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コマンド処理装置、方法、及び集積回路装置

技術分野

０００1 本発明は、複数のバンクから構成される記憶装置に対して複数のマスタから非同期

に発行されるコマンドを処理するコマンド処理装置に関するものである。

背景技術

０００2 従来、複数のバンクから構成される記憶装置にアクセスする場合、データを複数の

バンクに分散して配置し、異なるバンクを交互にアクセスすることにょり、行アドレスを

変更する際に必要な切り替え時間を隠蔽する技術が知られている ( 例えば、特許文

献 参照 ) 。

０００3 以下、特許文献 に開示されている画像復号化装置について説明する。

０００4 図 は、従来の画像復号ィロ装置のメモりへの画像データのマッピング例を示す図で

あり、符号ィビデータ用バッファ領域、フレームメモり 、フレームメモり2 、フレームメモり

3 がそれぞれ2 つのバンク 、バンク に分散して配置されている。フレームメモりはそ

れぞれ、輝度信号用の領域と色信号用の領域から成る。

０００5 図2 は、従来の画像復号ィロ装置のメモり制御方式の動作遷移パターンを示す図で

ある。図2 に示されるょぅに、符号ィビデータ用バッファ領域、フレームメモり ないしフレ

ームメモり3 へのアクセスは、バンク とバンク を交互にアクセスし、行アドレスの変更

は、バンク に対する行アドレスを変更する場合は、その直前のバンク に対するアク

セスの期間に行ぅことにょり、行アドレス変更に伴ぅ待ち時間を隠蔽している。

０００6 このょぅな交互に異なるバンクヘアクセスさせるメモり制御動作は、例えば単一のマ

スタ装置の管理下で行われ、(a) 表示画像データ読出し、( b ) 参照画像データ読出

し、(c) 符号ィビデータ読出し、( d ) 符号化データ書き込み、(e) 復号画像データ書き

込み、れ㌧た異なるタイプのアクセス間にまたがる箇所においても守られる。

特許文献 1 特開平8 65686号広報

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、上記従来の画像復号ィロ装置では、前述した各タイプのアクセスが、

