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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のシステムバスで共有される共有メモリを制御するメモリコントローラにおいて、
　複数のバスインターフェース部と、メモリコントローラコア部と、メモリインターフェ
ース部を有し、
　前記複数のバスインターフェース部は、前記複数のシステムバスからのコマンドを受け
付け、前記メモリコントローラコア部が受信可能なコマンドに変換し、
　前記メモリコントローラコア部は、前記複数のバスインターフェース部から受け付けた
コマンドを前記メモリインターフェース部に発行するコマンド制御部を有し、
　前記メモリインターフェース部は、前記メモリコントローラコア部から受け付けたコマ
ンドを前記共有メモリに対するコマンドへ変換し、
　更に、前記複数のバスインターフェース部と前記コマンド制御部との間でコマンドを授
受する第１のバスと、
　前記メモリインターフェース部からの読み出しデータを、前記コマンド制御部を介する
ことなく前記第１のバスに転送するための第２のバスを有することを特徴とするメモリコ
ントローラ。
【請求項２】
　更に、前記メモリインターフェース部を含む複数のメモリインターフェース部と前記コ
マンド制御部との間でコマンドを授受する第３のバスを有することを特徴とする請求項１
に記載のメモリコントローラ。
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【請求項３】
　前記コマンド制御部は、前記複数のバスインターフェース部からの書き込みデータを前
記メモリインターフェース部に対して転送するためのバッファを有することを特徴とする
請求項１に記載のメモリコントローラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のシステムバス、すなわちバスマスターにより共有される共有メモリへ
のアクセスを制御するメモリコントローラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数のバスマスターと共有メモリとが複数のシステムバスで接続されるシステム
ＬＳＩが実現されている（例えば、特許文献１）。上記のバスマスターとしては、プロセ
ッサ、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＤＭＡＣ（Ｄｉ
ｒｅｃｔ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）等が知られている。こ
の種のシステムＬＳＩでは、複数のシステムバスから共有メモリへのアクセスを制御する
メモリコントローラが必須のデバイスとなっている。
【０００３】
　このメモリコントローラは、システムバス構成、メモリ構成等が異なる様々なシステム
に対する汎用性を保ちながら高いシステム性能を達成することが求められている。このた
めには、メモリコントローラは、共有メモリのバンド幅とリアルタイム性を確保しながら
アクセス制御を行うことが重要である。
【０００４】
　従来のメモリコントローラは、各システムに共通に設けられた特定のシステムバスに対
してのみ接続可能であったり、各システムバスにおける接続の優先度が固定化されたりし
ていた。
【特許文献１】特開平１１－１２０１５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、従来技術では、システムバス構成の異なるシステムを構築する場合や、システ
ムの使用形態が変更された場合に、メモリコントローラを再設計する必要があり、不便で
あった。
【０００６】
　本発明は、このような背景の下になされたもので、システムの使用形態や稼動状態の変
化に柔軟に対応可能なメモリコントローラ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】
【０００７】
　上記の目的を達成するため、本発明は、複数のシステムバスで共有される共有メモリを
制御するメモリコントローラにおいて、複数のバスインターフェース部と、メモリコント
ローラコア部と、メモリインターフェース部を有し、前記複数のバスインターフェース部
は、前記複数のシステムバスからのコマンドを受け付け、前記メモリコントローラコア部
が受信可能なコマンドに変換し、前記メモリコントローラコア部は、前記複数のバスイン
ターフェース部から受け付けたコマンドを前記メモリインターフェース部に発行するコマ
ンド制御部を有し、前記メモリインターフェース部は、前記メモリコントローラコア部か
ら受け付けたコマンドを前記共有メモリに対するコマンドへ変換し、更に、前記複数のバ
