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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の論理チャネルを介して、第１ネットワークエンティティから第２ネットワークエ
ンティティに通信を伝送する方法であって、
　該方法は、
　第１ネットワークエンティティにて第２ネットワークエンティティに対する通信を受信
する工程と、
　該第１ネットワークエンティティを該第２ネットワークエンティティに結合する複数の
論理チャネルのそれぞれを介して、同期化情報をブロードキャストする工程と、
　該通信を開始部分と終了部分とを含む複数の部分に分割する工程と、
　該複数の部分のそれぞれをミニフレームとしてエンコードする工程であって、各ミニフ
レームが開始要素および終了要素を含み、該複数の部分が該複数の論理チャネルにラウン
ドロビン方式で分配される、工程と、
　第１ミニフレームを該複数の論理チャネルの第１論理チャネルで送信する工程と、
　第２ミニフレームを該複数の論理チャネルの第２論理チャネルで送信する工程と
　を包含する、方法。
【請求項２】
　前記通信は、前記複数の論理チャネルを介して、前記第２エンティティに１秒あたり１
ギガビットより速いデータ速度で伝送される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記通信がイーサネット（Ｒ）フレームであり、該通信の複数の部分のそれぞれが１バ
イト以上を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記エンコードする工程が、
　前記通信の前記複数の部分のうちの前記開始部分の開始要素をパケットデリミッターの
開始としてエンコードする工程と、
　該通信の該複数の部分のうちの該開始部分の後に続く部分の開始要素をミニフレームデ
リミッターの開始としてエンコードする工程と
　を包含する、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記通信の複数の部分のそれぞれが最小の数の前記プリアンブルバイトを含むことを確
実にするために、前記分割する工程の前に前記イーサネット（Ｒ）フレームのプリアンブ
ルバイトの数を増やす工程をさらに包含する、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記受信する工程が、１秒あたり１ギガビットより速いデータ速度で前記通信を伝達す
るように構成された第１インターフェースを介して、媒体アクセス制御モジュールから、
ネットワークインターフェースデバイスの分配モジュールにて、通信を受信する工程を包
含する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１ミニフレームを送信する工程は、前記通信の前記複数の部分のうちの第１部分
を第１物理的コーディングモジュールに第２インターフェースを介して転送する工程を包
含し、
　該第１物理的コーディングモジュールは、該通信の該第１部分を前記第１論理チャネル
上で伝送するための一連のコードにエンコードするように構成されており、該第１部分の
各要素は１つ以上のコードとしてエンコードされる、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記エンコードする工程が、
　前記開始要素が前記通信の前記開始部分の開始要素である場合には、第１開始コードで
該第１部分の開始要素をエンコードし、そうでない場合に、第２開始コードで該第１部分
の開始要素をエンコードする工程と、
　前記終了要素が該通信の前記終了部分の終了要素である場合には、第１終了コードで該
第１部分の終了要素をエンコードし、そうでない場合には、第２終了コードで該第１部分
の終了要素をエンコードする工程と、
　を包含する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２インターフェースが、前記第１部分を１秒あたり１ギガビットより速いデータ
速度で伝達するように構成されている、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記分割する工程が前記複数の論理チャネル間で前記通信の前記複数の部分を割り当て
る工程を包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記複数の論理チャネルのそれぞれが別個の物理的通信リンクにまたがるように構成さ
れている、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記複数の論理チャネルのそれぞれが共通の物理的通信リンクにまたがるように構成さ
れている、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１ミニフレームの開始要素および前記第２ミニフレームの開始要素のうちの一方
が、前記通信の開始を示すように構成された第１開始記号であり、該第１ミニフレームの
開始要素および該第２ミニフレームの開始要素のうちの他方が、該通信の一部の開始を示
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すように構成された第２開始記号であり、
　該第１ミニフレームの終了要素および該第２ミニフレームの終了要素のうちの一方が、
該通信の終了を示すように構成された第１終了記号であり、該第１ミニフレームの終了要
素および該第２ミニフレームの終了要素のうちの他方が、該通信の一部の終了を示すよう
に構成された第２終了記号である、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ブロードキャストする工程が、前記第１論理チャネルおよび前記第２論理チャネル
上で第１アイドル信号を伝送する工程を包含し、
　前記方法が、最終ミニフレームの送信後に該第１論理チャネルおよび該第２論理チャネ
ル上で該第１アイドル信号とは異なる第２アイドル信号を伝送する工程をさらに包含する
、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記エンコードする工程が、
　第１開始デリミッターを含めることによって前記第１ミニフレームに相当する前記通信
の第１部分の第１要素をエンコードする工程と、
　第２開始デリミッターを含めることによって前記第２ミニフレームに相当する該通信の
第２部分の第１要素をエンコードする工程と
　を包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記エンコードする工程が、
　第１終了デリミッターを含めることによって前記通信の前記第１部分の最後の要素をエ
ンコードする工程と、
　第２終了デリミッターを含めることによって該通信の前記第２部分の最後の要素をエン
コードする工程と
　をさらに包含する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　第２ネットワークエンティティにおいて第１ネットワークエンティティから、複数の論
理チャネルを介して、通信を受信する方法であって、
　該方法は、
　該第１ネットワークエンティティを該第２ネットワークエンティティに結合する複数の
論理チャネルのそれぞれを介して、第２ネットワークエンティティにて同期化情報を受信
する工程と、
　該複数の論理チャネルが該同期化情報によって同期が取られた場合、該複数の論理チャ
ネルのそれぞれで、該第１ネットワークエンティティから該第２ネットワークエンティテ
ィへの通信のフレーム化された部分を受信する工程と、
　該フレーム化された部分のそれぞれで開始要素および終了要素を検出する工程と、
　該通信の該フレーム化された部分のそれぞれをデコードする工程と、
　該フレーム化されデコードされた部分から該通信をラウンドロビン方式で再組み立てす
る工程と
　を包含する、方法。
【請求項１８】
　前記通信がイーサネット（Ｒ）フレームである、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記フレーム化されデコードされた部分のうちの任意の部分におけるバイトの数が、該
フレーム化されデコードされた部分の任意の他の部分におけるバイトの数と１より多く異
なる場合に、エラーを示す工程をさらに包含する、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記フレーム化された部分を受信する工程が、第１論理チャネルを介して前記第１ネッ
トワークエンティティから第１伝送を受信する工程を包含し、
　該第１伝送が、
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　　通信の開始および通信の第１部分の開始とのうちの一方を示すように構成された第１
信号と、
　　該通信の該第１部分と
　を含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記フレーム化された部分を受信する工程が、第２論理チャネルを介して前記第１ネッ
トワークエンティティから第２伝送を受信する工程をさらに包含し、
　該第２伝送が、
　　該通信の第２部分と、
　　該通信の終了および該通信の該第２部分の終了のうちの一方を示すように構成された
