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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】３ポートコンテントアドレサブルメモリ（ＣＡ
Ｍ）デバイスおよびその方法を提供する。
【解決手段】３ポートＣＡＭデバイス２００は、ＣＡＭ
アレイ２１０と検索制御ブロック２１１とメンテナンス
制御ブロック２１２とを備える。検索制御ブロック２１
１は、ＣＡＭアレイ２１０内で検索データを検索するた
めに、検索データおよび検索制御信号を第１のポート２
６２を経て受け取るように配置され、ＣＡＭアレイ２１
０にアクセスすることによって検索動作を実行するよう
に構成される。検索動作は、検索サイクルで実行され、
各検索サイクルは複数のクロックサイクルに渡って実行
される。検索動作による検索結果は、第２のポート２６
６を経て出力される。メンテナンス制御ブロック２１２
は、第３のポート２６４を経て、指定されたデータをＣ
ＡＭアレイ２１０で読み出しまたは書き込みすることに
よって読み出し／書き込み動作を実行する。
【選択図】図２Ｃ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　データを格納するためのコンテントアドレサブルメモリと、
　前記コンテントアドレサブルメモリ内で検索データを検索するために、前記検索データ
および検索制御信号を、第１のポートを経て受け取るように配置され、前記コンテントア
ドレサブルメモリにアクセスすることによって検索動作を実行するように構成された検索
制御ブロックであって、前記検索動作は複数のクロックサイクルをそれぞれ含む検索サイ
クル内で実行され、２以上の検索動作を１つまたはそれ以上のクロックサイクルに渡って
同時に実行可能であり、前記コンテントアドレサブルメモリは第２のポートを経て検索結
果を出力する、前記検索制御ブロックと、
　第３のポートを経て、指定されたデータを前記コンテントアドレサブルメモリで読み出
しまたは書き込みをすることによって読み出し／書き込み動作を実行するように構成され
、前記コンテントアドレサブルメモリにアクセスすることによって読み出し／書き込み動
作を実行するように構成されたメンテナンス制御ブロックと、
　を備えた３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイス。
【請求項２】
　請求項１記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　前記メンテナンス制御ブロックは、検索動作の指定された一検索サイクル内で前記コン
テントアドレサブルメモリにアクセスすることによって、前記検索動作と同時に前記読み
出しまたは書き込み動作を実行する、３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイス。
【請求項３】
　請求項１記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　前記コンテントアドレサブルメモリは、前記データを格納するための一組のバンクを備
えており、前記読み出し／書き込み動作では、前記データは前記バンクのうちの１つから
アクセスされ、検索動作では、前記データは別のバンク内で検索される、３ポートコンテ
ントアドレサブルメモリデバイス。
【請求項４】
　請求項１記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　前記第１のポートと前記第２のポートと前記第３のポートは、検索入力ポートと検索結
果ポートと読み出し／書き込みポートである、３ポートコンテントアドレサブルメモリデ
バイス。
【請求項５】
　請求項１記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　前記検索制御ブロックは、検索データバスを介した前記検索データを前記第１のポート
を経て受け取り、前記メンテナンス制御ブロックは、読み出し／書き込みデータバスを介
した前記指定されたデータを前記第３のポートを経て通信し、前記コンテントアドレサブ
ルメモリは、検索結果バスを介した前記検索結果を前記第２のポートを経て出力する、３
ポートコンテントアドレサブルメモリデバイス。
【請求項６】
　請求項１記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　前記メンテナンス制御ブロックは、前記コンテントアドレサブルメモリの前記検索に同
期して、順次、前記コンテントアドレサブルメモリにアクセスする、３ポートコンテント
アドレサブルメモリデバイス。
【請求項７】
　請求項１記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　前記検索制御ブロックは、前記コンテントアドレサブルメモリを検索するための第１の
一組の制御信号を生成し、前記メンテナンス制御ブロックは、前記コンテントアドレサブ
ルメモリで前記指定されたデータの読み出しまたは書き込みするための第２の一組の制御
信号を生成する、３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイス。
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【請求項８】
　請求項１記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　前記検索制御ブロックは、前記検索データを取得し、該データを前記コンテントアドレ