スインターフェース部と前記コマンド制御部との間でコマンドを授受する第１のバスと、
前記メモリインターフェース部からの読み出しデータを、前記コマンド制御部を介するこ
となく前記第１のバスに転送するための第２のバスを有することを特徴とする。
【発明の効果】
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【０００８】
　本発明によれば、システムの使用形態や稼動状態の変化に柔軟に対応可能なメモリコン
トローラを提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を、図面に基づいて説明する。
【００１０】
　［第１の実施の形態］
　図１は、第１の実施の形態に係るメモリコントローラの構成図である。
【００１１】
　図１において、メモリコントローラ１１００は、システムバスインターフェース１２０
０，１２１０，１２２０を介して、それぞれシステムバス１０００，１０１０，１０２０
に接続されている。システムバス１０００，１０１０，１０２０としては、例えばＡＭＢ
Ａ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｉｃｒｏｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ｂｕｓ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ
ｕｒｅ）、ＡＨＢ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｈｉｇｈ－ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｂｕｓ）規
格のものを使用することができる。
【００１２】
　これら、システムバス１０００，１０１０，１０２０は、それぞれ対応するプロセッサ
等のバスマスター（図示省略）からのアクセス要求コマンド、そのコマンドで得られたア
クセスデータの転送路として利用される。
【００１３】
　メモリコントローラ１１００は、メモリコントローラコア部１３００を有している。こ
のメモリコントローラコア部１３００は、コマンド制御部１３２０を有している。コマン
ド制御部１３２０は、コントローラ内部システムバス１３１０を介して、システムバスイ
ンターフェース１２００，１２１０，１２２０に接続されている。
【００１４】
　また、コマンド制御部１３２０は、メモリインターフェース１４００を介して共有メモ
リ１５００に接続されている。共有メモリ１５００としては、例えば、シンクロナスＤＲ
ＡＭやＤＤＲ－ＳＤＲＡＭ、ＲＯＭ等を使用することができる。
【００１５】
　このような構成の下で、メモリコントローラ１１００は、システムバス１０００，１０
１０，１０２０からのアクセス要求に応じて、コマンド制御部１３２０を中核として共有
メモリ１５００に対するアクセス制御を行っている。
【００１６】
　すなわち、システムバス１０００に係るバスマスターからのアクセス要求時には、当該
システムバス１０００のプロトコルに応じたバストランザクション要求コマンドが対応す
るシステムバスインターフェース１２００に送信される。同様に、システムバス１０１０
，１０２０に係るバスマスターからのアクセス要求時には、それらシステムバスのプロト
コルに応じたバストランザクション要求コマンドが対応するシステムバスインターフェー
ス１２１０，１２２０に送信される。
【００１７】
　システムバスインターフェース１２００，１２１０，１２２０は、受信したトランザク
ション要求コマンドをコントローラ内部システムバス１３１０が受信可能なプロトコルに
変換する。そして、システムバスインターフェース１２００，１２１０，１２２０は、こ
のプロトコル変換に係るトランザクション要求コマンドをメモリコントローラコア部１３
００に対して発行する。
【００１８】
　メモリコントローラコア部１３００内のコマンド制御部１３２０は、このトランザクシ
ョン要求コマンドをコントローラ内部システムバス１３１０を介して受信する。そして、
コマンド制御部１３２０は、受信したトランザクション要求コマンドに対してアドレス変
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換等のコマンド変換を行う。次に、コマンド制御部１３２０は、アドレス変換に係るトラ
ンザクション要求コマンドをメモリインターフェース１４００に対して発行する。
【００１９】
　メモリインターフェース１４００は、コマンド制御部１３２０から受信したトランザク
ション要求コマンドに対するプロトコル変換を行い、共有メモリ１５００に対してアクセ
スコマンドを発行する。
【００２０】
　以上説明したように第１の実施の形態では、メモリコントローラ１１００は、３つの部
