周辺Ｉ／Ｏブリッジな
どの少なくとも１つの別個にパッケージされたＩＣ又はチップである。他の実施形態では
、電子的構成部品１１０と１２０は、互いに通信する集積回路でもよい。
【００１０】
　本発明の一実施形態では、メモリデバイスは、ＤＲＡＭ、リードオンリーメモリ（「Ｒ
ＯＭ」）、強誘電性ＲＡＭ（「ＦＲＡＭ」）、磁気抵抗又は磁気ＲＡＭ（「ＭＲＡＭ」）
、スタティックアクセスメモリ（「ＳＲＡＭ」）、フラッシュメモリ（「フラッシュ」）
、ダブルデータレートＳＤＲＡＭ（「ＤＤＲ」）又はそれらの等価物などのメモリセルの
アレイを有する集積回路デバイスの共通クラスである。メモリデバイスの例は、ダイレク
トランバス（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｒａｍｂｕｓ）（登録商標）メモリデバイス（「ＤＲＤＲＡ
Ｍ」）、ＸＤＲ（商標）メモリデバイス又はそれらの等価物を含む。
【００１１】
　本発明の一実施形態では、電子的構成部品１２０は、コネクタインタフェースを有する
基板に配置された複数のメモリデバイスを含むメモリモジュールである。
【００１２】
　本発明の一実施形態では、電子的構成部品１１０と１２０は、同一のプリント回路基板
に又は異なるそれぞれの回路基板に配置される。本発明の一実施形態では、電子的構成部
品１１０と１２０は、単独で又は組み合わせて、汎用コンピュータ、サーバ、ビデオゲー
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ムコンソール、コンピュータグラフィックスカード又はプリンタなどの処理デバイスに含
まれる。
【００１３】
　本発明のさらに他の実施形態では、２つよりも多くの電子的構成部品が相互接続１４０
によって結合される。
【００１４】
　本発明の一実施形態では、相互接続１４０は、少なくとも２つの電子的構成部品、特に
電子的構成部品インタフェースの間で電気信号を転送するためのバス又はポイントツーポ
イントリンクである。本発明の一実施形態では、相互接続１４０の導電要素１４０は、電
気信号を導くためのワイヤ又は金属トレースである。１つ以上のターミネータ（例えば抵
抗要素）により、本発明の実施形態の相互接続１４０の各々の信号線を終端することが可
能である。
【００１５】
　相互接続１４０は、データを含み得る電気信号、制御及びメンテナンス信号を単独で又
は組み合わせて転送する。多数の専用データ又は制御信号群を含むデータ及び制御信号は
、本発明の実施形態の専用線でマルチプレクスするか又は転送することが可能である。電
圧又は電流モード信号処理を使用してもよい。本発明の一実施形態では、データ信号及び
制御信号をサンプリングするためのクロック情報は、相互接続１４０で転送される。
【００１６】
　装置１００の事象の同期に使用されるクロック方法は、グローバル同期クロック（すな
わち、単一のクロック周波数源が様々な電子的構成部品に配分される）、ソース同期クロ
ック（すなわち、クロック及びデータがスキューを許容するように、データがクロックに
沿ってソースからディスティネーションに搬送される）及びデータとクロックの両方の符
号化の任意のものを含む。一実施形態では、差動信号処理が使用され、そして差動対線に
わたって搬送される。代わりの実施形態では、１つ以上の共通の電圧又は電流基準が、そ
れぞれの１つ以上の電流／電圧モードレベル信号処理で使用される。さらに他の実施形態
では、多信号（すなわち、電圧／電流）レベルから形成されたシンボルを使用して情報が
転送されるマルチレベル信号処理が、使用される。
【００１７】
　相互接続１４０にわたる信号処理は、ノンリターンゼロ（「ＮＲＺ」）、マルチレベル
のパルス振幅変調（「ＰＡＭ」）、位相シフトキーイング、遅延又は時間変調、直交位相
変調（「ＱＡＭ」）及びトレリス符号化などの異なる変調方法を組み込むことが可能であ
る。他の信号処理方法及び装置、例えば、光ファイバ、容量的に又はＲＦ結合された構成
要素ベースの装置及び方法を相互接続１４０によって使用してもよい。
【００１８】
　本発明の一実施形態では、データは、データパケットと共に送受信コマンドを使用して
転送される。送信コマンドは、読取り、書込み、又はプレチャージコマンドを含み得るが
、それらに限定されない。
【００１９】
　電子的構成部品１１０と１２０の各々は、インタフェース１１９と１２９をそれぞれ含
む。本発明の一実施形態では、インタフェース１１９と１２９は複数の各接点１１６ａ－
ｎと１２６ａ－ｎを含む。接点は、電子的構成部品に電気信号を入力するか又はそこから
出力するための導電要素又はノードである。接点は、本発明の実施形態に金属面、ワイヤ
、ピン又はそれらの等価物を含んでもよい。
【００２０】
　相互接続１４０は、本発明の実施形態にｎの信号線、電子的構成部品１１０から電子的
構成部品１２０に電気信号を送信するためのｔの信号線、電子的構成部品１１０と１２０
の間で電気信号の送信及び受信の両方を行うためのｂの信号線、電子的構成部品１２０か
ら電子的構成部品１１０に電気信号を受信するためのｒの信号線（ｎ－ｔ－ｂ－ｍ）、及
びメンテナンス動作モード用のｍの信号線を含む。本発明の一実施形態では、ｎの信号線
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は、インタフェース１１９内の接点１１６ａ－ｎに、及びインタフェース１２９内の接点
１２６ａ－ｎにそれぞれ結合される。本発明の一実施形態では、接点１１６ａ－ｎは、ト
ランシーバ１１５ａ－ｎにそれぞれ結合され、接点１２６ａ－ｎはトランシーバ１２６ａ
－ｎにそれぞれ結合される。
【００２１】
　トランシーバ１１５ａ－ｎと１２５ａ－ｎは、帯域幅割当て制御（「ＢＡＣ」）ロジッ
ク１３０からの制御信号１３３と１３４に応答して、双方向又は一方向動作モードで動作
するための送受信回路を含む。双方向動作モードで、トランシーバは、ターンアラウンド
時間の後に電気信号を送信又は受信できる。一方向動作モードで、トランシーバは、電気
信号の送信のみ又は受信のみ行うことができる。メンテナンス動作モードで、トランシー
バは、データの送信又は受信に関しディスエーブルにされる。本発明の一実施形態では、
各トランシーバ１１５ａ－ｎと１２５ａ－ｎは、制御信号１３３と１３４に応答してトラ
ンシーバの動作を決定するプログラマブルレジスタに結合される。
【００２２】
　少なくとも１つのトランシーバが１つの動作モードから他の動作モードに変更されると
き、インタフェース１１９又は１２９が、単独で、構成される。両方のインタフェース１
１９と１２０は、共通の信号線に結合された少なくとも２つのトランシーバが、１つの動
作モードから他の動作モードに同一又は相補的な動作モードに変更されるときに構成され
る。例えば、インタフェース１２９は、ｎ／２のトランシーバを一方向動作モード（送信
）にプログラミングし、ｎ／２のトランシーバを双方向動作モードにプログラミングする