第２信号と
　を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記複数の論理チャネルのそれぞれが共通の物理的媒体にまたがる、請求項１７に記載
の方法。
【請求項２３】
　前記複数の論理チャネルのそれぞれが別個の物理的媒体にまたがる、請求項１７に記載
の方法。
【請求項２４】
　前記再組み立てする工程が、前記通信の第１のフレーム化されデコードされた部分の要
素を該通信の第２のフレーム化されデコードされた部分の要素に結合する工程を包含する
、請求項１７に記載の方法。
【請求項２５】
　前記結合された要素を媒体アクセス制御モジュールに、該結合された要素を伝達するよ
うに構成された第１インターフェースを介して、１秒あたり１ギガビットより速いデータ
速度で送信する工程をさらに包含する、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　同期化情報を受信する工程が、前記通信のフレーム化された部分を受信する工程の前に
前記複数の論理チャネルのそれぞれで第１アイドルコードを受信する工程を包含し、
　該方法が、前記再組み立てする工程の後に、該複数の論理チャネルのそれぞれで第２ア
イドルコードを受信する工程をさらに包含する、請求項１７に記載の方法。
【請求項２７】
　コンピュータシステムとネットワークとの間にインターフェースをとるネットワークイ
ンターフェースデバイスであって、
　第１パケットを複数の通信論理チャネル上にラウンドロビン方式で分配するように構成
されたディストリビュータと、
　該第１パケットの第１サブセットを第１通信論理チャネル上で伝送するためにエンコー
ドするように構成された第１物理的コーディングモジュールであって、該第１のエンコー
ドされたサブセットが第１開始要素および第１終了要素を含む、第１物理的コーディング
モジュールと、
　該第１パケットの第２サブセットを第２通信論理チャネル上で伝送するためにエンコー
ドするように構成された第２物理的コーディングモジュールであって、該第２のエンコー
ドされたサブセットが第２開始要素および第２終了要素を含む、第２物理的コーディング
モジュールと
　を含む、ネットワークインターフェースデバイス。
【請求項２８】
　第２パケットを前記複数の通信論理チャネルを介して受信するように構成されたコレク
タをさらに含み、
　前記第１物理的コーディングモジュールが、第３開始要素および第３終了要素を含む、
前記第１通信論理チャネルを介して受信された該第２パケットの第１のエンコードされた
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サブセットをデコードするようにさらに構成されており、
　前記第２物理的コーディングモジュールが、第４開始要素および第４終了要素を含む、
前記第２通信論理チャネルを介して受信された該第２パケットの第２のエンコードされた
サブセットをデコードするようにさらに構成されている、請求項２７に記載のネットワー
クインターフェースデバイス。
【請求項２９】
　クロック信号の両端で同期化する際に、前記ディストリビュータおよび前記コレクタと
媒体アクセス制御モジュールとの間に１秒あたり１ギガビットより速いデータ速度でイン
ターフェースをとるように構成された第１インターフェースと、
　１組の第２インターフェースであって、該１組の第２インターフェースのそれぞれが、
第２クロック信号の両端と同期化する際に、該ディストリビュータおよび該コレクタと前
記物理的コーディングモジュールの１つとの間に１秒あたり１ギガビットより速いデータ
速度でインターフェースをとるように構成されている、１組の第２インターフェースと
　をさらに含む、請求項２７に記載のネットワークインターフェースデバイス。
【請求項３０】
　前記第１インターフェースが、前記１組の第２インターフェースの動作速度の合計とほ
ぼ同等のデータ速度で動作するように構成されている、請求項２９に記載のネットワーク
インターフェースデバイス。
【請求項３１】
　前記第１インターフェースが、１秒あたり約１０ギガビットのデータ速度で動作するよ
うに構成されている、請求項２９に記載のネットワークインターフェースデバイス。
【請求項３２】
　前記通信論理チャネルのそれぞれを介して受信された前記第２パケットのバイト数を比
較するように構成されたエラー検出器をさらに含み、
　該通信論理チャネルの１つで受信された該第２パケットのバイトの数が、該通信論理チ
ャネルのうちの第２の論理チャネルを介して受信された該第２パケットのバイト数と１バ
イトより多く異なる場合に、該エラー検出器がエラーを示すようにさらに構成されている
、請求項２８に記載のネットワークインターフェースデバイス。
【請求項３３】
　コンピュータによって実行される場合、第１ネットワークエンティティから第２ネット
ワークエンティティに複数の論理チャネルを介して通信を分配する方法をコンピュータに
実施させる命令を格納するコンピュータ読み出し可能な記憶媒体であって、該方法が、
　該第１ネットワークエンティティにて該第２ネットワークエンティティのための通信を
受信する工程と、
　該第１ネットワークエンティティを該第２ネットワークエンティティに結合する複数の
論理チャネルのそれぞれを介して同期化情報をブロードキャストする工程と、
　該通信を複数の部分に分割する工程と、
　該複数の部分のそれぞれをミニフレームとしてエンコードする工程であって、該ミニフ
レームのそれぞれが開始要素および終了要素を含み、該複数の部分が該複数の論理チャネ
ルにラウンドロビン方式で分配される、工程と、
　第１ミニフレームを該複数の論理チャネルの第１論理チャネルに送信する工程と、
　第２ミニフレームを該複数の論理チャネルの第２論理チャネル送信する工程と
　を包含する、コンピュータ読み出し可能な記憶媒体。
【請求項３４】
　コンピュータによって実行される場合、第２ネットワークエンティティにおいて第１ネ
ットワークエンティティから複数の論理チャネルを介して通信を受信する方法をコンピュ
ータに実施させる命令を格納するコンピュータで読み出し可能な記憶媒体であって、該方
法が、
　該第２ネットワークエンティティにて、該第１ネットワークエンティティを該第２ネッ
トワークエンティティに結合する複数の論理チャネルのそれぞれを介して同期化情報を受
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信する工程と、
　該複数の論理チャネルが該同期化情報によって同期が取られた場合、該複数の論理チャ
ネルのそれぞれで、該第１ネットワークエンティティから該第２ネットワークエンティテ
ィへの通信のフレーム化された部分を受信する工程と、
　前記フレーム化された部分のそれぞれで開始要素および終了要素を検出する工程と、
　該通信の該フレーム化された部分のそれぞれをデコードする工程と、
　該フレーム化されデコードされた部分から該通信をラウンドロビン方式で再組み立てす
る工程と
　を包含する、コンピュータ読み出し可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（背景）
本発明は、コンピュータシステムおよびネットワークの分野に関する。より詳細には、高
速のデータ転送でコンピュータシステムまたはその他のデバイスとイーサネット（Ｒ）ネ
ットワークとの間にインターフェースをとる方法と装置が提示される。
【０００２】
コンピュータシステムは主に、愛好家および専門家の興味の対象であったものから、人口
の大半にとって不可欠なツールに発展してきた。コンピュータシステムの数および能力双
方の増大に伴い、コンピュータシステム間で通信を行う必要性も増え続けている。周辺機
器を共有し、電子メールを配信する初期の使用から、
今日流通したアプリケーションおよびクライアント／サーバアーキテクチャの使用まで、
コンピュータ通信を配信するネットワークは、サイズおよび範囲において急速に発展して
きている。
【０００３】
１つの特別なネットワークアーキテクチャであるイーサネット（Ｒ）は、ネットワーク伝
送速度が急激に増加しても、多くのコンピュータ環境で優位のままである。かつては１０
Ｍｂｐｓの通信速度が高速イーサネット（Ｒ）ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）の
標準であったが、今日では１００倍高速な（すなわち、１Ｇｂｐｓ）イーサネット（Ｒ）
ネットワークを入手およびインストールすることが可能である。特に、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓ
ｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇ
ｉｎｅｅｒｓ）８０２．３規格は、そのようなネットワークの許容データリンクプロトコ
ルを詳細に規定している。
【０００４】
ちょうど今日の高速なネットワークに対する明らかに必要であったように、さらに高速な
伝送速度を有するネットワークが利用可能になれば直ちに実施されることは疑いない。現
在１Ｇｂｐｓ（およびより低速な）ネットワーク上で通信するコンピュータシステムおよ
びアプリケーションと同様、新たなコンピュータシステムおよびアプリケーションが、Ｇ
ｂｐｓの何倍もの速度で動作するネットワークを有意義に利用することは確実であり得る