分に分割されている。すなわち、メモリコントローラ１１００は、システムバスインター
フェース１２００，１２１０，１２２０と、メモリコントローラコア部１３００と、メモ
リインターフェース１４００に分割されている。また、メモリコントローラコア部１３０
０には、コマンド制御部１３２０の他に、システムバスインターフェース用のコントロー
ラ内部システムバス１３１０を設けている。
【００２１】
　従って、システムバス１０００，１０１０，１０２０の仕様に応じてシステムバスイン
ターフェース１２００，１２１０，１２２０を入れ替えることが可能となる。また、接続
する共有メモリ１５００の仕様に応じてメモリインターフェース１４００を入れ替えるこ
とで、様々なシステムに適用可能となる。
【００２２】
　換言すれば、メモリコントローラコア部１３００を変更（再設計）することなく、シス
テムバス構成の異なるシステムを構築したり、仕様の異なる共有メモリを使用したりする
ことが可能となる。
【００２３】
　［第２の実施の形態］
　図２は、第２の実施の形態に係るメモリコントローラの構成図である。図１と同一部分
には同一符号を付し、異なる点を中心に説明する（第３～第８の実施の形態も同様）。
【００２４】
　図２に示したように、第２の実施の形態では、複数の共有メモリ１５００，１５１０，
１５２０に対応すべく、共有メモリ側にもコントローラ内部インターフェースバス１３３
０を設けている。そして、それら共有メモリ１５００，１５１０，１５２０に対応して、
それぞれメモリインターフェース１４００，１４１０，１４２０が設けられている。
【００２５】
　このような構成の下で、コマンド制御部１３２０は、コントローラ内部インターフェー
スバス１３３０を介して各共有メモリ１５００，１５１０，１５２０に対するアクセス制
御を行う。
【００２６】
　このように、第２の実施の形態では、メモリコントローラコア部１３００に共有メモリ
用のメモリコントローラ内部インターフェースバス１３３０を設けている。従って、共有
メモリを増設する場合にメモリコントローラコア部１３００の基本的な設計を変更する必
要はなく、単に各共有メモリに対応するメモリインターフェース１４００，１４１０，１
４２０を接続するだけで済む。
【００２７】
　［第３の実施の形態］
　図３は、第３の実施の形態に係るメモリコントローラの構成図である。図３に示したよ
うに、図３の第３の実施の形態に係るメモリコントローラ１１００と、図１の第１の実施
の形態に係るメモリコントローラ１１００とは、次の点で相違している。すなわち、第３
の実施の形態は、メモリコントローラ内部システムバス１３１０に対して調停回路１３４
０を付加した点で、第１の実施の形態と相違している。
【００２８】
　この調停回路１３４０は、バスマスター、ここではシステムバスインターフェース１２



(5) JP 4895183 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

００，１２１０，１２２０から同時にアクセス要求コマンドを受信した場合に、そのアク
セス要求コマンドの実行順を調停するものである。すなわち、バスマスター側から同時に
複数のアクセス要求が発生したとする。この場合、調停回路１３４０は、対応するバスマ
スター、ここではシステムバス１０００，１０１０，１０２０に予め設定された優先度に
応じてアクセス要求コマンドを実行するように調停する。
【００２９】
　例えば、システムバス１０００にＣＰＵが接続され、他のシステムバス１０１０，１０
２０に比べリアルタイム性が要求される場合は、調停回路１３４０では、そのシステムバ
ス１０００に１番高い優先度が設定される。そして、システムバス１０００からのアクセ
ス要求と、他のシステムバス１０１０，１０２０からのアクセス要求が競合した場合は、
調停回路１３４０は、システムバス１０００からのアクセス要求を優先的に処理する。
【００３０】
　このように、第３の実施の形態では、メモリコントローラコア部１３００の基本的な設
計を変更することなく、バスマスターに応じてリアルタイム性を確保しながらアクセス制
御を行うことが可能となる。
【００３１】
　［第４の実施の形態］
　図４は、第４の実施の形態に係るメモリコントローラの構成図である。図４に示したよ
うに、第４の実施の形態に係るメモリコントローラ１１００と、図２の第２の実施の形態
に係るメモリコントローラ１１００とは、次の点で相違している。すなわち、第４の実施
の形態は、コントローラ内部インターフェースバス１３３０に対して調停回路１３５０を
付加した点で、第２の実施の形態と相違している。
【００３２】
　この調停回路１３５０は、メモリインターフェース１４００，１４１０，１４２０を介
して共有メモリ１５００，１５１０，１５２０から同時に読み出しデータを受けた場合に
