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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１サイドを有するパッケージ基板と、
　前記パッケージ基板の第１サイドに付属されるハイブリッドメモリバッファチップであ
って、プロセッサとのＨＳＩＯ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ）イ
ンタフェースをサポートするＨＳＩＯロジックと、前記ＨＳＩＯインタフェース上でパケ
ット処理プロトコルをサポートするパケット処理ロジックとを有するハイブリッドメモリ
バッファチップと、
　前記ハイブリッドメモリバッファチップに垂直方向にスタックされる１以上のメモリス
トレイタムであって、前記１以上のメモリストレイタムの各々は１以上のメモリタイルを
含み、各メモリタイルがメモリアレイとタイル入出力（ＩＯ）ロジックとを含む１以上の
メモリストレイタムと、
を有するメモリ装置であって、
　前記ハイブリッドメモリバッファチップは、パーシャルハイブリッドメモリバッファチ
ップであり、
　前記パッケージ基板は、前記パーシャルハイブリッドメモリバッファチップを受け入れ
可能な凹部を含み、前記パーシャルハイブリッドメモリバッファチップは前記凹部内に配
置されるメモリ装置。
【請求項２】
　前記ハイブリッドメモリバッファチップはさらに、トランザクションメモリ処理をサポ
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ートするトランザクションロジックを有する、請求項１記載のメモリ装置。
【請求項３】
　前記１以上のメモリストレイタムの各々は、２以上のメモリタイルを有する、請求項１
記載のメモリ装置。
【請求項４】
　前記パッケージ基板に付属される統合された電力供給をさらに有し、
　前記統合された電力供給は、前記１以上のメモリストレイタムの各々の前記２以上のメ
モリタイルの少なくとも一部に別々の電力供給を提供する複数の出力を有する、請求項３
記載のメモリ装置。
【請求項５】
　前記ハイブリッドメモリバッファチップはさらに、各メモリストレイタムの前記２以上
のメモリタイルの少なくとも２つに提供される電力を個別制御する電力供給制御ロジック
を有する、請求項４記載のメモリ装置。
【請求項６】
　前記ハイブリッドメモリバッファチップはさらに、各メモリストレイタムの前記１以上
のメモリタイルの少なくとも一部に別々の電力供給を提供する複数の出力を有する統合さ
れた電力供給を有する、請求項３記載のメモリ装置。
【請求項７】
　前記ハイブリッドメモリバッファチップはさらに、各メモリストレイタムの前記２以上
のメモリタイルの少なくとも２つに提供される電力を個別制御する電力供給制御ロジック
を有する、請求項６記載のメモリ装置。
【請求項８】
　前記ハイブリッドメモリバッファチップは、１以上のスルーシリコンビアを介し前記１
以上のメモリストレイタムの前記１以上のメモリタイルのそれぞれと電気接続される、請
求項１記載のメモリ装置。
【請求項９】
　前記１以上のメモリストレイタムは、前記パーシャルハイブリッドメモリバッファチッ
プに隣接するベースメモリストレイタムを有し、
　前記ベースメモリストレイタムは、前記パーシャルハイブリッドメモリバッファチップ
に対向する第１サイドを有し、
　インターコネクトＲＤＬ（Ｒｅｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｌａｙｅｒ）が、前記ベー
スメモリストレイタムの第１サイドに配置される、請求項１記載のメモリ装置。
【請求項１０】
　前記ハイブリッドメモリバッファチップは、前記ＲＤＬを介し前記ベースメモリストレ
イタムに電気接続される、請求項９記載のメモリ装置。
【請求項１１】
　前記ハイブリッドメモリバッファチップは、前記パッケージ基板に電気接続される、請
求項１記載のメモリ装置。
【請求項１２】
　前記１以上のメモリストレイタムの各メモリタイルは、少なくとも部分的に前記メモリ
タイルに関連するスキャンチェーンロジックにプログラムされたコードに基づき個別にア
ドレス指定可能である、請求項１記載のメモリ装置。
【請求項１３】
　前記ハイブリッドメモリバッファチップは、前記１以上のメモリストレイタムの前記１
以上のメモリタイルの少なくとも一部に冗長機能を提供するための冗長ロジックを有する
、請求項１記載のメモリ装置。
【請求項１４】
　前記冗長ロジックは、誤り訂正コードを有する、請求項１３記載のメモリ装置。
【請求項１５】
　前記誤り訂正コードは、ＢＣＨ（Ｂｏｓｅ，Ｒａｙ－Ｃｈａｕｄｈｕｒｉ）コードを有
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する、請求項１４記載のメモリ装置。
【請求項１６】
　当該メモリ装置は、２以上のメモリレベルを有する計算システムにおいて第１メモリレ
ベルを提供し、
　前記計算システムは、当該メモリ装置の外部の第２メモリレベルであって、複数のメモ
リブロックを有する第２メモリレベルを含む、請求項１３記載のメモリ装置。
【請求項１７】
　前記ハイブリッドメモリバッファチップは、前記複数のメモリブロックの少なくとも一
部についてアドレスタグを格納するためのタグキャッシュを有する、請求項１６記載のメ
モリ装置。
【請求項１８】
　各アドレスタグは、メモリのページを無効にする無効ビットを含む、請求項１７記載の
メモリ装置。
【請求項１９】
　前記冗長ロジックは、メモリのページについてエラーレートを決定するロジックと、前
記エラーレートが閾値を超える場合、前記メモリのページに対応する無効ビットを設定す
るロジックとを有する、請求項１８記載のメモリ装置。
【請求項２０】
　第１サイドを有するパッケージ基板と、
　前記パッケージ基板に付属するハイブリッドメモリバッファチップであって、プロセッ
サとのＨＳＩＯ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ）インタフェースを
サポートするＨＳＩＯロジックと、前記ＨＳＩＯインタフェース上でパケット処理プロト
コルをサポートするパケット処理ロジックとを有するハイブリッドメモリバッファチップ
と、
　前記パッケージ基板に垂直方向にスタックされる１以上のメモリストレイタムであって
、前記１以上のメモリストレイタムの各々は１以上のメモリタイルを含み、各メモリタイ
ルがメモリアレイとタイル入出力（ＩＯ）ロジックとを有する１以上のメモリストレイタ
ムと、
を有するメモリ装置であって、
　前記ハイブリッドメモリバッファチップは、パーシャルハイブリッドメモリバッファチ
ップであり、
　前記パッケージ基板は、前記パーシャルハイブリッドメモリバッファチップを受け入れ
可能な凹部を含み、前記パーシャルハイブリッドメモリバッファチップは前記凹部内に配
置されるメモリ装置。
【請求項２１】
　前記ハイブリッドメモリバッファチップはさらに、トランザクションメモリ処理をサポ
ートするトランザクションロジックを有する、請求項２０記載のメモリ装置。
【請求項２２】
　インターコネクトＲＤＬ（Ｒｅｄｉｓｔｉｒｂｕｔｉｏｎ　Ｌａｙｅｒ）が、前記１以
上のメモリストレイタムの少なくとも１つのサイドに配置され、
　前記ＲＤＬは、前記ハイブリッドメモリバッファチップに電気接続される、請求項２０
記載のメモリ装置。
【請求項２３】
　前記１以上のメモリストレイタムの各メモリタイルは、少なくとも部分的に前記メモリ
タイルに関連するスキャンチェーンロジックにプログラムされたコードに基づき個別にア
ドレス指定可能である、請求項２０記載のメモリ装置。
【請求項２４】
　前記ハイブリッドメモリバッファチップは、前記１以上のメモリストレイタムの前記１
以上のメモリタイルの少なくとも一部に冗長機能を提供するための冗長ロジックを有する
、請求項２０記載のメモリ装置。
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【請求項２５】
　プロセッサと、
　高速インターコネクトを介し前記プロセッサに接続されるメモリ装置と、
を有するシステムであって、
前記メモリ装置は、
　第１サイドを有するパッケージ基板と、
　前記パッケージ基板の第１サイドに付属するハイブリッドメモリバッファチップであっ
て、前記プロセッサとのＨＳＩＯ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ）
インタフェースをサポートするＨＳＩＯロジックと、前記ＨＳＩＯインタフェース上でパ
ケット処理プロトコルをサポートするパケット処理ロジックとを有するハイブリッドメモ
リバッファチップと、
　前記ハイブリッドメモリバッファチップに垂直方向にスタックされる１以上のメモリス
トレイタムであって、前記１以上のメモリストレイタムの各々は１以上のメモリタイルを
含み、各メモリタイルがメモリアレイとタイル入出力（ＩＯ）ロジックとを有する１以上
のメモリストレイタムと、
を有し、
　前記ハイブリッドメモリバッファチップは、パーシャルハイブリッドメモリバッファチ
ップであり、
　前記パッケージ基板は、前記パーシャルハイブリッドメモリバッファチップを受け入れ
可能な凹部を含み、前記パーシャルハイブリッドメモリバッファチップは前記凹部内に配
置されるシステム。
【請求項２６】
　当該メモリ装置は、２以上のメモリレベルを有する計算システムにおいて第１メモリレ
ベルを提供する、請求項２５記載のシステム。
【請求項２７】