。より高いバンド幅を好む可能性が高い所定のタイプの動作は、大容量のデータを必要と
するか、または生成する、マルチメディア、データベース、モデリング、およびその他の
分野を含む。
【０００５】
例えば、コンピュータシステム「クラスタ」およびその他のよく相互接続されるコンピュ
ータシステムは、より高速な通信速度から大きな利益を受ける。特に、そのようなクラス
タにおける計算および動作はしばしば、複数のエンドノード間で共有または分配されるた
め、迅速なネットワーク通信を所望する度合いは、ノードの内部動作速度（例えば、クラ
スタメンバーのＣＰＵが内蔵メモリと通信する速度）によってのみ制限され得る。これら
のタイプのネットワークを移行する通信はしばしば、（例えば、相対的に優先度低のユー
ザレベルではなく）優先度高のシステムレベルで実施されるため、通信が高速で伝達され
ればされるほど、システムがユーザアクティビティに充てなければならない時間が多くな
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る。
【０００６】
ＭＡＮ（Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　
Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）またはＲＡＮ（Ｒｅｇｉｏｎａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）など、クラスタまたはＬＡＮ以外のネットワークで動作するアプリケーションもまた
、増加した伝送速度から利益を受け得る。しかしながら、これらのタイプのネットワーク
では、アプリケーションは、例えばコンピュータクラスタ内のアプリケーションより、ず
っと長い距離を介して通信を行う。
【０００７】
それ故、１Ｇｂｐｓより速い伝送速度で動作可能なネットワークアーキテクチャが必要で
ある。特に、インターフェースが１Ｇｂｐｓより速い速度でネットワークトラフィックを
伝えることができるような、コンピュータシステムまたはその他のネットワークエンティ
ティをネットワークにインタフェースする手段が必要である。イーサネット（Ｒ）プロト
コルを利用するネットワークおよびネットワークコンポーネントの多さ、ならびにプログ
ラマ、開発者および設計者のこの技術の普及度のために、イーサネット（Ｒ）を用いるネ
ットワークを実施することは非常に有益である。１Ｇｂｐｓより速く動作するイーサネッ
ト（Ｒ）ネットワークインターフェースは、好適には、すべてではないにしても、ほとん
どの既存のイーサネット（Ｒ）インプリメンテーションと互換性を有する。インターフェ
ースは好適には、短い距離を介して動作し得るコンピュータクラスタ、およびより長く、
地域にさえもわたる距離で動作するネットワークなどの環境に適する。
【０００８】
（要旨）
本発明の１実施形態において、コンピュータシステムまたはその他のネットワークエンテ
ィティとイーサネット（Ｒ）ネットワークとの間にインターフェースをとり、そして１秒
あたり複数ギガビットでデータをエンティティ間で伝送する、システムおよび方法が提供
される。
【０００９】
本実施形態におけるイーサネット（Ｒ）ネットワークは、事実上あらゆるタイプの媒体（
例えば、ファイバ、ワイヤ）からなる１つ以上の物理的リンクを含む。しかしながら、例
えば、おそらく低速通信で動作する場合を除いては、通信が動作の全二重モードでのみ実
施されるように、ネットワークが専用モードで動作する。
【００１０】
　ネットワーク上で通信を取り交わすネットワークエンティティはそれぞれ、通信をネッ
トワークへ挿入しネットワークから取り外すネットワークインターフェースを組み込む。
本発明の１実施形態におけるネットワークインターフェースは、１つ以上の集積回路、プ
リント基板、ソフトウェアモジュールなどを含み得る。
【００１１】
　通信が第１ネットワークエンティティによって、ネットワークを介して伝送されるとき
、そのインターフェースは通信を複数の論理チャネルに分割する。それぞれのチャネルは
、別個の光ファイバまたは有線ケーブルなどの異なる物理的リンクを、あるいは動作の波
形分割多重伝送方式（ＷＤＭ）モードを採用したファイバなどの共通物理的リンクを、移
行（ｔｒａｎｓｉｔ）し得る。受信側エンティティにおけるネットワークインターフェー
スは、複数チャネルを受信して、エンティティに転送するためにこれらの複数チャネルを
再組み立てする。
【００１２】
本発明の１実施形態において、通信は動作の媒体アクセス制御（ＭＡＣ）層より低いポイ
ントにおいて、複数チャネルにわたる伝送のために分割される。それ故、本実施形態にお
いて、通信のそれぞれのフレームまたはパケットの個々のバイトは、分離され、ラウンド
ロビン方式でチャネルのうちの１つを介して送信される。イーサネット（Ｒ）ネットワー
クを介した通信の伝送速度は、それ故、それぞれのチャネルの速度合計に近似する。本発
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明のある特定の実施形態において、４つの論理チャネルが採用される。ここでそれぞれの
チャネルは、通信に１０Ｇｂｐｓの伝送速度を維持するために、約２．５Ｇｂｐｓで動作
する。
【００１３】
例えば、イーサネット（Ｒ）フレームのそれぞれのミニフレーム（すなわち、１チャネル
によって運搬されるフレーム部分）は、他のミニフレームのサイズ、プラスマイナス１バ
イトに等しい。これは、フレームの伝送または受信におけるエラーを検出する容易な方法
を提供する。さらに、フレームのシーケンシングは、フレーム間の期間（例えば、パケッ
ト間ギャップまたはＩＰＧ）を表す複数の異なるコードまたは記号を提供することによっ
て実施され得る。このフレームのシーケンシングの方法を用いて、受信側エンティティは
、いずれのコードまたは記号がそれぞれのギャップの間に受信されるかをモニタリングす
ることによって、複数チャネルの同期を取り得る。
【００１４】
本発明の１実施形態において、ネットワークインターフェースの受信において、それぞれ
のチャネルに対するバッファが維持される。バッファのサイズは予測されるチャネルのス
キュー（例えば、チャネルをわたる伝搬時間の差）の最大量に比例し得る。
【００１５】
（詳細な説明）
以下の記載は、すべての当業者が本発明を作成および使用することを可能とするために提
示され、本発明の特定の用途および必要条件のコンテキストにおいて提供される。開示さ
れた実施形態の種々の変形例が、当業者に理解され、本明細書で規定される概括的な原理
は、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、他の実施形態および用途に適用され
得る。それ故、本発明は例示の実施形態に限定されるものではなく、本明細書に開示され
る原理および特徴と一致する最も広い範囲が与えられる。
【００１６】
特に、高速イーサネット（Ｒ）ネットワークインターフェースを実施する装置および関連
の方法が提供される。そのようなインターフェースは、例えば、イーサネット（Ｒ）ネッ
トワークに連結されたコンピュータシステムまたは他の通信デバイスに適する。通信デバ
イスが連結されるイーサネット（Ｒ）ネットワークの構築に関して、本発明が制限されな
いことを当業者は理解する。あるネットワークエンティティから別のネットワークエンテ
ィティに信号を配信する他の手段が適しているのと同様、１つ以上の光ファイバまたは導
電体から構築されたネットワークも、適している。
【００１７】
　本発明の本実施形態が実施されるプログラム環境は、例えば、汎用コンピュータ、また
は手持ち式のコンピュータなど専用デバイスを組み込む。そのようなデバイス（例えば、
プロセッサ、メモリ、データ記憶装置およびディスプレイ）の詳細は、周知であるから、
明瞭にするためここでは省略される。
【００１８】
　また、本発明の技術が、種々の技術を使用して実施され得ることが理解されるべきであ
る。特に、本明細書において記載される方法は、コンピュータシステム上で動作するソフ
トウェアにおいて実施されてもよいし、マイクロプロセッサの組合せ、またはその他の特
別に設計された特定用途集積回路、プログラマブル論理デバイス、またはこれらの種々の
組合せのいずれかを使用したハードウェアにおいて実施してもよい。本発明の形態または
範囲をまったく制限しない、単なる１実施例として、本明細書に記載される方法は、搬送
波、ディスクドライブまたはコンピュータで読み出し可能な媒体などの記憶媒体に存在す
る一連のコンピュータで実行可能な命令に関連して実施され得る。搬送波の例示的形態は
、デジタルデータストリームを、ローカルネットワークまたはインターネットなどの一般
にアクセス可能なネットワークに沿って伝達する、電気信号、電磁信号または光信号の形
態を取り得る。
【００１９】
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本発明の１実施形態において、１Ｇｂｐｓより速いデータ転送速度で、コンピュータシス
テムをイーサネット（Ｒ）ネットワークに接続するインターフェースが記載される。本実
施形態のある具体的な実施例において、ネットワークインターフェースは、約１０Ｇｂｐ
ｓの速度でイーサネット（Ｒ）ネットワークと通信を取り交わす。