例えば異なる複数のマスタ装置から非同期に行われ、しかも競合する可能，注がある

場合には、必ずしもバンク とバンク とを交互にアクセスすることができず、そうなると

行アドレス変更に伴う待ち時間の隠蔽ができなくなるとレづ問題が生じる。

０００8 本発明は上記従来の問題点を解決するもので、前述した各タイプのアクセスが競

合する場合でも、バンク とバンク を交互にアクセスすることができるコマンド処理装

置を提供することを目的とする。

言果是頁を解が『するための手段

０００9 この目的を達成するために、本発明のコマンド処理装置は、複数のバンクから構成

される記憶装置に対して複数のマスタから非同期に発行される複数のコマンドを順次

処理するコマンド処理装置であって、同一のマスタに関係し、かつ相異なるバンクを

アクセスするための複数のコマンドを連続して選択する調停手段と、前記調停手段に

よって選択された複数のコマンドを前記記憶装置に連続して発行する発行手段とを

備える。

００1０ ここで、連続してアクセスされる相異なるバンクには、同じ画像に関する輝度データ

及び色差データが配置されているとしてもよく、また、同じグラフイクスデータに関する

色成分データ及び透明度データ、並びにステンシルデータ及び奥行きデータが配

置されているとしてもよい。

００11 この構成によれば、相異なるバンクをアクセスするための複数のコマンドが連続して

選択され発行されるので、同じバンクをアクセスするコマンドが続けて発行されること

がない。これにより、先のバンクをアクセスした後、後のバンクをアクセスしている間に

、前記先のバンクについて次にアクセスされるべき行アドレスを変更することができる

ので、同一バンクの行アドレスを変更する際に必要な切り替え時間を必ず隠蔽し、高

いスループ、ソトでデータをアクセスできるコマンド処理装置が実現される。

００12 また、前記各マスタが、コマンドを発行する際に、そのコマンドを、直前に発行したコ

マンドによってアクセスされるバンクとは異なるバンクを対象として発行することが予め

分かっている場合には、前記調停手段は、一つのマスタからのコマンドを選択した場

合、同一のマスタから後続するコマンドが得られるまで待ち、前記後続するコマンドを



選択してもよい。

００13 これにより、同じバンクへの連続するアクセスを回避できる。

００14 また、前記各マスタが、連続してアクセスされるべきデータを、相異なるバンクにお

ける予め定められた規則で対応付けられる複数の領域に配置する場合には、前記調

停手段は、一つのマスタからのコマンドを選択した場合、前記選択されたコマンドによ

ってアクセスされるバンクの領域に前記規則で対応付けられる他のバンクの領域を対

象とするコマンドを生成し、前記生成されたコマンドを選択してもよい。

００15 これにより、同じバンクへの連続するアクセスの回避と共に、マスタのコマンド発行

負荷を軽減する効果も得られる。

００16 また、前記各マスタは、コマンドを発行する際に、そのコマンドによってアクセスされ

るバンクとは異なるバンクをアクセスする他のコマンドを後続して発行するか否かを示

す指示信号をそのコマンドと共に出力し、前記調停手段は、一つのマスタからのコマ

ンドを選択した場合、前記コマンドと共に出力される指示信号が肯定を示す場合にの

み、同一のマスタから後続するコマンドが得られるまで待ち、前記後続するコマンドを

選択してもよい。

００17 この構成によれば、マスタから異なるバンクを対象とするコマンドが後続して発行さ

れない場合に、前記調停手段がそのコマンドを待ち続ける不都合を回避できる。

００18 なお、本発明は、このようなコマンド処理装置として実現できるだけでなく、集積回

路装置、及びコマンド処理方法として実現することもできる。

男各明の効果

００19 本発明のコマンド処理装置によれば、相異なるバンクをアクセスするための複数の

コマンドが連続して選択され発行されるので、同じバンクをアクセスするコマンドが続

けて発行されることがない。

００2０ これにより、先のバンクをアクセスした後、後のバンクをアクセスしている間に、前記

先のバンクについて次にアクセスされるべき行アドレスを変更することができるので、

同一バンクの行アドレスを変更する際に必要な切り替え時間を必ず隠蔽し、高いスル

ープットでデータをアクセスできるコマンド処理装置が実現される。



００2 1 図 図 は、従来技術の画像復号ィロ装置のメモりへの画像データのマッピング例を

示す図である。

図2 図2は、従来技術の画像符号ィロ装置のメモり制御方式の動作遷移パターンを

示す図である。

図3 図3は、第 の実施形態におけるコマンド処理装置の機能的な構成の一例を示

すブロック図である。

図4 図4は、第 の実施形態におけるコマンド処理装置の動作を示すフローチヤート

である。

図5 図5は、第2の実施形態におけるコマンド処理装置の動作を示すフローチヤート

である。

図6 図6は、第3の実施形態におけるコマンド処理装置の機能的な構成の一例を示

すブロック図である。

図7 図7は、第3の実施形態におけるコマンド処理装置の動作を示すフローチヤート

である。

図8 図8は、第3の実施形態におけるコマンド処理装置から発行されるコマンドの対

象となるバンクの組合せの一例を示す図である。

符号の説明

００22 3００マスタ

3０ マスタ

3０2 マスタC

3０3 3０4 3０5 バッファ部

3０6 調停部

3０7 発行部

3０8 記憶装置

3０9 コマンド処理装置

6００マスタ

6０ マスタ

6０2 マスタC



6０3 6０4 6０5 バッファ部

6０6 調停部

6０7 発行部

6０8 記憶装置

6０9～6 4 連続選択要求信号

6 5 コマンド処理装置

発明を実施するための最良の形態

００23 以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。

００24 (第 の実施形態)

図3は、第 の実施形態におけるコマンド処理装置3０9の機能的な構成の一例を示

すブロック図である。コマンド処理装置3０9は、複数のバンク(例えばバンク とバンク

)から構成される記憶装置3０8に対してマスタ 3００、マスタ 3０、及びマスタC3

０2から非同期に発行されるコマンドを処理するコマンド処理装置であって、バッファ

部3０3 3０4 ０5、調停部3０6、及び発行部3０7から構成される。

００25 マスタ 3００、マスタ 3０、マスタC3０2によってアクセスされるデータは、記憶装

置3０8のバンク とバンク に分散して配置されており、マスタ 3００、マスタ 3０

マスタC3０2は記憶装置3０8にアクセスする時には、バンク から始まり、バンク 、バ

ノク のように、バンク とバンク に対して交互にコマンドを発行する。

００26 ここで、典型的な一例として、記憶装置3０8のバンク には画像の輝度データが配

置され、バンク にはその画像の台差データが配置されるとしてもよい。

００27 また、他の典型的な一例として、記憶装置3０8のバンク にはグラフイクスデータの

色成分データ及び透明度データ(一般に G データと称される) が配置され、バ

ンク にはそのグラフイクスデータのステンシルデータ及び奥行きデータ(一般に Z

データと称される) が配置されるとしてもよい。

００28 バッファ部3０3 ０4、及び3０5は並行動作し、それぞれマスタ 3 、マスタ 3

、及びマスタ 3 2から非同期に発行されるコマンドを取得する。

００29 図4は、第 の実施形態におけるコマンド処理装置3０9が行うコマンド処理を示すフ

ローチヤートである。



００3０ このフローチヤートは、マスタ 3 、マスタ 3 、及びマスタC3 2から発行され

たコマンドが、それぞれバッフアｧ 3 ０3 3０4、及び3０5によって取得された後、記憶

装置3０8へ転送されるまでの処理を示している。

００3 1 調停部3０6は、バッフア部3０3 ０4、及び3０5からコマンドを読み出し( 4００)

読み出されたコマンドを調停することによって一つのマスタに係るコマンドを選択する

(S4０ )。本発明はこの調停の具体的な方法を限定しないが、一例を挙げれば、周

知のラウンドロビン法を用いてこの調停を行うことができる。

００32 調停部3０6は、調停の結果、マスタ 3 のコマンドを選択した場合 (S4０2で es

) 、マスタ 3 の次のコマンドが読み出し可能であるかどうかを判定する (S4０3)

００33 そして、マスタ 3 の次のコマンドが読み出し不可であった場合 (S4０3で o)、

サイクル待ち( 4０4)、マスタ 3００の次のコマンドが読み出し可能であった場合 (

4０3で es 、マスタ 3００の次のコマンドをバッフア部3０3から読み出す(S4０5

００34 調停部3０6は、調停の結果、マスタ 3０のコマンドを選択した場合 (S4０6で es)

００35 そして、マスタ 3０の次のコマンドが読み出し不可であった場合 (S4０7で o)、

サイクル待ち(S4０8) 、マスタ 3０の次のコマンドが読み出し可能であった場合 (S

4０7で es)、マスタ 3０の次のコマンドをバッフア部3０4から読み出す(S4０9)