　前記メモリ装置に接続され、第２メモリレベルを提供するメモリサブシステムをさらに
有し、
　前記第２メモリレベルは、複数のメモリブロックを有する、請求項２６記載のシステム
。
【請求項２８】
　前記ハイブリッドメモリバッファチップは、前記複数のメモリブロックの少なくとも一
部についてアドレスタグを格納するタグキャッシュを有し、
　各アドレスタグは、メモリブロックを無効にする無効ビットを有する、請求項２７記載
のシステム。
【請求項２９】
　前記ハイブリッドメモリバッファチップは、メモリブロックについてエラーレートを決
定するロジックと、前記エラーレートが閾値を超える場合、前記メモリブロックに対応す
る前記無効ビットを設定するロジックとを有する、請求項２８記載のシステム。
【請求項３０】
　前記ハイブリッドメモリバッファチップはさらに、トランザクションメモリ処理をサポ
ートするトランザクションロジックを有する、請求項２５記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は、一般に集積回路の分野に関し、より詳細にはハイブリッドメモリの
ためのシステム、方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　メモリ帯域幅、電力効率性及びフォームファクタの最適化は、メモリが将来のマイクロ
プロセッサシステムに対する重大なボトルネックを生じさせるに従って、ますます重要性
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が高まっている。大部分のＣＰＵシステムは、ＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）ベースのバルクメモリ手段を用いてキャパシティと帯域
幅とを提供することが通常である。しかしながら、ＤＲＡＭプロセス技術は、帯域幅と電
力効率性との双方を犠牲にしてキャパシティとコストとについて主として最適化される。
他方、ＣＰＵに従来利用されるロジックプロセス技術は、高いコストと低いメモリ密度と
の欠点によって、ロジック密度、電力効率性及び帯域幅について最適化される。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
　本発明の実施例が、同様の参照番号が同様の要素を示す添付した図面の図により、限定
することなく例示される。
【図１】図１は、少なくとも１つのハイブリッドメモリ装置を実現する計算システムの選
択された側面を示すハイレベルブロック図である。
【図２】図２は、ハイブリッドメモリ装置の実施例のより詳細な図を示す。
【図３Ａ】図３Ａは、ハイブリッドメモリパッケージに含まれるストレイタムフットプリ
ントフルハイブリッドメモリバッファの実施例の側面図を示す。
【図３Ｂ】図３Ｂは、ハイブリッドメモリパッケージに含まれるストレイタムフットプリ
ントフルハイブリッドメモリバッファの実施例の平面図を示す。
【図４Ａ】図４Ａは、ハイブリッドメモリパッケージに含まれるスモールフットプリント
パーシャルハイブリッドメモリバッファの実施例の側面図を示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、ハイブリッドメモリパッケージに含まれるスモールフットプリント
パーシャルハイブリッドメモリバッファの実施例の斜視図を示す。
【図４Ｃ】図４Ｃは、ハイブリッドメモリパッケージに含まれるスモールフットプリント
パーシャルハイブリッドメモリバッファの実施例の平面図を示す。
【図５】図５は、ハイブリッドメモリパッケージの他の実施例の側面図を示す。
【図６】図６は、初期化中の独立したアドレッシングを動的に有効にするため、各メモリ
ストレイタム又はメモリタイルに実現されるスキャンチェーンロジックの実施例を示す。
【図７】図７は、ハイブリッドメモリ装置のメモリタイルの実施例のブロック図である。
【図８】図８は、ハイブリッドメモリ装置のメモリバッファの実施例のブロック図である
。
【図９】図９は、ハイブリッドスタックメモリを利用した２レベルメモリシステムの実施
例を示す。
【図１０】図１０は、適応的電力ロジックを利用してハイブリッドメモリ装置に提供され
る電力を最適化するプロセスの実施例のフロー図である。
【図１１】図１１は、適応的リフレッシュロジックを利用してハイブリッドメモリ装置に
提供される電力を最適化するプロセスの実施例のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【０００４】
　各実施例は、一般にハイブリッドメモリを実現するシステム、方法及び装置に関する。
【０００５】
　図１は、少なくとも１つのハイブリッドメモリ装置を実現する計算システムの選択され
た側面を示すハイレベルブロック図である。
【０００６】
　コンピュータシステム１００が示される。コンピュータシステムは、デスクトップ、サ
ーバ、ワークステーション、ラップトップ、携帯、テレビセットトップ、メディアセンタ
、ゲームコンソール、統合システム（車両などにおける）、又は他のタイプのコンピュー
タシステムであってもよい。複数の実施例では、コンピュータシステム１００は、複数の
コンポーネントを一緒に接続するためのシステムボード１０２（すなわち、マザーボード
）を有する。例えば、システムボード１０２は、配線トレース及び特定のインタフェース
を介しコンポーネントを接続可能であってもよい。システムボード１０２は、接続された
コンポーネントに電力を提供する。さらに、システムボードは、複数のコンポーネントが
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互いに通信することを可能にするため、通信インタフェースを提供してもよい。
【０００７】
　１以上のＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）が、システムボ
ード１０２に接続されるコンポーネントの中にある。多数の実施例では、潜在的に多数の
ＣＰＵが存在するが、図１に示される実施例では、簡単化のため、１つのみのＣＰＵ１０
４が示される。ＣＰＵ１０４は、Ｉｎｔｅｌ（登録商標）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　ＣＰ
Ｕ又は他のブランドのＣＰＵであってもよい。ＣＰＵ１０４は、１以上のコアを有する。
図示された実施例では、ＣＰＵ１０４は、４つのコア、すなわち、コアＡ（１０６）、コ
アＢ（１０８）、コアＣ（１１０）及びコアＤ（１１２）を含む。他の実施例では、ＣＰ
Ｕ１０４は、図１に示される４つのコアより多く又は少ない個数のコアを有してもよい。
多数の実施例では、各コア（コアＡ（１０６）など）は、１以上の、実行ユニット、リタ
イアメントユニット、汎用及び特定のレジスタセットなどの内部の機能ブロックを有する
。図１に示されるコアはマルチスレッド化又はハイパースレッド化されている場合、各ハ
ードウェアスレッドはまたコアとみなされてもよい。
【０００８】
　ＣＰＵ１０４はまた、キャッシュ１１４などの１以上のキャッシュを有してもよい。図
示されない多数の実施例では、キャッシュ１１４以外のさらなるキャッシュが実現され、
各コアとメモリの実行ユニット間に複数レベルのキャッシュが存在する。異なる実施例で
は、キャッシュは異なる方法により割り当てられてもよい。キャッシュ１１４は、異なる
実施例では多数の異なるサイズの１つであってもよい。例えば、キャッシュ１１４は、８
メガバイト（ＭＢ）キャッシュ、１６ＭＢキャッシュなどであってもよい。さらに、異な
る実施例では、キャッシュは、ダイレクトマップキャッシュ、フルアソシアティブキャッ
シュ、マルチウェイセットアソシアティブキャッシュ又は他のタイプのマッピングによる
キャッシュであってもよい。各キャッシュは、各ＣＰＵのすべてのコアに共有される１つ
の大きな部分を有してもよいし、又は複数の別々の機能スライス（各コアについて１つの
スライスなど）に分割されてもよい。各キャッシュはまた、すべてのコアに共有される１
つの部分と、コア毎に別々の機能スライスである他の複数の部分とを有してもよい。
【０００９】
　多数の実施例では、ＣＰＵ１０４は、１１６などの１以上のハイブリッドメモリ装置に
通信接続される。ハイブリッドメモリは、垂直にスタックされ、基板に付属されたハイブ
リッドメモリバッファ１２０を少なくとも部分的に介し基板１１８に接続される複数のメ
モリタイルのレイアウトを有する。多数の実施例では、与えられたメモリタイルの基本構
成は、ＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）のもの
であってもよい。
【００１０】
　ハイブリッドメモリ装置１１６は、高速（ＨＳ）入出力リンク１２２（インターコネク
ト、バスなど）を介しＣＰＵ１０４に通信接続される。ＨＳリンク１２２は、ＨＳ入出力
（Ｉ／Ｏ）インタフェース１２４を介しＣＰＵ１０４に通信接続される。異なる実施例で
は、ＣＰＵ１０４とハイブリッドメモリ１１６とは、ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓインタフェ
ース、フルバッファＤＩＭＭ（Ｄｕａｌ－Ｉｎｌｉｎｅ－Ｍｅｍｏｒｙ－Ｍｏｄｕｌｅ）
インタフェース、ＳＭＩ（Ｓｃａｌａｂｌｅ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）、Ｉ
ｎｔｅｌ（登録商標）によるＱｕｉｃｋＰａｔｈ技術などの専用のポイント・ツー・ポイ