ことによって構成可能である。同様に、インタフェース１１９は、ｎ／２のトランシーバ
を一方向動作モード（受信、及び電子的構成部品１２０内の一方向トランシーバと同一の
それぞれの信号線に結合される）にプログラミングし、ｎ／２のトランシーバを双方向動
作モードにプログラミングすることによって構成可能である。このように、本発明の実施
形態では、インタフェースは、複数のトランシーバの動作モードを変更することによって
構成され、この場合、複数のトランシーバのそれぞれの組のトランシーバは、同一又は相
補的モードで動作し、組はヌル又はゼロの組を含んでもよい。
【００２３】
　本発明の実施形態では、電子的構成部品は、一方向動作モードで動作する多数のトラン
シーバを有することが可能である（例えば、一方は送信のみで動作、他方は受信のみで動
作する２つのトランシーバ、あるいは両方が送信又は受信で動作する２つのトランシーバ
）。一方向動作モードは、本発明の実施形態で異なるバースト長を含むことが可能である
。例えば、電子的構成部品１１０で送信一方向動作モードで動作するトランシーバは、電
子的構成部品１２０で送信一方向動作モードで動作するトランシーバよりも大きなバース
ト長を転送してもよい。本発明の実施形態では、一方向動作モードにより、無秩序に又は
並列にデータを転送することも可能である。
【００２４】
　本発明の一実施形態では、トランシーバ１１５ａ－ｎは、電子的構成部品１１０の出力
Ｍｕｘ／シリアル回路１１１及び入力Ｍｕｘ／デシリアル回路１１２に結合される。出力
Ｍｕｘ／シリアル回路１１１は、パラレル信号をトランシーバ１１５ａ－ｎのシリアル信
号に変換する。入力Ｍｕｘ／デシリアル回路１１２は、トランシーバ１１５ａ－ｎのシリ
アル信号をパラレル信号に変換する。出力Ｍｕｘ／シリアル回路１１１及び入力Ｍｕｘ／
デシリアル回路１１２は、ＢＡＣロジック１３０からの制御信号１３１に応答して構成さ
れる。
【００２５】
　トランシーバ１２５ａ－ｎは、電子的構成部品１２０の出力Ｍｕｘ／シリアル回路１２
１及び入力Ｍｕｘ／デシリアル回路１２２に結合される。出力Ｍｕｘ／シリアル回路１２
１は、パラレル信号をトランシーバ１２５ａ－ｎのシリアル信号に変換する。入力Ｍｕｘ
／デシリアル回路１２２は、トランシーバ１２５ａ－ｎのシリアル信号をパラレル信号に
変換する。出力Ｍｕｘ／シリアル回路１１１及び入力Ｍｕｘ／デシリアル回路１２２は、
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ＢＡＣロジック１３０からの制御信号１３２に応答して構成される。
【００２６】
　本発明の一実施形態では、出力Ｍｕｘ／シリアル回路１１１、入力Ｍｕｘ／デシリアル
回路１１２、入力Ｍｕｘ／デシリアル回路１２２及び出力Ｍｕｘ／シリアル回路１２１は
、データ情報を並べ替えることが可能なそれぞれの先入れ先出し（「ＦＩＦＯ」）バッフ
ァに結合される。
【００２７】
　本発明の代わりの一実施形態では、電子的構成部品１１０と１２０は、出力ｍｕｘ／シ
リアル又は入力ｍｕｘ／デシリアル回路を使用しない。トランシーバ１１５ａ－ｎとトラ
ンシーバ１２５ａ－ｎとに結合された電気回路は、それぞれ、直接的に又は当該電気回路
のロジック又はデジタル信号処理技術の組み合わせを通して、入出力信号の変化するビッ
ト幅を受け入れる。
【００２８】
　ＢＡＣロジック１３０は、インタフェース１１９と１２９を構成するために、トランシ
ーバ１１５ａ－ｎと１２５ａ－ｎに、及びそれらから、ならびに出力Ｍｕｘ／シリアル回
路１１１、入力Ｍｕｘ／デシリアル回路１１２、入力Ｍｕｘ／デシリアル回路１２２及び
出力Ｍｕｘ／シリアル回路１２１に、制御信号を発生する。本発明の一実施形態では、Ｂ
ＡＣロジック制御信号は、符号化されたコマンドによって相互接続１４０に転送される。
本発明の代わりの一実施形態では、ＢＡＣロジック１３０は、電子的構成部品１１０又は
１２０に含まれる。本発明のなお他の実施形態では、ＢＡＣロジック１３０は、電子的構
成部品１１０と１２０とは別個の電子的構成部品に配置されるか、あるいはソフトウェア
コード又は実行可能なインストラクションを通してバーチャルに実施される。本発明のさ
らに他の実施形態では、同様に、インタフェースを構成するための別のロジックは、いず
れか又は両方の電子的構成部品１１０と１２０に配置される。本発明の一実施形態では、
ＢＡＣロジック１３０、ならびにここに記載した他のロジックは、単独又は組み合わせた
ハードウェア及びソフトウェアを含む。
【００２９】
　図３は、本発明の実施形態の様々なそれぞれのシステムパラメータに応答してインタフ
ェース１１９と１２９を構成するためのＢＡＣロジック１３０に、単独で又は組み合わせ
て、様々な種類のロジックを含む装置３００を示している。装置３００は、図１に示した
同様の参照した要素を含み、これらは同様に動作し、上に説明されている。しかし、ＢＡ
Ｃロジック１３０は、本発明の実施形態に、単独で又は組み合わせて、送受信（「Ｔ／Ｒ
」）ターンアラウンドプロフィールロジック（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　ａｎｄ　Ｒｅｃｅｉｖ
ｅ　（“Ｔ／Ｒ”）　Ｔｕｒｎａｒｏｕｎｄ　Ｐｒｏｆｉｌｅ　ｌｏｇｉｃ）３０４、Ｔ
／Ｒプロフィールロジック（Ｔ／Ｒ　Ｐｒｏｆｉｌｅ　ｌｏｇｉｃ）３０１、メンテナン
スロジック（Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　ｌｏｇｉｃ）３０２、及びマニュアルオーバライ
ド及び制限ロジック（Ｍａｎｕａｌ　Ｏｖｅｒｒｉｄｅｓ　ａｎｄ　Ｌｉｍｉｔｓ　ｌｏ
ｇｉｃ）３０３を含む。マニュアルオーバライド及び制限信号３１０（Ｍａｎｕａｌ　Ｏ
ｖｅｒｒｉｄｅ　ａｎｄ　Ｌｉｍｉｔｓ　ｓｉｇｎａｌ）は、本発明の一実施形態でマニ
ュアルオーバライド及び制限ロジック（Ｍａｎｕａｌ　Ｏｖｅｒｒｉｄｅｓ　ａｎｄ　Ｌ
ｉｍｉｔｓ　ｌｏｇｉｃ）３０３に入力される。同様に、メンテナンス信号（Ｍａｉｎｔ
ｅｎａｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）３１０は、本発明の一実施形態でメンテナンスロジック（
Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　ｌｏｇｉｃ）３０２に入力される。
【００３０】
　図１に示した装置３００は、低いＩ／Ｏ接点要件及び利用可能な低いシステムボードエ
リアを有するＩＣなどの電子的構成部品に好ましい。デフォルトとして又は装置３００の
初期化において、インタフェース１１９と１２９は、本発明の実施形態で双方向インタフ
ェースに構成される。ＢＡＣロジック１３０、特にＴ／Ｒ　ターンアラウンドプロフィー
ルロジック（Ｔ／Ｒ　Ｔｕｒｎａｒｏｕｎｄ　Ｐｒｏｆｉｌｅ　ｌｏｇｉｃ）３０４及び