００36 調停部3０6は、調停の結果、マスタ 3００のコマンドでも、マスタ 3０コマンドでも

なく、マスタC3０2のコマンドを選択した場合 (S4０6で o)、マスタC3０2の次のコマ

ンドが読み出し可能であるかどうかを判定する (S4 ０)

００37 そして、マスタC3０2の次のコマンドが読み出し不可であった場合 (S4 ０で o)、

サイクル待ち(S4 、マスタC3０2の次のコマンドが読み出し可能であった場合 (S

4 ０で es)、マスタC3０2の次のコマンドをバッフア部3０5から読み出す(S4 2)

００38 調停部3０6は、コマンド調停ステップ 4０で調停された結果のコマンドと、マスタ

コマンド読み出しステップS4０5、マスタ コマンド読み出しステップS4０9、マスタCコ

マンド読み出しステップS4 2のいずれかで読み出された2つ目のコマンドとを、発行

部3０7へ転送し( 4 3) 、発行部3０7は、調停部3０6から転送されたコマンドを記憶

装置3０8へ発行する (S4 4)



００39 以上のように構成された本実施例のコマンド処理装置の動作の具体例について詳

細に説明する。

００4０ まず、マスタ 3 、マスタ 3０、マスタC3０2が非同期に記，漬装置3０8にコマンド

を発行する。マスタ 3００の発行したコマンドはバッフア部3０3に、マスタ 3０の発

行したコマンドはバッフア部3０4に、マスタC3０2の発行したコマンドはバッフア部3０5

にそれぞれ一且格納される。

００41 調停部3０6は、バッフア部3０3ないし3０5に格納されたコマンドをコマンド読み出し

ステップS4００で読み出し、コマンド調停ステップS4０で3つのマスタのコマンド間の

調停を実施し、 つのマスタのコマンドを選択する。

００42 選択されたコマンドは、マスタ コマンド判定ステップS4０2で、マスタ 3００のコマ

ンドかどうか判定される。選択されたコマンドが、マスタ 3００のコマンドである場合、

マスタ コマンド読み出し可否判定ステップS4０3に遷移し、マスタ 3００の次のコマ

ンドが読み出し可能かどうかを判断する。

００43 マスタ 3００の次のコマンドが読み出し可能でない場合は、待ちステップ 4０4に

遷移して サイクル待ち、再度マスタ コマンド読み出し可否判定ステップS4０3に遷

移する。マスタ 3００の次のコマンドが読み出し可能になるまで、待ちステップS4０4

とマスタ コマンド読み出し可否判定ステップS4０3の間の遷移を繰り返す。

００44 マスタ コマンド読み出し可否判定ステップ 4０3で、マスタ 3００の次のコマンド

が読み出し可能になると、マスタ コマンド読み出しステップS4０5に遷移し、マスタ

3００の次のコマンドを読み出し、コマンド転送ステップS4 3へ遷移し、コマンド調停

ステップS4０で選択されたコマンドと、マスタ コマンド読み出しステップS4０5で読

み出されたコマンドの2つのマスタ のコマンドが、発行部3０7へ転送される。

００45 発行部3０7へ転送された2つのコマンドは、コマンド発行ステップ 4 4で連続して

記，漬装置3０8に発行される。ここで、マスタ 3００は、バンク とバンク に対して交互

にコマンドを発行するため、コマンド調停ステップS4００で選択されたコマンドと、マス

タ コマンド読み出しステップS4０5で読み出されたコマンドの2つのマスタ のコマン

ドは、それぞれ異なるバンクに対するコマンドである。

００46 コマンド転送ステップ 4 3で、コマンド調停ステップ 4００で選択されたコマンドと



コマンドとが発行部3０7へ転送された後、再度図4に示される処理に従って3つのマ

スタのコマンド間の新たな調停が行われ、次のコマンドが選択される。

００47 次に選択されたコマンドは、マスタ コマンド判定ステップS4０2で、マスタ 3 の

コマンドかどうか判定される。選択されたコマンドが、マスタ 3 のコマンドである場
。合、マスタ 3 のコマンドではないため、マスタ コマンド判定ステッフS4０6に遷移

する。選択されたコマンドはマスタ 3 のコマンドであるので、マスタ コマンド読み

出し可否判定ステップS4０7に遷移し、マスタ 3 の次のコマンドが読み出し可能

であるかを判定する。

００48 マスタ 3 の次のコマンドが読み出し可能でない場合は、待ちステップS4０8に遷

移して サイクル待ち、再度マスタ コマンド読み出し可否判定ステップS4０7に遷移

する。マスタ 3 の次のコマンドが読み出し可能になると、マスタ コマンド読み出し

ステップS4０9に遷移し、マスタ 3 の次のコマンドを読み出し、コマンド転送ステッ
プS4 3に遷移し、コマンド調停ステップS4００で選択されたコマンドと、マスタ コマ

