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明 細 苫

メモリ制御装置、メモリ装置およびメモリ制御方怯

技術分野

０００1 本発明は、使用メモり帯域を増やすために、メモリテータハス幅を拡張したシステム

にぉいて、マスタからの任首アトレスへのアクセスに対して、実効伝迭効卒の向上を

図るメモり制御装置、メモり装置ぉょひメモり制御方怯に関するものてある。

背月技術

０００2 一般に、画像処理装置を含む清報処理装置ては、膨大なテータを記惜するために

、大容呈かつ低コストてある か用いられる。特に、近年の画像処理装置は、

P G2や ・264 等の ( gh Denn on) 画像処理への対応や、同時複数チヤ

ンネル処理、高画質な3 クラフィノクス処理等にょり、メモり容呈たけてなく、高いテ

ータ伝迭能力 (以下、メモり帯域と記す) を有する を必要としている。

０００3 一般的に、高いメモり帯域を実現するためには、( ) ハスの動作周波数を上ける方

怯、( 2 )メモりのハス幅を広くとる方怯、またはこれらの方怯 ( ) (2 ) を併用する方怯

なとか知られている。

０００4 一方、一般に R は、アクセスを行う際、事前にアクセスする a o を指定

して、アクティヘ一ト処理を行う必要かある。また、同一 a にぉいて、アクセスする

o を変更する場合は、一且アクセスしていた o をブリチヤ一シ処理し、新たにア

クセスする o に対してアクティヘ一ト処理を行う必要かある。これらアクティヘ一ト処

理期間、ブリチヤ一シ処理期間は、咳当ハンクに対するアクセスかてきなくなるため、

同一 a 内て、 o を切り替える際に、アクセス不可期間か発生し、テータハスに

空きか発生してしまう。そこて、その欠点を補うへく、適常 R アクセス制御にぉい
ては、ある特定のハンクへのテータ伝迭実行中に、他のハンクのアクティヘ一ト処理

、ブリチヤ一シ処理を実行することにょり、前記アクセス不可期間を隠蔽し、見かけ上

、テータハス上て、常時テータ伝迭を可能とする、ハンクインタリーフ制御と呼はれる

制御か行われる。このハンクインタリーフか有効に機能するためには、他ハンクのテ

ータ伝迭時間か前記アクセス不可期間を上回る必要かある。



０００5 しかしながら、高いメモり帯域を実現するために、前記 ( ) (2)のいずれの対応を

とった場合においても、単位時間あたりのデータ転送呈が増えるのに対し、前記アク

セス不可期間の絶対時間が変わらないため、前記アクセス不可期間を隠蔽するのに

必要なデータ転送呈が増加することになる。その結果、他バンクのデータ転送呈を増

やさない限り、すなわち、 アクセスあたりの転送ザイズを増やさない限り、前記バンク

インタリーブ制御を行っていたとしても、前記アクセス不可期間の隠蔽が十分に実現

できないため、データバスに空きが発生することとなり、アクセス効率の低下が発生す

る。このことは、伝送ザイズが 、さいアクセスが頻発するシステムにおいては、大幅な

アクセス効率の低下を招くことを意味する。

０００6 この問題に対する従来の手法として、特許文献 に記載のものがある。図3 に、こ

の従来手法の回路構成を示す。この手法では、カウンタ0、 の信号を元に、コマンド

生成手段において、メモリデバイス0、 を特定のタイミングで交互に時分割アクセス

することにょり、単一デバイスで発生するアクセス不可期間を、他方のデバイスのデ

ータ転送時間で隠蔽することにょり、バスのアクセス効率の向上を実現している。この

制御では、高いメモり帯域を実現するために、前記 ( ) (2)のいずれの対応をとった

場合においても、同一デバイス内でのバンクインタリーブ制御で隠蔽しきれなかった

アクセス不可期間を、他方のデバイスのアクセスにょり隠蔽できるため、 アクセスあ

たりの転送ザイズを増やすことなく、アクセス効率の低下を防ぐことができる。このこと

は、伝送ザイズが 、さいアクセスが頻発するシステムにおいても、アクセス効率の低

下を抑えることができることを意味する。

特許文献 1 :特開平9 9０376 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００7 しかしながら、前記従来技術では、複数のデバイスを利用しているにも関わらず、同