ントインタフェース、又は他の同様の高速インタフェースを利用して通信してもよい。
【００１１】
　多数の実施例では、リンク１２２は、１以上の光配線、金属配線、又はデータ、アドレ
ス、制御及び／又はクロック情報を伝送可能な他の配線（すなわち、ライン）を有しても
よい。多数の実施例では、リンクは、各レーンがＣＰＵとハイブリッドメモリ１１６との
間でパケット化されたデータを伝送する複数のレーンを有する高速シリアルインタフェー
スである。
【００１２】
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　多数の実施例では、ＣＰＵ１０４は、ＨＳリンク１２２を介し送受信される情報を変換
するためのメモリコントローラ１２６を有する。メモリコントローラ１２６は、リンク１
２２へのアクセスを取得するため、ＨＳ　Ｉ／Ｏインタフェース１２４に接続される。図
示されない他の実施例では、メモリコントローラ１２６は、システムボード１０２に直接
接続されるか、又はシステムボード１０２に接続される他の装置（メモリコントローラハ
ブなど）内に潜在的に統合される分離した装置であってもよい。
【００１３】
　コンピュータシステム１００内に一般にある他の装置は、簡単化のため図示しない。こ
れらの装置は、１以上の追加的なＣＰＵ、ＣＰＵ１０４がグラフィック及び／又は通信サ
ブシステムに接続されることを可能にするハイパフォーマンスハブコンプレックスを有し
てもよい。さらなるコンポーネントは、Ｉ／Ｏ装置（マスストレージ装置、ＵＳＢ（Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）装置など）を有するＩ／ＯサブシステムとＣＰ
Ｕとの間の通信を変換するためのＩ／Ｏアダプタを収容した１以上のＩ／Ｏコンプレック
スを有してもよい。Ｉ／Ｏ装置の一部は、ＤＭＡ処理を介しＩ／Ｏ装置からハイブリッド
メモリ１１６への直接的なアクセスを可能にするためのＤＭＡ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ）機能を有してもよい。
【００１４】
　図２は、ハイブリッドメモリ装置の実施例のより詳細な図を示す。
【００１５】
　ハイブリッドメモリ装置２００の構成は、メモリタイル２０２などの多数のメモリタイ
ルを有してもよい。メモリタイル２０２は、各位置がカラム及びローデコーダを介しアド
レス指定されるビットストレージ位置のグリッドから構成されるタイル内の少なくとも１
つのメモリアレイ（すなわち、各アレイ）を有する。図７において、後述されるように、
メモリタイルの詳細なブロック図が示される。
【００１６】
　図２に戻って、メモリタイルのグリッドは単一のメモリストレイタム２０４を構成する
。図２において、メモリストレイタム２０４は、ハイブリッドメモリバッファ２０６（メ
モリ基板２０８に接続される）の上位の１つのレベルにおけるすべてのタイルをハイライ
とするより薄いラインにより具体的に示される。より詳細には、メモリストレイタムは、
３Ｄ空間（３Ｄ空間座標系の参照が図２の上部に示される）におけるＸ及びＹ方向の任意
数のメモリタイルのグリッドを構成可能である。例えば、図２に示される実施例では、メ
モリストレイタム２０６などのメモリストレイタムは、ストレイタム毎にトータルで４８
個のタイルについて、Ｘ方向の６タイル×Ｙ方向の８タイルである。
【００１７】
　多数の実施例では、互いに先頭にスタックされた複数のメモリストレイタムが存在する
。図２において、スタックにはトータルで８つのストレイタムがある。スタックのベース
に示されるハイブリッドメモリバッファ２０６は、複数のフォームの１つを構成可能であ
る。図２に示されるフォームは、先頭にスタックされるメモリストレイタムと同じ大きさ
のＸ，Ｙ方向の面積を含むストレイタムフットプリントフルハイブリッドメモリバッファ
である。他の多数の実施例では、ハイブリッドメモリバッファは、ストレイタムフットプ
リントより有意に小さなＸ，Ｙ方向のスペースを利用するコンパクトサイズのパーシャル
ハイブリッドメモリバッファを有する。後述される図４Ａ～４Ｃにおいて、パーシャルハ
イブリッドメモリバッファが示される。
【００１８】
　図２に示されるストレイタムフットプリントフルハイブリッドメモリバッファ２０６に
関して、ハイライト化されたカラムＸ０，Ｙ７（破線により示される）などのタイルの垂
直方向の各カラムの下方に、メモリバッファ（ＭＢ）タイル２１２などのＭＢタイルが存
在する。ＭＢタイルは、ＭＢタイルが配置される特定のカラムのメモリタイルについて利
用されるバッファ機能を含む。多数の実施例では、メモリタイルカラム（カラム２１０な
ど）全体にアクセスするため、ＴＳＶ２１４などのＴＳＶ（Ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｓｉｌｉｃ
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ｏｎ　Ｖｉａｓ）セットが、カラムの各ストレイタムレイヤの各タイルを介し経由される
。図８は、以下で詳細に説明される、ハイブリッドメモリバッファ機能ブロックの詳細な
ブロック図を示す。
【００１９】
　異なる多数の実施例では、基板の具体的なレイアウト例は説明の簡単化のため記載され
ないが、メモリ基板２０８は、多数のタイプの基板レイアウトの１つから構成される。
【００２０】
　図３Ａは、ハイブリッドメモリパッケージに含まれるストレイタムフットプリントフル
ハイブリッドメモリバッファの実施例の側面図を示す。
【００２１】
　いくつかの実施例では、フルハイブリッドメモリバッファ３００は、Ｓ－ｔｏ－Ｓ　Ｅ
Ｃ３０４を介しパッケージ基板３０２に接続される。さらに、いくつかの実施例では、Ｓ
－ｔｏ－Ｓ　ＥＣ３０４はＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）を有してもよい。
図示されない他の実施例では、他のタイプの接続機構（ＰＧＡ（Ｐｉｎ　Ｇｒｉｄ　Ａｒ
ｒａｙ）など）が利用されてもよい。
【００２２】
　メモリストレイタムは、互いに先頭に直接的にスタックされる。図３Ａに示される実施
例では、スタックには４つのメモリストレイタム３０６，３０８，３１０，３１２が存在
する。多数の実施例では、ボンディング物質が、スタック上で各メモリストレイタムを次
のメモリストレイタムに接続するのに利用される。フルハイブリッドメモリバッファは、
ＴＳＶ３１４，３１６を利用することによりメモリストレイタムのそれぞれに接続される
。ＴＳＶ３１４，３１６は、電力及び情報を伝送するための機能を有する。（すなわち、
各ＴＳＶは、フルハイブリッドメモリバッファからメモリストレイタム３０６～３１２に
、またメモリストレイタム３０６～３１２からフルハイブリッドメモリバッファに、デー
タ、アドレス、クロック及び制御信号を提供してもよい。）
　フルハイブリッドメモリバッファ３００は、部分的にはフルハイブリッドメモリバッフ
ァ３００のサイズのため、各メモリストレイタム３０６～３１２への電力提供を完全に制
御する。例えば、Ｓ－ｔｏ－Ｓ（Ｓｉｌｉｃｏｎ－ｔｏ－Ｓｉｌｉｃｏｎ）ＥＣ（Ｅｌｅ
ｃｔｒｉｃａｌ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）の一部は、電力供給ラインである。いくつかの
実施例では、Ｓ－ｔｏ－Ｓ　ＥＣ３０４はソルダバンプを有し、他の実施例では、他の結
合技術を有してもよい。Ｓ－ｔｏ－Ｓ　ＥＣ３０４を介しパッケージ基板３０２から経由
した各ラインがフルハイブリッドメモリバッファ３００に到着するため、メモリバッファ
は、スイッチオンし、ストレイタムのスタックから構成される装置全体、個別のメモリス
トレイタム、又は可能性としては所与のメモリストレイタム内の各タイルにさえ電力供給
する電力ゲーティングスキームを実装してもよい。
【００２３】
　他の実施例では、フルハイブリッドメモリバッファ３００は、装置全体又はその一部に
供給される電圧を動的に変更可能な一体化された電圧レギュレータ（ＶＲ）を有してもよ
い。パッケージ基板３０２を介し供給される電圧は、システムボードに配置された電力供
給サブシステムから到来し、それは、システムボードの一部にわたる個々の電力プレーン
に電力をそれぞれ供給する複数のＶＲを有してもよい。
【００２４】
　図３Ｂは、ハイブリッドメモリパッケージに含まれるストレイタムフットプリントフル
ハイブリッドメモリバッファの実施例の平面図を示す。
【００２５】
　図３Ｂに示される実線のグリッドは、メモリバッファタイルセット（３１８）を有する
。ＭＢタイルグリッド３１８は、メモリタイルのカラムの下部のメモリタイルとの関係に
おいて各ＭＢタイルの配置を示すための観点から図示される。ＭＢタイルグリッド３１８
は、フルハイブリッドメモリバッファ３００のトップダウンの視点であり、フルハイブリ
ッドメモリバッファ３００が有する各ＭＢタイルに区切られる。
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【００２６】
　図３Ｂに示される破線のグリッドは、ＭＢタイルグリッド３１８の直接的な先頭の第１
ストレイタム（メモリストレイタム３０６に対応する）のメモリタイルセットを有する。
メモリタイルグリッド３２０は、互いの先頭の２つの別々のグリッドを示すことが可能と
なるように、ＭＢタイルグリッド３１８からの若干のオフセットである（一般に、グリッ
ドはタイル毎に配置される）。
【００２７】
　図３Ｂにおいて、上述されるように、メモリタイルグリッド３２０とＭＢタイルグリッ