発行部3０7へ転送される。

００49 発行部3０7へ転送された2つのコマンドは、コマンド発行ステップ 4 4で連続して

記，漬装置3０8に発行される。ここで、マスタ 3００と同様、マスタ 3０も、バンク と

バンク に対して交互にコマンドを発行するため、コマンド調停ステップS4００で選択

されたコマンドと、マスタ コマンド読み出しステップS4０9で読み出されたコマンドの

2つのマスタ のコマンドは、それぞれ異なるバンクに対するコマンドである。

００5０ ここで、マスタ 3 、マスタ 3 、マスタC3 2のいずれもバンク から始まり、バ

ンク 、バンク と交互にアクセスするので、マスタ のコマンドとマスタ のコマンドが、

コマンド発行ステップ 4 4で連続して記，漬装置3０8に発行される場合、発行される

コマンドのバンクは、バンク 、バンク 、バンク 、バンク の順になっており、バンク

とバンク とが交互にアクセスされるので、行アドレスを変更する際に必要な切り替え

時間を隠蔽することができる。

００5 1 以上のように、本実施形態によれば、記，漬装置3０8に非同期に、連続して2つのバ



、
ノク とバンク に対するコマンドを発行するマスタ 3 、マスタ 3 、マスタC3 2

のコマンドを、調停部3０6で2つ連続して選択し、記憶装置3０8に発行することによっ
て、行アドレスを変更する際に必要な切り替え時間を隠蔽することができる。

００52 この連続して選択される2つのコマンドは、先に述べた典型的な一例によれば、画

像の輝度データをアクセスするためのコマンド及び色差データをアクセスするための

コマンドであり、また、他の典型的な一例によれば、グラフィクスデータの色成分デー

タ及び透明度データをアクセスするためのコマンドとステンシルデータ及び奥行きデ

ータをアクセスするためのコマンドである。

００53 なお、実施形態 では、記憶装置が2つのバンクから構成され、3つのマスタが発行

するコマンドが つのバンクに対するコマンドである場合を記載したが、記憶装置が4

つのバンクから構成され、3つのマスタが発行するコマンドが2つのバンクに対するコ

マンドである場合でも、 つのコマンドのそれぞれのバンクの転送サイズが、行アドレ

スを変更する際に必要な切り替え時間を隠蔽するには小さすぎる場合は、バンク と

バンク に対するコマンドと、バンク2とバンク3に対するコマンドを調停部で2つ連続し

て選択することにより同様の効果が得られる。

００54 (第2の実施形態)

次に、第2の実施形態におけるコマンド処理装置について説明する。第2の実施の

形態では、マスタ 3００、マスタ 3０、マスタC3０2から連続してアクセスされるべき

データは、記憶装置3０8のバンク とバンク との予め定められた規則で対応付けら

れる複数の領域に分散して配置されるとする。

００55 そのよぅな配置の一つの典型として、画像の一つの画素に関する輝度データと色差

データとが、それぞれバンク とバンク とにおける所定のべ一スアドレスから同じオフ

セットにある領域に配置される例が挙げられる。輝度データと色差データとの密度が

異なる場合は、輝度データと色差データとについて密度の比を反映した異なるオフ

セットが用いられる。

００56 マスタ 3００がアクセスするバンク に配置されたデータのアドレスは、バンク に割

り当てられたデータのアドレスから前記規則に従って算出でき、ゆえにマスタ 3００の

記憶装置3０8のバンク に対するコマンドは、マスタ 3００の記憶装置3０8のバンク



に対するコマンドから作成可能である。

００57 同様に、マスタ 3０、マスタC3 2がアクセスするバンク に配置されたデータのア

ドレスは、それぞれのマスタのバンク に割り当てられたデータのアドレスから前記規

則に従って算出でき、ゆえにマスタ 3 、マスタC3 2の記憶装置3０8のバンク に

対するコマンドは、マスタ 3０、マスタC3０2の記憶装置3０8のバンク に対するコ

マンドから作成可能である。

００58 マスタ 3００、マスタ 3０、マスタC3０2は記憶装置3０8にアクセスする時には、

バンク に対するコマンドのみ発行する。

００59 第2の実施形態におけるコマンド処理装置は、第 の実施形態におけるコマンド処

理装置と比べて、同様の構成 (図3参照)を有し、バンク に対するコマンドに対応す

るバンク に対するコマンドを生成し、バンク に対するコマンドと生成されたバンク

に対するコマンドとを連続して発行する点で異なる。

００6０ 以下、第2の実施形態におけるコマンド処理装置の動作について説明する。

００6 1 図5は、第2の実施形態におけるコマンド処理装置3０9が行ぅコマンド処理を示すフ

ローチヤートである。

００62 このフローチヤートは、マスタ 3００、マスタ 3０、及びマスタC3０2から発行され

たバンク に対するコマンドが、それぞれバッファ部3０3 ０4、及び3０5によって取

得された後、調停部3０6によって生成されたバンク に対するコマンドと共に記憶装

置3０8へ転送されるまでの処理を示している。

００63 調停部3０6は、バッファ部3０3 ０4、及び3０5からコマンドを読み出し( 5００、

読み出されたコマンドを調停することによって一つのマスタに係るコマンドを選択する

(S5 ０ )。本発明はこの調停の具体的な方法を限定しないが、一例を挙げれば、周

知のラウンドロビン法を用いてこの調停を〒ぅことができる。

００64 調停部3０6は、調停の結果、マスタ 3００のコマンドを選択した場合 (S5 ０2で es

) 、マスタ 3００のバンク に対するコマンドを生成する (S5 ０3)

００65 調停部3０6は、調停の結果、マスタ 3０のコマンドを選択した場合 (S5 ０4で es)

、マスタ 3 のバンク に対するコマンドを生成する (S5 ０5

００66 調停部3０6は、調停の結果、マスタ 3 のコマンドでも、マスタ 3 コマンドでも



なく、マスタC3 2のコマンドを選択した場合 (S5 ０4で o)、マスタC3 2のバンク

に対するコマンドを生成する (S5 ０6)