【００２０】
本実施形態において、イーサネット（Ｒ）ネットワークはコンピュータシステムと専用の
構成を有する別のネットワークエンティティ（例えば、ルータ、スイッチ、別のコンピュ
ータ）との間の通信を配信する。言い換えると、本実施形態と互換性のあるイーサネット
（Ｒ）ネットワークは、動作の全二重モードにおけるエンティティ間の通信を伝達する専
用媒体として動作する。
【００２１】
本実施形態は、あるネットワークエンティティから別のネットワークエンティティへと方
向付けられたデータストリームを、複数の論理チャネルに分割またはストライピングする
ことによって、高速データ通信速度（例えば、１０Ｇｂｐｓ）を実現する。論理チャネル
は、１つ以上の物理的リンクによって伝達され得る。例えば、単一の物理的リンクは、導
電体または光導体上で論理チャネルを配信するために、周波数分割多重伝送方式（ＦＤＭ
）または波形分割多重伝送方式（ＷＤＭ）を使用するように構成され得る。あるいは、２
つ以上の別個の物理的導体が採用され得る。ある具体的な実施形態において、それぞれの
論理チャネルは、ファイバー束またはリボンの中の個々の光ファイバ線、または別個の無
線信号など、別個の物理的導体によって運搬される。
【００２２】
当業者にとって明白であるように、複数チャネルを介してデータストリームを分配または
ストライピングすることで、データストリームは個々のチャネルの実質的合計で伝送され
得る。
【００２３】
図１は、ＩＥＥＥ規格８０２．３イーサネット（Ｒ）仕様と関連して、本発明の１実施形
態がいかに見られ得るかを示す。参照符号１３０は、物理的層における既存のギガビット
イーサネット（Ｒ）規格仕様（すなわち、規格８０２．３、１９９８年度版、仕様の３５
節に示される）を示す。既存のイーサネット（Ｒ）アーキテクチャにおいて、ギガビット
ＰＨＹ（物理的層デバイス）は、ギガビット媒体独立インターフェース（ＧＭＩＩ）によ
ってネットワークモデルのより高い層に連結される。
【００２４】
　図１はまた、参照符号１１０と１２０を付けた、本発明の実施形態を、アーキテクチャ
１３０と即比較するに適した形態で示す。アーキテクチャ１３０と同様、これらの実施形
態は、７層のＩＳＯ／ＩＥＣ参照モデルの物理的層で実施され得る。特に、「物理的分割
」または「物理的組合せ」のサブ層が、アーキテクチャ１１０のディストリビュータ／コ
レクタ１００を含むよう定義され得る。
【００２５】
以下の記載からより理解されるように、アーキテクチャ１１０は、複数チャネル上で、１
つの通信を個々のチャネルの合計とほぼ同等の伝送速度で送信または受信するように構成
される。一方、アーキテクチャ１２０は、アーキテクチャ１１０のほぼ総合的な速度で、
１つの通信を１つのチャネル上で伝えるように構成される。
【００２６】
　以下に記載されるように、アーキテクチャ１１０のディストリビュータ／コレクタ１０
０は、１つ以上の別個の要素を含み得る。特に、図１の実施形態において、ディストリビ
ュータ／コレクタ１００は、通信の部分を複数の論理チャネルを介して広めるために、接
続されたコンピュータシステムから送信された通信の分配機能を実施する。しかしながら
、通信を受信するとき、ディストリビュータ／コレクタ１００は、複数チャネルからデー
タを収集し、１つのデータストリームに再組み立てし、接続されたネットワークエンティ
ティに（例えば、ＭＡＣあるいは媒体アクセス制御層またはサブ層を介して）伝える。
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【００２７】
図１において、ディストリビュータ／コレクタ１００は、１０ＧＭＩＩ１０２によってＩ
ＳＯ／ＩＥＣモデルの調停サブ層およびより高い層／サブ層に連結され、２ＧＭＩＩ１０
４によって複数のＰＣＳ（物理的コーディングサブ層）に連結される。１０ＧＭＩＩ１０
２と２ＧＭＩＩ１０４は、以下に記載するように、いくつかの局面でアーキテクチャ１２
０のＧＭＩＩとは異なる。
【００２８】
アーキテクチャ１２０における物理的層デバイスは、１秒あたり複数ギガビットの情報を
伝送および受信するために、より高速で動作しなければならないことを除けば、アーキテ
クチャ１３０のＰＨＹ（すなわち、物理的コーディングサブ層、物理的媒体付属、物理的
媒体依存型）に相当するエンティティを含むように見られ得る。アーキテクチャ１１０の
ＰＨＹはまた、同様のエンティティ、およびディストリビュータ／コレクタ１００を含み
得る。図１において、アーキテクチャ１１０は４つの別個のＰＨＹを含んでいるが、本発
明の別の実施形態において任意の数が実施され得る。以下でより詳細に記載されるように
、ＰＨＹの数は、本発明の１実施形態にしたがった、高速イーサネット（Ｒ）インターフ
ェースデバイスによって採用される論理チャネルの数の決定における要因であり得る。
【００２９】
アーキテクチャ１３０と同様、ＰＨＹの完全な詳細が、アーキテクチャ１１０および１２
０に示され得ない。特に、（図１には描かれないが）アーキテクチャ１３０におけるＰＣ
ＳとＰＭＡ（物理的媒体付属）との間でエンコードされたデータを配信するＴＢＩ（１０
ビットインターフェース）はまた、以下に記載されるように、アーキテクチャ１１０と１
２０において対応部分を有する。
【００３０】
媒体１０６は、上述されたように、それぞれのＰＨＹに連結された１つの物理的通信媒体
からなってもよいし、またはそれぞれが異なるＰＨＹに連結された、複数の別個の信号導
体を含んでもよい。媒体１０６は、そのトポロジーがイーサネット（Ｒ）プロトコルと互
換性を有し、以下に記載する本発明の種々の実施形態において規定される速度で信号を伝
達することが可能なように、選択される。
【００３１】
例示の実施形態において、１０ＧＭＩＩ１０２および各２ＧＭＩＩ１０４の設計および動
作は、ＩＥＥＥ８０２．３規格に記載されるＧＭＩＩの全二重サブセットに基づく。図１
に示される実施形態の動作中、ディストリビュータ／コレクタ１００は、媒体アクセス制
御（ＭＡＣ）層から１０ＧＭＩＩ１０２を介して１Ｇｂｐｓより速い速度で（例えば、例
示の実施形態においては約１０Ｇｂｐｓまで）、フレームまたはパケットを受信する。同
様に、ディストリビュータ／コレクタ１００は、逆の方向に動作して、同じ転送速度で再
構築されたフレームをＭＡＣ層に提供する。この伝送速度は、ディストリビュータ／コレ
クタ１００をそれぞれのＰＣＳに接続する２ＧＭＩＩインターフェースを介して、データ
が転送される速度の合計とほぼ同等である。それ故に、図１において、各２ＧＭＩＩは約
２．５Ｇｂｐｓの速度で動作し得る。
【００３２】
「フレーム」および「パケット」という用語は、本明細書において交換可能に使用され得
、概して、物理的層デバイス内のＭＡＣ層から受信され、またはＭＡＣ層に送信される情
報単位を示す。「ミニフレーム」または「ミニパケット」という用語は、複数のチャネル
のうち１つを介して送信されるフレームの断片または一部を記載するために使用され得る
。
【００３３】
図２は、本発明の１実施形態において、高速なイーサネット（Ｒ）インターフェースが、
複数の論理チャネルを介してデータをストライピングすることを可能にするために、適し
たアーキテクチャのブロック図である。例示されたアーキテクチャは、複数の集積回路を
介して、１つの集積回路またはＡＳＩＣ（特定用途集積回路）内で、あるいは１つ以上の
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プリント基板または他の同様のコンポーネント内で、完全に実施され得る。さらに、図２
に関連して記載されるアーキテクチャは、媒体独立型であることが意図される。これは、
複数の物理的層デバイスが、金属、光学、無線、またはその他にかかわらず、任意のタイ
プのイーサネット（Ｒ）ネットワークに接続し得ることを意味する。
【００３４】
図２において、ＭＡＣ（媒体アクセス制御）モジュール２００は、高速イーサネット（Ｒ
）インターフェースがインストールされるホストまたはクライアントコンピュータシステ
ムの、物理的層とより高いネットワークプロトコル層との間の媒介として機能する。特に
、ＭＡＣモジュール２００は、イーサネット（Ｒ）パケットを送受信し、より高いプロト
コル層で動作するプロセスの代わりに、イーサネット（Ｒ）プロトコルを実行する。ネッ
トワークインターフェースの分野の当業者は、ＭＡＣモジュール２００の設計、機能、動
作に精通する。本発明の本実施形態におけるＭＡＣモジュール２００は、イーサネット（
Ｒ）ネットワークの既存のＭＡＣサブ層と同様に動作し、本発明の１実施形態を実施する
ＭＡＣサブ層および／またはより高い層ならびにサブ層に必要な任意の変更は、以下の記
載から当業者にとって明白である。
【００３５】
ＭＡＣモジュール２００は、１０ＧＭＩＩ２０２を介して、ディストリビュータ２０４お
よびコレクタ２０６に連結される。例示される実施形態において、１０ＧＭＩＩ２０２は
、約１０Ｇｂｐｓのデータ速度で動作するように構成される。しかしながら、本発明の別
の実施形態において、ＭＡＣモジュール２００とディストリビュータ２０４との間のイン
ターフェース、およびＭＡＣモジュール２００とコレクタ２０６との間のインターフェー
スは、他の速度で動作するように構成され得る。特に、本発明の１実施形態において、こ
のインターフェースを介する、実質的に１０Ｇｂｐｓより遅い速度の（例えば、１Ｇｂｐ