時にアクセスできるデバイスは つであるため、システムが使用できる最大メモり帯域

は、 つのデバイスが持つメモり帯域に限定される。それゆえ、前記従来技術におい

て、使用メモり帯域を大きくするためには、 デバイス当たりのバス幅を広げるか、動

作周波数をあげる、すなわち、ょり高速な R ( 2 3 )を使用



バス幅を拡張してデータ転送帯域を増加させる構成として、図3 2のよぅな構成も考

えられる。このメモり制御装置では、図 よりも最大メモり帯域を拡大し、かつ、8バイ

トアクセスと4バイトアクセスが可能になっている。しかし、伝送呈の 、さいアクセスや、

画像処理によく使用される任意で非連続なアクセスに対して、無駄な転送を多く行ぅ

とレぢ問題がある。

ところで、 の最小アクセス単位は、「バス幅 X 最小バースト数」で決まる。

前述した高速な は、最小バースト数が、S が であるのに対して、

は2、 2は4、 3は8と規定されているため、バス幅を広げる対応をした場

合と同様、高速な を使用することによっても、最小アクセス単位が増加すると

いぅ課題を有していた。この最小アクセス単位とは、 回のアクセスに対して、必ず転

送される最小データ転送呈を示し、あらゆるアクセス要求は、この最小アクセス単位

の整数倍で伝送されることとなる。よって、この最小アクセス単位が増大するといぅこと

は、伝送呈の 、さいアクセスや、画像処理によく使用される任意で、非連続なアクセ

スに対して、無駄な転送を多く行ぅこととなり、結果、実効転送効率の低下を導く。

具体的な例を図 に示す。図 では、 ００ zで動作する4 B eバスのS R

を使用しているシステムを、メモり帯域を2倍にするために、バス幅を倍の8 B eと

した例を示している。ここで、当然のことながら、利用メモり帯域は倍になっているが、

図 に示すよぅに、4 B e 伝送といった 、さいアクセスや、8n 4 B e アドレスから

の 8 B e 伝送といった、アドレス境界がそろっていない位置からの転送などは、有効

データと無効データが同一ザイズとなってしまい、アクセス効率は半減してしまぅ。そ

の結果、利用できるメモり帯域が2倍となっても、アクセス効率が半減しているため、

実質使用しているメモり帯域はバス幅拡張前と同じ4００MB s となってしまい、バスを

拡張した効果が全くなくなる場合が存在する。

本発明は、上記課題を解決するために、メモリバス幅の拡張を行ったり、高速

を使用することによる使用メモり帯域の拡大を行った際の無効データの転送呈の

増加を抑制し、高いアクセス効率を実現するメモり制御装置、メモり装置およびメモり

制御方法を提供することを目的とする。



課題を解決するための手段

００12 前記従来の課題を解決するために、本発明のメモり制御装置は、メモリアクセス要

求を発行するマスタと複数のメモリユニットとに接続され、メモリユニットのアクセスを制

御するメモり制御装置であって、前記マスタから発行された前記メモリアクセス要求を

、メモリユニット毎のアクセスコマンドに分割し、前記複数のメモリユニットにアクセスコ

マンドを発行するコマンド制御手段と、前記メモリアクセス要求が菩き込み要求である

場合に、マスタからの若き込みデータを、前記複数のメモリユニット毎のデータに分割

して各メモリユニットヘ出力し、前記メモリアクセス要求が読み出し要求である場合に

、前記複数のメモリユニットからの読み出しデータを細み合わせて、前記マスタヘ出

力するデータ制御手段とを有し、前記コマンド制御手段は、分割した複数のアクセス

コマンドに対応する前記複数のメモリユニットの物理アドレスが同じ場合と典なる場合

とで、複数のメモリユニットヘ同じ物理アドレスを出力する制御と、典なる物理アドレス

を出力する制御とを切り替える。

００13 この構成によれば、メモり帯域を広げ、かつ、最小アクセス単位を増加させずに、無

効なデータ転送の増加を抑制するとレぢ効果がある。すなわち、メモり帯域は ( つの

メモリユニットのバス幅) X (メモリユニットの個数 ) に拡大され、しかも、マスタからアク

セス可能な最小アクセス単位は つのメモリユニットのバス幅とすることができる。

００14 ここで、前記コマンド制御手段は、前記複数のメモリユニットに共通のアドレスバスと

、前記複数のメモリユニットに個別のチップセレクト信号とを介して前記複数のメモリ

ユニットに接続され、前記コマンド制御手段は、分割した複数のアクセスコマンドが同

じ物理アドレスを示す場合に、前記の個別のチップセレクト信号を同時に有効にする

ことによって、前記複数のメモリユニットヘ同じ物理アドレスを出力し、分割した複数の

アクセスコマンドが典なる物理アドレスを示す場合に、前記の個別のチップセレクト信

号をタイミングをずらして有効にすることによって、前記複数のメモリユニットヘ典なる

物理アドレスを出力し、前記データ制御手段は、前記メモリアクセス要求が菩き込み

要求である場合に、マスタからの若き込みデータを、前記複数のメモリユニット毎のデ

ータに分割して、前記アクセスコマンドのタイミングに従って各メモリユニットヘ出力し

、前記メモリアクセス要求が読み出し要求である場合に、前述したアクセスコマンドの



タイミングに従って前記複数のメモリユニットから読み出されたデータを細み合わせて

、前記マスタヘ出力するようにしてもよい。

００15 この構成によれば、前記複数のメモリユニットに独立したアドレスバスを配線する必

要がないので、アドレスバスの配線面積を削減することができ、回路面積を小型化す

ることができる。

００16 ここで、前記コマンド制御手段は、コマンド生成部と、メモリユニット毎に設けられた

コマンド発行部とを備え、前記コマンド生成部は、前記メモリアクセス要求に含まれる

論理アドレスをメモリユニット毎の物理アドレスに変換し、メモリユニット毎のアクセスコ

マンドに分割し、前記各コマンド発行部は、対応するメモリユニットに、前記コマンド生

成部からのアクセスコマンドを発行し、前記コマンド生成部は、複数のアクセスコマン

ドを複数のコマンド発行部に同時に出力するようにしてもよい。

００17 ここで、前記コマンド制御手段は、コマンド生成部と、メモリユニット毎に設けられた

コマンド発行部とを備え、前記コマンド生成部は、前記メモリアクセス要求に含まれる

論理アドレスをメモリユニット毎の物理アドレスに変換し、メモリユニット毎のアクセスコ

マンドに分割し、前記各コマンド発行部は、対応するメモリユニットに、前記コマンド生

成部からのアクセスコマンドを発行し、前記コマンド生成部は、分割した複数のアクセ

ドに対応する前記複数のメモリユニットの物理アドレスが同じ場合に、複数の

ドを複数のコマンド発行部に同じタイミングで出力し、分割した複数の

ドに対応する前記複数のメモリユニットの物理アドレスが典なる場合に

、複数のアクセスコマンドを複数のコマンド発行部に典なるタイミングで出力するよう

００18 ここで、前記複数のメモリユニットは、2つの第 、第2メモリユニットであり、前記コマ

ンド制御手段は、前記アクセス要求を第 アクセスコマンドと第2アクセスコマンドに変

換し、第 および第2メモリユニットは、前記アクセス要求が第 メモリユニットのデータ

を先頭とし、当該データの先頭が第 および第2メモリユニットのデータを含むデータ

バスのアライメントに一致する場合に、前記第 のアクセスコマンドに対応する物理ア

ドレスと前記第2のアクセスコマンドに対応するアクセスコマンドの物理アドレスとが同

じとなるように、データを格納し、前記アクセス要求が第2メモリユニットのデータを先



頭とし、当該データの先頭が第 および第2メモリユニットのデータを含むデータバス

のアライメントに一致しない場合に、前記第 のアクセスコマンドに対応する物理アド

レスと前記第2のアクセスコマンドに対応するアクセスコマンドの物理アドレスとが典な

るように、データを格納するようにしてもよい。

００19 ここで、前記コマンド制御手段は、複数のアクセスコマンドに対応する前記複数のメ

モリユニットの物理アドレスが典なる場合に、アドレスおよびチップセレクト信号の出カ

タイミングをメモリユニット毎に遅らせることにより、複数メモリユニットの同一のアドレス

と典なるアドレスを切り替えるようにしてもよい。

００2０ ここで、前記複数のメモリユニットは第 ～第 のメモリユニットであり、前記複数のメ

モリユニットの各々は、 バイトの最小アクセス単位を有し、前記論理アドレス空間は

、繰り返し配置される単位領城に沿って連続する論理アドレスを有し、各単位領城は

、第 ～第 のメモリユニットの互いに対応する 個の ( X整数 )バイト領城が順に

配置されるようにしてもよい。

００2 1 ここで、各単位領城において第 ～第 のメモリユニットの物理アドレスは共通であ

り、前記コマンド制御手段は、前記アクセス要求が前記単位領城を越えないデータザ

イズのアクセス要求である場合、前記第 ～第 のメモリユニットのうち、当該アクセス

要求に対応するメモリユニットに同時にアクセスコマンドを発行するようにしてもよい。

００22 ここで、前記第 ～第 のメモリユニットの各々は個のバンクを有し、前記論理アド

レス空間は、 個の第 ～第 の前記単位領城が繰り返し配置され、前記第 ～第 の

単位領城は、共通のロウアドレスを有し、典なるヵラムアドレスを有し、前記第 ～第

の単位領城の各々において前記 個の ( X整数 )バイト領城は、バンクアドレスが

共通であり、前記第 ～第 の単位領城は、互いにバンクアドレスが典なるようにして

もよい。

００23 この構成によれば、前記 個のアドレスが共通な複数のメモリユニットに対して同一

ザイクルでのアクセスを実現し、かつ論理的に連続なアドレス空間に配置された隣接

する前記 個のロウアドレスが共通な 個のアドレスが共通な複数のメモリユニットの

単位の間で、メモリアクセスタイミング制約に起因するロウアドレスの切替時間の最短

化を実現することができる。



００24 ここで、前記複数のメモリユニットは画像を記憶するフレームバッファとして用いられ

、前記複数のメモリユニットの各々は、 バイトの最小アクセス単位を有し、前記論理

アドレス空間は、繰り返し配置される単位領城に沿って連続する論理アドレスを有し、

各単位領城には、前記複数のメモリユニットの互いに対応する複数の ( X整数 )バ

イト領城が順に配置され、前記画像の水平アドレスに対応して 個の単位領城が隣

接して配置され、垂直アドレスに対応して 個の単位領城が配置されるようにしてもよ

い０

００25 この構成によれば、前記フレームバッファに対してアクセスを行う場合には、前記フ

レームバッファの水平方向に前記メモリユニット単位のアクセスアライメントでアクセス

し、前記フレームバッファの垂直方向にライン単位のアクセスアライメントでアクセスす

ることができる。

００26 ここで、前記各単位領域内における複数の ( X整数)バイト領域は、バンクアドレ

ス、ロウアドレスおよびカラムアドレスが共通であるようにしてもよい。

００27 この構成によれば、前記単位領城内に対応する典なるメモリユニットに対して同時

に同一のアドレスでアクセスを行うことができる。

００28 ここで、前記フレームバッファの水平方向または垂直方向に隣接する前記単位領

域は典なるバンクアドレスを有し、前記コマンド制御手段は、バンクインタリーブにより

隣接する前記単位領城にアクセスするように前記アクセスコマンドを発行するようにし

てもよい。

００29 ここで、前記 は2であってもよい。

００3０ ここで、前記2つのメモリユニットは画像を記憶するフレームバッファとして用いられ、

前F 2つのメモリユニットの各々は、 バイトの最小アクセス単位を有し、各単位領域

には、前記2つのメモリユニットの互いに対応する2つの ( X整数 )バイト領城が交互

に配置され、前記画像の水平アドレスに対応して 個の単位領城が隣接して配置さ

れ、垂直アドレスに対応して 個の単位領城が配置され、前記マスタからのアクセス

要求は、水平アドレスと、行単位の垂直アドレスとを含むようにしてもよい。

００3 1 この構成によれば、前記フレームバッファに対してアクセスを行う場合には、前記フ

レームバッファの水平方向に前記メモリユニット単位のアクセスアライメントでアクセス



し、前記フレームバッファの垂直方向にライン単位のアクセスアライメントでアクセスす

ることができる。

００32 ここで、前記コマンド制御手段は、前記複数のメモリユニットに共通の第 アドレスバ

スと、前記複数のメモリユニットに個別の第2アドレスバスと、前記複数のメモリユニット

に個別のチップセレクト信号を介して前記複数のメモリユニットに接続され、前記第

アドレスバスと第2アドレスバスは、アドレスバスを構成する一部のアドレス信号線と他

部のアドレス信号線であるようにしてもよい。

００33 ここで、前記コマンド制御手段は、分割した複数のアクセスコマンドが同じ物理アド

レスを示す場合に、前記の個別のチップセレクト信号と第 および第2アドレスバスと

を同時に有効にすることによって、前記複数のメモリユニットヘ同じ物理アドレスを出

力し、分割した複数のアクセスコマンドが典なる物理アドレスを示す場合でかつ第 ア

ドレスバスが典なる物理アドレスを示す場合、前記の個別のチップセレクト信号およ

び第 、第2アドレスバスを共に出力するタイミングをずらして有効にすることによって

、前記複数のメモリユニットヘ典なる物理アドレスを出力し、分割した複数のアクセス

コマンドが典なる物理アドレスを示す場合でかつ第2アドレスバスが典なる物理アドレ

スを示す場合、前記の個別のチップセレクト信号および第 及び第2アドレスバスを同

時に有効にすることによって、前記複数のメモリユニットヘ典なる物理アドレスを出力

するようにしてもよい。

００34 ここで、前記複数のメモリユニットは画像を記憶するフレームバッファとして用いられ

、前記複数のメモリユニットの各々は、 バイトの最小アクセス単位を有し、前記論理

アドレス空間は、繰り返し配置される単位領城に沿って連続する論理アドレスを有し、

各単位領城には、前記複数のメモリユニットの互いに対応する複数の ( X整数 )バ

イト領城が順に配置され、前記フレームバッファは複数の矩形領城から構成され、前

記矩形領城は、水平アドレスに対応してE個の単位領城が隣接して配置され、垂直

アドレスに対応して 個の単位領城が配置されるようにしてもよい。

００35 ここで、前記各矩形領城内の複数の前記単位領城は、共通のバンクアドレスおよび

共通のロウアドレスを有し、左右に隣接する2つの前記矩形領城は、典なるバンクアド

レスを有し、上下に隣接する2つの前記矩形領城は、任意のバンクアドレスおよび典



００36 この構成によれば、矩形領城内でカラムアドレス垂直方向に連続し、前記フレーム

バッファに対してアクセスを行ぅ場合には、前記フレームバッファの水平方向に前記メ

モリュニット単位のアクセスアライメントでアクセスし、前記フレームバッファの垂直方

向にライン単位のアクセスアライメントでアクセスすることができる。

００37 ここで、各単位領城には、前記複数のメモリュニットの互いに対応する複数の ( X

整数 )バイト領域が、前記複数のメモリュニットの並びに対応する順に配置されるよう

にしてもよい。

００38 ここで、前記各矩形領城内の複数の前記単位領城は、任意の単一な前記メモリュ
ニットで構成され、共通のバンクアドレスを有し、左右に隣接する2つの前記矩形領

城は、典なるカラムアドレスを有し、上下に隣接する2つの前記矩形領城は、典なるメ

モリュニットの単位領城で構成され、任意のバンクアドレスおよびカラムアドレスが典

なるよぅにしてもよい。

００39 ここで、各単位領城には、前記複数のメモリュニットの互いに対応する複数の ( X

整数 )バイト領城が、前記複数のメモリュニットの並びに対応する順に配置されるよぅ

にしてもよい。

００4０ ここで、 行以上連続するG からなる第 の小矩形領城における各単位領城は、

前記複数の ( X整数 )バイト領城が、前記複数のメモリュニットの並びに対応する順

に配置され、隣接する 行以上連続する 行からなる第2の小矩形領城における各単

位領城には、前記複数の ( X整数 )バイト領城が、前記第 の小矩形領城と典なる

順に配置され、前記第 小矩形領城と前記第2小矩形領城の関係が前記矩形領城

内において繰り返されるよぅにしてもよい。

００4 1 また、本発明のメモり装置は、 パッケージィヒされたメモり装置であって、複数のメモ

リュニットと、外部から、アクセスコマンドを受信し、前記複数のメモリュニットに供給す

るコマンドインターフェースと、前記複数のメモリュニットと同数の部分的なバスにビッ
ト分割されたデータバスと、外部から供給される同期信号に従って、外部と前記複数

のメモリュニットの各々との間で前記データバスを介して独立にデータを入出力する

データインターフェースとを備える。



００42 この構成によれば、複数のメモリユニットが パッケージィヒされている場合であっても

、上記メモり制御装置と相侯って、高いアクセス効率を実現可能である。

００43 ここで、前記コマンドインターフェースは、時分割多重ィヒされた複数のアクセスコマ

ンドを前記同期信号の ザイクル期間に受信し、前記メモり装置は、さらに、前記コマ

ンドインターフェースによって受信された、時分割多重されたアクセスコマンドを逆多

重化し、アクセスコマンドを対応するメモリユニットに分配する逆多重ィヒ部を備えるよう

にしてもよい。

００44 この構成によれば、パッケージ化によってパッケージへのアクセスコマンド供給を高

速化することが可能になり、その結果、パッケージのビン数およびパッケージへの配

線数を低減することができる。

００45 ここで、前記コマンドインターフェースは、前記複数のメモリユニット個別に有効また

は無効にする複数のセレクト信号を受信し、受信したセレクト信号を対応するメモリユ

ニットに供給するようにしてもよい。

００46 この構成によれば、パッケージ内の複数のメモリユニットに個別にセレクト信号を供

給し、個別のアクセスを容易にすることができる。

００47 ここで、前記コマンドインターフェースは、前記複数のメモリユニット毎に有効か無効

かを示すユニット情報を受信し、前記メモり装置は、さらに、前記ユニット情報を前記

複数のメモリユニット個別のセレクト信号に変換し、変換したセレクト信号を各メモリユ

ニットに供給する変換手段を有するようにしてもよい。

００48 この構成によれば、パッケージ内の複数のメモリユニットに個別にセレクト信号をパ

ッケージに供給する代わりにユニット情報を供給するので、パッケージのビン数およ

びパッケージへの配線数を低減することができる。

００49 また、本発明のメモり制御装置は、メモリアクセス要求を発行するマスタと、複数のメ

モリユニットとに接続され、メモリユニットのアクセスを制御するメモり制御装置であっ
て、前記マスタから発行された前記メモリアクセス要求を、メモリユニット毎のアクセス

コマンドに分割するコマンド制御手段と、前記複数のメモリユニットに供給される同期

信号の ザイクル期間内に複数のアクセスコマンドを時分剖多重化し、時分剖多重さ

れたアクセスコマンドを発行する多重化手段と、前記複数のメモリユニットと同数の部



分的なバスにビット分割されたデータバスと、前記メモリアクセス要求が菩き込み要求

である場合に、マスタからの若き込みデータを、前記複数のメモリュニット毎のデータ

に分割して各メモリュニットヘ出力し、前記メモリアクセス要求が読み出し要求である

場合に、前記複数のメモリュニットからの読み出しデータを細み合わせて、前記マス

タヘ出力するデータ制御手段とを有する構成としてもよい。

００5０ この構成によれば、メモり制御装置から複数のメモリュニットへの配線数を低減する

ことができる。

００5 1 また、本発明のメモり制御方法、半導体装置は、上記と同様の構成を有する。

００5 2 本構成によって、メモリバス幅の拡張を行ったり、高速 を使用することによる

使用メモり帯域の拡大を行った際の無効データの転送呈の増加を抑制し、高いアク

セス効率を実現できる。

発明の効果

００5 3 本発明のメモり制御装置によれば、利用メモり帯域の拡大のために、バス幅を拡張

した場合や、 2 3といった高速な を使用した場合におい

ても、メモりの最小アクセス単位の増加を抑えることが可能となるため、伝送呈の 、さ

いアクセスや、画像処理の際に頻繁に発生する任意の非連続なアクセスが存在する

システムにおいても、無効データ転送の増加を抑制することができるため、高いメモリ

アクセス効率を実現することができる。また、無駄な転送を削減し実効転送効率を改

苦すると共に、メモリュニット特有 (特にDRAM) に発生するアクセスオーバーヘッドを

改苦し、メモリシステムのトータルバンド幅を削減すると同時に、システム の端子数

と とメモリュニット間の配線数の削減できる。またこれによりコストの大幅な削減も実

現できる。

００5 4 本発明のぅち複数チップのメモリュニットを つのメモリパッケージに置き換えること

により、本発明の上記無駄な転送を削減し実効転送効率を改苦すると共に、メモリュ
ニット特有 (特にDRAM) に発生するアクセスオーバーヘッドを改苦し、メモリシステム

のトータルバンド幅を削減すると同時に、さらにシステム内の実装チップ数を削減しシ

ステムの実装面積を大幅に削減も実現できる。

図面の簡単な説明



図 A 図 は、本発明の実施形態 におけるメモり制御装置を含むシステム構成を

図 B 図 は、

図である。

図2 図2は、メモりマップ例を示す図である。

図3 図3は、コマンド生成部のフローチヤートを示す図である。

図4 図4 は、メモり制御装置の動作を示すタイミング図である。

図5 図5は、従来例の動作を説明するタイミング図である。

図6A 図6 は、メモり制御装置の変形例を含むシステム構成を示すブロック図であ

る。

図6 B 図6 は、図6 のメモり制御装置の変形例を含むシステム構成を示すブロック

図である。

図7 図7は、本発明の実施形態 2におけるメモり制御装置を含むシステム構成を示

すブロック図である。

図8 図8 は、メモり制御装置の動作を示すタイミング図である。

図9 図9は、従来例の動作を示すタイミング図である。

図1０図 ０は、メモり制御装置の変形例を含むシステム構成を示すブロック図である

図1 A 図 は、本発明の実施形態 3において某本単位となる単位領城を示す図

である。

図 B 図 は、単位領城の説明図である。

図12 図 2は、単位領城の説明図である。

図 A 図 3 は、複数のメモリデバイス (DRA M) と単位領城との関係を示す図であ

る。

図13B 図 3 は、複数のメモリデバイス (DRA M) と単位領城との関係を示す図であ

る。

図14 図 DRAMの物理アドレスメモり( ( X整数)バイト領域 ) を論理アドレス

方向に配置した単位領城を示す図である。



図15 図 5は、フレームバッファとして単位領城を配置する一例を示す図である。

図16 図 6は、単位領城内における ( X整数 )バイト領城の配置例を示す図である

図17 図 7は、フレームバッファ内における ( X整数 )バイト領城の配置例を示す

図である。

図18 図 8は、本発明の実施の形態4におけるメモり制御方法を示すフローチヤート

図である。

図19 図 9は、フレームバッファにおける、メモリバンクの論理アドレス配置の一例を

示す図である。

図2０図2０は、図 9で示すブロック内におけるメモりのカラムアドレスの配置の一例

を示す図である。

図2 1 図2 は、同じメモリデバイスの ( X整数 )バイト領城が縦に並ぶ配置例を示

す図である。

図22 図22は、図2 のフレームバッファから伝送される矩形データの配置例を示す

図である。

図23 図23は、図22に対応する各種信号を示すタイミングチヤート図である。

図24 図24は、図2 のフレームバッファから伝送される矩形データの配置例を示す

図である。

図25 図25は、図24の矩形データアクセスに対応するタイミングチヤート図である。

図26 図26は、市松模様の論理アドレス配置図である。

図27 図27は、図2 の例における論理アドレスメモり配置において、矩形アクセス要

求に対して必要なデータと実際に伝送されるデータとを示す図である。

図28 図2 は、矩形データのアクセス時に実際に伝送されるデータを示す図である

図29 図29は、図2 の例における前記論理アドレス配置において、図27の矩形デ

ータを取得する動作を示すタイミングチヤート図である。

図3０図3０ほ、図26の例における論理アドレス配置において、図28の矩形データを

取得する動作を示すタイミングチヤート図である。



図3 1 図3 は、従来のメモり制御装置の構成を示す図である。

図32 図32は、高速、大容呈伝送を可能とする従来のメモり装置例である。

図33 図33は、従来のメモり装置での課題を説明する比較図である。

図34A 図34 は、本実施の形態おけるメモり装置の変形例を示す図である。

図34B 図34 は、メモり装置のより具体的な構成例を示す図である。

図35A 図 は、本実施の形態におけるメモり装置の他の変形例を示す図である。

図35B 図 は、本実施の形態におけるメモり装置のさらに他の変形例を示す図で

ある。

図36 図36は、実施の形態 5におけるメモり制御装置の構成を示すブロック図である

図37 図3 7は、メモり制御装置とメモり装置の動作タイミングの一例を示すタイミング

チヤートである。

符号の説明

０、 メモり

０ メモり制御装置

０2 コマンド生成部

０3 変換部

０4 コマンド発行部

０5 コマンド発行部

０6 データ制御部

０8 コマンド変換部 (多重化手段 )

2００ マスタ

4００ 4００a 4００b 4００c メモり装置
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００5 7 以下本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。

００58 (実施の形態 )