Ｔ／Ｒ　プロフィールロジック（Ｔ／Ｒ　Ｐｒｏｆｉｌｅ　ｌｏｇｉｃ）３０１は、バス
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トラフィックを監視して、相互接続１４０のトラフィック値に応答してインタフェース１
１９と１２９を再構成する。Ｔ／Ｒターンアラウンドプロフィールロジック（Ｔ／Ｒ　Ｔ
ｕｒｎａｒｏｕｎｄ　Ｐｒｏｆｉｌｅ　ｌｏｇｉｃ）３０４は、ある期間いくつかの相互
接続ターンアラウンドを監視し、Ｔ／Ｒプロフィールロジック（Ｔ／Ｒ　Ｐｒｏｆｉｌｅ
　ｌｏｇｉｃ）は、ある期間にわたって送信データ及び受信データの量を監視する。
【００３１】
　図４は、相互接続ターンアラウンド数に基づき電子的構成部品のインタフェースを本発
明の実施形態に構成するための方法４００を示している。本発明の一実施形態では、ここ
に記載した当該方法に示したロジックブロック又はステップは、通常動作、又は両方の初
期化におけるインタフェースを構成するためのユーザ選択可能な設定を表す。本発明のな
お他の実施形態では、ここに記載した当該方法に示したロジックブロック又はステップは
、ハードウェア動作の実行を表す。本発明の代わりの一実施形態では、ロジックブロック
は、単独で又は組み合わせて、ソフトウェアプログラム、ソフトウェアオブジェクト、ソ
フトウェアファンクション、ソフトウェアサブルーチン、ソフトウェアメソッド、ソフト
ウェアインスタンス、コードフラグメントなどのソフトウェアコンポーネントの実行を表
す。本発明のなお他の実施形態では、ロジックブロックは、単独で又は組み合わせて、ソ
フトウェアオペレーション、ハードウェアオペレーション、ユーザオペレーションを表す
。本発明の代わりの実施形態では、ここに記載した方法で、より少ないか又はより多いロ
ジックブロックが実施される。
【００３２】
　図４は、ロジックブロック４０１によって示されるように、パワーアップ又は初期化に
おいてデフォルト設定として双方向インタフェースの構成を開始する。相互接続ターンア
ラウンドは、ロジックブロック４０２で示したようにある期間カウントされる。相互接続
ターンアラウンドは、トランシーバ１１５ａ－ｎと１２５ａ－ｎが、電気信号の送信と電
気信号の受信との間で移行するときとして規定される。本発明の一実施形態では、トラン
シーバ１１５ａ－ｎと１２５ａ－ｎからの制御信号１３３と１３４は、相互接続ターンア
ラウンドの数をＴ／Ｒターンアラウンドプロフィールロジック（Ｔ／Ｒ　Ｔｕｒｎａｒｏ
ｕｎｄ　Ｐｒｏｆｉｌｅ　ｌｏｇｉｃ）３０４に提供する。ロジックブロック４０３で示
したように、相互接続ターンアラウンドのカウントされた数が相互接続ターンアラウンド
閾値を越えたかどうかについて、決定される。本発明の一実施形態では、ターンアラウン
ド閾値は、Ｔ／Ｒターンアラウンドプロフィールロジック（Ｔ／Ｒ　Ｔｕｒｎａｒｏｕｎ
ｄ　Ｐｒｏｆｉｌｅ　ｌｏｇｉｃ）３０４に記憶される。ターンアラウンド閾値を超えた
場合、制御はロジックブロック４０４に移行し、さもなければ、制御はロジックブロック
４０２に移行して戻る。本発明の一実施形態では、制御がロジックブロック４０４に移行
する前に、ターンアラウンド閾値が特定の期間にわたってロジックブロック４０２で数回
越えた場合、一致投票がある。ロジックブロック４０４では、双方向インタフェースは一
方向インタフェースに構成される。双方向動作モードの所定数のトランシーバは、一方向
送信動作モードに構成され、所定数の双方向トランシーバが一方向受信動作モードに構成
される。本発明の最良の形態の実施形態では、すべてのｎのトランシーバは、ロジックブ
ロック４０１及びロジックブロック４０４の双方向動作モードに構成され、１）ｎ／２の
トランシーバは一方向送信動作モードに構成され、ｎ／２のトランシーバは一方向受信動
作モードに構成され、あるいは２）３ｎ／４のトランシーバは一方向送信動作モードに構
成され、ｎ／４のトランシーバは一方向受信動作モードに構成される。ロジックブロック
４０５で、相互接続１４０の利用が監視される。ロジックブロック４０６で示したように
、相互接続１４０の利用が、利用閾値未満に低下したかどうかが決定される。本発明の一
実施形態では、利用閾値は、Ｔ／Ｒプロフィールロジック（Ｔ／Ｒ　Ｐｒｏｆｉｌｅ　ｌ
ｏｇｉｃ）３０１に記憶される。相互接続１４０の利用が相互接続閾値未満に低下した場
合、制御はロジックブロック４０１に移行して戻り、この場合、一方向インタフェースは
双方向インタフェースに戻って構成され、さもなければ、制御はロジックブロック４０７
に移行し、このブロックにより、本発明の最良の形態の実施形態の一方向動作モードにあ
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るトランシーバが再構成される。再構成中、トランシーバの数には、送信のみ又は受信の
みが再割当てされる。次に、制御はロジックブロック４０５に移行する。本発明の代わり
の実施形態では、平均バースト長が監視され、バースト長閾値値と比較される。
【００３３】
　図５は、電子的構成部品によって送受信されたデータパケットの絶対数、あるいは本発
明の実施形態による電子的構成部品によって送信又は受信された送信対受信データパケッ
トの比率に応答してインタフェースを構成するための方法５００を示している。図５は、
ロジックブロック５０１によって示されるように、パワーアップ又は初期化においてデフ
ォルト設定として双方向インタフェースへの構成を開始する。送受信されたデータパケッ
トは、ロジックブロック５０２で示したようにある期間カウントされる。本発明の一実施
形態では、トランシーバ１１５ａ－ｎと１２５ａ－ｎからの制御信号１３３と１３４は、
送受信データパケットの数をＴ／Ｒプロフィールロジック（Ｔ／Ｒ　Ｐｒｏｆｉｌｅ　ｌ
ｏｇｉｃ）３０１に提供する。ロジックブロック５０３で示したように、送受信されたデ
ータパケットのカウントされた数又はその比率がＴ／Ｒ閾値を越えたかどうかについて、
決定される。本発明の一実施形態では、Ｔ／Ｒ閾値は、Ｔ／Ｒプロフィールロジック（Ｔ
／Ｒ　Ｐｒｏｆｉｌｅ　ｌｏｇｉｃ）３０１に記憶される。Ｔ／Ｒ閾値を超えた場合、制
御はロジックブロック５０４に移行し、さもなければ、制御はロジックブロック５０２に
移行して戻る。ロジックブロック５０４では、双方向インタフェースは一方向インタフェ
ースに構成される。所定数のトランシーバは、一方向送信動作モードに構成され、所定数
の双方向トランシーバが一方向受信動作モードに構成される。ロジックブロック５０５で
は、特定のシステムパラメータの状態を示す制御信号が受信されたかどうかについて、決
定される。以下に説明するように、制御信号は、電子的構成部品又はアプリケーションソ
フトウェアプログラムから要求された帯域幅を示すことが可能である。代わりの一実施形
態では、制御信号は、ホストリクエストコマンドと組み合わせて、読取り／書込みコラム