ド３１８との間で電力及びデータを提供する手段を設けるＴＳＶ（３２２）が示される。
メモリストレイタム３０８，３１０，３１２に対応するさらなるメモリタイルグリッドは
、図３Ｂに通常はあるが、図面の簡単化のため図示しない。
【００２８】
　図４Ａは、ハイブリッドメモリパッケージに含まれるスモールフットプリントパーシャ
ルハイブリッドメモリバッファの実施例の側面図を示す。
【００２９】
　パーシャルハイブリッドメモリバッファ（ＨＭＢ）４００は、パッケージ基板４０２の
内部から切り出された凹部に配置される。この凹部は、ＨＭＢソケット４０４と呼ばれて
もよい。多数の実施例では、ＨＭＢ４００は、スタックのメモリタイルカラムのグリッド
の幅及び長さの全体にわたるものでないが、メモリストレイタム（すなわち、メモリスト
レイタム４０６，４０８，４１０，４１２）のスタックは、ＨＭＢ４００の直接的な上部
に配置される。むしろ、ＨＭＢ４００は、メモリストレイタムスタックを有するメモリタ
イルカラムのグリッドの中心にある。これらの実施例では、ＨＭＢ４００は、再分配レイ
ヤ（ＲＤＬ）ライン又は他のタイプの結合機構を介しＴＳＶ（ＴＳＶ４１４，４１６など
）に接続される。
【００３０】
　ＨＭＢ４００のチップパッケージには幅及び長さのサイズ要求がないため、ＨＭＢ４０
０は、図３Ａ，３Ｂに示されるストレイタムサイズのメモリバッファより稠密でコストが
低くなる可能性を有する。さらに、ＨＭＢ４００のチップパッケージはメモリストレイタ
ムの幅及び長さ全体をカバーしないため、メモるストレイタムスタックは、パッケージ基
板４０２から電力を直接受け取る。
【００３１】
　いくつかの実施例では、パーシャルＨＭＢ４００は、メモリスタック全体又はその一部
に供給される電圧を動的に変更可能な一体化されたＶＲを有する。パッケージ基板４０２
を介し供給される電圧は、システムボード上に配置された電力供給サブシステムから到来
し、システムボードの一部にわたる個々の電力プレーンに電力をそれぞれ提供する複数の
ＶＲを有する。
【００３２】
　図４Ｂは、ハイブリッドメモリパッケージに含まれるハイブリッドサイズのメモリバッ
ファの実施例の斜視図を示す。
【００３３】
　図４Ｂは、図４Ａと同じコンポーネントを示す。図４Ｂの目的は、斜視図の異なるコン
ポーネントの間の具体的な結合を示すことである。多数の実施例では、ＨＭＢ４００とＴ
ＳＶ（ＴＳＶ４１４ｍ４１６など）とを接続するＲＤＬライン４１８がある。ＲＤＬライ
ン４１８は、ＨＭＢ４００の先頭において到来した各データ、アドレス、クロック及び制
御ピンと各ＴＳＶとを接続するためのメモリスタックの下面を介し経由されてもよい。他
の実施例では、ワイヤボンドがＲＤＬラインでなく機構を接続するために利用される。
【００３４】
　多数の実施例では、さらなるＲＤＬラインがＨＭＢ基板接続４２０を生成する。ＨＭＢ
基板接続４２０は、パッケージ基板４０２からＨＭＢ４００に情報及び電力を伝送する潜
在的に多数の結合の１つの例示的な具体例にすぎない。多数の実施例では、ＨＭＢ４００
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は、パケットの形態によりＨＳリンク（図１の１２２）を介し情報を送受信する。
【００３５】
　入力パケットはＨＭＢ基板結合４２０を介しＨＭＢ４００に到着し、出力パケットはＨ
ＭＢ４００からＨＭＢ基板結合４２０を介しコンピュータシステムの他のコンポーネント
に送信される。ＨＭＢ基板結合４２０を構成するＲＤＬラインがまた、パッケージ基板４
０２からＨＭＢ４００に電力を供給する。
【００３６】
　図示されない他の実施例では、ＨＭＢ４００は、ＨＭＢ４００の下部の結合ポイントの
ボールグリッドアレイを介しパッケージ基板に接続されてもよい。この実施例では、ＨＭ
Ｂソケット４０４は、アレイの結合ボールを有する。しかしながら、この実施例は、パッ
ケージ基板４０２における非標準的な電気ルーティングを要求するものである。基板は、
ＨＭＢソケット４０４のベースと基板の下部との間でより薄くなるためである。
【００３７】
　図４Ａを参照して上述されるように、ＨＭＢ４００を利用することは、メモリストレイ
タム基板結合４２２を介しメモリストレイタムスタックとパッケージ基板とを直接結合す
ることを可能にする。この結合は、バッファを介し経由される電力供給に依拠するのでな
く（図３Ａ及び３Ｂのストレイタムサイズのバッファのケースと同様に）、パッケージ基
板からメモリストレイタムスタックへの直接的な電力供給を可能にする。電力供給のメモ
リストレイタム基板結合４２２は、メモリストレイタム４０６、すなわち、スタックの下
部のストレイタムと基板とを直接結合する。その後、電力は、ＴＳＶ４１４，４１６によ
りスタックのメモリストレイタムのすべてを介し供給される。再び、図４Ｂのメモリスト
レイタム基板結合４２２は、単一の結合の例示であり、実際には、メモリストレイタムス
タックとの基板上のＢＧＡ全体の結合が多数あってもよい。
【００３８】
　図４Ｃは、ハイブリッドメモリパッケージに含まれるパーシャルハイブリッドメモリバ
ッファの実施例の平面図を示す。
【００３９】
　図４Ｃに示されるＨＭＢ４００は、ＲＤＬライン４１８の要求された長さを最小化する
ため、メモリストレイタムスタックの下方の中心に配置される。メモリストレイタムスタ
ックの下部のメモリストレイタムは、破線のメモリタイルグリッド４２４により示される
。図示されるメモリタイルグリッド４２４は、メモリタイル４２６の４×４のグリッドを
含む。
【００４０】
　ＨＭＢ４００は、ＲＤＬライン４１８を介しグリッドの各メモリタイルに接続される。
これらのワイヤボンド４１８は、ＨＭＢに接続されるＴＳＶ４２６に結合される。さらに
、グリッドの各メモリタイルはまた、１以上の基板に結合されたＴＳＶ４２８を有する。
多数の実施例では、ＨＭＢに結合されたＴＳＶ４２６は、メモリストレイタムスタックに
情報（すなわち、データ、アドレス、クロック及び制御信号）を提供する。さらに、多数
の実施例では、基板に結合されたＴＳＶ４２８は、メモリストレイタムスタックに電力を
供給する。
【００４１】
　図５は、ハイブリッドメモリパッケージの他の実施例の側面図を示す。
【００４２】
　図５のＨＭＢ５００は、メモリストレイタム５０４，５０６，５０８，５１０を含むメ
モリストレイタムスタックのサイドでパッケージ基板５０２に結合される。メモリストレ
イタムスタックの各メモリストレイタムは、ソルダバンプ５１２のセットを有する。各メ
モリストレイタムルートの上部のＲＤＬライン５１４は、ストレイタムのエッジに経由さ
れ、ワイヤボンド５１６は、ＲＤＬラインとパッケージ基板５０２とを結合するのに利用
される。
【００４３】
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　電力と情報（すなわち、データ、アドレス、クロック及び制御信号）との双方が、ワイ
ヤボンド５１６を用いてＲＤＬと基板との間で伝送される。図示された実施例では、ＴＳ
Ｖは、電力と情報との供給がワイヤボンド５１６により処理されるため、メモリストレイ
タムスタックでは必要とされない。図示されない他の実施例では、ＴＳＶは、ＲＤＬライ
ンとワイヤボンドとの代わりに、メモリストレイタムスタックにおいて利用されてもよい
。
【００４４】
　情報伝送ラインは、パッケージ基板５０２におけるワイヤボンド結合からＨＭＢ５００
に経由される。多数の実施例では、パッケージ基板５０２のワイヤボンド結合位置は、パ
ッケージ基板トレースを介しＨＭＢ５００に結合される。図５のメモリ装置パッケージの
効果は、ＨＭＢソケットを必要とすることなく、各メモリストレイタム内のメモリタイル
が効率的に設計されることをおそらく可能にするＴＳＶの欠落がない場合、より直接的な
パッケージ基板５０２を有する。複数のＴＳＶが、メモリタイル内の回路間の不要なスペ
ースを占有するためである。図５のメモリ装置パッケージの不利益は、ＨＭＢ５００がス
タックから大きく離れているため、ＨＭＢ５００とメモリストレイタムスタックとの間の
より複雑な又は長いタイミング要求を招くことを含む。
【００４５】
　いくつかの実施例では、ＨＭＢ５００は、メモリスタック全体又はその一部に供給され
る電圧を動的に変更可能な一体化されたＶＲを含むものであってもよい。パッケージ基板
５０２を介し供給される電圧は、システムボードに配置された電力供給サブシステムから
提供されてもよく、各ＶＲがシステムボードの一部にわたる各電力プレーンに電力を提供
する複数のＶＲを有する。
【００４６】
　図２に戻って、メモリタイルカラム２１０などの各メモリタイルカラムは、特定のタイ
ル内の特定の格納位置へのアクセスを可能にするアドレッシングスキームを要求する。従
って、メモリカラムの所与の格納位置をアドレス指定するためメモリバッファ２０６によ
り利用されるアドレススキームは、カラムの何れのタイルがアドレス指定されているかを
考慮する。例えば、図２では、各メモリタイルカラムに８つのタイルがあり、アドレスの
３ビットが、カラムのタイルＺ０からタイルＺ７を区別することが可能である。
【００４７】
　スタックされた構成について、各ストレイタムが独立してアドレス指定される。いくつ
かの実施例では、メモリバッファ２０６と各メモリストレイタムとの間のポイント・ツー
・ポイント接続が利用される。しかしながら、ポイント・ツー・ポイント接続は、完全な
ポイント・ツー・ポイントの実現形態を実現するのに求められる多数の追加的なＴＳＶに