、そのデータ転送順を調停するものである。すなわち、コントローラ内部インターフェー
スバス１３３０がメモリインターフェース１４００，１４１０，１４２０から同時に読み
出しデータを受信したとする。この場合、調停回路１３５０は、対応する共有メモリ１５
００，１５１０，１５２０に予め設定された優先度に応じて読み出しデータをシステムバ
ス１０００，１０１０、１０２０に転送するように調停する。
【００３３】
　例えば、例えば、共有メモリ１５００はＳＤＲＡＭ、共有メモリ１５１０はＲＯＭで構
成されている場合、その共有メモリ１５００の方に高い優先度が設定される。そして、調
停回路１３５０は、共有メモリ１５００と共有メモリ１５１０から同時に読み出しデータ
を受けた場合は、共有メモリ１５００からの読み出しデータを優先的にシステムバス側に
転送するように調停する。
【００３４】
　［第５の実施の形態］
　図５は、第５の実施の形態に係るメモリコントローラの構成図である。図５に示したよ
うに、第５の実施の形態に係るメモリコントローラ１１００は、基本的には、図２の第２
の実施の形態に係るメモリコントローラ１１００と同様である。ただし、第５の実施の形
態では、コマンド制御部１３２０がコマンドキュー部１３２１、及び優先度設定レジスタ
１３２２を有している点で第２の実施の形態と相違する。
【００３５】
　システムバス優先度設定レジスタ１３２２は、図６に示したように、それぞれシステム
バス１０００，１０１０，１０２０の優先度を個別に設定するレジスタ１１０，１２０、
１３０により構成されている。これらレジスタ１１０，１２０、１３０には、システムバ
ス１０００，１０１０，１０２０のバスＩＤと対応付けて優先度を示すデータが設定され
ている。
【００３６】
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　コマンドキュー部１３２１では、図７に示したように、複数のアクセスコマンド２１０
，２２０，２３０が入力順に配列されている。これらアクセスコマンド２１０，２２０，
２３０は、それぞれ、アクセスアドレス２１１，２２１，２３１、リード／ライトを示す
フラグ２１２，２２２，２３２の情報を含んでいる。さらに、アクセスコマンド２１０，
２２０，２３０は、それぞれ、システムバスのバスＩＤ２１３，２２３，２３３、優先度
２１４，２２４，２３４の情報を含んでいる。
【００３７】
　このような構成の下で、コマンド制御部１３２０は、システムバス１０００，１０１０
，１０２０からアクセス要求が発行された場合、そのアクセス要求を発行したシステムバ
スのバスＩＤを優先度設定レジスタ１３２２上で検索する。そして、コマンド制御部１３
２０は、検索したバスＩＤに対応付けられた優先度情報を取得し、今回のアクセス要求の
優先度を判定する。
【００３８】
　次に、コマンド制御部１３２０は、今回判定した優先度とコマンドキュー部１３２１に
登録されている各アクセスコマンド２１０，２２０，２３０の優先度とを比較する。そし
て、既に登録されている各アクセスコマンドの優先度の全てが今回判定した優先度以上で
あれば、コマンド制御部１３２０は、通常通りの登録を行う。すなわち、コマンド制御部
１３２０は、今回判定した優先度に係るアクセスコマンドが最後に実行されるような形で
、当該アクセスコマンドをコマンドキュー部１３２１に新たに登録する。
【００３９】
　一方、今回判定した優先度より低い優先度のアクセスコマンドが１つでも登録されてい
る場合は、コマンド制御部１３２０は、次のようにして今回の要求に係るアクセスコマン
ドを登録する。すなわち、コマンド制御部１３２０は、新旧のアクセスコマンドが優先度
の高い順に実行されるような形で、今回の要求に係るアクセスコマンドをコマンドキュー
部１３２１に新たに登録する。
【００４０】
　このように、第５の実施の形態では、第３の実施の形態に係る調停回路１３４０の代わ
りに、優先度設定レジスタ１３２２をコマンド制御部１３２０に設けている。
【００４１】
　従って、第５の実施の形態では、第３の実施の形態と同様に、メモリコントローラコア
部１３００の基本的な設計を変更することなく、バスマスターに応じてリアルタイム性を
確保しながらアクセス制御を行うことが可能となる。
【００４２】
　また、第５の実施の形態では、第２，第４の実施の形態と同様に、メモリコントローラ
コア部１３００に共有メモリ用のメモリコントローラ内部インターフェースバス１３３０
を設けている。従って、第５の実施の形態においても、共有メモリを増設する場合に、メ
モリコントローラコア部１３００の基本的な設計を変更する必要はなく、単に各共有メモ
リに対応するメモリインターフェース１４００，１４１０，１４２０を接続するだけで済
む。
【００４３】
　［第６の実施の形態］