動作又はアドレス／データストローブ（「ＡＤＳ」）（Ａｄｄｒｅｓｓ／Ｄａｔａ　ｓｔ
ｒｏｂｅ　（“ＡＤＳ”））を示す。制御信号が受信された場合、制御はロジックブロッ
ク５０２に移行して戻り、さもなければ、制御はロジックブロック５０６に移行し、ここ
で、インタフェースがさらに再構成される。例えば、インタフェースは、ロジックブロッ
ク５０４で、ｎ／２の一方向送信動作モード及びｎ／２の一方向受信動作モードに構成さ
れていた可能性がある。この場合、インタフェースは、電子的構成部品がまもなく大量の
データを送信することを示す制御信号に基づき、ｎ／４の一方向受信動作モード及び３ｎ
／４の一方向送信動作モードに再構成可能である。本発明の他の実施形態では、ロジック
５０５の制御信号は、相互接続利用の所定の閾値に応答する。
【００３４】
　本発明の他の実施形態では、高い優先順位を有するデータパケットが重み付けされる。
アプリケーション用にクオリティオブサービスが重要である場合、インタフェースは、送
信キューの高い優先順位を有するデータパケットに応答して構成される。クオリティオブ
サービスは、より高い優先順位のデータパケットがより迅速に処理されることができるよ
うに、他のデータパケットよりも高い優先順位を特定のデータパケットに付与することを
指す。この優先的な処理は、これらのより高い優先順位のデータパケットのサービス時間
を短縮するために意図される。
【００３５】
　高い優先順位のデータパケットを可能な限り速く処理させるために、ｎの一方向送信モ
ードにインタフェースを構成して、決定された速度又は時間で高い優先順位のデータパケ
ットを送信することが可能である。
【００３６】
　本発明の代わりの一実施形態では、インタフェースは、データパケットに関し上述のよ
うにいくつかの送受信コマンド又はその比率に応答して構成される。本発明の代わりの一
実施形態では、送受信コマンドの数は、重みが付けられた高い優先性のデータを有するコ
マンドでカウントされる。
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【００３７】
　図６は、トランシーバのいくつかがディスエーブルにされるメンテナンス又は較正モー
ド中に、インタフェースを構成するための方法６００を示している。本発明の一実施形態
では、メンテナンスロジック３０２は、メンテナンス信号３１０に応答してこの機能を実
行する。方法６００は、メンテナンス信号（Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）が
受信されたかどうかを決定することによって始まる。メンテナンス信号が受信された場合
、制御はロジックブロック６０２に移行し、さもなければ、制御はロジックブロック６０
１に移行して戻る。次に、インタフェースは、ロジックブロック６０２で一時的に又は永
続的にディスエーブルにされる所定数のトランシーバに構成される。本発明の一実施形態
では、ｎ／４のトランシーバは一方向送信動作モードに構成され、ｎ／２は一方向受信動
作モードに構成され、ｎ／４はメンテナンス動作モードに構成されるか又はディスエーブ
ルにされる。本発明の他の実施形態では、ｎ／２のトランシーバは双方向動作モードにあ
り、ｎ／２はメンテナンス動作モードにあるか又はディスエーブルにされたリンクである
。メンテナンス動作は、ロジックブロック６０３で実行される。本発明の一実施形態では
、メンテナンス動作は、位相又はインピーダンス較正ならびに信号又は電子的構成部品の
故障に基づくディスエーブルを含む。本発明の一実施形態では、電気信号は、ディスエー
ブルにされなかった相互接続で転送される。メンテナンス動作モードがロジックブロック
６０４で完了したかどうかについて、決定が行われる。メンテナンス動作モードが完了し
ていない場合、制御はロジックブロック６０３に通過して戻り、さもなければ、インタフ
ェースがメンテナンス動作モードの前にその以前の構成に再構成された場合、制御はロジ
ックブロック６０５に移行する。本発明の一実施形態では、方法６００が何回も繰り返さ
れる。
【００３８】
　図７は、マニュアルオーバライド及び限界に応答してインタフェースを構成するための
方法７００を示している。本発明の一実施形態では、マニュアルオーバライド及び制限ロ
ジック（Ｍａｎｕａｌ　Ｏｖｅｒｒｉｄｅｓ　ａｎｄ　Ｌｉｍｉｔｓ　ｌｏｇｉｃ）３０
３は、マニュアルオーバライド及び制限信号３２０に応答してこの機能を実行する。方法
７００は、ロジックブロック７０１によって示されるように、双方向インタフェース及び
／又は一方向インタフェースの構成を決定することから始める。本発明の一実施形態では
、ロジックブロック７０１は、上述のように方法４００又は５００によって実行される。
ロジックブロック７０２では、双方向動作モード及び一方向動作モードの最小数のトラン
シーバが獲得される。本発明の一実施形態では、それぞれのモードのトランシーバの最小
の数が、マニュアルオーバライド及び制限ロジック（Ｍａｎｕａｌ　Ｏｖｅｒｒｉｄｅｓ
　ａｎｄ　Ｌｉｍｉｔｓ　ｌｏｇｉｃ）３０３に記憶されるか、あるいはマニュアルオー
バライド及び限界信号（Ｍａｎｕａｌ　Ｏｖｅｒｒｉｄｅｓ　ａｎｄ　Ｌｉｍｉｔｓ　ｓ
ｉｇｎａｌ）３２０によってマスタデバイス又は記憶レジスタから提供される。決定され
た構成がロジックブロック７０３の構成の最小を越えたかどうかについて、決定が行われ
る。構成の最小を越えた場合、最小の構成が、ロジックブロック７０４で示したように提
示された構成で置き換えられる。例えば、ロジックブロック７０１が、インタフェースが
一方向送信動作モードで動作すべきであり、少なくとも１つの一方向受信動作モードの最
小が限界値又は要件であることを決定した場合、ロジックブロック７０４は、双方向動作
モードで動作するｎ－１のトランシーバ、及び一方向受信動作モードで動作する１つのト
ランシーバへのインタフェースを構成する。本発明の他の実施形態では、マニュアルオー
バライドは、最小値又は最大値と対照的に絶対値に設定してもよい。ロジックブロック７
０５では、固定待ち時間が必要であるかどうかについて、あるいは相互接続ターンアラウ
ンドを回避して、そして決定待ち時間を維持するために、一方向の方向性が常に限界値で
あるかどうかについて、決定が行われる。固定待ち時間が限界値でない場合、制御はロジ
ックブロック７０７に移行し、さもなければ、制御はロジックブロック７０６に移行し、
ロジックブロック７０１によって決定された構成は、固定待ち時間の限界値の構成によっ
て優先される。ロジックブロック７０７では、電子的構成部品による特定の帯域幅に対す
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るコマンドが受信されたかどうかについて、決定が行われる。電子的構成部品がより多く
の読取り／書込み帯域幅を要求する場合、ロジックブロック７０８は、インタフェースが