ｓ、１００Ｍｂｐｓ、１０Ｍｂｐｓ、１Ｍｂｐｓ）情報の伝送を支えることによって、よ
り低速なイーサネット（Ｒ）構成を支える。そのように低速で動作するとき、本発明の１
実施形態は全二重動作に限定され得ない。本発明の実施形態は、１０ＧＭＩＩ２０２およ
び／または以下に記載されるその他のインターフェースを介する、データ転送の速度を上
げることによって増強され得る。
【００３６】
図２の実施形態において、１０ＧＭＩＩ２０２は、それぞれの方向に３２本のデータライ
ンを含み、ＭＡＣモジュール２００に、またはＭＡＣモジュール２００から一度に４バイ
トを運搬し得る。それ故、１０Ｇｂｐｓを配信するためには、３１２．５２ＭＢｄの通信
速度が必要である。両端が使用される、１５６．２６ＭＨｚで動作中のクロック信号は、
必要なデータ転送速度を可能にする。同じクロック基準信号が、以下に記載される１つ以
上のその他のインターフェースについて使用され得るか、または複数のクロックが採用さ
れ得る。
【００３７】
　ディストリビュータ２０４は、ホストコンピュータシステムから、媒体２９０に連結さ
れた別のエンティティに向けられたイーサネット（Ｒ）フレーム（例えば、パケット）上
で動作する。逆方向に伝わるデータトラフィックについては、コレクタ２０６は、ユーザ
またはホストコンピュータシステム上で動作するアプリケーション（例えば、プログラム
、プロセス）のネットワークエンティティから受信したイーサネット（Ｒ）フレームを受
信および再組み立てする。
【００３８】
特に、ディストリビュータ２０４は、ホストコンピュータシステムとネットワークエンテ
ィティ間で確立された複数の論理チャネルを介して、ＭＡＣモジュール２００から受信し
た各フレームを分割または割り当てる。受信側エンティティ上のコレクタと共に動作する
、ディストリビュータ２０４は、イーサネット（Ｒ）フレームまたはパケットが、個々の
チャネルのいずれよりも速い速度で、フレームをエンティティに伝達するために、複数の
イーサネット（Ｒ）チャネルを介してストライピングされることを可能とする。
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【００３９】
媒体２９０から受信されたトラフィックについて、コレクタ２０６は、複数のチャネルを
介してストライピングされた各フレームを再構築する。本実施形態において、フレームス
トライピングがデータリンクレベルより下で起こるため、ＭＡＣモジュール２００は、現
在構成されているものより高速でフレーム要素（例えば、バイト）を送受信する能力以外
には、動作においてはほとんど変更を必要とし得ない。しかしながら、本発明の別の実施
形態において、ＭＡＣモジュール２００および／または適用可能なネットワークプロトコ
ルスタックにおいてより高いその他の層またはサブ層のさらなる改変が必要であり得る。
【００４０】
フレーム要素が複数チャネル間で分散または割り付けられる様態、およびフレームが再構
築される様態は以下のセクションにおいて詳細に記載される。しかしながら、要約すると
、個々のフレーム要素（例えば、バイト）は、複数（例えば、図２において示される実施
形態においては４つ）の論理チャネル間でラウンドロビンに基づいて分配される。それ故
、それぞれのチャネルは、１つの「ミニフレーム」または「ミニパケット」を運搬し、そ
のコンテンツは、受信側エンティティにてその他のミニフレームのコンテンツと再結合さ
れる。
【００４１】
別のタイプのインターフェースがまた、図２に示され、そのうちの第１のタイプのインタ
ーフェースが２ＧＭＩＩ２０８ａとして示される。本発明の特定の実施形態において、こ
のインターフェースの構成は、コンピュータシステムにとって利用可能な論理チャネルの
数によって決定され得るか、またはその数を決定し得る。例えば、２ＧＭＩＩインターフ
ェースは、各方向に８本のデータラインを含み、ディストリビュータ２０４および／また
はコレクタ２０６を、１つの物理的層デバイスまたは物理的コーディングサブ層（ＰＣＳ
）に連結する。結合された２ＧＭＩＩが１０ＧＭＩＩ２０２と同じデータ量を配信するた
めに、２ＧＭＩＩ２０８ａを含む各２ＧＭＩＩが、１０ＧＭＩＩ２０２と同じ通信速度で
動作してもよい。１０ＧＭＩＩ２０２（例えば、１５６．２６ＭＨｚ）によって使用され
る同じクロック周波数が、再度両端でサンプリングされ、必要な３１２．５２ＭＢｄ通信
速度を達成するために使用され得る。したがって、この実施形態の動作中、各２ＧＭＩＩ
は、１０ＧＭＩＩ２０２上で運搬される情報の約１／Ｎを運搬し得る。ここでＮはチャネ
ル数である。４つの論理チャネルが示される例示された実施形態において、２ＧＭＩＩ２
０８ａおよびその他の２ＧＭＩＩは、それぞれ、各方向に約２．５Ｇｂｐｓを配信する。
【００４２】
本発明の１実施形態において、１０ＧＭＩＩ２０２の最適なデータ転送速度を可能にする
ためには、各２ＧＭＩＩが最高の効率またはほぼ最高の効率で（例えば、約２．５Ｇｂｐ
ｓで）動作することが必要である。したがって、２ＧＭＩＩ２０８ａまたは別の２ＧＭＩ
Ｉが、データ運搬を止めるかまたは低下した方式で動作する場合には、本実施形態を採用
するイーサネット（Ｒ）インターフェースは、動作を止め、エラー回復プロシージャに入
るか、またはその他の診断措置または修正措置を取り得る。しかしながら、本発明の別の
実施形態において、ディストリビュータ２０４およびコレクタ２０６は、（例えば、１つ
以上の論理チャネル上でのデータ交換を停止することによって）より少ない論理チャネル
を使用するように、動作を変更し得る。そうでない場合には、（例えば、１つ以上の論理
チャネル上でのデータ交換を遅くすることによって）動作速度を減速させる。
【００４３】
　複数ＰＣＳモジュール（参照符号２１０ａ～２１０ｄによって示される）は、既存のギ
ガビットイーサネット（Ｒ）インプリメンテーションと実質的に同じ様態でイーサネット
（Ｒ）フレーム要素のコーディングを実施する。図２に示されるように、１つのＰＣＳモ
ジュールは、ディストリビュータ２０４およびコレクタ２０６に接続されたそれぞれの論
理チャネルに組み込まれる。本発明の例示された実施形態において、ＰＣＳモジュールは
、現在のＩＥＥＥ８０２．３ギガビットイーサネット（Ｒ）規格と同様に８Ｂ／１０Ｂコ
ーディングを実施する。それ故、ディストリビュータ２０４から受信されたそれぞれのバ
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イトは、ＰＣＳモジュールによって、ネットワーク２９０を介して続いて合図される１０
ビットコードに変換される。受信側エンティティにおいて、ＰＣＳモジュールはチャネル
上で受信したミニフレームをデコードし、取り戻されたバイトをコレクタに提供する。
【００４４】
ＰＣＳモジュール２１０ａ～２１０ｄは、シリアライザ／デシリアライザ（Ｓｅｒｉａｌ
ｉｚｅｒ／Ｄｅｓｅｒｉａｌｉｚｅｒｓ）（ＳＥＲＤＥＳ）に連結される。ここでＳＥＲ
ＤＥＳは、物理的媒体付属（ＰＭＡ）デバイスと考えられ得、参照符号２１４ａ～２１４
ｄによって示される。ＰＣＳモジュール２１０ａ～２１０ｄは、既存のギガビットイーサ
ネット（Ｒ）アーキテクチャから調節され得る１０ビットインターフェースによって、Ｓ
ＥＲＤＥＳに連結される。しかしながら、例えば、新たな１０ビットインターフェース（
その中の１つが図２の２ＴＢＩ２１２ａとして示される）が、１０ＧＭＩＩ２０２および
２ＧＭＩＩ２０８ａと同じ通信速度およびクロック速度を有し、既存のギガビットイーサ
ネット（Ｒ）アーキテクチャのＴＢＩの約２．５倍の速度で動作するよう構成される。別
の実施形態において、イーサネット（Ｒ）インターフェースは本明細書に記載される伝送
速度ぐらいの伝送速度で動作し、これにしたがい１０ＧＭＩＩ２０２、２ＧＭＩＩ２０８
ａおよび２ＴＢＩ２１２ａの通信速度も変更され得る。図２の実施形態において、それぞ
れのＳＥＲＤＥＳは、おそらくＰＭＤ（物理的媒体依存型）モジュールを介して、媒体依
存型インターフェース（ＭＤＩ）によって、適したイーサネット（Ｒ）通信媒体に連結さ
れる。
【００４５】
前に記載したように、本発明の１実施形態は、複数の論理チャネルを介してデータをスト
ライピングすることによって高速のデータ転送速度（例えば、約１０Ｇｂｐｓ）を達成す
る。しかしながら、本発明の実施形態はまた、個々のチャネルを介して通信する高速のイ
ーサネット（Ｒ）インターフェースと互換性を有する。しかしながら、必然的に、そのよ
うな個々のチャネルは、協同的に動作する複数のチャネルより高速のデータ転送で動作し
なければならない。
【００４６】
したがって、図２はまた、例示された実施形態がＰＣＳ２５０と協同するように拡張され
て、複数の論理チャネルではなく単一のチャネルを介して媒体２９２と通信し得ることを
示す。特に、ＰＣＳ２５０は、１０ＧＭＩＩを介してＭＡＣモジュール２００に連結され
、１０Ｇｂｐｓを交換するために必要な速度で動作する適切なインターフェース上でＳＥ
ＲＤＥＳ２５４と通信する。ＳＥＲＤＥＳ２５４は動作の単一チャネルモードに必要な速
度で動作するＭＤＩを介して、媒体２９２に連結される。
【００４７】
当業者であれば理解するように、複数のチャネルにわたるデータのストライピングが、ネ
ットワークプロトコルスタックの異なるレベルにて実施され得る。例えば、（例えば、８