本実施の形態におけるメモり制御装置は、マスタから発行された前記メモリアクセス

要求を、メモリデバイス毎のアクセスコマンドに分割し、前記複数のメモリデバイスにア

クセスコマンドを発行するコマンド制御手段と、前記メモリアクセス要求が菩き込み要

求である場合に、マスタからの若き込みデータを、前記複数のメモリデバイス毎のデ

ータに分制して各メモリデバイスヘ出力し、前記メモリアクセス要求が読み出し要求で

ある場合に、前記複数のメモリデバイスからの読み出しデータを細み合わせて、前記

マスタヘ出力するデータ制御手段とを有している。ここで、コマンド制御手段は、分割

した複数のアクセスコマンドに対応する前記複数のメモリデバイスの物理アドレスが同

じ場合と典なる場合とで、複数のメモリデバイスヘ同じ物理アドレスを出力する制御と

、典なる物理アドレスを出力する制御とを切り替える。

００59 これにより、メモり帯域を広げ、かつ、最小アクセス単位を増加させずに、無効なデ

ータ転送の増加を抑制するとレぢ効果がある。すなわち、メモり帯域は ( つのメモリデ

バイスのバス幅) (メモリデバイスの個数 ) に拡大され、しかも、マスタからアクセス可

能な最小アクセス単位は つのメモリデバイスの最小のアクセス単位とすることができ

る。ここで、最小アクセス単位とは、一つのメモリデバイスのバス幅X最小バースト長

で求まる値を指す。図 では、一つのメモリデバイスのバス幅が4 e、最小バース

ト長が であるものとする。

００6０ なお、上記の複数のメモリデバイスのそれぞれは、半導体装置に1チップィヒされて

いてもよい。あるいは、上記の複数のメモリデバイスが 1パッケージィヒされていてもよい

００6 1 図 は、本発明のメモり制御装置の一実施形態を示すブロック図である。ここでは

、マスタ2００が、メモり制御装置を介して2つの4B eバスのメモリデバイス (S R

) に接続されているシステム形態を示している。同図では、マスタ2００は つしか図示

していないが、複数のマスタが接続されていてももちろんよい。

００62 同図のようにメモり制御装置 0 は、コマンド生成部 ０2と、データ制御部 ０6およ

び、それぞれのメモリデバイス0、 に個別に接続されているコマンド発行部 ０4 ０



5から構成されている。コマンド生成部 ０2は、マスタ2００からのメモリアクセスコマン

ド(メモリアクセス要求 ) に含まれる論理アドレスをメモリデバイス0、 毎の物理アドレス

に変換する変換部 ０3を備える。コマンド生成部 ０2、コマンド発行部 ０4および ０

5の3つは、上記のコマンド制御手段として機能する。

００63 マスタ2００からのメモリアクセスコマンドは、コマンドバスを介して、コマンド生成部

０2に入力される。ここで、メモリアクセスコマンドとは、データ転送の方向、伝送ザイズ

、メモりのアクセス開始アドレス (論理アドレス) を示すデータを含む。

００64 マスタ2００からメモリアクセスコマンドを受け取ったコマンド生成部 ０2は、まず、受

け取ったコマンドを、変換部 ０3において論理アドレスからメモリデバイス0、 毎の物

理アドレスに変換する。さらに、コマンド生成部 ０2は、接続されているメモリデバイス

の最小アクセス単位 (本実施例では4B e)のコマンドに分割する。その後、後述する

メモリデバイスのアドレスマッピングに基づいて、個々のデバイスに対応したデバイス

別アクセスコマンドを生成し、それぞれのコマンド発行部に、前記デバイス別アクセス

コマンドを発行する。

００65 各コマンド発行部と各メモリデバイスとは、それぞれ 対 で、メモりを制御するチッ

プセレクト信号 ( S ) と、コマンド信号が接続されており、コマンド生成部 ０2からの前

記デバイス固有アクセスコマンドを受け取ったコマンド発行部は、接続されているメモ

リデバイスのタイミング仕様に応じて、発行可能なコマンドをメモリデバイスヘ出力す

る。また、コマンド発行部は、上記タイミング仕様に基づいてメモリデバイスに発行した

コマンドの発行順を示すコマンド発行性情報を、データ制御部 ０6に通知する。

００66 一方、マスタ2００とメモリデバイス間のデータ転送は、マスタ2００ データ制御部

０6間の8B eのデータバスを通して伝送される。ここで、データバスは、双方向バス

としてもよいし、菩き込みデータ専用と読み出しデータ専用の2系統のバスとしてもよ

００67 データ制御部 ０6と各メモリデバイスとは、それぞれ専用の4 eのデータバスが

接続されている。データ制御部 ０6では、マスタ2００からのメモリデバイスへのデータ

苦き込み処理時にほ、マスタ2００からの8B e データを、前記コマンド発行部から受

け取った前記コマンド発行性情報に基づいて、各メモリデバイスに接続される4B e



のデータバスに分割し、転送を行う。また、メモリデバイスからのデータ読み出し処理

時には、各メモリデバイスからの4B e 出力データを、前記コマンド発行部から受け

取った前記コマンド発行性情報に基づいて、8B eのデータにくみ上げた後、マスタ

2００に接続される8B eデータバスに伝送を行う。この制御により、メモリデバイスに発

行したコマンドと、伝送されるデータとの整合性をとる制御を行う。

００68 図2に、本実施形態 における、メモリデバイスのアドレスマッピングを示す。図2が

示すように、マスタ2００が指定する連続アドレスに対して、接続するメモリデバイスの

最小アクセス単位 (本実施例では4B e)毎に、デバイスが切り替わるマッピングを行

っている。ここで、マスタ2００が指定する連続アドレスを、各デバイスの物理アドレス (

a o Co )に、どのようにマッピングするかは特定する必要はない。ただ

し、同じデバイス内において、アクセス効率の低下を招く同一 a の o の切り替

えを頻繁に発生させないという観点から、図2に示すように、マスタ2００が指定する連

続アドレスに対して、同一デバイス内では、同一 a の同 o を順に割り当てて

いき、 つの o の全領城をアクセスした時点で、典なる a の o に切り替わると

いうマッピングにすることが望ましい。

００69 これまでに述べた本発明のメモり制御装置 ０ に接続されるマスタ2００はメモリデ

バイスヘ論理アドレス及び画像イメージアドレスの両方でアクセスが可能であり、コマ

ンド生成部 ０2では、受け取った論理アドレス及び画像イメージアドレスを含むコマ

ンドをメモリデバイスの最小アクセス単位 (本実施例では4B e)のコマンドに分割し、

図2に示すメモリデバイスのアドレスマッピングに基づいて、個々のデバイスに対応し

たデバイス別アクセスコマンドを生成する機能を備えている。

００7０ またコマンド生成部 ０2は、前述のマスタ2００から受け取るコマンドを分割、変換し

たときに、メモリデバイスが典なり、かつアドレスも典なる場合である時、メモリデバイス

毎のコマンド発行部へ発行し、メモリデバイス毎に同時に典なるアドレスを発行してア

クセスすることができる。更に、メモリデバイスが典なるが、アドレスが同じ場合である

時、メモリデバイス毎のコマンド発行部へ発行し、メモリデバイス毎に同時に同じアド

レスを発行してアクセスすることもできる。

００7 1 次に、コマンド生成部 ０2における動作を説明する。図3は、コマンド生成部 ０2に



おける、フローチヤートを示した図である。図3に示すように、コマンド生成部 ０2では

、マスタ2００から受け付けたコマンドの開始アドレスが、8 e境界か、そうでないかに

より処理が典なる。開始アドレスが8B e 境界の場合 (開始アドレスが 8n B e (nは整

数)の場合 ) は、コマンド発行部 ０4 ０5それぞれに、アドレス n へのアクセスコマン

ドを発行する。その後、n を ずつインクリメントしていき、マスタ2００からの要求転送

ザイズを満たすまで上記処理を繰り返す。

００72 一方、開始アドレスが8B e 境界でない場合 (開始アドレスが 8n 4 B e 整数)

の場合 ) は、コマンド発行部 ０4に、アドレス n へのアクセスコマンドを、コマンド発

行部 ０5に、アドレス n へのアクセスコマンドをそれぞれ発行する。その後、n を ず

つインクリメントしていき、マスタ2００からの要求転送ザイズを満たすまで上記処理を

繰り返す。

００73 ここで4B e境界単位でメモリデバイスをメモリデバイス0とメモリデバイス と特定す

る場合において、本発明のメモり制御装置 ０ を通じてメモリデバイスヘ論理アドレス

及び画像イメージアドレスの両方でアクセスができるマスタ2００が発行するコマンドは

、図2が示すアドレスマップに従って、コマンド生成部 ０2で分割、変換され、 )メモ

2)メモリデバイス からメモリデバイス0へ跨る場合はメモリデバイス間で典なるアドレ

スになる。本実施形態 の発明では、このようにメモリデバイスにデータを格納し、読

み出し可能な配置にすることにより2 の場合は同時に典なるアドレスを典なるメモリデ

バイス０及び に発行でき、かつ の場合には同時に同じアドレスを典なるメモリデバ

イス０及び に発行することができる。

0074 図4は、本実施形態 におけるメモり制御装置 ０ の動作タイミングの一例を示すタ

イミングチヤートである。ここでは、 CD 二 3 ザイクル、C 二 3 ザイクルのS R を

使用して、マスタ2００から、 ０B e アドレスからの16B e データの読み出しコマン

ドと、 2 28B e アドレスからの16B eデータの読み出しコマンドが連続して発行され

た場合のメモリデバイスへの制御信号と、マスタ2００への読み出しデータバスの動作

００75 最初の０B e アドレスからの16B e データの読み出しコマンドに関しては、コマン



ド生成部 ０2において、開始アドレスが8B e 境界であること(8n B eアドレス かつ n

二 ０)から、両コマンド発行部に対して、アドレス ０へのアクセスコマンドを発行する。

その後、要求転送ザイズを満たしていないため、次ザイクルには、両コマンド発行部

に対して、アドレス へのアクセスコマンドを発行して、最初のコマンドの処理を終了
する。上記コマンドを受け取った、コマンド発行部 ０4およびコマンド発行部 ０5は、

指定されたアドレスヘアクセスするために、共に図4 に示すように、 において、Bank

０ Row へのアクティベートコマンドを発行する。その後、RC D を満たすよう 4にお

いて、ヵラム0へのRead コマンドを、 5において、ヵラム へのRead コマンドをそれぞ

れ発行すると同時に、データ制御部 ０6 に対して、発行したコマンドがマスタ2００の

アクセスコマンドの何番 目のデータに対するコマンドであるかを示すコマンド発行順

情報０、 をそれぞれ出力する。メモリデバイスは、Read コマンド発行後、C 二3 後の

7からそれぞれ所望のリードデータを出力する。データ制御部 ０6では、このデータ

を受けて、 4のザイクルで受け取ったコマンド発行性情報を元に、8 のザイクルで、メ

モリデバイス0からの出力データ 4B e を上位に、メモリデバイス からの出力データ

4B e を下位に割り当てた8B e データをマスタ2００へ転送する。同様の処理を、 g

においても行うことで、最初の16B e リード処理を完了する。

一方、後発の28B e アドレスからの16B eデータの読み出しコマンドに関しては、

コマンド生成部 ０2において、開始アドレスが8B e 境界でないこと(8n 4 B eアド

レス かつ n 二 3)から、コマンド発行部 ０4 に対して、アドレス 4 へのアクセスコマン

ドを、コマンド発行部 ０5に対して、アドレス 3 へのアクセスコマンドを、それぞれ発

行する。その後、要求転送ザイズな満たしていないため、次ザイクルには、コマンド発

行部 ０4 に対して、アドレス 5 へのアクセスコマンドを、コマンド発行部 ０5に対し

て、アドレス 4 へのアクセスコマンドを、それぞれ発行して、後発のコマンドの処理

を終了する。上記コマンドを受け取った、コマンド発行部 ０4およびコマンド発行部

は、共に において、既にBank Row へのアクティベートコマンドが発行されて

いることから、最初のコマンドの発行が完了した次のザイクルである 6において、コマ

ンド発行部 ０4はヵラム4へのRead コマンドを、コマンド発行部 ０5はヵラム3へのRe

a d コマンドを、また 7において、コマンド発行部 ０4はヵラム5へのRead コマンドを、



コマンド発行部 ０5はヵラム4へのRead コマンドをそれぞれ発行すると同時に、デー

タ制御部 ０6に対して、発行したコマンドがマスタ2００のアクセスコマンドの何番 目の

データに対するコマンドであるかを示すコマンド発行性情報０、 をそれぞれ出力する

。メモリデバイスは、前記Read コマンド発 ( 6)後、C 二3 後の gからそれぞれ所望

のリードデータを出力する。データ制御部 ０6では、このデータを受けて、 6 のザイ

クルで受け取ったコマンド発行性情報を元に、 のザイクルで、メモリデバイス0から

の出力データ 4B e を下位に、メモリデバイス からの出力データ4B e を上位に割

り当てた8B e データをマスタ2００へ転送する。同様の処理を、 7のザイクルで受け

取ったコマンド情報を元に のザイクル においても行うことで、後発の16B e リード

処理を完了する。

上記制御をおこなうことにより、マスタ2００からのアクセス要求において、アクセス開

始アドレスが、接続されるトータルデータバス幅の境界でなく、要求転送サイズがトー

タルデータバス幅を超えたアクセスである場合 (本実施例では、データバス幅8B e

アクセス開始アドレス24B e目、要求転送ザイズ 6B e) に、メモリデバイス0とメモリ

デバイス に典なるアドレスで同時に独立してアクセスすることができるため、下記に

示す従来システムに比べアクセス効率を向上することが出来る。

上記までの本実施例 の効果を明確にするために、図32に示すような4B eバスの

メモリデバイス (S )を単純に並列接続して、論理上、8B eバスのS と

して接続した従来のシステム構成において、同様の転送を行った場合のタイミング図

を図5に示す。ここでは、メモリデバイスに対する最小アクセス単位がバスと等価な8B

e単位となるため、最初の8B e 境界からの16B e 伝送は、図5の 7 8 の2ザイク

ルでメモリデバイスからデータ取得可能であるが、後発の8B e境界でないアドレスか
らの16B e 伝送は、図5の g～12の3ザイクルで転送されているように、24B eアド

レスから48B e アドレスまでのトータル24B e伝送が必要となるため、アクセス効率

が低下する。

このように、本実施例においては、システム的に8B e のS R を接続したものと

等価なメモり帯域を利用できると同時に、アクセスアドレス境界を、使用する一つのメ

モリデバイスの最小アクセス単位 (本実施例では4B e単位 ) にまで落として、データ



伝送制御を行うことが可能となるため、アクセス開始アドレスの粒度が 、さいシステム

において、より効果的なメモり帯域の利用が可能となる。

００8 ０ なお、本実施の形態におけるメモり制御装置 ０ は、図6 に示すように構成してもよ

い。すなわち、図6 のコマンド制御部 ０7 は、図 に示したコマンド生成部 ０2 、コ

マンド発行部 ０4 ０5 を合わせた機能と同じである。

００8 1 なお、本実施例では、使用するメモリデバイスとして、4 eバスのS R 2つを

接続した場合を例として説明したが、使用するメモリデバイスのバス幅は任意のバス

幅で実施可能であり、デバイスの数も任意の数で実施可能である。また、デバイスの

種類もS に限らず、 2 D ec -Rambus (登録商標 ) DRAM D R

、といった他の R であっても、S 、フラッシュメモりといった R でないメ

モりであっても、記憶媒体として使用できるメモリデバイスであれば同様に実施可能で

ある。その際、前述した最小アクセス単位とは、一つのメモリデバイスのバス幅 X 最小

バースト長で求まる値を指す。

００8 2 また、図 で示したコマンド生成部 ０2 及び図6 で示したコマンド制御部 ０7 は最

小アクセス単位に基づくメモりマッピングに従って、マスタ2 ００からのアクセスコマンド

を最小アクセス単位に分割し、デバイスヘコマンドを発行しアクセスするコマンド発行

部へ結果を振り分ける機能を有している。

００8 3 なお、本実施例では、コマンド発行部がデータ制御部 ０6 に発行するコマンド発行

順情報を、マスタ2 ００のアクセスコマンドのうち、何番 目のデータに対するコマンドで

あるかを示す番号情報としているが、接続されるメモリデバイスのどちらが上位かを示

す ビットの情報として制御することも可能である。

００8 4 メモリデバイスが R でない場合、コマンド発行部はほとんど必要としない構成

を採りうる。また、コマンド生成部 ０2 から直接データ制御部 ０6 へ、コマンド発行順

制御情報を通知することも可能である。

００8 5 また、図 のメモり制御装置 ０ は2 つのメモリデバイス0 、 を接続しているが、図

に示すように 個のメモりを接続する構成としても良い。図 に示すメモり制御装

置は、図 と比較して、2 個のメモりを接続する代わりに 個の第 ～第 メモりを接

続し、2 つのコマンド発行部 ０4 ０5 の代わりにる 個の第 ～第 コマンド発行部



を備えている。第 ～第 コマンド発行部は、第 ～第 メモりに対応して設けられる。

００86 同様に、図6 に示したメモり制御装置も、図6 に示すように、m個のメモりを接続

する構成としてもよい。

００87 (実施の形態2)