ロジックブロック７０１で決定されるよりも、むしろ電子的構成部品によって要求される
ように構成されることを示す。さもなければ、方法７００は終了する。本発明の一実施形
態では、方法７００が何回も繰り返される。
【００３９】
　本発明の代わりの一実施形態では、図９は、構成不可能な専用の一方向トランシーバと
、当初双方向動作モードで動作する構成可能なトランシーバとの組み合わせを有する装置
９００を示している。本実施態様は、ある程度のワークロード柔軟性をなお維持しつつ、
低いシリコンの領域及びＩ／Ｏインタフェースの低電力消費を必要とする用途に好ましい
。電子的構成部品１１０のインタフェース１１９は接点９１６ａ～９１６ｎを含み、電子
的構成部品１２０は接点９２６ａ～９２６ｎを含む。電子的構成部品１１０は、信号線ｔ
１とｔ２に結合された専用の一方向トランシーバ又は送信機９１１と９１３、ならびに信
号線ｒ１とｒ２に結合された一方向送信機又は受信機９１５と９１７を含む。同様に、電
子的構成部品１２０は、信号線ｔ１とｔ２に結合された専用の一方向トランシーバ又は受
信機９２２と９２４、ならびに信号線ｒ１とｒ２に結合されたトランシーバ又は送信機９
２６と９２８を含む。構成可能なトランシーバ９５１と９５３は、それぞれ、信号線ｂ１
とｂｎによって構成可能なトランシーバ９５２と９５４に結合される。ＢＡＣロジック１
３０は、Ｉ／Ｏ帯域幅を割り当てるために、一方向動作モードに構成可能なトランシーバ
を構成する。例えば、ｎ／３のトランシーバは専用の受信機一方向動作モードにあり、ｎ
／３のトランシーバは専用の送信動作モードにあり、受信又は送信動作モードに構成する
ことができるｎ／３のトランシーバは双方向動作モードにある。デフォルトとして又は初
期化時、ＢＡＣロジック１３０は、インタフェースを、特にｎ／３のトランシーバを双方
向動作モードで構成する。次に、ＢＡＣロジック１３０は、ｎ／３のトランシーバ送信及
び２ｎ／３のトランシーバ受信から、２ｎ／３のトランシーバ送信及びｎ／３のトランシ
ーバ受信の範囲に、インタフェースを構成するように、システムパラメータに応答してイ
ンタフェースを構成する。
【００４０】
　図８は、専用の一方向トランシーバに結合されたインタフェースの双方向動作モードで
トランシーバを構成するための方法８００を示している。方法８００は、インタフェース
がｎ／２のトランシーバ送信（専用の一方向トランシーバ送信及び送信に構成された双方
向トランシーバを含む）及びｎ／２のトランシーバ受信（専用の一方向トランシーバ及び
受信に構成された双方向トランシーバを含む）からなるデフォルト構成を有するように、
ロジックブロック８０１で、トランシーバを双方向動作で半分を送信に、及び半分を受信
に設定することによって始まる。ロジックブロック８０２から理解されるように、インタ
フェースの意図する構成について、決定が行われる。本発明の一実施形態では、ロジック
ブロック８０２のインタフェースの意図する構成を決定するために、方法４００又は５０
０が使用される。次に、双方向動作モードの適切な数のトランシーバがロジックブロック
８０３で構成され、方法８００が終わる。本発明の一実施形態では、構成すべきトランシ
ーバの数は、１の粒度だけ線形的に又は２進系列の粒度で増加させられる。本発明のなお
他の実施形態では、方法８００が何回も繰り返される。
【００４１】
　図１０は、本発明の実施形態の帯域幅リクエスト制御信号に応答してインタフェースを
構成するためのＢＡＣロジック１３０のＩＣ調停ロジック（ＩＣ　Ａｒｂｉｔｒａｔｅ　
ｌｏｇｉｃ）１０４０を含む装置１０００を示している。装置１０００は、図１に示した
同様の参照した要素を含み、これらは同様に動作し、上に説明されている。ＢＡＣロジッ
ク１３０は、本発明の実施形態に、単独で又は組み合わせて、それぞれの電子的構成部品
１１０と１２０の調停ロジック１０４０及び制御ロジック１０１０と１０２０を含む。制
御ロジック１０１０と１０２０は、予想されるＩＣインタフェース要件に基づき、ＢＡＣ
ロジック１３０へのＩ／Ｏ帯域幅リクエスト制御信号１０３１と１０３２を発生する。本
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発明の一実施形態では、ＢＡＣロジック１３０は、単独で又は組み合わせて、Ｉ／Ｏ帯域
幅リクエスト制御信号１０３１と１０３２に応答して相互接続１４０を構成する。両方の
Ｉ／Ｏ帯域幅リクエスト信号が受信された場合、調停ロジック１０４０がコンフリクトを
解決する。例えば、調停ロジック１０４０は、接続された電子的構成部品の優先順位リス
トを含み、本発明の実施形態で、ある期間中に、最高の優先順位の電子的構成部品からの
Ｉ／Ｏ帯域幅リクエストを容認して、他のリクエストを無視する。本発明の代わりの一実
施形態では、調停ロジック１０４０は、それぞれの電子的構成部品からのＩ／Ｏ帯域幅リ
クエストを交互に容認する。制御ロジック１０１０と１０２０は、ファームウェア、汎用
プロセッサ、コンビネーション及びシーケンシャルロジック、本発明の実施形態のオペレ
ーティングシステム又はハイレベルソフトウェアなどの機械読取り可能なインストラクシ
ョンを実行する処理ユニットである。
【００４２】
　図１５は、本発明の実施形態の調停ロジック１０４０、制御ロジック１０１０と１０２
０の機能を実行するための方法１５００を示している。方法１５００は、ロジックブロッ
ク１５０１で示したように、リクエストされたＩ／Ｏ帯域幅を示す制御信号を発生する電
子的構成部品を発生することによって始まる。例えば、制御ロジック１０２０は、すべて
のトランシーバ送信をリクエストする調停ロジック１０４０への制御信号１０３２を発生
する。ロジックブロック１５０２によって示されるように、多数のＩ／Ｏ帯域幅リクエス
トがそれぞれの電子的構成部品から受信されたかどうかについて、決定が行われる。本発
明の一実施形態では、調停ロジック１０４０は、多数のＩ／Ｏ帯域幅リクエストが受信さ
れたかどうかについて決定する。多数のＩ／Ｏ帯域幅リクエストが、ある期間内に受信さ
れなかった場合、制御はロジックブロック１５０４に移行し、ここで、インタフェースは
、Ｉ／Ｏ帯域幅リクエスト制御信号によって示されるように構成され、方法１５００が終
わる。多数のＩ／Ｏ帯域幅リクエストが、ある期間内に受信された場合、ロジックブロッ
ク１５０３で示したように、リクエストが調停される。本発明の一実施形態では、方法１
５００が何回も繰り返される。本発明の実施形態では、調停ロジック１０４０は、上述の
ようにＩ／Ｏ帯域幅リクエスト制御信号を調停する。
【００４３】
　図１１は、本発明の実施形態に、単独で又は組み合わせて、それぞれの電子的構成部品
１１０と１２０に、データパケットキュー１１５０と１１６０、及びキューモニタロジッ
ク１１１０と１１２０を含む装置１１００を示している。キューモニタロジック１１１０