よる大きなエリアオーバヘッドをもたらす。カラムの各メモリタイルを独立にアドレス指
定するのに利用可能な他のプロセスは、スタックの各レイヤについて一意的なＲＤＬ設計
又はトップレベルメタル設計を用いて、各ストレイタムに一意的なセレクションワードを
独立にハードコードすることである。しかしながら、ハードコード化は、大きなコストと
製造オーバヘッドとをもたらす。
【００４８】
　これらの手段の代替は、各ストレイタムにおける独立したアドレス指定を可能にするた
め、コンピュータシステムの初期化中にスキャンチェーンプロセスを実現することである
。
【００４９】
　図６は、初期化中に独立したアドレス指定を動的に可能にするため、各メモリストレイ
タム又はメモリタイルに実現されるスキャンチェーンロジックの実施例を説明する。
【００５０】
　図６のスキャンチェーンロジック６００は、各メモリストレイタム６０２のレイヤと、
潜在的には各メモリタイルに含まれるロジックの実施例を示す。当該ロジックは、スルー
シリコンビアがメタルスタックから独立に処理されるＴＳＶスタック技術を利用する。ス
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キャンデータ入力はストレイタムレイヤの一方のサイドでアクセスされ、スキャンデータ
出力はレイヤの他方のサイドでアクセスされる。しかしながら、スキャンデータの入力と
出力とは、複数のストレイタムがスタックされるとき、あるストレイタムへの入力が他の
ストレイタムの出力に結合される等に物理的に配置される。スキャンチェーンは、各スト
レイタムが入力アドレス選択との比較参照として利用される一意的なアドレスコードによ
りプログラムされるように初期化される。動的なアドレス選択は、共通のストローブ信号
についてゲーティング信号を生成するため、静的なアドレス選択と比較される。
【００５１】
　具体的には、スキャンデータ入力値６０４は、フリップフロップのチェーンに入る（例
えば、ＦＦ６０６，６０８，６１０，６１２など）。フリップフロップのチェーンは、ス
キャンチェーンクロック６１４により提供される。入力値６０４に基づき、フリップフロ
ップのチェーンは、スタックの一意的なストレイタムに対応する一意的な値によりプログ
ラムされる。フリップフロップのチェーンからの出力は、コンパレータ６１４に提供され
、一意的なビット値とページアドレスセレクトライン６１６の特定のビットとを比較する
。
【００５２】
　ページアドレスセレクトライン６１６は、ＴＳＶを用いてストレイタムスタック全体を
介し送信される。アドレスが参照している特定のストレイタムの決定に関連するページア
ドレスセレクトラインの特定のビットがまた、コンパレータ６１４に入力される。これら
２つのアドレスが一致する場合、コンパレータ６１４の出力はハイに駆動され、そうでな
い場合、出力値はローを維持する。コンパレータ６１４の出力値は、ＡＮＤロジック６１
８に提供される。
【００５３】
　ＡＮＤロジック６１８への他方の入力は、ページアドレスストローブ６２０である。従
って、コンパレータ６１４に提供される２つのアドレスが一致する場合、ＴＳＶを用いて
メモリストレイタムスタックを介し提供されるページアドレスストローブ６２０は、ロー
カルストレイタム（ストローブ６２２）において利用されてもよい。アドレスが一致しな
い場合、ページアドレスストローブ６２０はゲート化され、ローカルストレイタム６０２
により利用可能でない。
【００５４】
　さらに、フリップフロップのチェーンは、さらなるフリップフロップ６２４，６２６，
６２８，６３０に続いてもよい。これらのフリップフロップはまた、スキャンチェーンク
ロック６１４を使用する一意的なアドレスと、前のフリップフロップチェーンの最後のフ
リップフロップ６１２からの出力とによりプログラム可能である。多数の実施例では、こ
れらのフリップフロップは、バンクＩ／Ｏセレクトライン６３２の特定のビットに対応す
る一意的なバンクＩ／Ｏアドレスを格納する。
【００５５】
　フリップフロップ６２４～６３０のチェーンからの出力は、一意的なビット値とバンク
Ｉ／Ｏセレクトライン６３２の特定のビットとを比較するコンパレータ６３４に提供され
る。バンクＩ／Ｏセレクトライン６３２は、ＴＳＶを用いてストレイタムスタック全体を
介し送信される。アドレスが参照している特定のストレイタムの決定に関連するバンクＩ
／Ｏセレクトライン６３２の特定のビットがまた、コンパレータ６３４に入力される。こ
れら２つのアドレスが一致する場合、コンパレータ６３４の出力はハイに駆動され、そう
でない場合、出力値はローに維持される。コンパレータ６３４の出力値は、ＡＮＤロジッ
ク６３６に提供される。
【００５６】
　ＡＮＤロジック６３６への他方の入力は、バンクＩ／Ｏストローブ６３８である。従っ
て、コンパレータ６３４に供給される２つのアドレスが一致する場合、ＴＳＶを用いてメ
モリストレイタムスタックを介し供給されるバンクＩ／Ｏストローブ６３８は、ローカル
ストレイタム（ストローブ６４０）において利用されてもよい。アドレスが一致しない場
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合、ページアドレスストローブ６４０はゲート化され、ローカルストレイタム６０２によ
り利用可能でない。
【００５７】
　チェーンの最後のフリップフロップ６３０の出力はまた、スタックの次のメモリストレ
イタムのスキャンデータ入力として利用されるスキャンデータ出力値６４２に提供される
。従って、各ストレイタムレイヤ内の当該スキャンチェーンロジックのプログラミングを
通じて、一意的なアドレスが、スタック全体に供給されるページアドレスストローブとバ
ンクＩ／Ｏストローブとをゲート化するため、又はゲート化しないため利用可能な各スト
レイタムに割当て可能である。これは、アドレスによりポイントされるストレイタムのみ
がストローブを利用可能にし、メモリリード及びライト処理を実行することを可能にする
。
【００５８】
　多数の実施例では、このチェンスキャンロジックは、コンピュータシステムの初期化中
にメモリバッファによりプログラムされる。各初期化におけるこの動的なプログラミング
は、タイル毎のメモリストレイタムアドレスにおけるプログラムに必要なハードコード化
なしに、一意的なメモリタイルが実現されることを可能にする。
【００５９】
　図７は、ハイブリッドメモリ装置のメモリタイルの実施例のブロック図である。
【００６０】
　メモリタイルＡ７００が、メモリバッファ７０２がメモリタイルＡに隣接するため、メ
モリストレイタムのスタックの下部のストレイタムのタイルとして示される。ストレイタ
ムのスタックのタイルの垂直方向のカラムは、メモリタイルＢ７０４などに続く。これら
のタイルはすべて、クロック制御ＴＳＶ７０６やデータアドレスＴＳＶ７０８などのＴＳ
Ｖを利用することによって、メモリバッファ７０２に接続される。
【００６１】
　これらのＴＳＶの実際の実現形態は、多数の個々のＴＳＶが少なくともデータ及びアド
レス情報を伝送することを要求するが、単一のＴＳＶラインが、具体的に図面の簡潔さを
維持するため示される。さらに、クロック及び制御ラインのルーティングは、ｃｌｋ信号
及びｃｔｒｌ信号がＴＳＶトレースからメモリタイルに提供されることを示す以外のため
、メモリタイルＡ７００内に具体的には示されない。これは、特に簡潔さを維持するため
ブロック図を簡単化するためである。
【００６２】
　上述されたように、スタックの各ストレイタムの各メモリタイルは、１以上のメモリア
レイを含むものであってもよい。図７に示される実施例では、メモリタイルＡ７００は、
２つの別々のメモリアレイ７１０，７１２を有する。
【００６３】
　多数の実施例では、アドレスは、アドレスＴＳＶを構成するアドレスラインによりメモ
リバッファ７０２により提供される。アドレスは、アドレスロジック７１４により受信さ
れる。アドレスロジック７１４は、メモリバッファ７０２からのアドレスがメモリタイル
Ａ７００内のローカルメモリアレイの１つのメモリ位置を参照しているか判断する。多数
の実施例では、これは、メモリの初期化中に設定されたスキャンチェーンタイルロジック
６００を利用することを伴う。スキャンチェーンタイルロジック６００の実現形態が、図
６を参照して説明された。
【００６４】
　アドレスがローカルアドレス位置に一致する場合、アドレスロジック７１４は、各メモ
リアレイのロー及びカラムデコーダ、すなわち、メモリアレイ７１０のローデコーダ７１
６とカラムデコーダ７１８、及びメモリアレイ７１２のローデコーダ７２０とカラムデコ
ーダ７２２を提供する。正しいメモリアレイのアドレス位置が、これらのデコーダを介し
アクセスされ、その後、メモリアレイの位置からデータが読み出され、又はメモリアレイ
の位置にデータが書き込まれる。
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【００６５】
　例えば、メモリアレイの１つの位置からデータが読み出されるとき、センスアンプ（メ
モリアレイ７１０，７１２についてそれぞれ７２４，７２６）が、各ビット位置の電圧レ
ベルを検知するのに利用され、これにより、データがデータラッチ（メモリアレイ７１０
，７１２についてそれぞれ７２８，７３０）からプル及びラッチ可能となる。その後、デ
ータは、ＴＳＶデータラインに配置され、メモリバッファ７０２に読み込み可能である。
【００６６】
　図８は、ハイブリッドメモリ装置のメモリバッファの実施例のブロック図である。
【００６７】
　メモリバッファ８００は、コンピュータシステムのシステムボードに統合された電力供