本実施の形態では、実施の形態 に比べてアドレスバスの配線面積を大幅に削減

することにより回路の小型化を可能にし、かつ、さほど性能を劣化させないメモり制御

装置の構成について説明する。

００88 本実施の形態におけるコマンド制御部は、前記複数のメモリデバイスに共通のアド

レスバスと、前記複数のメモリデバイスに個別のチップセレクト信号を介して前記複数

のメモリデバイスに接続される。このコマンド制御部は、分割した複数のアクセスコマ

ンドが同じ物理アドレスを示す場合、前記の個別のチップセレクト信号を同時に有効

にすることによって、前記複数のメモリデバイスヘ同じ物理アドレスを出力し、分割し

た複数のアクセスコマンドが典なる物理アドレスを示す場合、前記の個別のチップセ

レクト信号をタイミングをずらして有効にすることによって、前記複数のメモリデバイス

ヘ典なる物理アドレスを出力する。このように、タイミング (例えば ザイクル)をずらす

ことにより、 ザイクル遅延が発生するが、独立したアドレスバスを配線する必要がな

いので、アドレスバスの配線面積を大幅に削減することができる。

００89 図7は、本実施の形態におけるメモり制御装置 ０ aの一実施形態を示すブロック

図である。ここでは、 つのマスタ2００が、メモり制御装置 ０ aを介して2つの4 e

バスのメモリデバイス (S R ) に接続されているシステム形態を示している。メモり

制御装置 ０ aは、コマンド生成部 ０2と、データ制御部 ０6および、メモリデバイス

のC 号のみが個別に接続され、その他のコマンド信号を共通に各メモリデバイス

に接続しているコマンド発行部 ０4aから構成されている。マスタ2００からのメモリアク

セスコマンドは、コマンドバスを介して、コマンド生成部 ０2に入力される。ここで、メ

モリアクセスコマンドとは、データ転送の方向、伝送ザイズ、メモりのアクセス開始アド

レスを示すデータを含む。

００9０ マスタ2００からメモリアクセスコマンドを受け取ったコマンド生成部 ０2ほ、まず、受

け取ったコマンドを、接続されているメモリデバイスの最小アクセス単位 (本実施例で



は4B e) のコマンドに分割する。その後、後述するメモリデバイスのアドレスマッピン

グに基づいて、個々のデバイスに対応したデバイス別アクセスコマンドを生成し、コマ

ンド発行部 ０4aに、前記デバイス別アクセスコマンドを発行する。

００9 1 コマンド発行部 ０4aと各メモリデバイスとは、メモりを制御するチップセレクト信号 (

S ) が 対 で接続され、コマンド信号は共通で接続されている。

００92 コマンド生成部 ０2からの前記デバイス固有アクセスコマンドを受け取ったコマンド

発行部 ０4aは、(状態 受け取ったコマンドが各メモリデバイスで同じアドレス (Bank

Row Co )である場合に個別に接続されているチップセレクト信号 を同時に有効に

してメモリデバイスのタイミング仕様に応じて、発行可能なコマンドをメモリデバイスヘ

出力する。(状態2)受け取ったコマンドが各メモリデバイスで典なるアドレス (Bank,Ro

w，Co ) である場合には個別に接続されている を有効にするタイミングをずらして各

メモリデバイスに応じたコマンドを各メモリデバイスヘ出力する。また、コマンド発行部

０4aは、上記タイミング仕様に基づいてメモリデバイスに発行したコマンドの発行順

を示すコマンド発行性情報を、データ制御部 ０6に通知する。

００93 一方、マスタ2００とメモリデバイス間のデータ転送は、マスタ2００ データ制御部

０6間の8B eのデータバスを通して伝送される。ここで、データバスは、双方向バス

としてもよいし、菩き込みデータ専用と読み出しデータ専用の2系統のバスとしてもよ

００94 データ制御部 ０6と各メモリデバイスとは、それぞれ専用の4 eのデータバスが

接続されている。データ制御部 ０6では、マスタ2００からのメモリデバイスへのデータ

菩き込み処理時には、マスタ2００からの8B e データを、前述の (状態 )及び (2)の

場合に応じて前記コマンド発行部から受け取った前記コマンド発行性情報に基づい

て、各メモリデバイスに接続される4B e のデータバスに分割し、伝送を行ぅ。また、メ

モリデバイスからのデータ読み出し処理時には、各メモリデバイスからの4B e 出力

データを、前述の (状態 )及び (2)の場合に応じて前記コマンド発行部から受け取っ
た前記コマンド発行性情報に基づいて、8B eのデータにくみ上げた後、マスタ2００

に接続される8B eデータバスに転送を行う。この制御により、メモリデバイスに発行し

、伝送されるデータとの整合性をとる制御を行ぅ。



００95 本実施の形態における、メモリデバイスのアドレスマッピングは実施の形態 に示す

図2と共通であり、図2が示すよぅに、マスタ2００が指定する連続アドレスに対して、接

続するメモリデバイスの最小アクセス単位 (本実施例では4B e)毎に、デバイスが切

り替わるマッピングを行っている。ここで、マスタ2００が指定する連続アドレスを、各デ

バイスの物理アドレス ( a o Co )に、どのよぅにマッピングするかは特定

する必要はない。ただし、同じデバイス内において、アクセス効率の低下を招く同一

a の o の切り替えを頻繁に発生させないと う観点から、図2に示すよぅに、マス

タ2００が指定する連続アドレスに対して、同一デバイス内では、同一 a の同一 o

を順に割り当てていき、 つの o の全領城をアクセスした時点で、典なる a の

o に切り替わるといぅマッピングにすることが望ましい。

００96 次に、コマンド生成部 ０2における動作を説明する。図3は、コマンド生成部 ０2に

おける、フローチヤートを示した図である。図3に示すよぅに、コマンド生成部 ０2では

、マスタ2００から受け付けたコマンドの開始アドレスが、8B e境界か、そぅでないかに

より処理が典なる。開始アドレスが8B e 境界の場合 (開始アドレスが 8n B e (nは整

数)の場合 ) は、メモリデバイス0およびメモリデバイス を管理するコマンド発行部 ０4

a内のメモリデバイス0、メモリデバイス を制御する部分それぞれが、アドレス n への

アクセスコマンドを発行する。その後、n を ずつインクリメントしていき、マスタ2００か

らの要求転送ザイズな満たすまで上記処理を繰り返す。

００97 一方、開始アドレスが8B e 境界でない場合 (開始アドレスが 8n 4 B e (nは整数)