と１１２０は、相互接続１４０に送信すべき待ち行列のデータパケットの数又はデータパ
ケットがデータパケットキュー１１５０と１１６０に記憶される平均時間にそれぞれ応答
して、ＢＡＣロジック１３０への制御信号１１３１と１１３２を発生する。装置１１００
は、図１に示した同様の参照した要素を含み、これらは同様に動作し、上に説明されてい
る。しかし、ＢＡＣロジック１３０は、いくつかの待ち行列のデータパケット又は送信す
べきデータパケットの平均待機時間に応答して発生された制御信号１１３１と１１３２に
応答してインタフェースを構成する。
【００４４】
　図１６は、相互接続１４０に送信すべき待ち行列のデータパケットの数又はキューに記
憶されたデータパケットの平均待機時間に応答してインタフェースを構成するための方法
１６００を示している。方法１６００は、ロジックブロック１６０１で示したように、送
信待機しているデータパケットの数を獲得することによって始まる。データパケット閾値
が獲得されて、ロジックブロック１６０２に示したように、送信待機しているデータパケ
ットの数と比較される。本発明の一実施形態では、キューモニタロジック１１１０と１１
２０は、同一又は異なる値であり得るデータパケット閾値を記憶する。待機しているデー
タパケットの数がデータパケット閾値を越えた場合、制御はロジックブロック１６０５に
移行する。さもなければ、制御信号は、ロジックブロック１６０３で示したように発生さ
れる。本発明の一実施形態では、キューモニタロジック１１１０と１１２０は、それぞれ
、ＢＡＣロジック１３０への制御信号１１３１と１１３２を発生する。次に、インタフェ
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ースは、ロジックブロック１６０４で示したように制御信号１１３１と１１３２に応答し
てＢＡＣロジック１３０によって構成される。次に、データパケットを送信するための平
均待機時間は、ロジックブロック１６０５で示したように獲得される。キューモニタロジ
ック１１１０と１１２０は、それぞれ、データパケットキュー１１５０と１１６０で待ち
行列のデータパケットの平均待機時間を獲得する。次に、平均待機時間の閾値が獲得され
て、ロジックブロック１６０６で示したように、測定された平均待機時間と比較される。
本発明の一実施形態では、平均待機時間の閾値は、それぞれ、キューモニタロジック１１
１０と１１２０に記憶される。測定された平均待機時間が平均待機時間の閾値を越えた場
合、制御はロジックブロック１６０７に移行し、ここで、制御信号がロジックブロック１
６０７で示したように発生される。制御はロジックブロック１６０８に移行し、ここで、
インタフェースが構成される。本発明の一実施形態では、キューモニタロジック１１１０
と１１２０は、それぞれ、制御信号１１３１と１１３２を発生する。次に、インタフェー
スが、ロジックブロック１６０８で示されるように制御信号１１３１と１１３２に応答し
てＢＡＣロジック１３０によって構成され、方法１６００が終わる。本発明の一実施形態
では、方法１６００が何回も繰り返される。
【００４５】
　方法１６００及び装置１１００は、データパケットを待機するための送信キューのデプ
スを低減する。データパケットキュー１１５０と１１６０がいっぱいになった場合、これ
は、送信すべき新しいデータパケットを追加するためのキューエントリがないので、送信
用電子的構成部品のストールを引き起こす。キューデプスの監視により、キューが、常に
ある空きのキューエントリを有することを保証することにより、電子的構成部品による計
算の維持が可能になる。同様に、データパケットがキューで待機する時間量の監視は、キ
ューサービス時間の測定である。各々の電子的構成部品のキューサービス時間を平均化す
ることにより、送信機がタイムリにキューエントリを流すことを保証することによって、
かつ受信機がタイムリにデータを得ることを保証することによって、性能の向上をもたら
すことができる。本発明のなお他の実施形態では、インタフェースは、受信待機している
データパケットの数又はデータパケットが受信される前の時間量に応答して再構成される
。
【００４６】
　図１２は、単独で又は組み合わせて、それぞれの電子的構成部品１１０と１２０の電力
モニタロジック１２１０と１２３０、及び温度（「Ｔｅｍｐ」）モニタロジック１２２０
と１２４０と、本発明の実施形態のＢＡＣロジック１３０の電力及び温度（「Ｐ／Ｔ」）
調停ロジック１２８０とを含む装置１２００を示している。温度モニタロジック１２２０
と１２４０、及び電力モニタロジック１２１０と１２３０は、電子的構成部品１１０又は
１２０にそれぞれ統合するか、又は構成要素１１０又は１２０に別個に結合可能である。
電力モニタロジック１２１０と１２３０は、電子的構成部品１１０と１２０の電力消費に
応答して、ＢＡＣロジック１３０への制御信号１２３３と１２３２を発生する。同様に、
温度（Ｔｅｍｐ）モニタロジック１２２０と１２４０は、電子的構成部品１１０と１２０
の温度に応答して、ＢＡＣロジック１３０への制御信号１２３１と１２３４を発生する。
装置１２００は、図１に示した同様の参照した要素を含み、これらは同様に動作し、上に
説明されている。しかし、ＢＡＣロジック１３０、特にＰ／Ｔ調停ロジック１２８０は、
それぞれの電子的構成部品１１０と１２０によって消費された温度及び電力に応答して発
生された制御信号１２３１と１２３４に応答してインタフェースを構成する。本発明の一
実施形態では、電力モニタロジック１２１０と１２３０は、電子的構成部品１１０と１２
０の個々の構成部品用の電力センサを含む。例えば、電力モニタロジック１２１０と１２
３０は、様々な動作状態における電子的構成部品の送信機及び受信機の電力消費を監視し
て、記録する。同様に、温度（Ｔｅｍｐ）モニタロジック１２２０と１２４０は、個々の
構成要素の温度、ならびに本発明の実施形態で異なる冷却力学を有し得る全体の電子的構
成部品温度を監視するために、個々の温度センサを含む。したがって、インタフェースは
、バッテリなどの電力源を計画するか又は長持ちさせるために、電子的構成部品１１０と
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１２０の電力消費及び温度に応答して構成することができる。同様に、インタフェースは
また、性能、信頼性を低下させるか、あるいは故障を引き起こす可能性がある電子的構成
部品１１０と１２０に対する熱効果を低減するために、電子的構成部品１１０と１２０の
温度に応答して構成することができる。異なる電子的構成部品は異なる冷却メカニズムを
有する場合があり、インタフェースの動的構成により、電子的構成部品が過熱して、信号
、電子的構成部品の故障、又は性能劣化を引き起こす可能性を低減することが可能である
。
【００４７】
　図１７は、電力消費に応答してインタフェースを構成するための方法１７００を示して