００67 調停部3０6は、コマンド調停ステップ 5０で調停の結果選択されたバンク に対

するコマンドと、マスタ コマンド生成ステップS 5０3、マスタ コマンド生成ステップS 5

０5、マスタCコマンド生成ステップS 5０6のいずれかで生成されたバンク に対するコ

マンドとを、発行部3０7へ転送し( 5０7) 、発行部3０7は、調停部3０6から転送され

たコマンドを記，漬装置3０8へ発行する ( 5０8)

００68 以上のように構成された本実施例のコマンド処理装置の動作の具体例について詳

細に説明する。

００69 まず、マスタ 3００、マスタ 3０、マスタC3０2が非同期に記，漬装置3０8のバンク

に対するコマンドを発行する。マスタ 3００の発行したコマンドはバッファ部3０3に、

マスタ 3０の発行したコマンドはバッファ部3０4に、マスタC3０2の発行したコマンド

はバッファ部3０5にそれぞれ一且格納される。

００7０ 調停部3０6は、バッファ部3０3ないし3０5に格納されたコマンドをコマンド読み出し

ステップS 5００で読み出し、コマンド調停ステップS 5０で3つのマスタのコマンド間の

調停を実施し、 つのマスタのコマンドを選択する。

００7 1 選択されたコマンドは、マスタ コマンド判定ステップS 5０2で、マスタ 3００のコマ

ンドかどうか判定される。選択されたコマンドがマスタ 3００のコマンドである場合、マ

スタ コマンド作成ステップS 5０3に遷移する。ここで、マスタ 3００のバンク に割り

当てられたデータのアドレスは、バンク に割り当てられたデータのアドレスより計算で

きるため、マスタ コマンド作成ステップS 5０3で、マスタ 3００の次のバンク に対す

るコマンドを作成することができる。

００72 次に、コマンド調停ステップS 5０で選択されたコマンドと、マスタ コマンド作成ス

テップ 5０3で作成されたコマンドは、コマンド転送ステップ 5０7で、発行部3０7へ

転送される。発行部3０7へ転送された2つのコマンドは、コマンド発行ステップ 5０7

で連続して記，漬装置3０8に発行される。ここで、コマンド発行ステップ 5０7で連続し

て記，漬装置3０8に発行されるコマンドは、バンク に対するコマンドと、バンク に対す

るコマンドである。



００73 コマンド転送ステップ 5０7で、コマンド調停ステップ 5００で選択されたコマンドと

、マスタ コマンド作成ステップS 5０3で作成されたコマンドの2つのマスタ のコマン

ドが、発行部3０7へ転送された後、再度図5に示される処理に従って3つのマスタの

コマンド間の新たな調停が行われ次のコマンドが選択される。

００74 次に選択されたコマンドは、マスタ コマンド判定ステップS 5０2でマスタ 3００のコ

マンドかどうか判定される。選択されたコマンドがマスタ 3０のコマンドである場合、

マスタ 3００のコマンドではないため、マスタ コマンド判定ステップ ０4に遷移する

。選択されたコマンドはマスタ 3０のコマンドであるので、マスタ コマンド作成ステ

、ソプS 5０5に遷移し、マスタ 3０の次のバンク に対するコマンドを作成する。次に、

コマンド調停ステップS 5０で選択されたコマンドと、マスタ コマンド作成ステップS 5

０5で作成されたコマンドは、コマンド転送ステップ 5０7で、発行部3０7へ転送され

る。

００75 発行部3０7へ転送された2つのコマンドは、コマンド発行ステップ 5０7で連続して

記，漬装置3０8に発行される。ここで、コマンド発行ステップ 5０7で連続して記，漬装

置3０8に発行されるコマンドは、やはりバンク に対するコマンドと、バンク に対する

コマンドである。

００76 マスタ のコマンドとマスタ のコマンドが、コマンド発行ステップS 5０8で連続して記

憶装置3０8に発行される場合、発行されるコマンドのバンクは、バンク 、バンク 、バ

ンク 、バンク の順になっており、バンク とバンク とが交互にアクセスされるので、

行アドレスを変更する際に必要な切り替え時間を隠蔽することができる。

００77 以上のように、本実施形態によれば、記，漬装置3０8のバンク に対してのみ非同期

にコマンドを発行し、そのバンク へのコマンドはバンク へのコマンドから計算可能な

マスタ 3００、マスタ 3０、マスタC3０2の、記，漬装置3０8のバンク に対するコマン

ドを調停部3０6で調停し、バンク に対するコマンドを調停部3０6で作成し、マスタ

3００、マスタ 3０、マスタC3０2のコマンドを2つ連続して記，漬装置3０8に発行する

ことによって、行アドレスを変更する際に必要な切り替え時間を隠蔽することができる

００78 なお、実施形態2では、記，漬装置が2つのバンクから構成され、3つのマスタが発行



するコマンドが つのバンクに対するコマンドである場合を記載したが、記憶装置が4

つのバンクから構成され、3つのマスタが発行するコマンドが2つのバンクに対するコ

マンドである場合でも、 つのコマンドのそれぞれのバンクの転送サイズが、行アドレ

スを変更する際に必要な切り替え時間を隠蔽するには小さすぎる場合は、バンク と

バンク に対するコマンドからバンク2とバンク3に対するコマンドを調停部で作成し、

同一マスタのコマンドを2つ連続して記憶装置に発行することにより同様の効果が得

られる。

００79 (第3の実施形態)