の場合 ) は、コマンド発行部 ０4a内のメモリデバイス0を制御する部分に、アドレス n

1 へのアクセスコマンドを、コマンド発行部 ０4a内のメモリデバイス を制御する部分

に、アドレス n へのアクセスコマンドをそれぞれ発行する。その後、n を ずつインクリ

メントしていき、マスタ2００からの要求転送ザイズを満たすまで上記処理を繰り返す。

００98 ここで、8B e境界単位でメモリデバイスをメモリデバイス0とメモリデバイス と特定

する場合において、本発明のメモり制御装置 ０ aを通じてメモリデバイスヘ論理アド

レス及び画像イメージアドレスの両方でアクセスができるマスタ2００が発行するコマン

ドは、図2が示すアドレスマップに従って、コマンド生成部 ０2で分制、変換され、

メモリデバイス0からメモリデバイス へ跨る場合はメモリデバイス間で同じアドレスであ



り、2)メモリデバイス からメモリデバイス0へ跨る場合はメモリデグ

レスになる。本実施形態2の発明では、このようにメモリデバイスにデータを格納し、

読み出し可能な配置にすることにより2 の場合はメモリデバイス0とメモリデバイス に

典なるアドレスをタイミングをずらして発行でき、1) の場合には同時に同じアドレスを

典なるメモリデバイス０及び に発行することができる。

0099 図8は、本実施の形態におけるメモり制御装置 ０ aの動作タイミングの一例を示

すタイミングチヤートである。ここでは、 CD 二 3 サイクル、C 二 3 サイクルのS R

をバースト長2 (B 二2 ) の状態で使用して、マスタ2００から ０B e アドレスから

の16B e データの読み出しコマンドと、 2 28B e アドレスからの16B eデータの読

み出しコマンドが連続して発行された場合のメモリデバイスへの制御信号と、マスタ2

００への読み出しデータバスの動作タイミングを示している。なお、実施の形態2の動

作を明確に説明するために、共通のコマンドバスを実施の形態 と同じ形態で個別の

0 100 最初の０B e アドレスからの16B e データの読み出しコマンドに関しては、コマン

ド生成部 ０2において、開始アドレスが8 B e 境界であること(8n B eアドレス かつ n

二 ０)から、両コマンド発行部に対して、アドレス ０へのアクセスコマンドを発行する。

バースト長が2であるためこのコマンドで B eを伝送するため処理を終了する。上

記コマンドを受け取った、コマンド発行部 ０4 aは、指定されたアドレスヘアクセスする

ために、図8 に示すように、 において、Bank Row へのアクティベートコマンドを

発行する。その後、R C D を満たすよう 4 において、ヵラム0へのRead コマンドを発

行すると同時に、データ制御部 ０6 に対して、発行したコマンドがマスタ2００のアクセ

スコマンドの何番 目のデータに対するコマンドであるかを示すコマンド発行性情報０、

を出力する。メモリデバイスは、Read コマンド発行後、C 二3 後の 7からバースト数2

の期間にそれぞれ所望のリードデータを出力する。データ制御部 ０6では、このデ

ータを受けて、 4 のザイクルで受け取ったコマンド発行性情報を元に、 8 のザイクル

で、メモリデバイス0からの出力データ 4B e を上位に、メモリデバイス からの出力

データ4B e を下位に割り当てた8B e データをマスタ2００へ転送する。更にバース

トの後半のデータで同様の処理を、 g においても行うことで、最初の16B e リード処



理を完了する。

「0 一方、後発の28B e アドレスからの16B eデータの読み出しコマンドに関しては、

コマンド生成部 ０2において、開始アドレスが8B e 境界でないこと(8n 4 B eアド

レス かつ n 二 3)から、コマンド発行部 ０4a内のメモリデバイス0を制御する部分に対

して、アドレス 4 でバースト長2のアクセスコマンドを、コマンド発行部 ０4a内のメモ

リデバイス を制御する部分に対して、アドレス 3 でバースト長2のアクセスコマンド

を、それぞれ発行して後発のコマンドの処理を終了する。上記コマンドを受け取った

、コマンド発行部 ０4aは、 において、既にBank Row へのアクティベートコマン

ドが発行されていることから、最初のコマンドの発行が完了した次のザイクルである 6

において、コマンド発行部 ０4 a内のメモリデバイス0を制御する部分ではヵラム4へ

のバースト長2でRead コマンドを発行する。コマンド発行部 ０4a内のメモリデバイス

を制御する部分は 6ではコマンドを発行せず、 7においてヵラム3へのバースト長2

でRead コマンドを発行する。 6 7のコマンド発行部 ０4aのコマンド発行と同時に、

データ制御部 ０6 に対して、発行したコマンドがマスタ2００のアクセスコマンドの何番

目のデータに対するコマンドであるかを示すコマンド発行性情報０、 をそれぞれ出

力する。メモリデバイス0は、前記Read コマンド発 ( 6) 後、C 二3 後の gからバース

ト長2のリードデータを出力する。メモリデバイス は、前記Read コマンド発 ( 7 ) 後、

C 二3 後の からバースト長2のリードデータを出力する。データ制御部 ０6では、

このデータを受けて、 6 のザイクルで受け取ったコマンド発行性情報を元に、 の

ザイクルで、メモリデバイス0からの出力データ 4B e を下位に、 のザイクルで出

力されるメモリデバイス からのデータ4B e を直接上位に割り当てた8B e データを

マスタ2００へ転送する。バースト後半のデータ においても同様に行うことで、後発の1

6B e リード処理を完了する。

０1０2 上記制御をおこなうことにより、マスタ2００からのアクセス要求において、アクセス開

始アドレスが、接続されるトータルデータバス幅の境界でなく、要求転送ザイズがトー

タルデータバス幅を超えたアクセスである場合 (本実施例では、データバス幅8 B e

アクセス開始アドレス24B e 目、要求転送ザイズ 6 B e) に、共通のコマンド線の接

続でありながら、メモリデバイス0とメモリデバイス に典なるアドレスを のタイミングを



ずらして独立してアクセスすることができるため、下記に示す従来システムに比べシス

テム のP n数を増加させずにアクセス効率を向上することが出来る。

上記までの本実施例2の効果を明確にするために、図3 3に示すような4 B eバスの

メモリデバイス (S )を単純に並列接続して、論理上、8B eバスのS と

して接続した従来のシステム構成において、バースト長2で同様の転送を行った場合

のタイミング図を図9に示す。ここでは、メモリデバイスに対する最小アクセス単位がバ

スと等価な8B e単位となるため、最初の8B e 境界からの16B e 転送は、図gの 7

8 の2ザイクルでメモリデバイスからデータ取得可能であるが、後発の8B e境界で

ないアドレスからの16B e 伝送は、 コマンド当り2バーストのデータ ( 6 B e) を伝送

するため図gの g～13の4ザイクルで伝送されているように、24B eアドレスから5 6 B

アドレスまでのトータル B e伝送が必要となるため、アクセス効率が大幅に低下

する。

このように、本実施例2においては、バースト長が2以上で8B eのS を接続

したシステムにおいて、コマンド信号 (アドレス線、 ow o e等 ) を各メモリデバイスで

共通にし、C 号のみ個別に各メモリデバイスと接続することができるため、システム

の外部端子を大幅に増やすことなく、8 B eバスと等価なメモり帯域を利用できる

と同時に、アクセスアドレス境界を、使用する一つのメモリデバイスの最小アクセス単

位 (本実施例では8 B e単位 ) にまで落として、データ転送制御を行うことが可能とな

るため、アクセス開始アドレスの粒度が 、さいシステムにおいて、より効果的なメモり

帯域の利用が可能となる。

以上説明してきたように、本実施の形態におけるメモり制御装置において、コマンド

制御部は、複数のメモリデバイスに共通のアドレスバスと、複数のメモリデバイスに個

別のチップセレクト信号とを介して複数のメモリデバイスに接続される。このコマンド制

御部は、分割した複数のアクセスコマンドが同じ物理アドレスを示す場合に、個別の

チップセレクト信号を同時に有効にすることによって、複数のメモリデバイスヘ同じ物

理アドレスを出力し、分割した複数のアクセスコマンドが典なる物理アドレスを示す場

合に、個別のチップセレクト信号をタイミングをずらして有効にすることによって、前記

複数のメモリデバイスヘ典なる物理アドレスを出力する。データ制御部は、メモリアク



セス要求が菩き込み要求である場合に、マスタからの若き込みデータを、複数のメモ

リデバイス毎のデータに分割して、アクセスコマンドのタイミングに従って各メモリデバ

イスヘ出力し、メモリアクセス要求が読み出し要求である場合に、前記アクセスコマン

ドのタイミングに従って複数のメモリデバイスから読み出されたデータを細み合わせて

０1０6 また、コマンド制御部は、コマンド生成部と、メモリデバイス毎に設けられたコマンド

発行部とを備える。コマンド生成部は、メモリアクセス要求に含まれる論理アドレスをメ

モリデバイス毎の物理アドレスに変換し、メモリデバイス毎のアクセスコマンドに分割

する。各コマンド発行部は、対応するメモリデバイスに、コマンド生成部からのアクセス

コマンドを発行する。その際、コマンド生成部は、分割した複数のアクセスコマンドに

対応する複数のメモリデバイスの物理アドレスが同じ場合に、複数のアクセスコマンド

を複数のコマンド発行部に同じタイミングで出力し、分割した複数のアクセスコマンド

に対応する前記複数のメモリデバイスの物理アドレスが典なる場合に、複数のアクセ

スコマンドを複数のコマンド発行部に典なるタイミングで出力する。

０1０7 ここで、複数のメモリデバイスは、2つの第 、第2メモリデバイスである場合、コマン

ド制御部は、アクセス要求を第 アクセスコマンドと第2アクセスコマンドに変換する。

第 および第2メモリデバイスは、アクセス要求が第 メモリデバイスのデータを先頭と

し、当該データの先頭が第 および第2メモリデバイスのデータを含むデータバスのア

ライメントに一致する場合に、前記第 のアクセスコマンドに対応する物理アドレスと

前記第2のアクセスコマンドに対応するアクセスコマンドの物理アドレスとが同じとなる

ように、データを格納し、前記アクセス要求が第2メモリデバイスのデータを先頭とし、

当該データの先頭が第 および第2メモリデバイスのデータを含むデータバスのアラ

イメントに一致しない場合に、前記第 のアクセスコマンドに対応する物理アドレスと

前記第2のアクセスコマンドに対応するアクセスコマンドの物理アドレスとが典なるよう

に、データを格納する。

０1０8 ここで、コマンド制御部は、複数のアクセスコマンドに対応する前記複数のメモリデ

バイスの物理アドレスが典なる場合に、アドレスおよびチップセレクト信号の出カタイミ

ングをメモリデバイス毎に遅らせることにより、複数メモリデバイスの同一のアドレスと



典なるアトレスを切り替える。

０1０9 これにより、メモり帯域を広け、かつ、最小アクセス卓位を増加させすに、無効なテ

ータ伝迭の増加を抑制することかてきる。

０11０ なお、図 ０は、本実施の形態におけるメモり制御装置の変形例を示す図てある。

同図のメモり制御装置 ０ cにおいて、前記コマント制御手段は、前記複数のメモリ

テハイスに共面の第 アトレスハスと、前記複数のメモリテハイスに個別の第2アトレ

スハスと、前記複数のメモリテハイスに個別のチノプセレクト信号を介して前記複数の

メモリテハイスに接続され、前記第 アトレスハスと第2アトレスハスは、アトレスハスを

構成する一部のアトレス信号線と他部のアトレス信号線てある。

０111 これにより、アトレスハスは共面部分と独立部分とからなるのて、全部を独立配線す

る場合と比へて、アトレスハスの配線。面積を大幅に削減することかてきる。

０112 また、図34 は本実施の形態におけるメモり装置の変形例を示す図てある。同図は

図7と比へてメモリテハイス0およひメモリテハイス の代わりにメモり装置4００を備え

る点か典なっている。メモり装置4００は、 チノ S にパノケーシ化されている。

０113 図34 は、メモり装置4００のより具体的な構成例を示す図てある。同図のメモり4００

は、メモリユニノト4 4 2と、コマントインターフェース4 2と、テータインターフェ
ース422 とを備える。

０114 メモリユニノト4 は、例えは、メモりモシュール０～3から構成され、ロウアトレスおよ

ひカラムアトレスによってアトレノシンクされる適常の R としてアクセス制御され

るメモり卓位を示している。メモりモシュール０～3は、適常のハンク０～3、または、ぺ

一シ群０～3等てある。メモリユニノト4 2も同様てある。

０115 コマントインターフェース4 2 は、外部のメモり制御装置 ０ aからアクセスコマント

を受信し、メモリユニノト4 2に供給する。

０116 テータハスは、2つのメモリユニノト4 4 2と同数の部分的なハスにヒノト分割さ

０117 テータインターフェース422 は、外部から供給される同期信号に従って、外部と前

記メモリユニノト4 4 2の各々との間てテータハスを介して独立にテータを入出

力する。



０118 前述した本発明の実施形態においては最小アクセス単位を 、さくするために、同

一の物理アドレスによる制御と典なる物理アドレスによる制御とを切り替えながら複数

のメモリデバイスにアクセスしている。これに対して、図34 では、複数のメモリデバイ

スの代わりに、 パッケージィヒされたメモり装置4００が備えられている。図34 のメモり

装置4００は、通常の ( 2なども含む) のように制御可能なメモリユ

ニットを基本単位とし、某本単位を複数個 (図34 では2個 )搭載し、 つあるいは複

数 (図34 では 個 ) にパッケージしたものであってもよい。更に、このようなメモり装

置4００は前述のようにメモリユニットを複数個搭載し、前記メモリユニットの数と同数の

C S 号 (同図では、 S信号) およびデータバスと つの共通化されたコマンドバスを

入出力にもつ構成としてもよい。

０119 また更に、図 は本実施の形態におけるメモり装置の他の変形例を示す図であ

る。図34 と同様にメモり装置4００aはメモリユニットを複数個 (図 では2個 ) と、コ

マンドインターフェースと、データインターフェースとを搭載し、 つあるいは複数 (図3

5 では 個 ) にパッケージされている。加えて、入力されるコマンドが各々のメモリユ

ニットに対して有効か無効かを示すユニット情報 (以下、ユニット番号と呼ぶ。) が入力

されると、対応する各々のメモリユニットを選択する信号 (本図では S )を出力す

るコマンド変換部4０ を有している。つまり、コマンド変換部4０ は、ユニット情報を前

記複数のメモリユニット個別のセレクト信号に変換し、変換したセレクト信号を各メモリ

ユニットに供給する。この構成を採用する場合には、図34 で示すメモリデバイスの

人出力の信号線数がメモリユニットの数だけ必要であった S 号に代わり、ユニット

番号を示す信号とすることでさらに削減する事ができるとレぢ効果があり、メモり制御

装置 ０ aとメモり装置4００aとを接続するための配線面積は更に削減され回路の小

型化が可能となる。

０12０ 尚、ユニット番号は従来の R バンクアドレスのような信号で代用しても良い。

０12 1 このようなメモり装置4００aは前述のようにメモリユニットを複数個と つのコマンド変

換部を搭載し、前記メモリユニットの数と同数のデータバスと つの共通ィヒされたユニ

ット番号指示バスおよびコマンドバスを入出力にもつ構成となる。

０122 前述した方法により、使用するメモリデバイスの数を つに削減でき、実際のセット某



板における配線数及ひ墓板の設計難易度を低く抑え、セノトコストを大幅に低減する

ことかてきると吉う効果かある。

０123 図3 5 は、本実施の形態におけるメモり装置のさらに他の変形例を示す図てある。

同図は、図 と比へて、 パノケーシ化されたメモり装置4００aの代わりに2パノケ

ーシのメモり装置4００bを備える。記惜容呈に関する第 の例ては、2つのメモり装置

4００bの記惜容呈は、 つのメモり装置4００aの記惜容呈に相当し、2つのメモリユニノ

ト4 bの容昆は、 つのメモリユニノト4 の容呈に相当する。この場合、 つメモり

装置4００aと、2つのメモり装置4００bは同し ，記盾容呈を有する。記惜容呈に関する第

2の例ては、各メモり装置4００bの記惜容呈は、 つのメモり装置4００aの記惜容呈に

相当し、各モリユニノト4 bの容呈は、 つのメモリユニノト4 の容呈に相当する。

この場合、2つのメモり装置4００bの記惜容呈は、 つのメモり装置4００aの記惜容呈

の2倍になる。このように、メモり制御装置 ０ aは、複数パノケーシの複数のメモり装

置4００bを接続してもよい。

０124 (実施の形態 3 )

実施形態 及ひ2のメモり制御装置における効果を最大限に活かすための論理アト

レス配置を以下に述へる。

０125 図 は、物理アトレスを論理アトレス空間にマノピンクする某本卓位となる卓位

領城を示す図てある。同図ては、図 、図6 のような、 個のメモリテハイスにこて

は、DRAM) をアクセスするメモり制御装置を前提としている。図 はDRAM上に配

置されるメモリアトレス配置て、Nハイトの最小アクセス卓位を持つDRAMの物理アトレ

ス領城を論理アトレス方向に配置した図てある。

０126 図 ては第 のメモリテハイス上にあるテータを(N X 整数 )ハイト配置し、第2のメ

モリテハイス上にあるテータを(N X 整数 )ハイト配置する。これを繰り返し、第 の

メモリテハイス上にあるテータの (N X 整数 )ハイトを隣接して配置する。このように、上

記隣接した (N X 整数 ) X ハイトのテータ領城をひとつの卓位 (卓位領城 ) とする。こ

こて、( )内の整数は任首てよい。同図ては、(N X 整数 ) か (N X ) 、Nか4てある場合

を図示している。

０127 図 は前記卓位領城を論理アトレス方向に並へた図てある。各卓位領城には、



第 ～第 のメモリデバイスの互いに対応する 個の ( X整数 )バイト領城が順に配

置される。

０128 このような配置とすることで、論理アドレス方向のデータ要求に対し、Nバイトのアド

レスアライメントでアクセスでき、効率のいいアクセスが可能となる。

０129 図 2では、前記単位領城内のそれぞれのメモリデバイス ( ( X整数 )バイト領城 )

が同一のバンクアドレス、ロウアドレス、カラムアドレスを持つように配置している。

０13０ この場合、複数のメモリデバイスの各々ほ、 バイトの最Ⅱ、アクセス単位を有し、論

理アドレス空間は、繰り返し配置される単位領城に沿って連続する論理アドレスを有

し、各単位領城は、第 ～第 のメモリデバイスの互いに対応する 個の ( X整数 )

バイト領城が順に配置される。また、各単位領城において第 ～第 のメモリデバイス

の物理アドレスは共通でよい。

０13 1 コマンド制御部は、アクセス要求が単位領城を越えないデータザイズのアクセス要

求である場合、第 ～第 のメモリデバイスのうち、当該アクセス要求に対応するメモ

リデバイスに同時にアクセスコマンドを発行する。

０132 これにより、単位領城内へのアクセスでは、同一の物理アドレスとなり、特に実施の

形態2においては、同一ザイクルでアクセスをすることが可能となり、伝送効率がさら

に改苦する。

０133 図 3 では、隣接する前記単位領城間で使用するバンクアドレスをそれぞれ典な

るように配置する。図 3 は図 3 のように隣接する前記単位領城のバンクアドレス

をそれぞれ典なるように個のバンクアドレスを配置し、 個 目からは前記単位領城

とは典なるカラムアドレスを剖当て前記同様 個の前記単位領城を並べる。以上を1回

以上繰り返し同一ロウアドレス構成の論理アドレス空間を構成する。前記のように同

一ロウアドレスから構成された有限の論理アドレス空間を単一ロウ領城とし、ロウアド

レスを変更した前記単一ロウ領城を繰り返し並べることで論理アドレス空間を構築す

る。

０134 この場合、第 ～第 のメモリデバイスの各々は個のバンクを有する。論理アドレス

空間にほ、 個の第 ～第 の前記単位領域が繰り返し配置される。第 ～第 の単位

領城は、共通のロウアドレスを有し、また典なるカラムアドレスを有する。第 ～第 の



単位領城の各々において前記 個の ( X整数 )バイト領城は、バンクアドレスが共

通であり、前記第 ～第 の単位領域は、互いにバンクアドレスが典なっている。

０135 第 ～第 の単位領城が繰り返し配置される論理アドレス空間において、隣接する

前記単位領城は典なるバンクアドレスを有する。コマンド制御部は、バンクインタリー

ブにより隣接する前記単位領城にアクセスするように前記アクセスコマンドを発行する

０136 これにより、隣接する単位領城へ連続してアクセスする場合において、メモリデバイ

スへのアクセスにおいてバンクインタリーブが可能になる。

０137 以上のように、論理アドレス方向に前記単位領城を配置することで、実施の形態

および2において、ひとつのメモリデバイスのアクセス最小単位であるNバイトのアライ

ンでのアクセスが可能となり、単位領城内へのアクセスでは、同一の物理アドレスであ

るため、同一サイクルでアクセスをすることができ、さらに隣接する単位領域へ連続し

てアクセスする場合において、バンクインタリーブが可能になり転送効率が改苦でき

る。加えて、実施の形態2のメモり制御装置の場合には、メモリデバイス0とメモリデバ

イス へのアドレスを共通化することが可能となる。

０138 具体的に前記メモリデバイスが2つである場合を用いてその効果を説明する。

０139 図 4では、実施形態 及び2のメモり制御装置におけるDRAMの物理アドレスメモり

( ( X整数 )バイト領城 ) を論理アドレス方向に配置した図である。

０14０ ここでは第 のメモリデバイス上にあるデータを(N X 整数 )バイト配置し、第2のメモリ

デバイス上にあるデータを(N X 整数 )バイト配置したデータ列を隣接して配置する。

このように、上記隣接した (N N) X整数バイトのデータ領城をひとつの単位 (単位領

域 ) とする。

０14 1 図 5では、DRAM上にフレームバッファ領城を設けた場合に、前記単位領城を、水

平方向にA 個および垂直方向にA2個隣接して配置する。

０142 この場合、複数のメモリデバイスの各々は、 バイトの最小アクセス単位を有し、前

記論理アドレス空間は、繰り返し配置される単位領城に沿って連続する論理アドレス

を有する。

０143 各単位領城には、前記複数のメモリデバイスの互いに対応する複数の ( X整数 )



バイト領城が順に配置される。前記画像の水平アドレスに対応して 個 (同図では

個 ) の単位領城が隣接して配置され、垂直アドレスに対応して 個 (同図では 2個 )

の単位領城が配置される。

０144 図 6では、単位領城内における典なるメモリデバイスで、同一のバンクアドレス、ロ

ウアドレス、カラムアドレスを持つ。

０145 図 7では、単位領城内において典なるメモリデバイス ( X整数 )バイト領城が同一

のバンクアドレスB、ロウアドレスR、カラムアドレスCを持つように配置している。すなわ

ち、各単位領城内における複数の ( X整数 )バイト領城は、バンクアドレス、ロウアド

レスおよびカラムアドレスが共通である。

０146 図 7では、フレームバッファにおける水平方向に隣接する単位領城間で使用する

バンクをそれぞれ典なるバンクアドレスB 、 2となるように配置する。すなわち、前記

フレームバッファの水平方向または垂直方向に隣接する前記単位領城は典なるバン

クアドレスを有する。コマンド制御部は、バンクインタリーブにより隣接する前記単位領

城にアクセスするように前記アクセスコマンドを発行する。

０147 以上のように、フレームバッファにおける水平方向および垂直方向に前記単位領城

を配置することで、実施の形態 および2において、ひとつのメモリデバイスのアクセス

最小単位であるNバイトのアラインでのアクセスが可能となり、単位領城内へのアクセ

スでは、同一の物理アドレスであるため、同一ザイクルでアクセスをすることができ、さ

らに隣接する単位領城へ連続してアクセスする場合において、バンクインタリーブが

可能になり転送効率が改苦できる。加えて、実施の形態2のメモり制御装置の場合に

は、メモリデバイス0とメモリデバイス へのアドレスを共通化することが可能となる。

０148 例えば、第1のメモリデバイスへのアクセスと、第2のメモリデバイスへのアクセスを行

う際、同一単位領城のデータが必要な場合には、同一のバンクアドレス、ロウアドレス

、カラムアドレスによりアクセスすることができる。また、典なる単位領城のデータヘア

クセスする場合でも、バンクアドレスB とバンクアドレスB2とが典なる場合にはバンク

アドレスのみ別のアドレスとし、ロウアドレスおよびカラムアドレスは同一のアドレスとし

てアクセスすることも可能である。この場合、実施の形態 のメモり制御装置では、単

一ザイクルでのアクセスが可能であり、実施の形態2のメモり制御装置では、メモリデ



バイス間でコマンドを遅らせてアクセスすることにより、伝送効率を改苦することができ

る。

０149 上記に説明した論理アドレス配置を実施形態 および実施形態2のメモり制御装置

に採用することにより、実効転送効率を改苦すると共に、メモリデバイス特有 (特にD

AM) に発生するアクセスオーバーヘッドを改苦することもでき、メモリシステムで使用

するトータルバンド幅を削減できる。

０15０ (実施の形態4 )