０２．３リンク集合と同様）ＭＡＣ層の上で実施される場合、複数ネットワーク「フロー
」または「会話」が分配且つ収集される必要があり、現在のイーサネット（Ｒ）インプリ
メンテーションに使用されるネットワークインターフェースハードウェアのほとんどすべ
てが複製される必要がある。さらに、そのような「フローストライピング」中の個々のフ
ローの速度は、個々のチャネルの速度に制限される。
【００４８】
　対照的に、本明細書において記載される本発明の１つ以上の実施形態は、ネットワーク
プロトコルスタックのより低いレベルでのネットワークデータのストライピングを実施す
る。特に、図２の実施形態において、ネットワークデータが複数の論理チャネルを介して
分岐する、（その後宛て先で再組み立てされる）ポイントは、ＭＡＣ層の下（例えば、物
理的層内）に位置する。これらの実施形態において、ストライピングは、個々のＭＡＣフ
レームまたはパケットのコンテンツでなされるため、物理的層のリソースのみが複製され
る必要がある。
【００４９】
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複数チャネルを介してデータストリームをストライピングすることの利点の１つは、受信
側エンティティのバッファ必要条件が減少することである。特に、それぞれのチャネルは
、データストリームの断片のみを受信し、そのチャネルと他のチャネルとの同期を取るに
必要な程度だけ、バッファされればよい。また別の利点は、本発明の１実施形態によって
達成された高速化した伝送速度が、それぞれの個々のチャネルにおいて採用される少しず
つの向上によって可能になることである。すなわち、１Ｇｂｐｓの代わりに１０Ｇｂｐｓ
で実行するように、すべてのインターフェース要素の動作能力を増大させるのではなく、
ほとんどの要素は１０Ｇｂｐｓの分数でデータを処理することが可能であることしか必要
としない。
【００５０】
以下に記載の本発明の１つ以上の実施形態は、４つの論理チャネルを利用して、専用イー
サネット（Ｒ）媒体を介して通信する。当業者は、これらの実施形態が、より多いチャネ
ルまたはより少ないチャネルを使用するためにはいかに変更され得るかを容易に認識する
。任意の複数のチャネル、すなわち２つ以上のチャネルの使用は、本発明の別の実施形態
において考慮に入れられる。しかしながら、例えば、４つのチャネルの場合、それぞれの
チャネルは約３．１２５ＧＢｄの通信速度で動作し得、全体のデータ転送速度が１０Ｇｂ
ｐｓに達することを可能にする。
【００５１】
本発明の本実施形態において、複数のチャネル間の最大のスキュー（例えば、伝搬の遅れ
）が特定される必要がある。スキューは相対的に大きくてもよいし小さくてもよいが、何
らかの最大値が特定されなければならない。最大のスキューの予測を特定することによっ
て、本実施形態は、以下に記載されるように、動作中に生じる実際のスキューが特定され
たスキューより大きくならない限りは、適切に動作するように構成され得る。当業者であ
れば、適切な最大のスキューが、複数の論理チャネルにわたって生じる伝搬の遅れの差異
、および／または論理チャネルが運搬されるリンクの異なる物理的または動作特徴を確認
することによって決定され得ることを認識する。
【００５２】
特定された最大のスキュー値で動作することの１つの利点は、データを第２ネットワーク
エンティティに送信する第１ネットワークエンティティのディストリビュータが、受信側
エンティティで生じるスキューを考慮する必要がないことである（すなわち、受信側エン
ティティは「開ループ」として動作し得る）。受信側エンティティにおいて、バッファは
１つ以上のチャネルに適用され得、実際のスキューを相殺する。バッファ量は、特定され
た最大のスキューに比例し得る。当業者であれば理解するように、最大のスキューの予測
がネットワークセグメントの所望の長さから得られるか、または測定され得る。あるいは
、特定の所望の最大のスキュー値は、ネットワークセグメントの最大の長さを決定し得る
。
【００５３】
本発明の１実施形態において、ディストリビュータ（例えば、図２のディストリビュータ
２０４）は、ＭＡＣモジュールまたは層からのバイトのストリーム（例えば、フレーム）
を受け入れ、ラウンドロビン方式で個々のバイトをサブストリーム（例えば、ミニフレー
ム）に分配する。図２の実施形態に示されるように、４つのチャネルは、４バイト幅（ｗ
ｉｄｅ）の１０ＧＭＩＩで実施され得る。したがって、ディストリビュータが４バイトを
受信する毎に、１バイトが各チャネルに提出される。この様態では、イーサネット（Ｒ）
フレームは、異なるチャネルにわたる伝送のために、４つのミニフレームに分割される。
【００５４】
フレームの伝送は、４つのチャネルのいずれで開始してもよいが、その後はフレームのバ
イトがラウンドロビン方式で分配される。すなわち、フレームの第１バイトは、チャネル
Ｘに送信され得るが、その後チャネルＸはさらに、５、９、１３バイトなどを運搬し得、
その次の順序のチャネルは、２、６、１０バイトなどを運搬し得る。ちょうどフレームが
任意のチャネルで開始し得るのと同様に、フレームが終了するチャネルは、フレームの長
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さによって決定される。本実施形態において、イーサネット（Ｒ）のフレーミング特徴が
維持され、必要に応じて以下に記載されるように補足され得る。
【００５５】
　受信側エンティティにおいて、コレクタは連続的にそれぞれのチャネルをモニタリング
し、パケット間のアイドル期間中に受信した順序付け情報を使用して、チャネルの同期を
取ることを試みる。すべてのチャネルの同期が取られ、コレクタがすべてのチャネル上の
同じフレームからミニフレームを受信するようになるまで、コレクタはアイドル状態をＭ
ＡＣモジュールまたは層に報告する。いったんチャネルの同期が取られ、同じパケットに
属するデータを送達し始めると、コレクタは、またラウンドロビン方式で、それぞれのチ
ャネルから１度に１バイトを受け取り、バイトを再組み立てし、バイトストリームをＭＡ
Ｃに転送する。以下に記載されるように、それぞれのフレームおよびミニフレームの最初
および最後のバイトは、容易に認識されるように印付けされる。
【００５６】
　すでに記載されたように、バッファは各チャネルのために採用され得、そしてチャネル
間で予測される最悪のスキューに比例したサイズであり得る。それ故、実際のスキューが
、バイト、いくつかのバイトの伝送または伝搬時間、あるいはミニーフレーム全体の伝送
または伝搬時間までも超える場合であっても、コレクタは依然首尾よくパケットを再組み
立てし得る。
【００５７】
フレームが複数のチャネルを介して分配される様態（例えば、１バイトずつ）のため、そ
れぞれのミニフレームは、本実施形態において元のフレームの約４分の１からなる。これ
によって、受信側エンティティにおけるエラー検出の一意的な方法が可能となる。特に、
カウンタが、特定のフレームについてそれぞれのチャネル上で受信されたバイト数を数え
るために使用され得る。あるチャネル上で受信されたバイト数が、他のチャネル上で受信
されたバイト数より１より多く異なる場合、エラーが起こったと判定され得る。例えば、
ＭＡＣに無効なフレームの受信を通知することによって、エラー訂正が次いで開始され得
る。
【００５８】
ディストリビュータからＰＣＳが受信したそれぞれのミニフレームは、完全なギガビット
イーサネット（Ｒ）パケットが従来のギガビットイーサネット（Ｒ）インプリメンテーシ
ョンにおいてフレームそしてエンコードされた方法と同様の様態で、「フレーム」および
エンコードされる。特に、本発明の１実施形態において、ＰＣＳモジュールは、８Ｂ／１
０Ｂコーディング方式を適用して、ディストリビュータまたは物理的リンクのそれぞれか
ら受信されたそれぞれのデータサブストリームをエンコードまたはデコードする。その他
のコーディング方式（例えば、４Ｂ／５Ｂ、ＮＲＺＩなど）は、本発明の別の実施形態に
おいて使用され得る。しかしながら、本実施形態のアーキテクチャのために、いくつかの
改変がコーディング方式にとって必要であるかもしれない。
【００５９】
例えば、４つのチャネル間でフレームバイトのラウンドロビン分配を行うことによってあ
るチャネルは、フレームのプリアンブルフィールド（通常長さが７バイトである）から１
バイトしか受信しないことになる。特に、既存のイーサネット（Ｒ）アーキテクチャにお
いて、それぞれのフレームのプリアンブルフィールドの１バイトは、エンコーディング中
にパケットデリミッターの開始（ＳＰＤ）の記号によって置き換えられる。さらに、パケ
ット間ギャップ（ＩＰＧ）は、ギャップのそれぞれのアイドル記号が１セットの２つのコ
ードに変換されるようにエンコードされる。したがって、新たなフレームまたはミニフレ
ームのタイミングに依存して、チャネルのミニフレームがおそらく最初のプリアンブルバ
イトを失う。これはアイドル（すなわち、第２アイドリングコード）の送信を終了する必
要ゆえである。チャネルが１プリアンブルバイトしか有さず、アイドル延長にそのプリア
ンブルバイトを奪われた場合、チャネルはＳＰＤ記号によって置き換えられ得るプリアン
ブルバイトを有さない。この問題に対する１つの解決法は、アイドル記号がそのプリアン