　図８は、第６の実施の形態に係るメモリコントローラの構成図である。図８に示したよ
うに、第６の実施の形態では、コマンド制御部１３２０の内部にライトデータバッファ１
３２３を設けている。なお、図８に示したシステムバスインターフェース１２００，１２
１０，１２２０内のライトデータバッファ１２０１，１２１１，１２２１は、第１～第５
の実施の形態において設けることも可能である。
【００４４】
　このように、第６の実施の形態では、コマンド制御部１３２０の内部にライトデータバ
ッファ１３２３を設けたので、各システムバスインターフェースのライトデータバッファ
のサイズを低減することが可能となる。これにより、メモリコントローラ１１００に接続
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するシステムバスの数が増加した場合のオーバーヘッドを低減することも可能となる。
【００４５】
　［第７の実施の形態］
　図９は、第７の実施の形態に係るメモリコントローラの構成図である。図９に示したよ
うに、第７の実施の形態では、メモリコントローラコア部１３００にダイレクトリードデ
ータバス１３６０を設けている。このダイレクトリードデータバス１３６０は、コマンド
制御部１３２０を経由することなく、メモリインターフェース１４００からメモリコント
ローラ内部システムバス１３１０へダイレクにリードデータを転送するものである。
【００４６】
　また、システムバスインターフェース１２００，１２１０，１２２０には、それぞれ、
リードデータバッファ１２０２，１２１２，１２２２が設けられている。これらリードデ
ータバッファ１２０２，１２１２，１２２２は、第１～第６の実施の形態において設ける
ことも可能である。
【００４７】
　従って、共有メモリ１５００からデータを読み出す際のレイテンシーを低減し、高速読
み出しが可能となる。
【００４８】
　なお、図９には、コマンド制御部１３２０に、コマンドキュー部１３２１、優先度設定
レジスタ１３２２、ライトデータバッファ１３２３を設けているが、これらは削除しても
よい。ただし、コマンドキュー部１３２１、優先度設定レジスタ１３２２、ライトデータ
バッファ１３２３を設けた場合は、これら構成要素の前述の効果も得られることは言うま
でもない。
【００４９】
　［第８の実施の形態］
　図１０は、第８の実施の形態に係るメモリコントローラの構成図である。第８の実施の
形態では、図１０に示したように、図９の第７の実施の形態の構成要素の他に、第４の実
施の形態と同様に、メモリコントローラ内部インターフェースバス１３３０と、それに接
続された調停回路１３５０を有している。
【００５０】
　また、第８の実施の形態では、第４，第９の実施の形態と異なり、メモリコントローラ
内部システムバス１３１０にも調停回路１３４０を接続している。
【００５１】
　従って、第８の実施の形態では、第１～第７の実施の形態に係る前述の全ての効果を得
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】第１の実施の形態に係るメモリコントローラの構成図である。
【図２】第２の実施の形態に係るメモリコントローラの構成図である。
【図３】第３の実施の形態に係るメモリコントローラの構成図である。
【図４】第４の実施の形態に係るメモリコントローラの構成を示す図である。
【図５】第５の実施の形態に係るメモリコントローラの構成図である。
【図６】システムバス優先度設定レジスタの設定情報を示す図である。
【図７】コマンドキュー部の情報を示す図である。
【図８】第６の実施の形態に係るメモリコントローラの構成図である。
【図９】第７の実施の形態に係るメモリコントローラの構成図である。
【図１０】第８の実施の形態に係るメモリコントローラの構成図である。
【符号の説明】
【００５３】
１０００，１０１０，１０２０…システムバス、１１００…メモリコントローラ、１２０
０，１２１０，１２２０…システムバスインターフェース、１３００…メモリコントロー
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ラコア部、１３１０…コントローラ内部システムバス、１３２０…コマンド制御部、１３
３０…コントローラ内部インターフェースバス、１３４０，１３５０…調停回路、１３２
２…優先度設定レジスタ、１３２３…ライトデータバッファ、１３６０…ダイレクトリー
ドデータバス、１４００，１４１０，１４２０…メモリインターフェース、１５００，１
５１０，１５２０…共有メモリ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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