給プレーンから電圧を受信するパッケージ基板から電圧供給８０２を受信する。多数の実
施例において、電圧供給は、メモリバッファ８００全体の回路を電力供給する。メモリバ
ッファ８００は、高速リンク（図１のリンク１２２など）によりパケット化されたデータ
を送受信する高速Ｉ／Ｏインタフェース８０４を有する。高速リンクは、リンクから受信
したＨＳデータ入力８０６と、リンクに送信されるＨＳデータ出力８０８とを有する。
【００６８】
　上述されるように、リンクは、ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓインタフェース、フルバッファ
されるＤＩＭＭインタフェース、ＳＭＩ、Ｉｎｔｅｌ（登録商標）によるＱｕｉｃｋＰａ
ｔｈ技術などの専用のポイント・ツー・ポイントインタフェース、又は他の同様の高速イ
ンタフェースから構成されてもよい。多数の実施例では、リンクは、各レーンが高速双方
向シリアルインタフェースである複数のレーンを有する。多数の実施例では、リンク全体
を構成する多数のレーンがある（例えば、３２レーン、１２８レーン、５１２レーンなど
）。
【００６９】
　多数の実施例では、メモリはトランザクションベースで実現される。従って、メモリリ
ードリクエストは、当該リクエストが完了する時点に関係なく、ＣＰＵ（図１の１０４）
から送信されてもよい。これらのトランザクションは、パケット化され、高速リンクを介
し送信される。多数の実施例では、トランザクションはリオーダリング処理を介し最適化
されてもよい。
【００７０】
　例えば、３つのトランザクションは、ＨＳリンクから特定の順序で受信される。これら
３つのトランザクションは、トランザクション入力ＦＩＦＯ（Ｆｉｒｓｔ－Ｉｎ－Ｆｉｒ
ｓｔ－Ｏｕｔ）バッファ８１０に入力される。受信した第１及び第３トランザクションが
メモリの同一ページからデータを要求しているが、第２トランザクションは異なるページ
を利用している場合、トランザクションオーダリングロジック８１２は、第２及び第３ト
ランザクションの順序をフリップすることによって、より少ないメモリページがクローズ
及びオープンされることが求められることを認識する。これは、各トランザクションが他
のトランザクションに関係なくアトミックに閲覧されるトランザクションメモリシステム
において良好に機能する。
【００７１】
　トランザクションが受信され、トランザクション入力ＦＩＦＯバッファ８１０内で潜在
的にリオーダされると、その後、トランザクションはパケット化／パケット解除（Ｐ／Ｄ
）ロジック８１４により処理される。Ｐ／Ｄロジック８１４は、パケットから特定のメモ
リトランザクションを取得し、それらをメモリストレイタムＡ８１６などのストレイタム
のメモリタイルにより用いられるベーシックアドレス／データフォーマットに移す。図示
されない他の実施例では、Ｐ／Ｄロジック８１４は、トランザクション入力ＦＩＦＯ８１
０のＨＳ　Ｉ／Ｏインタフェース８１４のサイドに配置される。これらの実施例では、ト
ランザクションオーダリングロジック８１２は、より一般には、パケットでなく、特定の
パケット解除されたメモリトランザクションがリオーダされるため、メモリアクセスリオ
ーダリングロジックとみなされる。
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【００７２】
　Ｄ／Ｐロジック８１４がＨＳリンクから受信されるメモリトランザクションをパケット
解除するとき、アドレス及びデータがＴＳＶを介しメモリスタックに提供される。特に、
アドレスＴＳＶ８１８とデータＴＳＶ８２０である。多数の実施例では、データラインが
組み合わされ、メモリバッファ８００からメモリストレイタムスタックのメモリ位置にデ
ータを供給することによってライト処理を実行すると共に、メモリストレイタムスタック
のメモリ位置からメモリバッファ８００にデータを供給することによってリード処理を実
行することが可能である。
【００７３】
　さらに、メモリバッファ８００はまた、バッファに示される機能ブロックの１以上から
複数の制御信号８２２を生成してもよい。これらの制御信号は、制御ＴＳＶ８２４を介し
メモリストレイタムスタックに出力される。メモリバッファ８００はまた、クロックＴＳ
Ｖ８２８を介しメモリストレイタムスタックに提供されるクロック信号を生成するクロッ
ク生成ロジック８２６を有する。
【００７４】
　メモリバッファ８００はまた、図６において説明されたスキャンチェーンタイルロジッ
クにより用いられるスキャンデータ８３２とスキャンクロック８３４とを提供するスキャ
ンチェーン初期化ロジック８３０を有してもよい。スキャンチェーン初期化ロジック８３
０は、コンピュータシステムがブートするとき、スキャンチェーン初期化を実行してもよ
い。
【００７５】
　多数の実施例において、メモリバッファ８００は、メモリ装置において出現するエラー
に対して動的な回避方法を可能にする複数のコンポーネントを有する。最小の粒度におい
て、エラーは、メモリ位置を読むときの誤った結果から構成される。これらのエラーは、
メモリタイルの故障したコンポーネントに関するハードウェアエラー（センスアンプの電
気的不具合など）、又はハードウェアの一時的な不具合を生じさせる宇宙線から生じるソ
フトエラーであってもよい。ハードエラーは、一般にテストされたときに繰り返しの結果
を示す一般に永続的なエラーであり、ソフトエラーは、一般に一時のエラーである。
【００７６】
　多数の実施例では、メモリのハードウェアコンポーネントの故障は、メモリ装置への電
力の供給の変更に部分的によるものである可能性がある。例えば、低電力状態では、メモ
リストレイタムに供給される電圧は、各メモリセルの充電を維持するのに十分でない可能
性がある。充電が維持できない場合、メモリの故障が発生する。あるいは、メモリのリフ
レッシュレートが所与のメモリセルの充電が十分に低減するポイントを経過した頻度で減
少される場合、メモリの故障がまた発生する。メモリのリフレッシュレートとメモリに供
給される電力とは関連する。メモリに供給される電力量が大きくなるに従って、メモリセ
ルがリフレッシュされる頻度は低下する。充電は使用するのにより長い時間がかかるため
である。他方、メモリに供給される電力量が少なくなるに従って、メモリセルがリフレッ
シュされる頻度は高くなる。
【００７７】
　多数の実施例では、メモリバッファ８００は、メモリに出現したエラーの影響を最小限
にするための複数の機能を提供する動的エラー回避ロジックを有する。エラーチェック訂
正（ＥＣＣ）ロジック８３８は、メモリに出現するとエラーをチェックし、これらのエラ
ーをテイする使用とするコードを提供する。いくつかの実施例では、一部のエラーは当該
形態の訂正を可能にする。例えば、メモリバッファ８００は、潜在的にはシングルビット
エラーを訂正し、１２８ビットブロック境界内のダブルビットエラーを検出する能力を有
するＢＣＨ（Ｂｏｓｅ，Ｒａｙ－Ｃｈａｕｄｈｕｒｉ，ａｎｄ　Ｈｏｃｑｕｅｎｇｈｅｍ
）エラー訂正コードを有してもよい。しかしながらハードエラーが存在する多数の実施例
では（メモリタイルの特定のカラムが誤ったデータを提示しているなど）、いくつかのよ
りロウバストな回避方法が利用されてもよい。
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【００７８】
　いくつかの実施例では、冗長制御ロジック８４０は、メモリアレイの一部を永続的にシ
ャットダウンする。例えば、特定のメモリカラムの複数のビットが不良なテスト結果によ
り繰り返し出現する場合、冗長制御は当該カラムを永続的にシャットダウンしてもよい。
特に、メモリのローは３２ビットしか必要としないが、実際のメモリアレイは３３ビット
を実装してもよい。従って、冗長ロジックは、すべてのカラムを調べ、何れか最大数の繰
り返しのエラーを示すか決定する。この決定されたカラムは永続的に無効にされ、その他
の３２ビット幅のカラムがメモリローのために利用されてもよい。
【００７９】
　冗長ロジックは、アレイ単位で何れのカラム又はローがシャットダウンされてもよいか
追跡するマルチプレクサ（ＭＵＸ）ロジック８４２を有する。初期化中、冗長制御８４０
は、未使用のカラム及びローをアレイ毎にロックアウトしてもよい。他の実施例では、Ｍ
ＵＸロジック８４２は、アレイ単位より詳細な又は粗な粒度によりメモリセルに関する情
報を格納してもよい。
【００８０】
　冗長制御ロジック８４０とは別に、動的なエラー回避ロジックはまた、メモリページ又
はローを無効にする機能を有するキャッシュライン無効ロジック８４４を実装してもよい
。キャッシュライン無効ロジック８４４を利用するため、メモリバッファはさらにタグキ
ャッシュ８４６を実現する。タグキャッシュ８４６は、具体的には、ハードウェアコント
ローラ第１レベルメモリ又はラストレベルキャッシュを可能にするのに有用である。例え
ば、２レベルメモリシステムがコンピュータシステムに実現されるとき、第１レベルメモ
リは、電力効率性及び帯域幅のために最適化されるが、コスト制約による妥当なキャパシ
ティを有するようにしてもよい。第２レベルメモリは、コスト及びキャパシティについて
最適化されるが、帯域幅及び電力効率性については必ずしも最適化されなくてもよい。
【００８１】
　２レベルメモリスキームの別々のメモリレベルは、一般にＣＰＵに可視的でない。これ
は、モジュラリティ及びコンパチビリティを提供し、また遠くのメモリ、近くのメモリ又
は２レベルメモリと対話可能な統一されたメモリインタフェースを可能にする。