次に、第3の実施形態におけるコマンド処理装置について説明する。

００8０ 図6は、第3の実施形態におけるコマンド処理装置6 5の機能的な構成の一例を示

すブロック図である。コマンド処理装置6 5は、複数のバンク(例えばバンク とバンク

)から構成される記憶装置6０8に対してマスタ 6００、マスタ 6０、及びマスタC6

０2から非同期に発行されるコマンドを処理するコマンド処理装置であって、バッファ

部6０3 ０4 ０5、調停部6０6、及び発行部6０7から構成される。

００8 1 第3の実施の形態では、マスタ 6００、マスタ 6０、マスタC6０2によってアクセス

されるデータは、記憶装置6０8のバンク とバンク に分散して配置されており、マス

タ 6００、マスタ 6０、マスタC6０2は、記憶装置6０8のバンク 、もしくはバンク の

いずれか一方にのみ単独でアクセスする場合と、バンク とバンク の両方に連続して

アクセスする場合がある。

００82 マスタ 6００は、記憶装置6０8のバンク 、もしくはバンク のいずれか一方にのみ

単独でアクセスする場合、調停部6０6ヘコマンドを発行し、連続選択要求信号6０9

6 ０をアサートしない。マスタ 6００は、バンク とバンク に連続してアクセスする場

合、調停部6０6ヘコマンドを発行すると共に、連続選択要求信号6０9 6 ０をアサー

トする。

００83 マスタ 6０、マスタC6０2も同様に、記憶装置6０8のバンク 、もしくはバンク のい

ずれか一方にのみ単独でアクセスする場合、調停部6０6にコマンドを発行し、連続

選択要求信号6 6 2 6 3 6 4をアサートせず、記憶装置6０8のバンク とバン

ク に連続してアクセスする場合、調停部6０6にコマンドを発行すると共に、連続選択



要求信号6 6 2 6 3 6 4をアサートする。

００84 つまり、これらの連続選択要求信号は、そのマスタが他のバンクをアクセスする他の

コマンドを後続して発行するか否かを示す指示信号である。

００85 図7は、第3の実施形態におけるコマンド処理装置6 5が行うコマンド処理を示すフ

ローチヤートである。

００86 このフローチヤートは、マスタ 6００、マスタ 6 、及びマスタC6 2から発行され

たコマンドが、それぞれバッファ部6０3 ０4、及び6０5によって取得された後、記憶

装置6０8へ転送されるまでの処理を示している。

００87 調停部6０6は、バッファ部6０3 ０4、及び6０5からコマンドを読み出し( 7００)

読み出されたコマンドを調停することによって一つのマスタに係るコマンドを選択する

(S 7０ )。本発明はこの調停の具体的な方法を限定しないが、一例を挙げれば、周

知のラウンドロビン法を用いてこの調停を行うことができる。

００88 調停部6０6は、調停の結果、マスタ 6００のコマンドを選択した場合 (S 7０2で es

) 、マスタ 6００からの連続選択要求信号6 ０がアサートされているかどうかを判定す

る ( 7０3)

００89 連続選択要求信号6 ０がアサートされていれば (S 7０3で es)、マスタ 6００の次

のコマンドが読み出し可能となるまで待って (S 7０4～S 7 5) 、マスタ 6００の次のコ

マンドをバッファ部6０3から読み出す( 7０6)

００9０ 調停部6０6は、調停の結果、マスタ 6０のコマンドを選択した場合 (S 7０7で es)

、マスタ 6０からの連続選択要求信号6 2がアサートされているかどうかを判定す

る ( 7０8)

００9 1 連続選択要求信号6 2がアサートされていれば (S 7０8で es)、マスタ 6０の次

のコマンドが読み出し可能となるまで待って (S 7 9～S 7 ０) 、マスタ 6０の次のコ

マンドをバッファ部6０4から読み出す(S 7 )

００92 調停部6０6は、調停の結果、マスタ 6 のコマンドでも、マスタ 6０コマンドでも

なく、マスタC6０2のコマンドを選択した場合 (S 7０7で o)、マスタC6０2の次のコマ

ンドが読み出し可能となるまで待って (S 7 3～S 7 4 、マスタC6０2の次のコマンド

をバッファ部6０5から読み出す(S 7 5)



００93 調停部6０6は、コマンド調停ステップ 7０で調停の結果選択されたコマンドと、マ

スタ コマンド読み出しステップS 7０6、マスタ コマンド読み出しステップS 7 、マス

タCコマンド読み出しステソプS 7 5のいずれかでコマンドが読み出された場合には

その読み出されたコマンドとを発行部6０7へ転送し( 7 6) 、発行部6０7は、調停部

6０6から転送されたコマンドを記憶装置6０8へ発行する ( 7 7)