サブルメモリに供給するように構成されたキャプチャおよびパイプライン検索データデバ
イスと、前記コンテントアドレサブルメモリの前記検索動作を制御するための信号を生成
するように構成された第１の有限状態マシンと、を備える、３ポートコンテントアドレサ
ブルメモリデバイス。
【請求項９】
　請求項８記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、さらに、
　複数のデータエントリを格納するための複数のコンテントアドレサブルメモリデバイス
を連結するカスケード制御ブロックを備える、３ポートコンテントアドレサブルメモリデ
バイス。
【請求項１０】
　請求項１記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　前記メンテナンス制御ブロックは、前記読み出し／書き込み動作を検索動作と同期させ
るためのクロックブリッジを備える、３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイス。
【請求項１１】
　請求項１０記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　前記メンテナンス制御ブロックのための第１のクロックと、前記検索制御ブロックのた
めの第２のクロックとは、前記クロックブリッジに入力されている、３ポートコンテント
アドレサブルメモリデバイス。
【請求項１２】
　請求項１０記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　前記メンテナンス制御ブロックは、さらに、前記読み出し／書き込み動作を実行するた
めの制御信号を生成する第２の有限状態マシンを備える、３ポートコンテントアドレサブ
ルメモリデバイス。
【請求項１３】
　コンテントアドレサブルメモリデバイス内で検索動作と読み出し／書き込み動作とを実
行するための方法であって、
　データを格納するためのコンテントアドレサブルメモリを準備する工程と、
　前記コンテントアドレサブルメモリ内で検索データを検索するために、前記検索データ
および検索制御信号を、第１のポートを経て検索制御ブロックに供給する工程であって、
前記検索制御ブロックは、前記コンテントアドレサブルメモリにアクセスすることによっ
て検索動作を実行するように構成されており、前記検索動作は、複数のクロックサイクル
をそれぞれ含む検索サイクル内で実行され、２以上の検索動作を１つまたはそれ以上のク
ロックサイクルに渡って同時に実行可能であり、前記コンテントアドレサブルメモリは、
第２のポートを経て検索結果を出力する、工程と、
　第３のポートを経て、指定されたデータを前記コンテントアドレサブルメモリで読み出
しまたは書き込みすることによって読み出し／書き込み動作を実行する工程と、
　を備える方法。
【請求項１４】
　請求項１３記載の方法であって、
　前記コンテントアドレサブルメモリは、前記データを格納するための一組のバンクを備
えており、前記読み出し／書き込み動作では、前記データは前記バンクのうちの１つから
アクセスされ、検索動作では、前記データは別のバンク内で検索される、方法。
【請求項１５】
　請求項１３記載の方法であって、
　各読み出し／書き込み動作は、検索動作の指定された一検索サイクル内で実行される、
方法。
【請求項１６】
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　請求項１３記載の方法であって、
　前記第１のポートと前記第２のポートと前記第３のポートは、検索入力ポートと検索結
果ポートと読み出し／書き込みポートである、方法。
【請求項１７】
　請求項１３記載の方法であって、
　前記検索制御ブロックは、検索データバスを介した前記検索データを前記第１のポート
を経て受け取り、前記メンテナンス制御ブロックは、読み出し／書き込みデータバスを介
した前記指定されたデータを前記第３のポートを経て通信し、前記コンテントアドレサブ
ルメモリは、検索結果バスを介した前記検索結果を前記第２のポートを経て出力する、方
法。
【請求項１８】
　請求項１３記載の方法であって、
　前記読み出し／書き込み動作を実行する前記工程は、さらに、
　前記コンテントアドレサブルメモリの前記読み出し／書き込み動作を制御するための信
号を生成する一対の第１の有限状態マシンを準備する工程と、
　前記一対の第１の有限状態マシン間に配置され、前記コンテントアドレサブルメモリに
おける前記読み出し／書き込み動作を前記検索動作に同期させるためのクロックブリッジ
を準備する工程と、
　を備える、方法。
【請求項１９】
　請求項１３記載の方法であって、
　前記検索データおよび前記検索制御信号を前記検索制御ブロックに供給する前記工程は
、さらに、
　前記コンテントアドレサブルメモリの前記検索動作を制御するための第２の有限状態マ
シンを準備する工程と、
　前記コンテントアドレサブルメモリ内を検索するための前記検索データを取得し、該デ
ータを供給するキャプチャおよびパイプライン検索データデバイスを準備する工程と、
　を備える、方法。
【請求項２０】
　請求項１９記載の方法であって、
　前記検索データおよび前記検索制御信号を前記検索制御ブロックに供給する前記工程は
、さらに、
　前記コンテントアドレサブルメモリから前記検索動作の前記結果を受け取るための出力
バファであって、前記結果を出力として供給する出力バッファを準備する工程を備える、
方法。
【請求項２１】
　請求項１９記載の方法であって、