【００８２】
　図９は、ハイブリッドスタックメモリを利用する２レベルメモリシステムの実施例を示
す。
【００８３】
　図９の２レベルメモリシステムは、メモリコントローラ９００を備えたプロセッサを有
する。プロセッサ／メモリコントローラ９００は、メモリサブシステム９０２とデータを
送受信する。メモリサブシステムは、タグキャッシュ８４６を有するハイブリッドメモリ
バッファ８００を有する。ハイブリッドメモリバッファ８００は、メモリストレイタムス
タック９０４と離れたメモリ９０６とに接続される。多数の実施例では、ハイブリッドメ
モリスタックを有するメモリタイルは、ＤＲＡＭベース装置である。異なる実施例では、
離れたメモリは、不揮発性メモリ、相変化メモリ又は他のタイプのメモリ技術であっても
よい。
【００８４】
　多数の実施例では、データはプロセッサ／メモリコントローラ９００とハイブリッドメ
モリバッファとの間で、ハイブリッドメモリバッファとハイブリッドメモリスタック９０
４との間で通過するデータチャンクと同じサイズである６４バイトチャンクにより伝送さ
れる。多数の実施例では、６４バイトブロックは、データがハイブリッドメモリスタック
に格納される最小の粒度であり、離れたメモリによると、データは４キロバイトブロック
により格納され、これは、ハイブリッドメモリバッファ８００と離れたメモリ９０６との
間で４キロバイトのデータチャンクを伝送する。
【００８５】
　タグキャッシュ８４６は、離れた各メモリブロック（本例では、４キロバイトのサイズ



(17) JP 5676644 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

である）のアドレスタグを格納する。各タグはまた、有効ビット、ダーティビット、擬似
ＬＲＵタグ及びキャッシュライン無効ビットを伴う。タグヒットに続いて、ハイブリッド
メモリバッファ８００は、ハイブリッドメモリスタック９０４（第１レベルメモリ）から
６４バイトブロックをフェッチする。タグミスに応答して、４キロバイトブロックが、離
れたメモリ９０６（第２レベル）からフェッチされ、ハイブリッドメモリスタック９０４
に格納される。
【００８６】
　さらに、所望の６４バイトブロックは、プロセッサ／メモリコントローラ９００に転送
され、適切なタグが置換される。置換ポリシーは、ハイブリッドメモリスタック９０４に
無効な方法を優先順位付けし、標準的な擬似ＬＲＵ（Ｌｅａｓｔ　Ｒｅｃｅｎｔｌｙ　Ｕ
ｓｅｄ）アプローチに基づくものであってもよい。キャッシュライン無効ビットをアサー
トした方法が回避される。従って、ハードエラーを示すキャッシュラインは、２レベルメ
モリシステムにおいて当該方法によりさらなる利用から無効とされてもよい。
【００８７】
　図８に戻って、キャッシュライン無効ロジック８４４は、上述した方法によりタグキャ
ッシュ８４６を利用して、キャッシュライン無効ポリシーを実現してもよい。
【００８８】
　多数の実施例では、ハイブリッドメモリスタックへの電力供給は適応可能であってもよ
く、メモリのエラーレートに基づきメモリに供給される電圧レベルを変更することを可能
にする。ハイブリッドメモリバッファ８００は、適応的電力ロジック８４８を有する。適
応的電力ロジック８４８は、スタック（８５２）のストレイタムに供給される供給電圧８
０２をチェーン化するため、統合されたＶＲ８５０と通信してもよい。多数の実施例では
、適応的電力ロジック８４８は、ステップバイステップに電圧を増加してもよく、又は各
ステップがあるデルタ電圧値である同じ方法により電圧を低下させてもよい。図示されな
い他の実施例では、ＶＲはハイブリッドメモリバッファ８００に統合されず、パッケージ
基板（図１の１１８）又はコンピュータシステムのどこかの分離したＶＲである。
【００８９】
　いくつかの実施例では、電圧は、ハイブリッドメモリ装置の各メモリタイル（図２のメ
モリタイル２０２など）に別々に供給されてもよい。他の実施例では、電圧は、各メモリ
ストレイタム（図２のメモリストレイタム２０４など）に供給されてもよい。さらなる他
の実施例では、電圧は、メモリストレイタムのスタック全体を含むメモリ装置全体（図２
のメモリ装置２００など）に一様に供給されてもよい。
【００９０】
　ハイブリッドメモリバッファ８００はまた、メモリへのリフレッシュレートを変更する
よう動作可能な適応的リフレッシュロジック８５４を有してもよい。適応的リフレッシュ
ロジック８５４は、各ステップが時間のデルタであるステップにおいてメモリのリフレッ
シュレートを増加又は減少させることが可能であってもよい。異なる実施例では、リフレ
ッシュレートの変更は、適応的電力ロジック８４８について上述された異なる粒度の実施
例と同様に、メモリタイルベース、メモリストレイタムベース又はメモリ装置全体ベース
により実現されてもよい。
【００９１】
　多数の実施例では、ＬＦＳＲ（Ｌｉｎｅａｒ　Ｆｅｅｄｂａｃｋ　Ｓｈｉｆｔ　Ｒｅｇ
ｉｓｔｅｒ）８５６を実現するＢＩＳＴ（Ｂｕｉｌｔ－Ｉｎ　Ｓｅｌｆ　Ｔｅｓｔ）ロジ
ックが、ハイブリッドメモリバッファに存在する。ＢＩＳＴ－ＬＦＳＲロジック８５６は
、ランダムなデータパターンがスタック全体のすべてのメモリにわたって書き込まれ、比
較のために読み出されることを可能にする。ＢＩＳＴ－ＬＦＳＲロジックは、連続的にラ
ンダムなデータパターンを生成するシード値の入力を有し、各データチャンクは、メモリ
スタックの各キャッシュラインに書き込み可能である。その後、完全性をチェックするた
めメモリを読むとき、同一のシード値が同一のデータを生成するため再入力される。
【００９２】
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　従って、ランダムであるが、データは同一のシード値により繰り返し可能である。この
ため、２回目に生成されるランダムパターンが、メモリに配置されたオリジナルデータと
キャッシュライン毎に比較されてもよい。これは、メモリ全体における迅速なエラーチェ
ックを可能にする。異なるシードが配置され、メモリ全体が複数回チェックされる場合、
一貫してエラーを示すメモリ内のこれらのビットは、繰り返し可能なハードエラーを有す
るものとして指定されてもよい。動的エラー回避ロジック８３６は、エラーを最小限にす
るのに利用可能な複数の回避の１以上を試行してもよい。
【００９３】
　動的エラー回避ロジック８３６が問題のあるメモリセルの影響を最小限にする必要があ
るオプションの一部は、ＥＣＣ８３８、冗長制御ロジック８４０、キャッシュライン無効
ロジック８４４などの上述されたロジックコンポーネントと共に、潜在的に適応的電力ロ
ジック８４８を介しセルに供給される電力を増加し、及び／又は適応的リフレッシュロジ
ック８５４によりメモリリフレッシュ間の時間を減少させるロジックコンポーネントを含
む。
【００９４】
　図１０は、適応的電力ロジックを用いてハイブリッドメモリ装置に供給される電力を最
適化するプロセスの実施例のフロー図である。
【００９５】
　当該プロセスは、ハードウェア（回路など）、ソフトウェア（オペレーティングシステ
ムなど）、ファームウェア（マイクロコードなど）、又はこれら３つのタイプの処理ロジ
ックの何れかの組み合わせからなる処理ロジックにより実行されてもよい。
【００９６】
　当該プロセスは、処理ロジックが初期的な電力供給レベルを設定することによって開始
される（処理ブロック１０００）。いくつかの実施例では、初期的な電力供給レベルは、
供給可能な最も高い電力レベルであってもよい。他の実施例では、初期的な電力供給レベ
ルは、推奨される供給設定の中心の標準的な供給レベルであってもよい。さらなる他の実
施例では、初期的な電力供給レベルは、初期化のためのＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｐｕ
ｔ／Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）においてユーザにより設定されてもよい。
【００９７】
　その後、処理ロジックは、ステップ又はインクリメントだけ現在の設定から電力供給レ
ベルを減少する（処理ブロック１００２）。インクリメント毎に供給される電力のデルタ
は、ＶＲロジックに基づき予め決定されてもよい。多数のＶＲが、レジスタ又はＶＲによ
り管理される他の格納位置に入力された異なる値を用いて徐々に変更可能な電圧供給レベ
ルのテーブルを有するためである。
【００９８】
　電力供給レベルがインクリメントだけ減少されると、処理ロジックは、メモリ位置に書
き込むことによってメモリに対してテストを実行する（処理ブロック１００４）。処理ロ
ジックは、ＢＩＳＴ－ＬＦＳＲ又は他のタイプのテスト処理を利用してもよい。テストさ
れるメモリ位置は、いくつかの実施例では、メモリのすべてを含むものであってもよい。
他の実施例では、動的エラー回避ロジック（図８の８３６）が故障の可能性のあるメモリ
位置のグループをすでに決定し、すべてのメモリのサブセットが、故障した位置のエラー
のみの回避方法を決定するためテストされてもよい。
【００９９】
　その後、処理ロジックは、テストされた各メモリ位置を読む（処理ブロック１００６）
。その後、処理ロジックは、エラーが検出されたか決定する（処理ブロック１００８）。
多数の実施例では、ＥＣＣ又は他の同様のエラー検出コードが、１以上のエラーがあるか
決定するのに利用される。エラーがない場合、処理ロジックはブロック１００２に戻り、
電力供給レベルをさらに低下する。そうでなく、エラーが検出された場合、処理ロジック