００94 以上のように構成された本実施例のコマンド処理装置の動作の具体例について詳

細に説明する。

００95 まず、マスタ 6００、マスタ 6０、マスタC6０2が非同期に記，漬装置6０8に対する

コマンドを発行する。マスタ 6００の発行したコマンドはバッファ部6０3に、マスタ 6

０の発行したコマンドはバッファ部6０4に、マスタC6０2の発行したコマンドはバッフ

ァ部6０5にそれぞれ一且格納される。

００96 調停部6０6は、バッファ部6０3ないし6０5に格納されたコマンドをコマンド読み出し
。

ステッフS 7００で読み出し、コマンド調停ステップS 7０で3つのマスタのコマンド間の

調停を実施し、 つのマスタのコマンドを選択する。

００97 選択されたコマンドは、マスタ コマンド判定ステップ 7０2で、マスタ 6００のコマ

ンドかどうかが判定される。選択されたコマンドがマスタ 6００のコマンドである場合、

連続選択判定ステップS 7 3に遷移し、マスタ からの連続選択要求信号6 ０がア

サートされているかどうかの判定が行われる。連続判定ステップS 7 3で、マスタ か

らの連続選択要求信号6 ０がアサートされていないと判定すると、選択されたコマン

ドは、コマンド転送ステッ S 7 6で、発行部6０7へ転送され、コマンド発行ステップS

7 7で記憶装置6０8に発行される。コマンド転送ステップS 7 6で、選択されたコマン

ドが発行部6０7へ転送されると、再度図7に示される処理に従って次のコマンドが選

択される。

００98 コマンド調停ステップ 7０で再び3つのマスタのコマンド間の調停を実施し、次の

つのコマンドを選択する。

００99 次に選択されたコマンドは、最初に選択されたコマンドと同様、マスタ コマンド判

定ステップS 7０2で、マスタ 6００のコマンドかどうかが判定される。選択されたコマン

ドがマスタ 6００のコマンドでない場合、マスタ コマンド判定ステップS 7０7に遷移し



、マスタ 6 のコマンドかどうか判定される。選択されたコマンドがマスタ 6０のコ

マンドである場合、連続判定ステップS 7０8に遷移し、マスタ 6０からの連続選択要

求信号6 2がアサートされているかどうかの判定が行われる。

０1００ マスタ 6 からの連続選択要求信号6 2がアサートされていると判定すると、マス

タ コマンド読み出し可否判定ステップS 7０9に遷移する。マスタ コマンド読み出し

可否判定ステップS 7 9で、マスタ 6０の次のコマンドが読み出しかのうかどうかを

判断し、読み出し可能でない場合は、待ちステ、ソプS 7 ０に遷移して サイクル待ち、

再度マスタ コマンド読み出し可否判定ステップS 7０9に遷移する。マスタ 6０の次

のコマンドが読み出し可能になるまで、待ちステップS 7 ０とマスタ コマンド読み出し

可否判定ステップS 7 の間の遷移を繰り返す。

０1０1 マスタ 6 の次のコマンドが読み出し可能になると、マスタ コマンド読み出しステ

、ソプS 7 に遷移し、マスタ 6０の次のコマンドを読み出し、コマンド転送ステップS

7 6で、コマンド調停ステップS 7０で選択されたコマンドと、マスタ コマンド読み出
。しステッフS 7 で読み出された2つのマスタ 6０のコマンドが、発行部6０7へ転送