　前記読み出し／書き込み動作を実行する前記工程は、さらに、
　前記コンテントアドレサブルメモリにおける前記読み出し／書き込み動作を前記検索動
作に同期させるための信号を生成するクロックブリッジを準備する工程を備える、方法。
【請求項２２】
　３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　データを格納するためのコンテントアドレサブルメモリと、
　前記コンテントアドレサブルメモリ内で検索データを検索するために、前記検索データ
および検索制御信号を受け取るように構成された第１のポートであって、前記コンテント
アドレサブルメモリにアクセスすることによって検索動作が実行される、前記第１のポー
トと、
　前記コンテントアドレサブルメモリから検索結果を出力するように構成された第２のポ
ートであって、前記コンテントアドレサブルメモリが前記検索動作の検索結果を該第２の
ポートを経て出力する前記第２のポートと、
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　読み出し／書き込み動作のために、前記コンテントアドレサブルメモリとの間で読み出
し／書き込みデータを通信するように構成された第３のポートと、
　を備える３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイス。
【請求項２３】
　請求項２２記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　前記検索動作は、複数のクロックサイクルをそれぞれ含む検索サイクル内で実行され、
２以上の検索動作を１つまたはそれ以上のクロックサイクルに渡って同時に実行可能であ
る、３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイス。
【請求項２４】
　請求項２２記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　前記コンテントアドレサブルメモリにアクセスすることによって、１つまたはそれ以上
の読み出しまたは書き込み動作が検索動作と同時に実行される、３ポートコンテントアド
レサブルメモリデバイス。
【請求項２５】
　請求項２２記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　前記コンテントアドレサブルメモリは、前記データを格納するための一組のバンクを備
えており、前記読み出し／書き込み動作では、前記データは前記バンクのうちの１つから
アクセスされ、検索動作では、前記データは別のバンク内で検索される、３ポートコンテ
ントアドレサブルメモリデバイス。
【請求項２６】
　請求項２２記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　前記第１のポートと前記第２のポートと前記第３のポートは、検索入力ポートと検索結
果ポートと読み出し／書き込みポートである、３ポートコンテントアドレサブルメモリデ
バイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般にメモリデバイスに関し、特に、書き込み／読み出し動作に同期して中
断しない検索動作と、独立した検索インターフェースおよびメンテナンスインターフェー
スとを、提供するコンテントアドレサブルメモリデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　メモリデバイスは、現代のコンピュータシステムに不可欠なコンポーネントである。メ
モリデバイスは、ストレージデバイスとして、格納されたデータや命令に素早くアクセス
するのに使用される。コンテントアドレサブルメモリ（ＣＡＭ）は、アドレス検索を実行
するためによく用いられる特別なタイプのメモリである。例えば、インターネットルータ
は、指定されたデータのアドレスを検索するためにＣＡＭを備えていることが多い。ＣＡ
Ｍの使用によって、ルータはアドレスを検索することができ、この結果、コンピュータシ
ステム間で、ネットワークを介して互いにデータをやり取りすることが可能となる。ＣＡ
Ｍは、ルータの他、データベース検索、画像処理、音声認識アプリケーションなどに使用
される。
【０００３】
　ＣＡＭは、一般に、コアセルとなる二次元的な行および列のコンテントアドレサブルメ
モリアレイを備えており、各列は、アドレスや、ポインタ、ビットパターンのエントリを
有している。ＣＡＭは、このようなセルの配列に基づいて、従来のランダムアクセスメモ
リ（ＲＡＭ）のように、特定アドレスにおいて「読み出し」および「書き込み」動作を実
行することができる。また、ＣＡＭは、「被比較数」として知られるデータのビットパタ
ーンを、ＣＡＭアレイ内に予め格納されたビットパターンのエントリ（すなわち列）の全
リスト（すなわち行）と同時に比較する「検索」動作を実行することもできる。
【０００４】
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　従来のＣＡＭは、通常、２つのポートデバイスを備えている。図１Ａは、従来の２ポー
トＣＡＭ１００を示すブロック図である。ＣＡＭ１００は、入力ポート１０７と出力ポー
ト１０９とを備えている。入力ポート１０７は、データ通信のためのデータバス１０２と
、実行される動作に関連付けられた命令を伝送するための命令バス１０４と、を介して、
データおよび制御信号の通信を行う。データバス１０２は、被比較数または書き込みデー
タを入力として受け取るために使用されており、検索動作の実行と書き込み動作の実行と