は、エラーを訂正するか、又はエラーを回避しようと試みる（処理ブロック１０１０）。
【０１００】
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　エラーを訂正又は回避するのに利用されるステップセットは、当該技術は、誤り訂正の
ためのＥＣＣ、冗長制御及びエラー回避のためのキャッシュライン無効化と共に、メモリ
リフレッシュ間の時間を減少させることを含むものであってもよいが、実現形態に固有の
ものである。さらに、他のオプションは、前の電圧レベルがエラーを生じさせなかった場
合、前に電圧レベルのインクリメントまで電力を戻すよう増加させることである。
【０１０１】
　その後、処理ロジックは、エラーが良好に訂正又は回避されたか確認するためチェック
する（処理ブロック１０１２）。エラーが良好に訂正又は回避された場合、処理ロジック
は、ブロック１００２に戻り、電力供給レベルをさらに低下させる。
【０１０２】
　図示されない他の実施例では、供給される初期的な電力は低い電力レベルであってもよ
く、インクリメントは、供給される電力を低下させるのでなく、供給される電力を増加さ
せる。これらの実施例では、初期的なテストのインクリメントは、有意な個数のエラーを
示し、エラーがなくなるまで供給が増加される。
【０１０３】
　いくつかの実施例では、適応的電力ロジック（図８の８４８）は、初期化中にこれらの
インクリメントテストを実行する。他の実施例では、これらのテストは、メモリスタック
に供給される電力を変更するため、処理中に動的に実行される。ハイブリッドメモリスタ
ックとハイブリッドメモリバッファとの間の高帯域幅伝送は、リフレッシュ期間中より一
般に高い電力を必要とし、メモリに供給される電力は、リフレッシュ段階中に１以上のイ
ンクリメントにより動的に低下されてもよい。
【０１０４】
　リフレッシュ段階が終了し、帯域幅が再び増加されると、適応的電力ロジック８４８は
、電力を１以上のインクリメントで増加してもよい。
【０１０５】
　図１１は、適応的リフレッシュロジックを用いてハイブリッドメモリ装置に供給される
電力を最適化するプロセスの実施例のフロー図である。メモリがリフレッシュされる毎に
、リフレッシュを実現するため、ある量の電力が要求される。従って、リフレッシュイン
ターバルが増加した場合、メモリにより要求される時間における全体的な電力は減少する
。
【０１０６】
　当該プロセスは、ハードウェア（回路など）、ソフトウェア（オペレーティングシステ
ムなど）、ファームウェア（マイクロコードなど）、又はこれら３つのタイプの処理ロジ
ックの何れかの組み合わせから構成される処理ロジックにより実行されてもよい。
【０１０７】
　当該プロセスは、処理ロジックが初期的なメモリリフレッシュレートを設定することに
よって開始される（処理ブロック１１００）。いくつかの実施例では、初期的なリフレッ
シュレートは、初期化中にＢＩＯＳ設定により予め決定されてもよい。
【０１０８】
　処理ロジックは、その後に、ステップ又はインクリメントだけ現在の設定からメモリリ
フレッシュインターバルを増加させる（処理ブロック１１０２）。リフレッシュインター
バル間の時間のデルタは、ＢＩＯＳのユーザにより設定される値又は所定値であってもよ
い。
【０１０９】
　リフレッシュレートがインクリメントだけ増加されると、処理ロジックは、メモリ位置
に書き込むことによって、メモリに対してテストを実行する（処理ブロック１１０４）。
【０１１０】
　その後、処理ロジックは、テストされた各メモリ位置を読む（処理ブロック１１０６）
。その後、処理ロジックは、エラーが検出されたか判断する（処理ブロック１１０８）。
多数の実施例では、ＥＣＣ又は他の同様のエラー検出コードが、１以上のエラーが存在す
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るか決定するのに利用される。エラーがない場合、処理ロジックは、ブロック１００２に
戻り、リフレッシュ間のインターバルをさらに増加させる。そうでなく、エラーが検出さ
れた場合、処理ロジックは、エラーを訂正するか、又はエラーを回避しようと試みる（処
理ブロック１１１０）。
【０１１１】
　再び、エラーを訂正又は回避するのに利用されるステップセットは、実現形態に固有で
あるが、ＥＣＣ、冗長制御、リフレッシュレートインターバルの減少又はメモリに供給さ
れる電力の増加を無効にするキャッシュラインを含むものであってもよい。
【０１１２】
　その後、処理ロジックは、エラーが良好に訂正又は回避されたか確認するためチェック
する（処理ブロック１１１２）。エラーが良好に訂正又は回避された場合、処理ロジック
は、リフレッシュレートインターバルをさらに増加させるため、ブロック１１０２に戻る
。
【０１１３】
　図８に戻って、ハイブリッドメモリバッファ８００はまた、バーチャルページバッファ
８５８を有してもよい。多数の実施例では、バーチャルページバッファ８５８は、メモリ
に現在開かれている各ページの少なくとも一部を格納する。メモリアクセスパターンが時
間的及び空間的ロカリティを示すことは普通である。以前には、このロカリティは、必要
なページを再オープンする遅延及び電力を低減するため、各バンクにメモリページをオー
プンに維持することによって利用された。しかしながら、今日のＣＰＵのマルチスレッド
化された処理が与えられると、厳しいバンクコンフリクトが生じる可能性がある。この問
題が与えられると、バーチャルページバッファ９５９は、バンクコンフリクトの可能性を
低減し、ページがメモリリクエストによりアクセス可能となるように、ハイブリッドメモ
リバッファにオープンされた各ページの一部を格納してもよい。ハイブリッドメモリバッ
ファ８００は、このバーチャルオープンページが電力及び遅延を低減し、装置の帯域幅を
増やすことの双方を可能にする。
【０１１４】
　本発明の実施例の各要素は、マシーン実行可能な命令を格納するためのマシーン可読媒
体として提供されてもよい。マシーン可読媒体は、限定することなく、フラッシュメモリ
、光ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ－Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ／Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｋ）ＲＯ
Ｍ、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂ
ｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ
　ＥＰＲＯＭ）、磁気若しくは光カード、伝搬媒体、又は電子命令を格納するのに適した
他のタイプのマシーン可読媒体を含むものであってもよい。例えば、本発明の実施例は、
搬送波又は通信リンク（モデム又はネットワーク接続など）を介し他の伝搬媒体に実現さ
れるデータ信号によりリモートコンピュータ（サーバなど）から要求元のコンピュータ（
クライアントなど）に伝送されるコンピュータプログラムとしてダウンロードされてもよ
い。
【０１１５】
　上記説明では、本発明の実施例を説明するため用語が利用されている。例えば、“ロジ
ック”という用語は、１以上の機能を実行するハードウェア、ファームウェア、ソフトウ
ェア（又はこれらの何れかの組み合わせ）を表す。例えば、“ハードウェア”の具体例は
、限定することなく、集積回路、有限状態マシーン又は組み合わせのロジックを含む。集
積回路は、マイクロプロセッサ、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ
　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、デジタル信号プロセッサ、マイクロコント
ローラなどのプロセッサの形態をとってもよい。
【０１１６】
　本明細書を通じて“一実施例”又は“実施例”という表現は、実施例に関して説明され
た特定の特徴、構成又は特性が本発明の少なくとも１つの実施例に含まれることを意味す



(21) JP 5676644 B2 2015.2.25

10

ることが理解されるべきである。従って、本明細書の各所における“実施例”、“一実施
例”又は“他の実施例”という２以上の表現は、必ずしもすべてが同一の実施例を参照し
ているとは限らないことが強調及び理解されるべきである。さらに、特定の特徴、構成又
は特性は、本発明の１以上の実施例に適したものとなるように組み合わされてもよい。
【０１１７】
　同様に、本発明の実施例の上記説明では、各種特徴は各種発明の態様の１以上の理解に
用いられる本開示の簡素化のため、単一の実施例、図面又は説明にグループ化されること
があることが理解されるべきである。しかしながら、本開示の方法は、請求される主題が
各請求項に明示的に記載されるより多くの特徴を必要とする意図を反映するものとして解
釈されるべきでない。むしろ、以下の請求項が反映するように、本発明の態様は開示され
た単一の実施例のすべての特徴より少なくしかない。従って、詳細な説明に続く請求項は
、詳細な説明に明示的に含まれる。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(24) JP 5676644 B2 2015.2.25

【図１１】
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