本実施の形態では、実施の形態 および実施の形態2において説明したメモり制御

装置 ０ および ０ aが、2つのメモリデバイス0およびメモリデバイス をフレームバッ

ファとして使用する場合に、画像中の矩形データをアクセスする方法について説明す

る。

０15 1 本実施の形態におけるメモり制御装置 ０ および ０ aにある変換部 ０3は、論理

アドレスとして画像の画素位置を示す二次元アドレス (X )を、メモリデバイス0およ

びメモリデバイス の物理アドレスに変換するとしてもよい。また変換部 ０3へ要求す

るデータは、二次元の矩形データザイズ (Vバイト、Wバイト) をもつ矩形アクセスとして

もよい。

０152 以下では、2 X Nバイトのアクセスを例として説明する。

０153 図 8は、本実施の形態におけるメモり制御方法のフローチヤート図である。図

図 、図6および図7に示したメモり制御装置 ０ および ０ aにおいて、第一のス

テッ ０1では、メモり制御装置 ０ および ０ aに対してメモり上に配置されたフレー

ムバッファヘ矩形アクセス要求を了 、刊 、第二のステッ ０2では、前記要求された矩形

アクセスが同一単位領城内のアクセスであるかを識別し、第三のステップ０3では、前

記矩形アクセスが同一単位領城内のアクセスである場合にはコマンド発行部 ０4、

０5および ０7 ０4aからメモリデバイス０用 とメモリデバイス 用 とアクセスする

アドレスを同時に出力する。それに対して典なる単位領城へまたがるアクセスの場合

には、第四のステッ ０4となり、コマンド発行部 ０4および ０7 ０4aからメモリデバ

イス０用 とメモリデバイス0に対応したアドレスを出力し、第五のステッ ０5では、コ

マンド発行部 ０5および ０7 ０4aからメモリデバイス 用 とメモリデバイス に対



応したアドレスを出力する。第六のステッ ０6では、メモりに対しての若き込みである

か読み出しであるかを識別し、第七のステッ ０7では、メモりへの若き込みの場合に

はメモリデバイス0およびメモリデバイス に対してデータ転送を了 、刊 、第八のステップ

０8では、メモりからの読み出しである場合にはメモリデバイス0およびメモリデバイス

からデータを取得する。

０154 図 9は、メモり上にフレームバッファを配置した場合における、メモリバンクの論理

アドレス配置の一例を示している。一般的には、フレームバッファは複数の矩形領域

(ブロック) の集合体として構成される。各ブロックは同一バンクアドレスの同一口ウアド

レスで構成する。左右および上下に隣り合うブロックは、典なるバンクアドレスで構成

されたブロックで配置を行う。これにより、横方向および縦方向に対して連続してアク

セスする場合に、バンクインタリーブ制御を行いアクセスオーバーヘッドの隠蔽が可

能になる。

０155 図2０は、図 9で示す前記ブロック内におけるメモりの力ラムアドレスの配置の一例

を示しており、前記単位領城を水平方向に つ、垂直方向に 2つ並べたブロックを

０156 図2 は、図2０の構成に加え同じメモリデバイスの ( X整数 )バイト領城が縦に並

ぶよぅに配置しているブロックを示している。この配置は次の構成により実現される。

すなわち、複数のメモリデバイスは画像を記憶するフレームバッファとして用いられ、

複数のメモリデバイスの各々は、 バイトの最小アクセス単位を有する。複数のメモリ

デバイスの論理アドレス空間は、繰り返し配置される単位領城に沿って連続する論理

アドレスを有する。各単位領城には、複数のメモリデバイスの互いに対応する複数の

( X整数 )バイト領城が順に配置される。

０157 また、上記のフレームバッファは複数の矩形領城から構成される。矩形領城は、水

平アドレスに対応してE個(同図では2個 ) の単位領城が隣接して配置され、垂直アド

レスに対応して 個 (同図では 2個 ) の単位領城が配置される。

０158 ここで、各矩形領城内の複数の単位領城は、共通のバンクアドレスおよび共通のロ

ウアドレスを有し、左右に隣接する2つの前記矩形領域は、典なるバンクアドレスを有

している。



０159 また、上下に隣接する2つの矩形領城は、任意のバンクアドレスおよび典なるロウア

ドレスを有していてよい。各単位領城には、複数のメモリデバイスの互いに対応する

複数の ( X整数 )バイト領城が、複数のメモリデバイスの並びに対応する順に配置さ

れる。

０16０ この構成により、図2 に示すように、同じメモリデバイスの ( X整数 )バイト領城が

縦方向に並ぶように配置される。

０161 図22ほ、図2 で構成されたフレームバッファへの矩形アクセス要求に対応する矩

形データ例を示す。

０162 図23は、実施の形態2のメモり制御装置の場合における、図22の矩形アクセス要

求による動作を示すタイミングチヤート図である。

０163 図22の矩形データでは、メモリデバイス0への物理アドレスと、メモリデバイス への

物理アドレスとが典なる (バンクアドレスが典なっている) ので、図23のように個別のチ

ップセレクト信号タイミングをずらしている。メモリデバイスヘ典なる物理アドレスを出

力する。メモリデバイス0とメモリデバイス は ザイクルずれてアクセスされることになる

０164 図24は、図2 で構成されたフレームバッファへの他の矩形アクセス要求に対応す

る矩形データ例を示す。

０165 図2 5は、実施の形態2のメモり制御装置の場合における、図24の矩形アクセス要

求による動作を示すタイミングチヤート図である。

０166 図24では、コマンド制御部は矩形アクセス要求を単位領城とメモリデバイス境界を

用いて半 男 し、伝送方法を決定している。この場合、まずブロック8～ブロック 、ブ

ロック4～ブロック7を伝送し、次に、矩形データがバンク境界からはみ出した部分 (ブ

ロック０～ブロック3、ブロック 2～ブロック 5)を伝送する。これにより、単位領城ごと

に伝送していた従来に比べ効率よく伝送することができる。

０167 なお、図2 では、前記ブロック内は同じバンクアドレス内の連続するカラムアドレス

を縦方向に並ぶような配置を示したが、同じバンクアドレス内の力ラムアドレスの連続

性は問わない。なお、ブロック内において縦方向に連続するカラムアドレスを配置、ま

たはフレーム領城内の水平方向にある同一バンクのブロックに連続したカラムアドレ



スを配置することで、アクセスアドレスの計算が容易になるメリットが発生する。

０168 次に、他の論理アドレス配置としてメモリデバイス0とメモリデバイス の ( X整数 )

バイト領城を市松模様に配置する例について説明する。この場合、次のように構成す

ればよい。すなわち、 行以上連続するG行からなる第 の小矩形領城における各単

位領城は、前記複数の ( X整数 )バイト領城が、前記複数のメモリデバイスの並び

に対応する順に配置される。また、隣接する 行以上連続する 行からなる第2の小

矩形領域における各単位領域には、複数の ( X整数)バイト領域が、第 の小矩形

領城と典なる順に配置される。

０169 この第 小矩形領城と第2小矩形領城の関係が矩形領城内において繰り返される

ようにすればよい。

０17０ 本発明においては、2つのメモりに典なるチップセレクト信号 を接続することにより

独立にアドレス制御を行うことができるため、図26のように、単位領城へのアクセスで

はメモリデバイス0とメモリデバイス とに分けて個別に取得できるように配置できる。1

行ごとにメモリデバイス0とメモリデバイス との配置位置を交互に振り分けることで、単

位領城を縦方向にまたがるアクセスをした場合にも、メモリデバイス0とメモリデバイス

とを個別に取得できるように配置できる。

０17 1 図2 7は、図2 の例における論理アドレス配置において、横方向は2つのバンクにま

たがり、かつ縦方向に4行分の矩形データを取得する場合に、必要なデータ部分とメ

モりに対して実際に伝送されるデータとを示したものである。その場合に、実際に伝

送されるデータは必要なデータに加えて無駄な転送が発生し、結果として伝送効率

が悪くなる。そこで本発明においては、図28のように、必要なデータに対して実際に

伝送されるデータを少なくすることができる。

０172 図29は、図2 の例における論理アドレス配置において、図2 7の矩形データを取得

する場合のタイミングチヤートである。

０173 図3０は、図26の例における論理アドレス配置において、図28の矩形データを取得

する場合のタイミングチヤートである。

０174 図28では、コマンド制御部は矩形アクセス要求を単位領域とメモリデバイス境界を

用いて半 男 し、伝送方法を決定している。この場合、まずブロック０～ブロック3、ブロ



ック8～ブロック を伝送し、次に、矩形データがバンク境界からはみ出した部分 (ブ

ロック4～ブロック7)を伝送する。これにより、単位領城ごとに伝送していた従来に比

べ効率よく伝送することができる。

０175 なお、前記フレームバッファに対してアクセスを行う場合には、前記フレームバッフ

ァの水平方向に前記メモリデバイス単位のアクセスアライメントでアクセスし、前記フレ

ームバッファの垂直方向にライン単位のアクセスアライメントでアクセスすることができ

る。

０176 なお、本発明においては、フレームバッファ上のメモリデバイスの配置がメモリデバ

イス0とメモリデバイス とで交互になっているため、データ制御部において配置を入

れ替えることも可能である。さらに、 を使用して独立にアクセスした場合には、デー

タの転送タイミングメモリデバイス0とメモリデバイス とで典なるため、データ制御部に

おいてメモリデバイス0とメモリデバイス とのタイミングのずれを調整し、マスタの要求

したデータ配列、例えば同時タイミングのデータ配列に整列したり、シリアライズした

データへと整列することも可能である。それにより、メモリデバイスに対して矩形アクセ

スを要求してくる側に対して、従来と同様のデータアクセスを実現することも可能であ

る。

０177 なお、ここでは2つのメモりを使用した場合について記述しているが、2つ以上のメモ

りを使用した場合でも同様の制御を行ってもよい。また、共通のアドレスバスを使用し

ているが、全ビットを共通にする必要はなく一部のアドレスバスでもよいし、アドレス信

号だけでなく他の制御信号も共通に使用してもよい。

０178 なお、典なるバンクアドレスで、同一口ウアドレスを持つ複数の前記ブロックを細み

合わせた単一ロウ矩形領城を構成して配置して、単一ロウ矩形領城内で同一バンク

アドレスを持つ複数の前記矩形領城にまたがるアクセスにおいて、同一バンクアドレ

スで同一口ウアドレスを連続してアクセスしてもよいし、バースト的にアクセスしてもよ

い。このようなアクセスをすることで、伝送効率を向上させることも可能である。

０179 なお、この構成によれば、前記フレームバッファに対してアクセスを行う場合には、

前記フレームバッファの水平方向に前記メモリデバイス単位のアクセスアライメントで

アクセスし、前記フレームバッファの垂直方向にライン単位のアクセスアライメントでア



クセスすることかてきる。

０18０ なお、図 9においてメモリハンクの配置を2つのハンクて構成しているか、2つ以上

のハンクを使用した場合ても同様てある。また、図26においてカラムアトレスを上から

下へと庫続アトレスとしているか、庫続アトレスてある必要はなく、下から上への庫続

てもよいし、一定の周期的なアトレスてもよいし、任首のアトレス順序てもよい。また、

ハンク内における各メモりのテータ配置も rことに入れ替えているか、2行ことに入

替えてもよいし、2行以上てもよい。また横方向に同一のカラムアトレスを配置してい

るか、縦方向に同一のカラムアトレスを配置してもよい。また、図2 における必要なテ

ータは一例てあり、要大により任首の位置から任首の大きさに対してアクセスか可能

てある。よって同一ハンク内の矩形テータてあったり、2つ以上のハンクにまたかる矩

形テータてあってもよい。

０18 1 また、図3０においてアクセス順序を記述しているか、これに限ったものてはなく、任

首の順序てもよい。例えは、ハンク1からアクセスをしてもよいし、矩形テータの下側か
ら取得を行ってもよい。

０182 なお、図2 ては、同しメモリテハイスの ( X整数 )ハイト領城か縦方向に並ふよう

に配置する例を示したか、横方向に並ふように配置してもよい。この場合、吹のように

構成すれはよい。すなわち、各矩形領城内の複数の卓位領城は、任首の卓一な前

記メモリテハイスて構成され、共面のハンクアトレスを有する。ここて、左右に隣接す

る2つの矩形領城は、典なるカラムアトレスを有する。上下に隣接する2つの前記矩

形領城は、典なるメモリテハイスの卓位領城て構成され、任首のハンクアトレスおよ

０183 各卓位領城には、複数のメモリテハイスの互いに対応する複数の ( X整数 )ハイト

領城か、複数のメモリテハイスの並ひに対応する順に配置される。

０184 以上のように、本実施の形態4ては、複数のメモりを共適ハスて制御する場合に、チ

ノプセレクト信号 を独立に制御し、なおかつフレームハノファ上におけるテータの

配置を各メモりに割り振り、横方向のテータを同一アトレスの典なるメモりに配置し、

縦方向をも典なるメモりに配置することて、 、さな矩形テータへのアクセスにおいて実

際に伝迭するテータ呈を削減することかてき、伝迭効卒の向上を実現することかてき



る。

０185 (実施の形態 5)

図3 6は、本実施の形態におけるメモり制御装置およびメモり装置の構成を示すブロ

ック図である。図3 6のメモり制御装置は、図 のメモり制御装置と比較して、コマンド発

行部が2個から 個に拡張されている点と、コマンド変換部 ０8が迫加されている点、

が典なる。図3 6のメモり装置4００cは、図34 のメモり装置4００と比較して、メモリユニ

ットが2個から 個に拡張されている点と、コマンド変換部44 が迫加されている点が

典なる。

０186 コマンド変換部 ０8は、多重化手段として機能する。すなわち、コマンド変換部 ０8

は、メモり装置4００c に供給される同期信号の ザイクル期間内に、 個のコマンド発

行部から発行されるコマンド からコマンド までの 個のアクセスコマンドを時分割

多重化し、時分割多重されたアクセスコマンドをメモり装置4００cに出力する。ここで、

多重化の対象となるアクセスコマンド(コマンド からコマンド ) は、具体的には、ロウ

アドレスを含む 個の活性化コマンド、およびヵラムアドレスを含む 個の読み出しま

たは菩き込みコマンドである。

０187 コマンド変換部44 は、逆多重化手段として機能する。すなわち、メモり制御装置か

らコマンドインターフェースを介して受信した、時分割多重されたアクセスコマンドを

個のアクセスコマンドに逆多重化し(つまり分離し) 、アクセスコマンド から を対応

するメモリユニット から に出力する。

０188 ここでは、マスタ2００が、メモり制御装置 ０ を介して e幅のデータバスを持つ

メモリデバイスに接続されているシステム形態を示している。同図では、マスタ2００は

つしか図示していないが、複数のマスタが接続されていてももちろんよい。ここで前

記 e幅のデータバスを持つメモり装置4００cはメモリユニットとよばれるモジュー

ルを 個有し、加えてその各々のメモリユニットに対してインターフェース仕様に応じ

たコマンドを同時に出力できる機能を有したコマンド変換部44 を含む。コマンド変

換部44 はメモり装置4００c に与えられる外部クロックの規定ザイクル内に 個のコマ

ンドを受け取り、前記 個のメモリユニットに対して同時にコマンド発行できるコマンド

変換機能も有している。これによれば、パッケージィヒされたメモり装置へのアクセスコ



マント供給を高速化することか可能になり、その結果、パノケーシのビン数およひパノ

ケーシへの配線数を低減することかてきる。前記 個のユニノトメモりのテータハスは

前記 e幅のテータハスを 分割した各々と接続されている。尚、メモリユニノトは

適常の のハンクか つ以上複数に集合したものてあっても良く、メモりの種別

は問わす、広く記惜素子とする。

０189 本実施の形態におけるメモり制御装置は、マスタから発行された前記メモリアクセス

要大を、後述するメモリユニノト毎のアクセスコマントに分割し、前記複数のメモリユニ

ノトにアクセスコマントを発行するコマント制御手段 (コマント生成部およひ第 ～第

コマント発行部)と、前記メモリアクセス要大か菩き込み要大てある場合に、マスタから

の菩き込みテータを、前記複数のメモリテハイス毎のテータに分割して各メモリテハ

イスヘ出力し、前記メモリアクセス要大か読み出し要大てある場合に、前記複数のメ

モリテハイスからの読み出しテータを細み合わせて、前記マスタヘ出力するテータ制

御手段とを有している。ここて、コマント制御手段は、分割した複数のアクセスコマン

トに対応する前記複数のメモリユニノトの物理アトレスか同し場合と典なる場合とて、

複数のメモリユニノトヘ同し物理アトレスを出力する制御と、典なる物理アトレスを出

力する制御とを切り替える。

０19０ これにより、メモり帯域を広け、かつ、最小アクセス卓位を増加させすに、無効なテ

ータ伝迭の増加を抑制するとレぢ効果かある。すなわち、メモり帯域は ( つのメモリユ

ニノトのハス幅) X (メモリユニノトの個数 ) に拡大され、しかも、マスタからアクセス可能

な最小アクセス卓位は つのメモリユニノトの最小のアクセス卓位とすることかてきる。

ここて、最小アクセス卓位とは、一つのメモリユニノトのハス幅X 最小ハースト長て大

まる値を指す。図3 6ては、一つのメモリテハイスのハス幅かVB e、最小ハースト長

か てあるものとする。

０19 1 また図3 6においてメモり制御装置 ０ は、コマント生成部 ０2と、テータ制御都 ０

6とコマント変換部 ０8、及ひメモり装置4００cにコマント変換部44 を介して接続さ

れている 個のコマント発行部から構成されている。ここて 個のコマント発行部とコ

マント変換部 ０8ほ一体てあってもよい。コマント生成部 ０2ほ、マスタ2００からのメ

モリアクセスコマント (メモリアクセス要大) に含まれる論理アトレスをメモリユニノト か



ら 毎の物理アドレスに変換する変換部 ０3を備える。コマンド生成部 ０2、 個の

コマンド発行部およびコマンド変換部 ０8は、上記のコマンド制御手段として機能す

る。

０192 マスタ2００からのメモリアクセスコマンドは、コマンドバスを介して、コマンド生成部

０2に入力される。ここで、メモリアクセスコマンドとは、データ転送の方向、伝送ザイズ

、メモりのアクセス開始アドレス (論理アドレス ) を示すデータを含む。

０193 マスタ2００からメモリアクセスコマンドを受け取ったコマンド生成部 ０2 、まず、受

け取ったコマンドを、変換部 ０3において論理アドレスからメモリユニット0から 毎の

物理アドレスに変換する。さらに、コマンド生成部 ０2は、接続されているメモリユニッ
トの最小アクセス単位のコマンドに分割する。その後、個々のメモリユニットに対応し