で共用される。
【０００５】
　出力ポート１０９は、検索動作と読み出し動作とで共用される。より厳密には、出力ポ
ート１０９は、ＣＡＭ１００からの検索結果または読み出し結果のいずれかを、出力バス
１０６を介して出力する。例えば、検索動作の場合、ＣＡＭ１００は、入力データと一致
したエントリに対応する検索結果を、アドレスや、ポインタ、ビットパターン形式で、出
力バス１０６を介して出力する。あるいは、読み出し結果が、データバス１０２から出力
される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来のＣＡＭ１００は、通常、検索、読み出し、および／または書き込みなどの動作を
順次実行する。図１Ｂは、ＣＡＭ１００により、連続したメモリクロックサイクルで順次
実行される代表的な一連の動作を示す図である。図１Ｂに示すように、ＣＡＭは、３つの
「検索」動作から始まり、１つの「書き込み」動作、２つの「検索」動作、１つの「書き
込み」動作、２つの「読み出し」動作を経て、２つの「検索」動作で終了するような、一
連の動作を実行する。これらの動作は、各動作が少なくとも１つのクロックサイクルで実
行されるように、順次実行される。
【０００７】
　しかしながら、ＣＡＭ動作の順次的性質は、検索動作の遅延によるＣＡＭの性能低下を
招く。これは、「読み出し」および「書き込み」動作が「検索」動作を中断させるためで
ある。検索動作における中断は、高速な「リアルタイム」連続アドレス検索に大きな障害
をもたらし、システム設計を複雑化すると考えられる。例えば、インターネットルータは
、ＣＡＭに格納されたルーティングテーブルで多数の検索を実行するために頻繁に呼び出
される。このような状況では、通常、検索の中断によって検索動作の処理が遅延し、コン
ピュータシステムの応答時間が遅くなる。
【０００８】
　また、被比較数および書き込みデータによって入力ポート１０７が共用されているため
、通常、被比較数および書き込みデータを多重化してＣＡＭに入力させる必要がある。同
様に、検索結果および読み出し結果の出力によって出力ポート１０９が共用されているた
め、出力時にはこれらの結果を逆多重化する必要がある。図１Ｃは、従来の２ポートＣＡ
Ｍ１００を、マルチプレクサ１１１およびデマルチプレクサ１１３と共に、より詳細に示
すブロック図である。ＣＡＭ１００は、制御ブロック１０８とＣＡＭアレイ１１０とを備
えている。マルチプレクサ１１１は、被比較数および／または書き込みデータを入力とし
て受け取り、制御信号に応じて、被比較数と書き込みデータとのいずれか一方を選択して
出力する。マルチプレクサ１１１で選択された出力は、ＣＡＭアレイ１１０への入力とし
てデータバス１０２に供給される。
【０００９】
　ＣＡＭ１００の動作を制御するために、制御信号が、制御ブロック１０８への入力とし
て命令バス１０４に供給される。制御ブロック１０８は、制御信号に応じて、ＣＡＭアレ
イ１１０の動作を制御するための別の一組の制御信号を生成する。検索動作では、ＣＡＭ
アレイ１１０は、データバス１０２の入力データに一致するＣＡＭアレイ１１０内のエン
トリまたはワードに対応するアドレスや、ポインタ、ビットパターン（「アドレス」と総
称する）を、結果バス１０６上に出力する。一方、読み出し動作では、ＣＡＭは、データ
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バス１０２に供給されたアドレスに対応するデータを、結果バス１０６上に出力する。
【００１０】
　デマルチプレクサ１１３は、出力バス１０６からの出力結果を、入力として受け取るよ
うに接続されている。ＣＡＭ動作が検索動作のとき、デマルチプレクサ１１３は、検索デ
ータバス１１５上に出力結果を送る。一方、ＣＡＭ動作が読み出し動作のとき、デマルチ
プレクサ１１３は、読み出しデータバス１１７上に出力結果を送る。
【００１１】
　図１Ｄは、従来のＣＡＭ１００をより詳細に示す別のブロック図である。ＣＡＭ１００
は、データバス１０２と、命令バス１０４と、結果バス１０６と、制御ブロック１０８と
、ＣＡＭアレイ１１０と、マルチプレクサ（ＭＵＸ）１１２と、被比較数レジスタ１１４
と、グローバルマスクレジスタ１１６と、状況レジスタ１１８と、アドレスカウンタ１２
０と、を備えている。制御ブロック１０８は、命令バス１０４を介して要求された動作の
ための命令を受け取り、ＣＡＭアレイ１１０の「検索」、「読み出し」、「書き込み」動
作のための制御信号を生成する。図１Ｄに示すＣＡＭ１００は、例えば、ネットロジック
・ミコシステムズ社のモデルＮＬ８５７２１－３進コンテントアドレサブルメモリＩＰＣ
ＡＭとして市販されている。
【００１２】
　しかしながら、書き込み／読み出し動作および検索動作の実行に多重化機構を用いると
、従来の２ポートＣＡＭの実装が複雑となり、それに伴いコストも増大する。さらに、多
重化機構を用いると、読み出し／書き込みデータを、検索データまたは結果を伴う同じク
ロックサイクル内で、同時に入力または出力することができないため、ＣＡＭの性能全体
が低下してしまう。要するに、バス１０２および１０６が共用されているので、読み出し
または書き込み動作を実行する場合には、検索動作からサイクルを「奪う」必要がある。
【００１３】
　以上から分かるように、入力データおよび出力結果を多重化することなく、読み出し／
書き込み動作と検索動作とを同時に実行して、ＣＡＭの性能の向上を図ることができるよ
うなＣＡＭデバイスおよび方法が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、上述の要求を満たすため、３ポートコンテントアドレサブルメモリ（ＣＡＭ