される。発行部6０7へ転送された2つのマスタ 6０のコマンドは、コマンド発行ステ

、ソプS 7 7で連続して記，漬装置6０8に発行される。ここで、マスタ 6０は、連続選択

要求信号6 2をアサートしているため、2つのマスタ 6０のコマンドは、異なるバンク

とバンク に対するコマンドである。
。

０1０2 コマンド転送ステッフS 7 6で、マスタ 6０の2つのコマンドが発行部6０7へ転送

されると、再度図7に示される処理に従って次のコマンドが選択される。

０1０3 コマンド調停ステップ 7０で再び3つのマスタのコマンド間の調停を実施し、次の

つのコマンドを選択する。

０1０4 次に選択されたコマンドは、マスタ コマンド判定ステップS 7０2で、マスタ 6００の

コマンドかどうかが判定される。選択されたコマンドがマスタ 6００のコマンドでない場

合、マスタ コマンド判定ステップS 7０7に遷移し、マスタ 6０のコマンドかどうか判

定される。選択されたコマンドがマスタ 6０のコマンドでない場合、すなわち、マスタ

C6０2のコマンドである場合、連続判定ステ、ソプS 7 2に遷移し、マスタC6０2からの

連続選択要求信号6 4がアサートされているかどうかの判定が行われる。連続判定



ステップS 7 2で、マスタC6 2からの連続選択要求信号6 4がアサートされていな

いと判定すると、選択されたコマンドは、コマンド転送ステップS 7 6により、発行部6０

7へ転送され、コマンド発行ステップ 7 7で記憶装置6０8に発行される。

０1０5 ここで、最初に記憶装置6０8に発行されたマスタ 6００のコマンド、2番 目と3番 目

に記憶装置6０8に発行されたマスタ のコマンド、4番 目に記憶装置6０8に発行され

たマスタCのコマンドのバンクの組合せは、2番 目と3番 目のマスタ 6０のコマンドが

、バンク とバンク に対するものである場合、図8に示した8つのケースとなる。

０1０6 図8のケース とケース2では、バンク とバンク を交互にアクセスしているため、2

番 目と4番 目のアクセスで発生する、行アドレスを変更する際に必要な切り替え時間

を全て隠蔽することができる。

０1０7 図8のケース3、ケース4では、2番 目、3番 目、4番 目のアクセスで、バンク とバンク

を交互にアクセスしているため、2番 目のアクセスで発生する、行アドレスを変更す

る際に必要な切り替え時間は隠蔽することはできないが、4番 目のアクセスで発生す

る、行アドレスを変更する際に必要な切り替え時間を隠蔽することができる。

０1０8 図8のケース5、ケース6では、 番 目、2番 目、3番 目のアクセスで、バンク とバンク

を交互にアクセスしているため、3番 目のアクセスで発生する、行アドレスを変更す

る際に必要な切り替え時間は隠蔽することはできるが、4番 目のアクセスで発生する、

行アドレスを変更する際に必要な切り替え時間を隠蔽することはできない。

０1０9 図8のケース7とケース8では、バンク とバンク を連続にアクセスしているため、2

番 目と4番 目のアクセスで発生する、行アドレスを変更する際に必要な切り替え時間

を全く隠蔽することができない。

０11０ 以上のように、本実施形態によれば、記憶装置6０8に対して非同期にコマンドを発

行するマスタ 6００、マスタ 6０、マスタC6０2が、バンク とバンク の両方にコマン

ドを発行する場合には、連続選択要求信号6 ０ 6 2 6 4をアサートし、調停部6０

6で連続選択要求信号6 ０ 6 2 6 4をアサートしているマスタのコマンドを連続し

て選択することにより、前後のコマンドのバンクの組合せによって、8ケース中6ケース

で行アドレスを変更する際に必要な切り替え時間を隠蔽することができ、行アドレスを

変更する際に必要な切り替え時間を隠蔽できる可能，注を向上させることができる。



０111 なお、実施形態3では、記憶装置が2つのバンクから構成され、3つのマスタが発行

するコマンドが つのバンクに対するコマンドである場合を記載したが、記憶装置が4

つのバンクから構成され、3つのマスタが発行するコマンドが2つのバンクに対するコ

マンドである場合でも、 つのコマンドのそれぞれのバンクの転送サイズが、行アドレ

スを変更する際に必要な切り替え時間を隠蔽するには小さすぎる場合は、バンク と

バンク に対するコマンドと、バンク2とバンク3に対するコマンドを両方発行する場合

に、連続選択要求信号をアサートし、調停部で連続して選択することにより同様の効

果が得られる。

０112 なお、実施形態 ないし実施形態3では、3つのマスタが記憶装置にアクセスする場

合を記載したが、記憶装置にアクセスするマスタは3つに限らない。

０113 さらに、実施形態 ないし実施形態3では、記憶装置が2つ、もしくは4つのバンクか

ら構成される場合を記載したが、記憶装置を構成するバンクは2つ、もしくは4つに限

らない。

０114 さらに、実施形態 ないし実施形態3では、3つのマスタ全てが同種のアクセスをす

る場合を記載したが、3つのマスタのぅち つでも実施形態 ないし実施形態3に記載

の動作をすることにより、効果の程度は減少する場合があるものの同様の効果が得ら

れる。

０115 さらに、実施形態 ないし実施形態3のコマンド処理方法を組み合わせることによっ
ても、実施形態 ないし実施形態3で得られた同様の効果が得られる。

０116 また、実施形態 ないし実施形態3で説明したコマンド処理装置を、そのコマンド処

理装置に含まれる各部の機能を有する回路ブロックから構成される集積回路装置と

して実現することも可能である。

産業上の利用可能，性

０117 本発明にかかるコマンド処理装置は、複数のバンクから構成される記憶装置を対象

とする調停回路として有用である。



請求の範 囲

複数のバンクから構成される記憶装置に対して複数のマスタから非同期に発行され

る複数のコマンドを順次処理するコマンド処理装置であって、

同一のマスタに関係し、かつ相異なるバンクをアクセスするための複数のコマンドを

連続して選択する調停手段と、

前記調停手段によって選択された複数のコマンドを前記記憶装置に連続して発行

する発行手段と

を備えることを特徴とするコマンド処理装置。

2 前記各マスタは、コマンドを発行する際に、そのコマンドを、直前に発行したコマン

ドによってアクセスされるバンクとは異なるバンクを対象として発行し、

前記調停手段は、一つのマスタからのコマンドを選択した場合、同一のマスタから

後続するコマンドが得られるまで待ち、前記後続するコマンドを選択する

ことを特徴とする請求項 に記載のコマンド処理装置。

3 前記各マスタは、連続してアクセスされるべきデータを、相異なるバンクにおける予

め定められた規則で対応付けられる複数の領域に配置し、

前記調停手段は、一つのマスタからのコマンドを選択した場合、前記選択されたコ

マンドによってアクセスされるバンクの領域に前記規則で対応付けられる他のバンク

の領域を対象とするコマンドを生成し、前記生成されたコマンドを選択する

ことを特徴とする請求項 に記載のコマンド処理装置。

4 前記各マスタは、コマンドを発行する際に、そのコマンドによってアクセスされるバン

示信号をそのコマンドと共に出力し、

前記調停手段は、一つのマスタからのコマンドを選択した場合、前記コマンドと共に

出力される指示信号が肯定を示す場合にのみ、同一のマスタから後続するコマンド

が得られるまで待ち、前記後続するコマンドを選択する

ことを特徴とする請求項 に記載のコマンド処理装置。

5 前記調停手段は、同じ画像に関して相異なるバンクに配置される輝度データ及び

色差データをそれぞれアクセスするための複数のコマンドを連続して選択する



ことを特徴とする請求項 に記載のコマンド処理装置。

6 前記調停手段は、同じグラフィクスデータに関して相異なるバンクに配置される色

成分データ及び透明度データ、並びにステンシルデータ及び奥行きデータをそれぞ

れアクセスするための複数のコマンドを連続して選択する

ことを特徴とする請求項 に記載のコマンド処理装置。

7 複数のバンクから構成される記憶装置に対して複数のマスタから非同期に発行され

るコマンドを処理する集積回路装置であって、

同一のマスタに関係し、かつ相異なるバンクをアクセスするための複数のコマンドを

連続して選択する調停回路と、

前記調停回路によって選択された複数のコマンドを前記記憶装置に連続して発行

する発行回路と

を備えることを特徴とする集積回路装置。

8 複数のバンクから構成される記憶装置に対して複数のマスタから非同期に発行され

るコマンドを処理するコマンド処理方法であって、 同一のマスタに関係し、かつ相異

前記調停ステップで選択された複数のコマンドを前記記憶装置に連続して発行す

る発行ステップと

を含むことを特徴とするコマンド処理方法。
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