いる。方法１７００は、ロジックブロック１７０１で示したように電子的構成部品による
電力消費から始まる。電力消費閾値が獲得されて、ロジックブロック１７０２に示したよ
うに測定された電力消費値と比較される。本発明の一実施形態では、電力モニタロジック
１２１０と１２３０は、同一又は異なるそれぞれの値であり得る電力消費閾値を記憶する
。ロジックブロック１７０３では、比較に応答して制御信号が発生される。次に、インタ
フェースが、ロジックブロック１７０４で示したように制御信号に応答して構成される。
ロジックブロック１７０５で、多数の電子的構成部品が電力消費制御信号を発生したかど
うかについて、決定が行われる。単一の電力消費制御信号が受信された場合、方法１７０
０が終わり、さもなければ、制御はロジックブロック１７０６に移行し、ここで、それぞ
れの電子的構成部品からの多数の電力消費制御信号が調停され、インタフェースが、ロジ
ックブロック１７０７で示したように調停に応答して構成される。本発明の一実施形態で
は、方法１７００が何回も繰り返される。本発明の一実施形態では、図１０に関して上述
したように、多数の電力消費制御信号が調停される。
【００４８】
　図１８は、温度に応答してインタフェースを構成するための方法１８００を示している
。方法１８００は、ロジックブロック１８０１で示したように電子的構成部品による温度
獲得から始まる。温度閾値が獲得されて、ロジックブロック１８０２に示したように、測
定された温度値と比較される。本発明の一実施形態では、温度（Ｔｅｍｐ）モニタロジッ
ク１２２０と１２４０は、同一又は異なるそれぞれの値であり得る温度閾値を記憶する。
ロジックブロック１８０３では、比較に応答して制御信号が発生される。次に、インタフ
ェースが、ロジックブロック１８０４で示したように制御信号に応答して構成される。ロ
ジックブロック１８０５で、多数の電子的構成部品が温度制御信号を発生したかどうかに
ついて、決定が行われる。単一の温度制御信号が受信された場合、方法１８００が終わり
、さもなければ、制御はロジックブロック１８０６に移行し、ここで、それぞれの電子的
構成部品からの多数の温度制御信号が調停され、インタフェースが、ロジックブロック１
８０７で示したように調停に応答して構成される。本発明の一実施形態では、方法１８０
０が何回も繰り返される。本発明の一実施形態では、図１０に関して上述したように、多
数の温度制御信号が調停される。
【００４９】
　図１３は、本発明の実施形態に、単独で又は組み合わせて、それぞれの電子的構成部品
１１０と１２０に、統計値ロジック１３２０と１３３０を含む装置１３００を示している
。統計値ロジック１３２０と１３３０は、統計値に応答してＢＡＣロジック１３０への制
御信号１３３１と１３３２を発生する。本発明の他の実施形態では、統計値ロジック１３
２０又は１３３０は、電子的構成部品１１０、１２０に又はソフトウェアコードにあって
もよい。装置１３００は、図１に示した同様の参照した要素を含み、これらは同様に動作
し、上に説明されている。しかし、ＢＡＣロジック１３０は、それぞれの電子的構成部品
１１０と１２０によって獲得された統計値によって発生された制御信号１３１－１３４及
び制御信号１３３１と１３３２に応答してインタフェースを構成する。本発明の一実施形
態では、統計値ロジック１３２０と１３３０は、ある期間にわたって統計値を獲得して、
異なる帯域幅割当て又は異なるインタフェース構成を用いてより優れた性能が得られるか
どうかを決定する。例えば、統計値ロジック１３２０と１３３０は、帯域幅利用及び／又
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は様々な構成（すべて一方向、すべて双方向、一方向及び双方向の混合）に対するサービ
ス時間のようなパフォーマンスメトリックスに関する式を含む。同様の動作条件の下に以
前の期間にわたって獲得された統計値を使用して、最適な帯域幅割当て又は構成を決定す
ることができる。
【００５０】
　図１９は、統計値に応答してインタフェースを構成するための方法１９００を示してい
る。方法１９００は、ロジックブロック１９０１によって示したようにそれぞれの期間に
わたって、それぞれのインタフェース構成の多数の統計値を獲得することによって始まる
。例えば、ゲームソフトウェアアプリケーションのそれぞれの実行中にデータを転送する
ための構成は、データを転送するためのそれぞれの転送時間と共に記憶される。次に、ロ
ジックブロック１９０２は、ゲームソフトウェアアプリケーションの実行中にデータを転
送するための最小の時間量などの単一又は多数の統計値に基づき最適なインタフェース構
成を決定する。本発明の一実施形態では、統計値ロジック１３２０と１３３０は、様々な
統計値を測定しかつ計算して、対応するそれぞれのインタフェース構成を記憶する機能を
実行する。次に、最適なインタフェース構成を含む制御信号１３３１と１３３２などの統
計値制御信号は、ロジックブロック１９０３で示したように発生される。次に、インタフ
ェースが、ロジックブロック１９０４で示したように統計値制御信号に応答して構成され
、方法１９００が終わる。本発明の他の実施形態では、方法１９００は、１回繰り返すか
又は何回繰り返してもよい。
【００５１】
　図１４は、本発明の実施形態に、単独で又は組み合わせて、それぞれの電子的構成部品
１１０と１２０に、ソフトウェアコンポーネント１４２０と１４３０を含む装置１４００
を示している。ソフトウェアコンポーネント１４２０と１４３０は、ファームウェア、ア
プリケーションソフトウェア又はオペレーティングシステムなどの実行可能な機械読取り
可能なインストラクションである。本発明の実施形態では、ソフトウェアコンポーネント
は、単独で又は組み合わせて、ソフトウェアプログラム、ソフトウェアオブジェクト、ソ
フトウェアファンクション、ソフトウェアサブルーチン、ソフトウェアメソッド、ソフト
ウェアインスタンス、コードフラグメントを含む。ソフトウェアコンポーネント１４３０
と１４２０は、ソフトウェア構成要素１４３０と１４２０のインストラクションのイベン
ト、状態又は実行に応答して、ＢＡＣロジック１３０への制御信号１４３１と１４３２を
発生する。例えば、ソフトウェアコンポーネント１４３０は、特定のインストラクション
コードセグメントの実行中の特定のインタフェース構成のために、リクエスト又は制御信
号１４３２を発生するゲームソフトウェアアプリケーションである。装置１４００は、図
１に示した同様の参照した要素を含み、これらは同様に動作し、上に説明されている。
【００５２】
　図２０は、ソフトウェアに応答してインタフェースを構成するための方法２０００を示
している。方法２０００は、ロジックブロック２００１で示したようにゲームアプリケー
ションソフトウェアプログラムなどのソフトウェアコンポーネントを実行することによっ
て始まる。次に、ソフトウェアコンポーネントは、ロジックブロック２００２で示したよ