）デバイス、およびそれを実現するための方法を提供する。本発明は、プロセス、装置、
システム、デバイス、方法を含む種々の形態で実現可能である。以下では、本発明のいく
つかの実施形態を説明する。
【００１５】
　本発明は、一実施形態において、ＣＡＭと検索制御ブロックとメンテナンス制御ブロッ
クとを備える３ポートＣＡＭデバイスを提供する。ＣＡＭは、データを格納するように構
成されている。検索制御ブロックは、ＣＡＭ内で検索データを検索するために、第１のポ
ートを経て検索データおよび検索制御信号を受け取るように構成されている。さらに、検
索制御ブロックは、ＣＡＭにアクセスして検索動作を実行するように構成されている。検
索動作は検索サイクル内で実行され、各検索動作は複数のクロックサイクルに渡って実行
される。この構成では、２以上の検索動作を１つまたはそれ以上のクロックサイクルに渡
って同時に実行可能である。検索動作による検索結果は、第２のポートを経て出力される
。メンテナンス制御ブロックは、第３のポートを経て、指定されたデータをＣＡＭで読み
出しまたは書き込みをすることにより、読み出し／書き込み動作を実行するように構成さ
れている。
【００１６】
　本発明は、別の実施形態において、ＣＡＭデバイス内で検索動作と読み出し／書き込み
動作とを実行するための方法を提供する。この方法では、データを格納するためにＣＡＭ
が準備される。そして、ＣＡＭ内で検索データを検索するために、検索データおよび検索
制御信号が、第１のポートを経て検索制御ブロックに供給される。検索制御ブロックは、
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コンテントアドレサブルメモリにアクセスすることによって検索動作を実行するように構
成されている。検索動作は、複数のクロックサイクルに渡る検索サイクル内で実行される
。２以上の検索動作を１つまたはそれ以上のクロックサイクルに渡って同時に実行可能で
ある。ＣＡＭからの検索結果は、第２のポートを経て出力される。読み出し／書き込み動
作は、第３のポートを経て、指定されたデータをＣＡＭで読み出しまたは書き込みするこ
とによって実行される。
【００１７】
　さらに別の実施形態において、データを含むＣＡＭにアクセスするための３ポートＣＡ
Ｍデバイスを開示する。３ポートＣＡＭデバイスは、データを格納するためのコンテント
アドレサブルメモリと第１のポートと第２のポートと第３のポートとを備えている。第１
のポートは、コンテントアドレサブルメモリ内で検索データを検索するために、検索デー
タおよび検索制御信号を受け取るように構成されている。検索動作は、コンテントアドレ
サブルメモリにアクセスすることによって実行される。第２のポートは、コンテントアド
レサブルメモリから検索結果を出力するように構成されている。第３のポートは、読み出
し／書き込み動作のために、コンテントアドレサブルメモリとの間で読み出し／書き込み
データを通信するように構成されている。
【００１８】
　本発明の３ポートの構成は、検索データ経路と読み出し／書き込みデータ経路とを効果
的に分離する。このため、検索結果を破壊したり障害を与えたりすることなく、検索クロ
ックサイクル中に読み出し／書き込み動作を実行することが可能となる。さらに、検索サ
イクル中における読み出し／書き込み動作の実行を可能にすることにより、読み出し／書
き込み動作が検索を中断するのを排除し、検索動作を加速させることができる。このため
、本発明のデバイスおよび方法は、所定のクロック周波数における動作を高速化させるこ
とができる。本発明の原理を例示した添付の図面と関連させた以下の詳細な説明から、本
発明の他の効果が明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　本発明は、添付図面と関連させた詳細な説明から容易に理解できる。同様の符号は同様
の構造エレメントを示している。
【図１Ａ】従来の２ポートコンテントアドレサブルメモリ（ＣＡＭ）を示すブロック図で
ある。
【図１Ｂ】図１Ａに示すＣＡＭによる連続したメモリクロックサイクルで順次実行される
一連の動作を示す図である。
【図１Ｃ】従来の２ポートＣＡＭを、マルチプレクサ１１１およびデマルチプレクサ１１
３と共に、より詳細に示すブロック図である。
【図１Ｄ】従来のＣＡＭをより詳細に示す別のブロック図である。
【図２Ａ】検索データ経路と読み出し／書き込みデータ経路とを分離した代表的な３ポー
トＣＡＭデバイス２００を、本発明の一実施形態に従って示す図である。
【図２Ｂ】３ポートＣＡＭデバイスによって実行される一連の動作を、本発明の一実施形
態に従って示すタイミング図である。
【図２Ｃ】３ポートＣＡＭデバイスを、本発明の一実施形態に従ってより詳細に示すブロ
ック図である。
【図３Ａ】メンテナンス制御ブロックを、本発明の一実施形態に従ってより詳細に示すブ
ロック図である。
【図３Ｂ】ＣＡＭアレイと通信する検索制御ブロックを、本発明の一実施形態に従ってよ
り詳細に示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　読み出しおよび／または書き込み動作の実行中に、中断されずに検索動作を実行するこ
とのできる３ポートコンテントアドレサブルメモリ（ＣＡＭ）デバイスを開示する。以下
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の説明では、本発明の完全な理解を促すために多くの項目を特定している。しかしながら