たユニット別アクセスコマンドを生成し、それぞれのコマンド発行部に、前記ユニット別

アクセスコマンドを発行する。

０194 各コマンド発行部と各メモリユニットとは、それぞれ 対 で、メモりを制御するチップ

セレクト信号 ( S ) と、コマンド信号が対応付けられるが、その際、メモり制御装置内の

コマンド変換部 ０8で時間多重され、規定ザイクル内にこでは 外部クロックザイクル

) に、メモり装置4００cのタイミング仕様に応じて、発行可能なコマンドをメモリデバイス

ヘ出力する。この前記多重ィヒされたコマンドをメモり装置4００c 内のコマンド変換部4

4 で逆多重化し、それぞれ対応するコマンドを各メモリユニットヘ出力する。また、コ

マンド発行部は、上記タイミング仕様に基づいてメモリデバイスに発行したコマンドの

発行順を示すコマンド発行性情報を、データ制御部 ０6に通知する。

０195 一方、マスタ2００とメモり装置4００c間のデータ転送は、マスタ2００とデータ制御部

０6間の eのデータバスを通して伝送される。ここで、データバスは、双方向バスと

してもよいし、菩き込みデータ専用と読み出しデータ専用の2系統のバスとしてもよい

０196 データ制御部 ０6と各メモリデバイスとは eのデータバスが接続されている。

データ制御部 ０6では、マスタ2００からのメモリデバイスへのデータ菩き込み処理時

にほ、マスタ2００からの B e データを、前記コマンド発行部から受け取った前記コ

マンド発行性情報に基づいて、各メモリユニットに接続される e のデータバ



スに分割し、伝送を行う。また、メモリデバイスからのデータ読み出し処理時には、各

メモリユニットからの B e 出力データを、前記コマンド発行部から受け取った前

記コマンド発行性情報に墓づいて、 B eのデータにくみ上げた後、マスタ2００に接

続される B eデータバスに伝送を行う。この制御により、メモリデバイスに発行したコ

マンドと、伝送されるデータとの整合性をとる制御を行う。

ここでマスタ2００とデータ制御部とを繋ぐデータバスの幅は B eに限らずシステム

成立の要件によって決まる幅でよい。

０197 これまでに述べた本発明のメモり制御装置 ０ に接続されるマスタ2００およびコマ

ンド生成部 ０2は実施の形態 と同様の機能を有している。またコマンド生成部 ０2

は、前述のマスタ2００から受け取るコマンドを分割、変換したときに、メモリユニットが

典なり、かつアドレスも典なる場合である時、メモリユニット毎のコマンド発行部へ発行

し、メモリユニット毎に同時に典なるアドレスを発行してアクセスすることができる。更に

、メモリユニットが典なるが、アドレスが同じ場合である時、メモリユニット毎のコマンド

発行部へ発行し、メモリユニット毎に同時に同じアドレスを発行してアクセスすることも

できる。

０198 次に、コマンド生成部 ０2における動作を説明する。図3は、コマンド生成部 ０2に

おける、フローチヤートを示した図である。図3に示すように、コマンド生成部 ０2では

、マスタ2００から受け付けたコマンドの開始アドレスが、8B e境界か、そうでないかに

より処理が典なる。開始アドレスが8B e 境界の場合 (開始アドレスが 8n B e (nは整

数)の場合 ) は、コマンド発行部０、 それぞれに、アドレス n へのアクセスコマンドを発

行する。その後、n を ずつインクリメントしていき、マスタ2００からの要求転送ザイズ

な満たすまで上記処理を練り返す。

０199 一方、開始アドレスが8B e 境界でない場合 (開始アドレスが 8n 4 B e (nは整数)

の場合 ) は、コマンド発行部０に、アドレス n へのアクセスコマンドを、コマンド発行

部 に、アドレス n へのアクセスコマンドをそれぞれ発行する。その後、n を ずつイン

クリメントしていき、マスタ2００からの要求転送ザイズな満たすまで上記処理を繰り返

す。

０2００ ここで4B e境界単位でメモリデバイスをメモリユニット とメモリユニット2と特定する



場合において、本発明のメモり制御装置 ０ を通じてメモリデバイスヘ論理アドレス

及び画像イメージアドレスの両方でアクセスができるマスタ2００が発行するコマンドは

、図2が示すアドレスマップに従って、コマンド生成部 ０2で分割、変換され、 )メモ

リデバイス0からメモリデバイス へ跨る場合はメモリデバイス間で同じアドレスであり、

2)メモリユニット からメモリユニット2へ跨る場合はメモリユニット問で典なるアドレスに

なる。本実施形態 の発明では、このようにメモリユニットにデータを格納し、読み出し

可能な配置にすることにより2 の場合は同時に典なるアドレスを典なるメモリユニット

及び2に発行でき、かつ の場合には同時に同じアドレスを典なるメモリユニット

及び2に発行することができる。

０2０1 図 は、本実施形態 5におけるメモり制御装置 ０ とメモり装置4００cの動作タイミ

ングの一例を示すタイミングチヤートである。ここでは、RCD 二 3 ザイクル、C 二 3 ザ

イクルのS R と同等の動作をするメモリユニット 個を使用して、マスタ2００から

、 B e データの読み出しコマンドが発行された場合のメモリデバイスへの制御

信号と、マスタ2００への読み出しデータバスの動作タイミングを示している。

０2０2 コマンド生成部 ０2において生成されたアクセスコマンドは 個のコマンド発行部

の各々において各メモリユニットのコマンドヘ分解された後、メモり制御装置 ０ 内の

コマンド変換部 ０8にて時間多重され クロックザイクル中に 個のコマンドとしてメモ

り装置4００cに発行される。多重ィヒされた 個のコマンドはメモり装置4００c内のコマ

ンド変換部44 で各々該当するメモリユニットへのコマンドと S 号に分解され各メ

モリユニットヘ発行される。以上のようなコマンド転送をメモり制御装置 ０ とメモり装

置4００cのインターフェースで示した図が図37である。最初にメモリユニット から の

それぞれ独立したアクティベートコマンドを時間多重し、メモり装置4００cに対して ザ

イクルの間に発行する。その後、RCD を満たすよう3クロックザイクルおいて、ユニッ
トメモり から のそれぞれ独立したRead コマンドを時間多重し発行する。メモり装置