うにソフトウェアコンポーネントの実行に応答して制御信号を発生する。本発明の一実施
形態では、制御信号は、特定の構成をリクエストするか又は送信状態などの電子的構成部
品の状態又は到来する状態を示す。インタフェースは、ロジックブロック２００３で示し
たように制御信号に応答して構成され、方法２０００が終わる。本発明の一実施形態では
、方法２０００が何回も繰り返される。
【００５３】
　本発明の好ましい実施態様の前述の説明は、例示と説明の目的で提示してきた。包括的
であること、又は開示した正確な形態に本発明を限定することは意図されない。明らかに
、多くの修正及び変更が当業者には明白であろう。本発明の原理とその実用上の用途を最
良に説明し、これによって、様々な実施形態について、かつ意図される特定の使用に適す
る種々の修正について、他の当業者が本発明を理解できるようにするために、実施形態を
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選択し、説明してきた。本発明の範囲は、冒頭の特許請求の範囲及びそれらの等価物によ
って規定されることが意図される。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【手続補正書】
【提出日】平成23年5月26日(2011.5.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集積回路であって、
　電子的構成部品にそれぞれの信号線を介して結合された複数の接点と、
　複数のトランシーバを有するインタフェースであって、前記複数のトランシーバが前記
複数の接点のそれぞれに結合され、前記複数のトランシーバが、前記複数の接点のうち第
１の複数の接点から第１の数のパラレル信号を前記電子的構成部品に同時に出力し、かつ
、前記複数の接点のうち第２の複数の接点で第２の数のパラレル信号を受け取る、インタ
フェースと、
　前記複数のトランシーバに結合され、少なくとも帯域幅割当て制御信号に応答して前記
第１及び第２の数を動的に変更する、帯域幅割当てロジックと、
を備える、集積回路。
【請求項２】
　前記制御信号が、送信データパケット数と受信データパケット数とに応答して提供され
る、請求項１に記載の集積回路。
【請求項３】
　前記制御信号が、送信されるべくデータパケットが待機する平均時間に応答して提供さ
れる、請求項１に記載の集積回路。
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【請求項４】
　前記集積回路が第１の帯域幅リクエストを提供し、他の集積回路が第２の帯域幅リクエ
ストを提供し、前記制御信号が、前記第１の帯域幅リクエストと前記第２の帯域幅リクエ
ストとに応答して提供される、請求項１に記載の集積回路。
【請求項５】
　前記帯域幅割当てロジックが、最小帯域幅を示す閾値に応答して前記制御信号を出力す
る、請求項１に記載の集積回路。
【請求項６】
　外部の電子的構成部品に結合された複数の接点のそれぞれに結合された複数のトランシ
ーバを含むインタフェースを有する集積回路内の動作方法であって、
　第１の数のパラレル信号を前記複数の接点のうち第１のセットの接点から前記電子的構
成部品へ出力するステップと、
　前記出力するステップの間、第２の数のパラレル信号を前記電子的構成部品から前記複
数の接点のうち第２のセットの接点で受け取るステップと、
　前記インタフェースの帯域幅割当てを示す少なくとも一つの制御信号に応答して前記第
１及び第２の数を変更するステップと、
を含む、方法。
【請求項７】
　前記制御信号が、送信データパケット数と受信データパケット数とに応答して提供され
る、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記制御信号が、送信されるべくデータパケットが待機する平均時間に応答して提供さ
れる、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記集積回路が第１の帯域幅リクエストを提供し、他の集積回路が第２の帯域幅リクエ
ストを提供し、前記制御信号が、前記第１の帯域幅リクエストと前記第２の帯域幅リクエ
ストとに応答して提供される、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記制御信号が、最小帯域幅を示す閾値に応答して提供される、請求項６に記載の方法
。
【請求項１１】
　システムであって、
　電子的構成部品と、
　複数の信号線を介して前記電子的構成部品に結合された集積回路と、
を備え、
　前記集積回路が、
　前記複数の信号線のそれぞれに結合された複数の接点と、
　複数のトランシーバを有するインタフェースであって、前記複数のトランシーバが前記
複数の接点のそれぞれに結合され、前記複数のトランシーバが、前記複数の接点のうち第
１の複数の接点から第１の数のパラレル信号を前記電子的構成部品に同時に出力し、かつ
、前記複数の接点のうち第２の複数の接点で第２の数のパラレル信号を受け取る、インタ
フェースと、
　前記複数のトランシーバに結合され、少なくとも帯域幅割当て制御信号に応答して前記
第１及び第２の数を動的に変更する、帯域幅割当てロジックと、
を備える、システム。
【請求項１２】
　前記制御信号が、送信データパケット数と受信データパケット数とに応答して提供され
る、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記制御信号が、送信されるべくデータパケットが待機する平均時間に応答して提供さ



(28) JP 2011-204254 A 2011.10.13

れる、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記集積回路が第１の帯域幅リクエストを提供し、他の集積回路が第２の帯域幅リクエ
ストを提供し、前記制御信号が、前記第１の帯域幅リクエストと前記第２の帯域幅リクエ
ストとに応答して提供される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記帯域幅割当てロジックが、最小帯域幅を示す閾値に応答して前記制御信号を出力す
る、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１６】
　回路であって、
　　第１の組の接点と、第２の組の接点と、第３の組の接点と、第４の組の接点とを含む
複数の接点を有するインタフェースと、
　　前記第１の組の接点が送信し、前記第２の組の接点が受信し、前記第３の組の接点が
送受信し、前記第４の組の接点がディスエーブルにされるように構成できる前記インタフ
ェースに結合された制御ロジックと、
　を含む回路。
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