、当業者には理解できるように、本発明は、これらの項目の一部または全てを特定しなく
ても実施することが可能である。そのほか、本発明を不必要に不明瞭化するのを避けるた
め、周知の処理動作の説明は省略した。
【００２１】
　図２Ａは、検索データ経路と読み出し／書き込みデータ経路とを分離した代表的な３ポ
ートＣＡＭデバイス２００を、本発明の一実施形態に従って示す図である。３ポートＣＡ
Ｍデバイス２００は、検索入力ポート２６２と、検索結果ポート２６６と、メンテナンス
ポート２６４と、の３つのポートを備えている。検索入力ポート２６２は、入力検索デー
タと検索制御信号と検索クロック信号とを、それぞれ検索バス２０２と検索制御バス２０
５と検索クロックバス２０８を介して通信する。検索結果ポート２６６は、検索結果を検
索結果バス２０６を介して通信する。検索入力ポート２６２と検索結果ポート２６６とか
ら分離されたメンテナンスポート２６４は、読み出し／書き込みデータと、読み出し／書
き込み制御信号と、読み出し／書き込みクロック信号とを、それぞれ読み出し／書き込み
データバス２０３と読み出し／書き込み制御バス２０７と読み出し／書き込みクロックバ
ス２０９を介して通信する。
【００２２】
　３ポートＣＡＭデバイス２００は、検索動作と読み出し／書き込み動作とを実行するよ
うに構成されている。特に、検索動作では、ＣＡＭデバイス２００には、検索バス２０２
を介した検索データと、検索制御バス２０５を介した検索制御信号と、検索クロックバス
２０８を介した検索クロックとが、検索入力ポート２６２を経て供給される。そして、出
力としての検索結果が、検索結果ポート２６６を経て検索結果バス２０６から供給される
。一方、読み出し／書き込み動作では、ＣＡＭ２００には、読み出し／書き込み制御バス
２０７を介した読み出し／書き込み制御信号と、読み出し／書き込みデータバス２０３を
介した読み出し／書き込みデータと、読み出し／書き込みクロックバス２０９を介した読
み出し／書き込みクロックとが、メンテナンスポート２６４を経て供給される。検索クロ
ックバス２０８と読み出し／書き込みクロックバス２０９とを介して供給されるクロック
信号は、同じクロック信号であってもよい。
【００２３】
　検索データ経路と読み出し／書き込みデータ経路とが分離された３ポートＣＡＭデバイ
ス２００は、読み出し／書き込み動作を検索動作と同じクロックサイクルで実行すること
ができる。例えば、図２Ｂは、ＣＡＭデバイス２００によって実行される一連の動作を、
本発明の一実施形態に従って示すタイミング図２５０である。このタイミング図では、検
索動作は、クロックサイクル２５２，２５４，２５６，２５８において順次実行されてお
り、１回の検索動作は、各クロックサイクルごとに実行されている。先ず、サイクル２５
２では検索動作のみが行われる。次のサイクル２５４では、検索動作と書き込み動作とが
共に実行される。このサイクルでは、ＣＡＭデバイス２００は、検索ポート２６２を経る
検索動作と、メンテナンスポート２６４を経る書き込み動作とを、同じクロックサイクル
２５４内で実行する。
【００２４】
　次のサイクル２５６では、検索動作と読み出し動作とが実行される。このサイクル２５
６では、ＣＡＭデバイス２００は、検索動作と読み出し動作とを同じクロックサイクル２
５６内で実行する。そして、次のクロックサイクル２５８では、ＣＡＭデバイス２００は
別の検索動作を実行する。このように、検索結果に障害を与えたり破壊したりすることな
しに、検索動作と同じサイクル内で読み出し／書き込み動作を実行することができる。な
お、検索動作は、複数のクロックサイクルに渡って実行されていてもよい。また、複数の
クロックサイクルに渡って、複数の検索動作を同時に実行するようにしてもよい。
【００２５】
　また、検索動作と同じクロックサイクル内における読み出し／書き込み動作の実行を可
能にすることにより、読み出し／書き込み動作が検索動作を中断したり干渉したりするの
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を防ぐことができる。このため、本発明の３ポートＣＡＭデバイス２００は、従来の２ポ
ートＣＡＭデバイスのように読み出し／書き込みデータ経路と検索データ経路とが共用さ
れることによる遅延を生じることなく、検索動作を実行することができる。また、検索デ
ータ経路をメンテナンス（例えば、読み出し／書き込み）データ経路から分離することに
より、システムレベルの設計を簡略化することもできる。
【００２６】
　図２Ｃは、３ポートＣＡＭデバイス２００を、本発明の一実施形態に従ってより詳細に
示すブロック図である。３ポートＣＡＭデバイス２００は、ＣＡＭアレイ２１０と検索制
御ブロック２１１とメンテナンス制御ブロック２１２とを備えている。検索制御ブロック
２１１は、検索データバス２０２を介した検索データと、検索制御バス２０５を介した検
索制御信号と、検索クロックバス２０８を介した検索クロックとを、検索入力ポート２６
２を経て受け取る。メンテナンス制御ブロック２１２は、読み出し／書き込み制御信号バ
ス２０７を介した読み出し／書き込み制御信号と、読み出し／書き込みデータバス２０３
を介した読み出し／書き込みデータと、読み出し／書き込みクロックバス２０９を介した
読み出し／書き込みクロックとを、メンテナンスポート２６４を経て受け取る。ＣＡＭア
レイ２１０は、検索制御ブロック２１１およびメンテナンス制御ブロック２１２と接続さ
れており、バス２２０，２０３ｂ，２０７ｂを介してデータおよび制御信号の通信を行う