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ブルを犠牲にする複数のコードを必要としないように、コーディング方式を変更すること
である。別の解決法は、ＭＡＣによって生成されるプリアンブルのサイズを８（またはそ
れより多い）バイトにまで大きくすることである。しかしながらその他の解決法が当業者
によって認識され得る。
【００６０】
本発明の１実施形態（例えば、図２の実施形態）を実施することによるまた別の影響は、
複数チャネル間でＩＰＧ（通常最小で１２バイトである）を分配するときに生じる。図２
の実施形態において、例えば、最小サイズのＩＰＧによって、３バイトの各チャネルの、
ミニフレーム間ギャップを生じる。現在のコーディング方式によって、３バイト／コード
までのパケットデリミッターの終了（ＥＰＤ）が可能になる。それ故、最大サイズＥＰＤ
が最小サイズＩＰＧと共に使用される場合、チャネルは同期を取るべきいかなるアイドル
コードも受信し得ない。この状況に対する解決法の中には、１つのコードのみ、またはせ
いぜい２つのコードからなるＥＰＤの使用がある。別の解決法は、最小ＩＰＧのサイズを
大きくすることである。
【００６１】
コレクタによるチャネルの同期化を助けるために、本発明の１実施形態において、いくつ
かの列挙されたアイドル記号が適用される。これらの記号はアイドル１、アイドル２、・
・・、アイドルＮとして表され得る。異なるアイドル記号の数はコーディング方式によっ
て制限され得るが、６４の範囲または１２８の範囲ですら、本発明の別の実施形態におい
て考慮に入れられる。例えば、同じアイドル記号が複数チャネルのそれぞれを介して伝送
され、そしてそれぞれのＭＡＣフレームとともに変化する。それ故、第１ＭＡＣフレーム
と第２ＭＡＣフレームの間のＩＰＧはアイドルＸで印付けされ得、第２と第３フレームの
間のＩＰＧはアイドルＸ＋１などで印付けされ得る。
【００６２】
さらに、各フレームおよびミニフレームの初めと終わりを効果的に区切るために、デリミ
ッターのさらなるセットが本発明の１実施形態において適用される。本実施形態において
、パケットデリミッターの開始（ＳＰＤ）およびパケットデリミッターの終了（ＥＰＤ）
は、ディストリビュータにてＭＡＣ層から受信された各パケットの初めと終わりにそれぞ
れ挿入される。それ故、ＳＰＤおよびＥＰＤ記号は、既存のイーサネット（Ｒ）アーキテ
クチャと同様に使用され得る。ミニフレームデリミッターの開始（ＳＭＤ）およびミニフ
レームデリミッターの終了（ＥＭＤ）と呼ばれ得る新たなデリミッターのセットが、ＳＰ
ＤまたはＥＰＤ記号で印付けされないミニフレームのそれぞれの初めと終わりを印付けす
るために使用される。それ故、いずれのチャネルでパケットが開始または終了するかにか
かわらず、パケットを開始するミニフレームは、ＳＰＤコードで開始し、パケットを完了
するミニフレームはＥＰＤコードで終了する。その他のミニフレームは、ＳＭＤコードで
開始し、ＥＭＤコードで終了する。
【００６３】
図３Ａ～３Ｂは、本発明の１実施形態において、複数のチャネルを介してパケットを伝送
する１方法およびパケットを受信する１方法を示すフローチャートである。図３Ａ～３Ｂ
が示す方法を実施するために、上述のようなイーサネット（Ｒ）インターフェースデバイ
スは、４つの論理チャネルを介して各パケットをストライピングすることによって、約１
０Ｇｂｐｓの速度でそれぞれの方向にデータを伝送および受信するように構成される。
【００６４】
状態３００は、図３Ａの開始状態である。状態３０２は、アイドル状態であり、ＭＡＣ層
またはモジュールからイーサネット（Ｒ）インターフェースデバイスのディストリビュー
タに流れるパケットデータの欠如によって特徴付けられる。ディストリビュータは、４つ
のチャネルのそれぞれに、適切なアイドル記号またはバイトを伝送することによって、ア
イドル状態を示す。しかしながら、特に、ディストリビュータは、同じアイドル記号をそ
れぞれのチャネルのＰＣＳに送信し、ここでアイドル記号はいくつかの異なる記号の中の
１つである。概して、同じアイドル記号が、同時にそれぞれのチャネルで送信されるが、
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いずれの記号がそれぞれのアイドル時間中に送信されるかを変えることによって、受信側
のイーサネット（Ｒ）インターフェースデバイスのコレクタは、より容易にチャネルの同
期を取ることができる。ＰＣＳによってそれぞれのアイドル記号が受信されると、ＰＣＳ
は１０ビットコードとして記号をエンコードし、適切なイーサネット（Ｒ）媒体を介して
合図するためにその記号を転送する。
【００６５】
状態３０４において、ディストリビュータはＭＡＣからのパケットの受信を開始する。デ
ィストリビュータは、ＴＸ＿ＥＮ信号ラインの状態の変化によって、パケットの開始を検
出し得る。この実施形態において、ＭＡＣとディストリビュータとを連結するインターフ
ェースは、３２データビット幅であって、したがって、約１０Ｇｂｐｓの速度で１度に４
バイトまでを送達する。それ故、この実施形態において、４バイトのセットがＭＡＣから
受信される毎に、１バイトがチャネルを介して伝送され得る。
【００６６】
状態３０６において、ディストリビュータは、エンコーディングのためにそれぞれのチャ
ネルのミニフレームの第１バイトをＰＣＳに送信する。
【００６７】
状態３０８において、それぞれのＰＣＳは、特定のコードで第１バイトをエンコードする
。特に、全体のパケットの第１バイトは、いずれのチャネルまたはミニフレームにまたが
っているにもかかわらず、受信局によって理解されるコードに変換されて、新たなパケッ
トの開始を示す。その他のチャネルの開始バイトは、（異なるコードで）同様にエンコー
ドされて、新たなミニフレームの開始バイトとしてそのステータスを示す。
【００６８】
状態３１０において、パケットの残りは、ディストリビュータによって受信され、それぞ
れのチャネルに（ラウンドロビン方式で）１度に１バイトずつ分配され、エンコードされ
、伝送される。
【００６９】
状態３１２において、パケットの最後のバイトを含む、４つのミニフレームの最後のバイ
トはまた、エンティティを受信することによって認識される特定コードに変換される。特
に、パケットの最後のバイトを運搬しない各ミニフレームの最後のバイトは、第１終了コ
ードでエンコードされ、全体のパケットの最後のバイトがその他の特有のコードでエンコ
ードされる。次いで例示されたプロシージャは、状態３１４で終了する。
【００７０】
図３Ｂにおいて、図３Ａのプロシージャで送信されたパケットを受信する１プロシージャ
が示される。図３Ｂにおいて、状態３５０は開始状態である。状態３５２は、アイドル状
態であり、これは、図３Ａに示されたパケットを伝送するために使用されたイーサネット
（Ｒ）媒体と同じイーサネット（Ｒ）媒体に連結された受信側エンティティのコレクタが
、媒体を介してパケットを受信しないことを意味する。特に、コレクタが通信チャネルの
同期を取ることができない限り（例えば、４つのチャネルのそれぞれで少なくとも１つ同
じアイドルコードを受信する）、コレクタはあたかもどんなトラフィックも受信していな
いかのように動作し得る。
【００７１】
しかしながら、状態３５４において、コレクタは、４つのチャネルすべてで同じアイドル
コードを検出することによってチャネルの同期を取り得る。先に記載したように、弾性バ
ッファは１つ以上のチャネルで採用され得、チャネルのスキューまたは他の伝搬の遅れを
補償する。コレクタは同期を取り、次に、それぞれのチャネルが１つのパケットの部分の
送達を開始することを待つ。
【００７２】
状態３５６において、受信デバイスにおけるそれぞれのチャネルのための物理的コーディ
ングサブ層は、伝送側エンティティから送信されるミニフレームの第１コードを受信する
。それぞれのミニフレームの第１コードは、上に記載したように、それぞれのコードに特
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有のコードによって認識される。いずれのチャネルでパケットの第１バイトが受信される
かを決定することによって、コレクタは、パケットの残りのバイトを、（ラウンドロビン
方式で）読み出す適切な順序を決定し得る。
【００７３】
それ故、状態３５８～３６０において、コレクタはそれぞれのチャネルで１度に１バイト
を受信し、それを適切な順序でＭＡＣに転送する。したがって、パケットのコンテンツは
、送信側のＭＡＣによってディスパッチされた順序と同じ順序で受信側のＭＡＣに到達す
る。
【００７４】
状態３６２において、それぞれのミニフレームの最後のバイトおよびパケットの最後のバ
イトは、それらの特有のコードによって認識される。例えば、ちょうど送信側イーサネッ
ト（Ｒ）インターフェースデバイスにあるＰＣＳモジュールが、アイドル記号の代わりに
終了デリミッターを構築するように、受信デバイスのＰＣＳモジュールは、終了デリミッ
ターをアイドル記号に戻すように変換し得る。説明されたプロシージャは次いで、状態３
６４で終了する。
【００７５】
図４は、本発明の１実施形態における、図２の１０ＧＭＩＩ２０２にわたる、６４バイト
の長さ（例えば、６０データバイトプラス４ＣＲＣ（周期的冗長検査）バイト）のパケッ
トの伝送、その後の、６５バイトの長さの複数のパケットの伝送を示す。図４で示される