4００c内の から のメモリユニットのそれぞれは、Read コマンド受信後、C 二3 後から

それぞれ所望のリードデータを自らのデータバスに出力する。

０2０3 上記制御をおこなうことにより、マスタ2００からのアクセス要求において、アクセス開

始アドレスが、接続されるトータルデータバス幅の境界でなく、要求転送ザイズがト一



タルテータハス幅を超えたアクセスてある場合に、メモリユニノトことに典なるアトレス

て同時に独立してアクセスすることかてきるため、下記に示す従来システムに比ヘア

クセス効卒を向上することか出来る。

０2０4 このように、本実施例においては、システム的に同一の e のS R を接続し

たものと等価なメモり帯域を利用てきると同時に、アクセスアトレス境界を、使用する

一つのメモリテハイスの最小アクセス単位 (本実施例ては4 B e卓位 ) にまて落として

、テータ転法制御を行うことか可能となるため、アクセス開始アトレスの粒度か 、さい

システムにおいて、より効果的なメモり帯域の利用か可能となる。

０2０5 さらに、 つのメモリテハイスに対して 個のコマントを時間多重して伝送する構成

てあるため、 S 信号線およひコマント (アトレスも含む)ハスか つのメモリユニノト分

て済むため、全部を独立配線する場合と比へて、コマントハスの配線面積を大幅に

削減することかてきる。

０2０6 なお、本実施例ては、使用するメモリテハイスとして、 B eハスのS R の機

能と同等のメモリユニノト 個を接続した場合を例として説明したかテハイスの種類も

S に限らす 2 D ec R b s DRAM XDR といった他の

てあっても、S R 、フラノシュメモりといった R てないメモリてあっても、記

憶媒体として使用てきるメモリテハイスてあれは同様に実施可能てある。その際、前

述した最小アクセス単位とは、一つのメモリテハイスのハス幅X 最小ハースト長て大

まる値を指す。

０2０7 また、図3 6て示したコマント生成部 ０2及ひコマント制御都 ０7は最小アクセス卓

位に某つくメモりマノピンクに従って、マスタ2００からのアクセスコマントを最小アクセ

ス単位に分割し、テハイスヘコマントを発行しアクセスするコマント発行部へ結果を

振り分ける機能を有している。

０2０8 なお、本実施例ては、コマント発行部かテータ制御都 ０6 に発行するコマント発行

順清報を、マスタ2００のアクセスコマントのうち、何番 目のテータに対するコマントて

あるかを示す番号清報としているか、接続されるメモリテハイスのとちらか上位かを示

す ヒノトの清報として制御することも可能てある。

０2０9 メモリテハイスか R てない場合、コマント発行部はほとんと必要としない構成



を採りぅる。また、コマンド生成部 ０2から直接データ制御部 ０6へ、コマンド発行順

制御情報を通知することも可能である。

０2 1０ なお、図3 6において、コマンドだけでなくデータをも多重化するよぅにメモり制御装

置およびメモり装置を構成してもよい。その場合、メモり制御装置は、メモり装置に送

信すべきデータ からデータ を ザイクル期間に時分割多重化するデータ多重化

部と、メモり装置から受信される多重ィヒされたデータをデータ からデータ に逆多重

化するデータ逆多重化部と備え、かつ、メモり装置は、メモり制御装置に送信すべき

データ からデータ を ザイクル期間に時分割多重化するデータ多重化部と、メモり

制御装置から受信される多重ィヒされたデータをデータ からデータ に逆多重化す

るデータ逆多重化部と備えるよぅにすればよい。

０2 11 また、上記多重化部は、メモリユニットに供給される同期信号の ザイクル期間内に

個のアクセスコマンドを時分割多重化しているが、この代わりに、 ザイクル期間内

に少なくとも2つのアクセスコマンドを時分割多重化することにより、複数ザイクル期間

で 個のアクセスコマンドを多重化するよぅにしてもよい。データが多重ィヒされる場合

も同様にしてよい。

０2 12 なお、上記各実施の形態に示したブロック図の各機能ブロックおよびフローチヤート

の各モジュールは典型的には集積回路装置である S として実現される。この S は
。

チップィヒされても良いし、複数チップィヒされても良い。例えば、メモり以外の機能フ

ロックが チップィヒされていても良い。ここでは、 S としたが、集積度の違いにより、1

C、システム S 、スーパー S 、ウルトラ S と呼称されることもある。

０2 13 集積回路化の手法は S に限るものではなく、専用回路又は汎用プロセザで実現

してもよい。 S 製造後に、プログラムすることが可能な PG ( e d og ammab e

G a e A 町)や、 S 内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラ

ブル・プロセッザを利用しても良い。

０2 14 さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術により S に置き換わる集積回

路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行って

もよい。バイオ技術の適応等が可能性としてありえる。

０2 15 また、各機能ブロックのぅち、データを格納するユニットだけ チップィヒせずに、記録



媒体や R など別構成としても良い。

産業上の禾 用可能，吐

本発明にかかる、実伝送効率向上を図るメモり制御装置及び制御方式は、画像や

AUd oに代表されるコーデック及び P 等のよぅなマスターデバイスと、 R 等の

よぅなメモりとの間において生じするデータ伝送を仲介するメモり制御装置 ０ に利

用することができる。具体的には、画像処理制御を行ぅシステムにおけるメモり制御回

路として有用である。また、これらはテレビやビデオ、レコーダ、カメラなどの画像処理

システムや、パソコンなどにおける画像処理システムに適している。



請求の範囲

メモリアクセス要求を発行するマスタと複数のメモリユニットとに接続され、メモリユニ

ットのアクセスを制御するメモり制御装置であって、

前記マスタから発行された前記メモリアクセス要求を、メモリユニット毎のアクセスコ

マンドに分割し、前記複数のメモリユニットにアクセスコマンドを発行するコマンド制御

手段と、

前記メモリアクセス要求が菩き込み要求である場合に、マスタからの若き込みデー

タを、前記複数のメモリユニット毎のデータに分割して各メモリユニットヘ出力し、前記

メモリアクセス要求が読み出し要求である場合に、前記複数のメモリユニットからの読

み出しデータを細み合わせて、前記マスタヘ出力するデータ制御手段とを有し、

前記コマンド制御手段は、分割した複数のアクセスコマンドに対応する前記複数の

メモリユニットの物理アドレスが同じ場合と典なる場合とで、複数のメモリユニットヘロ

じ物理アドレスを出力する制御と、典なる物理アドレスを出力する制御とを切り替える

ことを特徴とするメモり制御装置。

2 前記コマンド制御手段は、前記複数のメモリユニットに共通のアドレスバスと、前記

複数のメモリユニットに個別のチップセレクト信号とを介して前記複数のメモリユニット

に接続され、

前記コマンド制御手段は、

分割した複数のアクセスコマンドが同じ物理アドレスを示す場合に、前記個別のチ

ップセレクト信号を同時に有効にすることによって、前記複数のメモリユニットヘ同じ

物理アドレスを出力し、

分割した複数のアクセスコマンドが典なる物理アドレスを示す場合に、前記個別の

チップセレクト信号をタイミングをずらして有効にすることによって、前記複数のメモリ

ユニットヘ典なる物理アドレスを出力し、

前記データ制御手段は、前記メモリアクセス要求が菩き込み要求である場合に、マ

スタからの若き込みデータを、前記複数のメモリユニット毎のデータに分割して、前記

アクセスコマンドのタイミングに従って各メモリユニットヘ出力し、前記メモリアクセス要

求が読み出し要求である場合に、前記アクセスコマンドのタイミングに従って前記複



数のメモリユニットから読み出されたデータを細み合わせて、前記マスタヘ出力する

ことを特徴とする請求項 記載のメモり制御装置。

3 前記コマンド制御手段は、コマンド生成部と、メモリユニット毎に設けられたコマンド

発行部とを備え、

前記コマンド生成部は、前記メモリアクセス要求に含まれる論理アドレスをメモリユニ

、ソト毎の物理アドレスに変換し、メモリユニット毎のアクセスコマンドに分割し、

前記各コマンド発行部は、対応するメモリユニットに、前記コマンド生成部からのア

クセスコマンドを発行し、

前記コマンド生成部は、複数のアクセスコマンドを複数のコマンド発行部に同時に

出力する

ことを特徴とする請求項 または2記載のメモり制御装置。

4 前記コマンド制御手段は、コマンド生成部と、メモリユニット毎に設けられたコマンド

発行部とを備え、

前記コマンド生成部は、前記メモリアクセス要求に含まれる論理アドレスをメモリユニ

、ソト毎の物理アドレスに変換し、メモリユニット毎のアクセスコマンドに分割し、

前記各コマンド発行部は、対応するメモリユニットに、前記コマンド生成部からのア

前記コマンド生成部は、分割した複数のアクセスコマンドに対応する前記複数のメ

モリユニットの物理アドレスが同じ場合に、複数のアクセスコマンドを複数のコマンド

発行部に同じタイミングで出力し、

分割した複数のアクセスコマンドに対応する前記複数のメモリユニットの物理アドレ

スが典なる場合に、複数のアクセスコマンドを複数のコマンド発行部に典なるタイミン

グで出力する

ことを特徴とする請求項 または2記載のメモり制御装置。

5 前記複数のメモリユニットは、2つの第 、第2メモリユニットであり、

前記コマンド制御手段は、前記アクセス要求を第 アクセスコマンドと第2アクセスコ

マンドに変換し、

第 および第2メモリユニットは、



前記アクセス要求が第 メモリユニットのデータを先頭とし、当該データの先頭が第

および第2メモリユニットのデータを含むデータバスのアライメントに一致する場合に

、前記第 のアクセスコマンドに対応する物理アドレスと前記第2のアクセスコマンドに

対応するアクセスコマンドの物理アドレスとが同じとなるように、データを格納し、

前記アクセス要求が第2メモリユニットのデータを先頭とし、当該データの先頭が第

および第2メモリユニットのデータを含むデータバスのアライメントに一致しない場合

に、前記第 のアクセスコマンドに対応する物理アドレスと前記第2のアクセスコマンド

に対応するアクセスコマンドの物理アドレスとが典なるように、データを格納する

ことを特徴とする請求項3または4記載のメモり制御装置。

6 前記コマンド制御手段は、複数のアクセスコマンドに対応する前記複数のメモリユ

ニットの物理アドレスが典なる場合に、アドレスおよびチップセレクト信号の出カタイミ

ングをメモリユニット毎に遅らせることにより、複数メモリユニットの同一のアドレスと典

なるアドレスを切り替える

ことを特徴とする請求項2記載のメモり制御装置。

7 前記複数のメモリユニットは第 ～第 のメモリユニットであり、

前記複数のメモリユニットの各々は、 バイトの最小アクセス単位を有し、

前記論理アドレス空間は、繰り返し配置される単位領城に沿って連続する論理アド

各単位領城は、第 ～第 のメモリユニットの互いに対応する 個の ( X整数 )バ

イト領城が順に配置される

ことを特徴とする請求項 または2記載のメモり制御装置。

8 各単位領城において第 ～第 のメモリユニットの物理アドレスは共通であり、

前記コマンド制御手段は、

前記アクセス要求が前記単位領城を越えないデータザイズのアクセス要求である

場合、前記第 ～第 のメモリユニットのうち、当該アクセス要求に対応するメモリユニ

ットに同時にアクセスコマンドを発行する

ことを特徴とする詰求項7記載のメモり制御装置。

9 前記第 ～第 のメモリユニットの各々 ま 個のバンクを有し、



前記論理アドレス空間は、 個の第 ～第 の前記単位領城が繰り返し配置され、

前記第 ～第 の単位領城は、共通のロウアドレスを有し、典なるカラムアドレスを有

し、

前記第 ～第 の単位領城の各々において前記 個の ( X整数 )バイト領城は、

バンクアドレスが共通であり、

前記第 ～第 の単位領城は、互いにバンクアドレスが典なる

ことを特徴とする請求項8記載のメモり制御装置。

０ 前記 個の第 ～第 の前記単位領城が繰り返し配置される論理アドレス空間にお

いて、隣接する前記単位領城は典なるバンクアドレスを有し、

前記コマンド制御手段は、バンクインタリーブにより隣接する前記単位領城にアクセ

スするよぅに前記アクセスコマンドを発行する

ことを特徴とする請求項9記載のメモり制御装置。

前記複数のメモリュニットは画像を記憶するフレームバッファとして用いられ、

前記複数のメモリュニットの各々は、 バイトの最小アクセス単位を有し、

前記論理アドレス空間は、繰り返し配置される単位領城に沿って連続する論理アド

各単位領城には、前記複数のメモリュニットの互いに対応する複数の ( X整数 )

バイト領城が順に配置され、

前記画像の水平アドレスに対応して 個の単位領城が隣接して配置され、垂直アド

レスに対応して 個の単位領城が配置される

ことを特徴とする請求項 または2記載のメモり制御装置。

2 前記各単位領城内における複数の ( X整数 )バイト領城は、バンクアドレス、ロウ

アドレスおよびカラムアドレスが共通である

ことを特徴とする請求項 記載のメモり制御装置。

3 前記フレームバッファの水平方向または垂直方向に隣接する前記単位領城は典な

前記コマンド制御手段は、バンクインタリーブにより隣接する前記単位領域にアクセ

スするよぅに前記アクセスコマンドを発行する



ことを特徴とする請求項 ０記載のメモり制御装置。

4 前記 は2であることを特徴とする請求項7から ０の何れかに記載のメモり制御装

置。

5 前記 は2であり、

前記2つのメモリユニットは画像を記憶するフレームバッファとして用いられ、

前記2つのメモリユニットの各々は、 バイトの最小アクセス単位を有し、

各単位領城には、前記2つのメモリユニットの互いに対応する2つの ( X整数 )バ

イト領城が交互に配置され、

前記画像の水平アドレスに対応して 個の単位領城が隣接して配置され、垂直アド

レスに対応して 個の単位領城が配置され、

前記マスタからのアクセス要求は、水平アドレスと、行単位の垂直アドレスとを含む

ことを特徴とする請求項7から ０の何れかに記載のメモり制御装置。

6 前記コマンド制御手段は、前記複数のメモリユニットに共通の第 アドレスバスと、前

記複数のメモリユニットに個別の第2アドレスバスと、前記複数のメモリユニットに個男

のチップセレクト信号を介して前記複数のメモリユニットに接続され、

前記第 アドレスバスと第2アドレスバスは、アドレスバスを構成する一部のアドレス

信号線と他部のアドレス信号線である

ことを特徴とする請求項 記載のメモり制御装置。

7 前記コマンド制御手段は、

分割した複数のアクセスコマンドが同じ物理アドレスを示す場合に、前記の個別の

チップセレクト信号と第 および第2アドレスバスとを同時に有効にすることによって、

前記複数のメモリユニットヘ同じ物理アドレスを出力し、

分割した複数のアクセスコマンドが典なる物理アドレスを示す場合でかつ第 アドレ

スバスが典なる物理アドレスを示す場合、前記の個別のチップセレクト信号および第

、第2アドレスバスを共に出力するタイミングをずらして有効にすることによって、前

記複数のメモリユニットヘ典なる物理アドレスを出力し、

分割した複数のアクセスコマンドが典なる物理アドレスを示す場合でかつ第2アドレ

スバスが典なる物理アドレスを示す場合、前記の個別のチップセレクト信号および第



及び第2アドレスバスを同時に有効にすることによって、前記複数のメモリュニットヘ

典なる物理アドレスを出力する

ことを特徴とする請求項 6記載のメモり制御装置。

8 前記複数のメモリュニットは画像を記憶するフレームバッファとして用いられ、

前記複数のメモリュニットの各々は、 バイトの最小アクセス単位を有し、

前記論理アドレス空間は、繰り返し配置される単位領城に沿って連続する論理アド

各単位領城には、前記複数のメモリュニットの互いに対応する複数の ( X整数 )

バイト領城が順に配置され、

前記フレームバッファは複数の矩形領城から構成され、

前記矩形領城は、水平アドレスに対応してE個の単位領城が隣接して配置され、垂

直アドレスに対応して 個の単位領城が配置される

ことを特徴とする請求項 または2記載のメモり制御装置。

9 前記各矩形領城内の複数の前記単位領城は、共通のバンクアドレスおよび共通の

左右に隣接する2っの前記矩形領城は、典なるバンクアドレスを有し、

上下に隣接する2っの前記矩形領城は、任意のバンクアドレスおよび典なるロウア

ドレスを有する

ことを特徴とする請求項 8記載のメモり制御装置。

2０ 各単位領城には、前記複数のメモリュニットの互いに対応する複数の ( X整数 )

バイト領城が、前記複数のメモリュニットの並びに対応する順に配置される

ことを特徴とする請求項 9記載のメモり制御装置。

2 前記各矩形領城内の複数の前記単位領城は、任意の単一な前記メモリュニットで

構成され、共通のバンクアドレスを有し、

左右に隣接する2っの前記矩形領城は、典なるカラムアドレスを有し、

上下に隣接する2っの前記矩形領城は、典なるメモリュニットの単位領城で構成さ

れ、任意のバンクアドレスおよびカラムアドレスが典なることを特徴とする請求項 8記

載のメモり制御装置。



22 各単位領城には、前記複数のメモリュニットの互いに対応する複数の ( X整数 )

バイト領城が、前記複数のメモリュニットの並びに対応する順に配置される

ことを特徴とする請求項2 記載のメモり制御装置。

23 r以上連続するG 「からなる第 の小矩形領城における各単位領城は、前記複

数の ( X整数 )バイト領城が、前記複数のメモリュニットの並びに対応する順に配置

され、

隣接する 行以上連続する からなる第2の小矩形領城における各単位領城に

は、前記複数の ( X整数 )バイト領城が、前記第 の小矩形領城と典なる順に配置

され、

前記第 小矩形領城と前記第2小矩形領城の関係が前記矩形領城内において繰り

返される

ことを特徴とする請求項 9または2 記載のメモり制御装置。

24 メモリアクセス要求を発行するマスタと複数のメモリュニットとに接続され、メモリュニ

ットのアクセスを制御するメモり制御方法であって、

前記マスタから発行された前記メモリアクセス要求を、メモリュニット毎のアクセスコ

マンドに分割し、前記複数のメモリュニットにアクセスコマンドを発行するステップと、

前記メモリアクセス要求が菩き込み要求である場合に、マスタからの菩き込みデー

タを、前記複数のメモリュニット毎のデータに分割して各メモリュニットヘ出力し、前記

メモリアクセス要求が読み出し要求である場合に、前記複数のメモリュニットからの読

み出しデータを細み合わせて、前記マスタヘ出力するステップと

を有し、

前記アクセスコマンドを発行するステップにおいて、分割した複数のアクセスコマン

ドに対応する前記複数のメモリュニットの物理アドレスが同じ場合と典なる場合とで、

複数のメモリュニットヘ同じ物理アドレスを出力する制御と、典なる物理アドレスを出

力する制御とを切り替える

ことを特徴とするメモり制御方法。

25 請求項 記載のメモり制御装置を備えることを特徴とする半導体装置。

26 パッケージィヒされたメモり装置であって、



複数のメモリュニットと、

外部から、アクセスコマンドを受信し、前記複数のメモリュニットに供給するコマンド

インターフェースと、

前記複数のメモリュニットと同数の部分的なバスにビット分割されたデータバスと、

外部から供給される同期信号に従って、外部と前記複数のメモリュニットの各々との

間で前記データバスを介して独立にデータを入出力するデータインターフェースと

を備えることを特徴とするメモり装置。

27 前記コマンドインターフェースは、時分割多重化された複数のアクセスコマンドを前

記同期信号の ザイクル期間に受信し、

前記メモり装置は、さらに、

前記コマンドインターフェースによって受信された、時分割多重されたアクセスコマ

ンドを逆多重化し、アクセスコマンドを対応するメモリュニットに分配する逆多重化部

を備える

ことを特徴とする請求項26記載のメモり装置。

28 前記コマンドインターフェースは、前記複数のメモリュニット個別に有効または無効

にする複数のセレクト信号を受信し、受信したセレクト信号を対応するメモリュニットに

供給する

ことを特徴とする請求項26記載のメモり装置。

29 前記コマンドインターフェースは、前記複数のメモリュニット毎に有効か無効かを示

すュニット情報を受信し、

前記メモり装置は、さらに、

前記ュニット情報を前記複数のメモリュニット個別のセレクト信号に変換し、変換し

たセレクト信号を各メモリュニットに供給する変換手段を有する

ことを特徴とする請求項26記載のメモり装置。

3０ メモリアクセス要求を発行するマスタと、複数のメモリュニットとに接続され、メモリュ
ニットのアクセスを制御するメモり制御装置であって、

前記マスタから発行された前記メモリアクセス要求を、メモリュニット毎のアクセスコ

マンドに分割するコマンド制御手段と、



前記複数のメモリュニットに供給される同期信号の ザイクル期間内に複数のアク

セスコマンドを時分割多重化し、時分割多重されたアクセスコマンドを発行する多重

化手段と、

前記複数のメモリュニットと同数の部分的なバスにビット分割されたデータバスと、

前記メモリアクセス要求が菩き込み要求である場合に、マスタからの若き込みデー

タを、前記複数のメモリュニット毎のデータに分割して各メモリュニットヘ出力し、前記

メモリアクセス要求が読み出し要求である場合に、前記複数のメモリュニットからの読

み出しデータを細み合わせて、前記マスタヘ出力するデータ制御手段と

を有することを特徴とするメモり制御装置。
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以後に公表 されたもの ΓX 特に関連のある文献てあ て、 当該文献のみて発明
ΓL 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性かな 考えられるもの

日若し< は他の特別な理 由を確立するために引用す ΓY j 特に関連のある文献てあ て、 当該文献 t 他の 1以
る文献 (理由を付す) 上の文献 :の、当業者に て自明てある組合 に

ΓO 口頭によ る開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性かな 考えられるもの
r p 国際出願 日前て、か 優先権の主張の基礎 t なる出願 Γ& J 同 テ ト ア 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
1 9 . 0 3 . 2 0 0 0 1 . 0 4 . 2 0 0 8

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 (権限のある職員 ) 5 N 9 0 6 6

日本国特許庁 ( I ノ J P ) 田中 秀人
郵便番号 1 0 0 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三T 4 番 3 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 5 8 6

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 2 ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )



国際調査報告 国際出願番号 ノ

C (続き) ・ 関連する と認められる文献
引用文献の 関連する
テ ホ 引用文献名 及ひ 部の箇所か関連する ときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

JP 2005-148218 A (セイ プソ 株式会社) 2005.06.09, 段落
[0009] (7 ア な し)

JP 11-98462 A (株式会社 日立製作所) 1999.04.09, 全文, 全図 (特
に、段落 [0031] [0038] , 第 6 図, 第 7 図) & US 6295596 B l

JP 10-105367 A 式会社東芝) 1998. 04. 24, 全文 r US 11-15, 18-22

6005592 A l

JP 11-203197 A (株式会社沖デ タ) 1999. 07. 30, 段落 [0007] 16

[0020] , 第 1 図 (7 ア な し)

JP 2001-92771 A (株式会社東芝) 2001.04.06, 全文 特に、 27,30

段落 [0015] - [0023] 第 1図) (7 ア V な し)

EP 1026595 A l (ST Microelectronics Limited) 2000. 08. 09, 全文 1-30

全図 & US 6182192 B l

WO 97/24727 A l (MICRON TECHNOLOGY, INC. ) 1997. 07. 10, 全文 全 1-30

図 & US 5748551 A l & US 5903509 A l

JP 4-167160 A (松下電器産業株式会社 1992. 06. 15, 全文 全図
(7 ア V な し)

様式 PCT ノ I S A ノ2 1 0 (第 - の続き 2 O O 7 午 4 月



国際調査報告 国際出願番r号 ノ

第 欄 請求の範囲の 部の調査かてきな ときの意見 第 1 の の続き

怯第 8条第 3項 ( P C T 17条 (2) (a)) の規定によ り、 この国際調査報告は次の理 由によ り請求の範囲の 部に て作
成しな た。

i ・ r 請求 <範囲 は、 こ (D 国際調査機関か調査をするこ を要しな 対象に係 るも (D てある。

ま り、

・ ヴ 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることかてきる程度まて所定の要件を価たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま り、

・ 巳 請求の範囲 は、従属請求の範囲てあ て P C T規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載されて な 。

第m欄 発明の単一性か欠如して る ときの意見 (第 1 の の続き

次に述 るよ にこの国際出願に二以上の発明かぁる とこの国際調査機関は認めた。

請求の範囲 1 - 2 5 , 3 0 に係 る発明は、メ 制御装置 (方法) に関するものである。
請求の範囲 2 6 - 2 9 に係 る発明は、メ 装置に関するものである。

i ・ r 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

・汀 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査することかてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

3・ r 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

4・ r 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住意
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 と共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。

追加調査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。

巳 追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 l の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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