。なお、本明細書中で用いられるブロックという用語は、デバイス、装置、サブシステム
などを示し、これらの用語と交換可能である。
【００２７】
　この３ポートの構成において、検索制御ブロック２１１は、制御信号を生成して、その
信号を指定された検索データとともに、バス２２０を介して通信し、ＣＡＭアレイ２１０
内で検索データの検索が行われるようにする。検索が完了すると、ＣＡＭアレイ２１０は
、指定されたデータのアドレスを、検索結果ポート２６６を経る検索結果バス２０６を介
して出力する。一方、メンテナンス制御ブロック２１２は、読み出し／書き込み動作を制
御する。メインテナンス制御ブロック２１２は、特に、制御信号を生成して、その信号を
指定されたデータとともにバス２０３ｂおよび２０７ｂを介して通信し、ＣＡＭアレイ２
１０でデータの読み出しまたは書き込みが行われるようにする。メインテナンス制御ブロ
ック２１２は、例えば、データ（例えば、書き込みのためのデータおよびアドレスや、読
み出しのためのアドレス）および制御信号をデータバス２０３および制御バス２０７を介
して受け取る。そして、データおよび制御信号をデータバス２０３ｂおよび制御バス２０
７ｂを介して伝送し、ＣＡＭアレイ２１０内でデータの読み出しまたは書き込みが行われ
るようにする。読み出し動作では、ＣＡＭアレイ２１０は、バス２０３ｂを介してメンテ
ナンス制御ブロック２１２にデータを供給し、メンテナンス制御ブロックはさらに、デー
タバス２０３を介してデータを出力する。検索動作を読み出し／書き込み動作と同期させ
るために、検索制御ブロック２１１およびメンテナンス制御ブロック２１２は、同期化バ
ス２１４を介して同期化信号の通信を行う。
【００２８】
　本発明の代替の実施形態では、ＣＡＭは、複数のＣＡＭアレイと、複数の検索制御ブロ
ックと、複数のメンテナンス制御ブロックあるいは分離された読み出し制御ブロックおよ
び書き込み制御ブロックと、を備えていてもよい。また、データの複数のコピーが複数の
バンクに格納されてもよい。例えば、２バンク構成では、データが一方のバンクで読み出
しまたは書き込みされ、検索が他方のバンクで行われるようにしてもよい。また、本発明
の代替の実施形態では、内部に検索制御ブロックまたはメンテナンス制御ブロックを組み
込んだ１つまたはそれ以上のＣＡＭアレイを備えるＣＡＭであってもよいし、非配列形式
のＣＡＭであってもよい。さらに、本発明の代替の実施形態では、ＣＡＭは、追加の制御
信号や、静的もしくは動的にクロックされたデバイス、複数のクロック信号、分離された
基板を備えていてもよい。また、チップコンフィギュレーションまたはレジスタ動作など
の、読み出し動作や書き込み動作以外のメンテナンス動作を、メンテナンスポートで処理
するようにしてもよい。
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【００２９】
　図３Ａは、メンテナンス制御ブロック２１２を、本発明の一実施形態に従ってより詳細
に示すブロック図である。メンテナンス制御ブロック２１２は、クロックを調停するため
のクロックブリッジ２１６と、一対の有限状態マシン２１３および２１８と、を備えてい
る。有限状態マシン２１３は、読み出し／書き込み制御バス２０７を介した読み出し／書
き込み制御信号と、読み出し／書き込みデータバス２０３を介した読み出し／書き込みデ
ータとを受け取る。また、有限状態マシン２１３は、読み出し／書き込みクロックバス２
０９を介した読み出し／書き込みクロックを受け取る。さらに、有限状態マシン２１３は
、受け取った制御信号を解析することにより制御信号を生成し、読み出し／書き込みデー
タを取得する。そして、有限状態マシン２１３は、生成された制御信号を制御バス２１５
を介してクロックブリッジ２１６に伝送する。この制御信号によって、検索クロックバス
２０８と読み出し／書き込みクロックバス２０９とを介して受け取った検索クロックと読
み出し／書き込みクロックとが同期化される。さらに、有限状態マシン２１３は、プロセ
ッサポート（図示せず）と外部チップポート（図示せず）との初期接続手続きを制御する
のに使用されても良い。
【００３０】
　クロックブリッジ２１６は、制御バス２１５を介して受け取った制御信号に応じて制御
信号を生成し、その信号を、制御信号バス２１７を介して他方の有限状態マシン２１８に
伝送する。有限状態マシン２１８は、検索クロックバス２０８から検索クロックを受け取
り、制御バス２１４を介して、読み出し／書き込み動作を検索動作と同期させる。また、
有限状態マシン２１８は、読み出し／書き込み制御信号を生成し、その信号を、読み出し
／書き込み制御バス２０７ｂおよび２０３ｂを介してＣＡＭアレイ２１０に伝送し、読み
出し／書き込み動作が実行されるようにする。有限状態マシン２１３と２１８との間には
、バス２０３ａが設けられており、読み出し／書き込み動作におけるデータの通信を可能
にする。例えば、書き込み動作では、データは、有限状態マシン２１３からバス２０３ａ
を経て有限状態マシン２１８へと流れる。逆に、読み出し動作では、データは、有限状態
マシン２１８からバス２０３ａを経て有限状態マシン２１３へと流れる。有限状態マシン
２１３と２１８は、１つまたは２つの論理ゲートのように単純でも良い。
【００３１】
　図３Ｂは、ＣＡＭアレイ２１０と通信する検索制御ブロック２１１を、本発明の一実施
形態に従ってより詳細に示すブロック図である。検索制御ブロック２１１は、検索有限状
態マシン２３０と、キャプチャおよびパイプライン検索データデバイス２３４と、を備え
ている。キャプチャおよびパイプライン検索データデバイス２３４は、検索データバス２