その他の３つのバスは、クロックバス、Ｔｒａｎｓｍｉｔ＿Ｅｎａｂｌｅ（ＴＸ＿ＥＮ）
／Ｒｅｃｅｉｖｅ＿Ｄａｔａ＿Ｖａｌｉｄ（ＲＸ＿ＤＶ）バス、そしてＶａｌｉｄ（ＶＬ
Ｄ）バスである。当業者であれば理解するように、ＴＸ＿ＥＮバスは、ＭＡＣ層と、パケ
ットを伝送する第１ネットワークエンティティにあるディストリビュータとを連結し、Ｒ
Ｘ＿ＤＶバスは、ＭＡＣ層と、パケットの受信側にある第２ネットワークエンティティに
あるコレクタとを連結する。衝突およびキャリア感知信号は、全二重モードで動作するた
め、例示された実施形態に含まれない。
【００７６】
双方向に動作するＶＬＤバスは、ＭＡＣモジュール２００からディストリビュータ２０４
に、またはコレクタ２０６からＭＡＣモジュール２００に、データバス（例えば、１０Ｇ
ＭＩＩ２０２）を介して転送される有効なバイト数を示す。ＶＬＤバスは、（データ転送
の方向に依存する）ＴＸ＿ＥＮバスまたはＲＸ＿ＤＶバスの状態と共にその状態を解釈す
ることによって、二本のラインの幅に制限され得る。特に、データバスについての以下の
記載からよりよく理解されるように、ＶＬＤバス上の非０値は、ＴＸ＿ＥＮまたはＲＸ＿
ＤＶがアサートされる場合有意義である。これらのバスのいずれかがアサートされる場合
、ＶＬＤバス上の０値は、４つの有効なバイトがデータバスを移行していることを示す。
そうでない場合には、ＶＬＤ上の０値は、データバスがアイドルである（すなわち、デー
タを運搬しない）ことを示す。
【００７７】
１０ＧＭＩＩ２０２では、４バイトが１度に伝達される。それ故、図４における時間ｔ1

において、第１パケットの最初の４つのプリアンブルバイトが送信され、時間ｔ2におい
て、他の３つのプリアンブルフィールドバイトおよびフレームデリミッターの開始（ＳＦ
Ｄ）記号が送信され、時間ｔ3において、最初の４つのデータバイトが送信され、などで
ある。
【００７８】
図４は、クロック信号の両端のデータの転送を示す。ＴＸ＿ＥＮ／ＲＸ＿ＤＶおよびデー
タバスと共にＶＬＤバスを検討することによって、ＭＡＣフレームの初めおよび終わりで
、ＶＬＤバスがいかに、０値から非０値に移行し、０値に戻り得るかが分かる。
【００７９】
図５Ａ～５Ｄは、図４に示されたフレームの、本発明の１実施形態による別個のチャネル
にわたる伝送のための複数のミニフレームへの変換を示す。特に、図４において１０ＧＭ
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ＩＩ２０２を介してＭＡＣからディストリビュータに伝達されたデータストリームは、図
５Ａ～５Ｄにおいて２ＧＭＩＩ２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃおよび２０８ｄを介して分
配される。さらに、２ＴＢＩ２１２ａ、２１２ｂ、２１２ｃおよび２１２ｄは、各ＰＣＳ
からエンコードされたバイトを配信する。参照のために、（図４における周波数と同じ周
波数で動作する）クロック信号、ＴＸ＿ＥＮ／ＲＸ＿ＤＶバスおよびＴＸ＿ＥＲ（伝送エ
ラー）／ＲＸ＿ＥＲ（受信エラー）バスがまた、図５Ａ～５Ｄに示される。
【００８０】
図５Ａ～５Ｄに示されるように、それぞれの２ＧＭＩＩは８ビットの幅であり、そのクロ
ック信号の両端はデータ転送のために使用され、衝突およびキャリア感知信号は、この実
施形態が全二重動作であるために省略され得る。パケットデリミッター（ＰＤ）信号は、
ＭＡＣフレームの最初と最後のバイトを特定するために、それぞれの方向に（すなわち、
ディストリビュータから各ＰＣＳに、そして各ＰＣＳからコレクタに）追加される。それ
故、パケットの開始は、ＰＤおよびＴＸ＿ＥＮ信号を上げることによって合図され得、そ
してパケットの終了は、同じ信号を下げることによって合図され得る。それぞれの２ＴＢ
Ｉは１０ビット長であって、クロック信号の両端は再度データ転送のために使用される。
【００８１】
例示のために、図５Ａ～５Ｄにおいて、バイトを移行する２ＧＭＩＩバスは、図４とはや
や異なって示される。具体的には、ＩＰＧコードまたはアイドルは文字「Ｉ」によって表
され、ＰＡ（プリアンブル）は文字「Ｐ」、ＣＲＣは「Ｃ］によって示される。これらの
文字のそれぞれは、順に増える数によって変更される。それ故、フレームの７つのプリア
ンブルバイト、４つのＣＲＣバイト、そして種々のアイドル記号が容易に示され得る。
【００８２】
図５Ａ～５Ｄにおける各ミニフレームは、同一のアイドル記号（例えば、第１パケットの
前のアイドル１）に先行される。例えば、それぞれの後続のパケットが伝達された後、異
なるアイドル記号がパケット間ギャップのために使用される。それ故、図５Ａ～５Ｄの実
施形態において、最低４つの異なるアイドル記号が必要なコーディング方式が採択される
。
【００８３】
本発明の種々の実施形態のエラー検出および処理能力は、上記アーキテクチャの独創的な
特性を利用し得る。例えば、パケットを含むミニフレームは、１バイトより多くは長さが
異ならないので、コレクタはミニフレームの長さを比較することによって無効なパケット
を検出し得る。さらに、チャネルのスキューが（例えば、特定された最大のスキューの予
測によって）制限されるので、チャネルバッファがオーバーフローする場合、チャネルま
たは物理的リンクが欠陥を有しているかまたは仕様外であるか、あるいは何らかの他のエ
ラーが生じて、ミニフレームの遅れまたは崩壊がもたらされている可能性がある。
【００８４】
チャネルの同期化エラーは、パケット間で合図されたシーケンス情報（例えば、異なるア
イドルコード）を使用して、コレクタによって検出され得る。採用される異なるアイドル
コード数が多ければ多いほど、シーケンシングエラーが検出されずに伝えられるためにチ
ャネルで損失または投入されたであろう連続ミニフレームの数も多くなる。十分に多い種
々のアイドルコードによって、チャネルバッファは、同期化エラーがデータのフローに影
響を及ぼし得る前にオーバーフローし得、それ故に別のレベルのエラー抵抗を提供する。
【００８５】
　パケットデータの崩壊をもたらす個々のビットエラーは、コレクタによるミニフレーム
の再組み立て後に、ＭＡＣレベルにて（例えば、ＣＲＣ演算によって）検出および処理さ
れる。コーディング違反、フレーミングエラー、不一致エラーなどと関連するその他のエ
ラーは、ＰＣＳレベルにて検出され得る。特に、コレクタで受信されるパケット（例えば
ミニフレームのセット）毎に、コレクタは、（例えば、それぞれのＰＣＳを介して）任意
のパケットのミニフレームを処理する際にエラーが検出されたか否かを通知され得る。そ
れ故、パケットの１つのミニフレームにおけるエラーはパケット全体にその原因を帰する
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【００８６】
チャネル内の複数のミニフレーズの損失または挿入など、コレクタによって検出されない
チャネルの同期化エラーは、ＭＡＣによって検出される。これは、チャネルの同期化エラ
ーが、（例えば、フレーミング、コーディング、パリティなど）他のエラーのない非常に
多い数のＣＲＣエラーを生じ得るからである。これらのタイプのエラーの回復は、短期間
を介してリモートエンドからの伝送を止める、リンク再初期化または８０２．３フロー制
御の使用を含み得る。これによってすべてのチャネルが自動的に再度同期を取る。
【００８７】
本発明の実施形態の上記記載は、例示および説明の目的のみのために提示される。本発明
の上記記載は、本発明のすべての実施形態を網羅するものではなく、開示される形態に本
発明を限定するものではない。多くの変更および改変が当業者にとって明白である。した
がって、上記開示は、本発明を限定するものではない。本発明の範囲は、上掲の特許請求
の範囲によって規定される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、既存のギガビットインサーネットアーキテクチャに関連して、本発明
の１実施形態の機能の概念的な層の構造（ｌａｙｅｒｉｎｇ）を示す図である。
【図２】　図２は、本発明の１実施形態を含むイーサネット（Ｒ）ネットワークインター
フェースデバイスの一部のブロック図である。
【図３Ａ】　図３Ａは、本発明の１実施形態による、複数チャネルを介してパケットを分
配する１様態を例示するフローチャートである。
【図３Ｂ】　図３Ｂは、本発明の１実施形態による、複数チャネルを介して伝送されるパ
ケットを収集する１様態を例示するフローチャートである。
【図４】　図４は、本発明の１実施形態による、１秒あたり複数ギガビットのインターフ
ェースでの、複数のイーサネット（Ｒ）フレームを含むデータストリームの転送を示す図
である。
【図５Ａ】　図５Ａは、本発明の１実施形態による、複数チャネルにわたる、図４のデー
タストリームの分割を示す図である。
【図５Ｂ】　図５Ｂは、本発明の１実施形態による、複数チャネルにわたる、図４のデー
タストリームの分割を示す図である。
【図５Ｃ】　図５Ｃは、本発明の１実施形態による、複数チャネルにわたる、図４のデー
タストリームの分割を示す図である。
【図５Ｄ】　図５Ｄは、本発明の１実施形態による、複数チャネルにわたる、図４のデー
タストリームの分割を示す図である。
【符号の説明】
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