０２を介した検索データと、検索制御バス２０５を介した検索制御信号と、検索クロック
バス２０８を介した検索クロックとを、入力として受け取る。キャプチャおよびパイプラ
イン検索データデバイス２３４は、このような信号を受け取ると制御およびデータ信号を
生成し、これらの信号を、制御およびデータバス２３５を介してＣＡＭアレイ２１０に伝
送する。
【００３２】
　検索有限状態マシン２３０は、検索クロックバス２０８を介して検索クロックを受け取
り、制御信号を生成し、その信号を制御バス２３２を介してＣＡＭアレイ２１０に伝送す
る。また、検索有限状態マシン２３０は、同期化制御信号を生成し、その信号を、制御バ
ス２１４を介してメンテナンス制御ブロック２１２の有限状態マシン２１８に伝送する。
一実施形態において、検索有限状態マシン２３０は、有限状態マシン２１８を使用するこ
とによって実現されていてもよい。制御バス２３２と制御およびデータバス２３５とは、
図２Ｃに示す制御およびデータバス２２０に対応する。また、ＣＡＭアレイ２１０は、メ
ンテナンス制御ブロック２１２との間で、制御バス２０７ｂおよび２０３ｂを介して制御
信号の通信を行う。
【００３３】
　カスケード制御ブロック２３７は、検索クロックバス２０８を介して検索クロックを受
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け取り、データバス２３６を介してＣＡＭアレイ２１０からのデータ（例えば検索アドレ
ス）を出力するために設けられている。カスケード制御ブロック２３７は、検索結果バス
２０６を介して検索結果ポート２６６に出力データを供給する。また、カスケード制御ブ
ロック２３７は、複数のコンテントアドレサブルメモリを連結し、指定されたデータのエ
ントリを数多く保持できるようにするために、一組のＣＡＭチップ２００を並列接続でき
るように構成されている。３ポートＣＡＭデバイス２００が単独で使用されている場合に
は、カスケード制御ブロック２３７は出力バッファでよい。一実施形態において、カスケ
ード制御ブロック２３７は、検索制御ブロック２１１に含まれていてもよい。あるいは、
カスケード制御ブロックは、個別の出力ステージとしてＣＡＭデバイス２００内に設けら
れていてもよい。
【００３４】
　このように本発明は、検索サイクル中に読み出しおよび書き込み動作を実行することを
可能にするとともに、ＣＡＭアレイの検索動作を高めることができる。従来のＣＡＭでは
、検索および読み出し／書き込み動作を別々のクロックサイクルで順次に実行していたが
、検索サイクル中に読み出し／書き込み動作の実行を可能にすることにより、中断を排除
し、検索動作を高速化させることができる。したがって、本発明のＣＡＭデバイスは、所
定のクロック周波数におけるスループットを高めることができる。
【００３５】
　例えば、適切な半導体基板、プリントデバイス基板、パッケージ化された集積デバイス
、ソフトウェアインプリメンテーションなどを含む任意の形態で、種々のブロック図を具
現化できる。したがって、当業者にはわかるように、本明細書で取り上げた実施形態は、
例示を目的としたものであって、本発明の内容を限定するものではない。このため本発明
は、本明細書で特定した詳細に限定されることなく、添付した特許請求の範囲の範囲およ
び均等物の範囲内で、種々の変更を加えることが可能である。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】
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【図２Ａ】 【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図３Ａ】 【図３Ｂ】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年12月21日(2011.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテントアドレサブルメモリデバイス内で検索動作と読み出し／書き込み動作とを実
行するための方法であって、
　データを格納するためのコンテントアドレサブルメモリを準備する工程と、
　前記コンテントアドレサブルメモリ内で検索データを検索するために、前記検索データ
および検索制御信号を、第１のポートを経て検索制御ブロックに供給する工程であって、
前記検索制御ブロックは、前記コンテントアドレサブルメモリにアクセスすることによっ
て検索動作を実行するように構成されており、前記検索動作は、複数のクロックサイクル
をそれぞれ含む検索サイクル内で実行され、２以上の検索動作を１つまたはそれ以上のク
ロックサイクルに渡って同時に実行可能であり、前記コンテントアドレサブルメモリは、
第２のポートを経て検索結果を出力する、工程と、
　第３のポートを経て、指定されたデータを前記コンテントアドレサブルメモリで読み出
しまたは書き込みすることによって読み出し／書き込み動作を実行する工程と、
　を備える方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法であって、
　前記コンテントアドレサブルメモリは、前記データを格納するための一組のバンクを備
えており、前記読み出し／書き込み動作では、前記データは前記バンクのうちの１つから
アクセスされ、検索動作では、前記データは別のバンク内で検索される、方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法であって、
　各読み出し／書き込み動作は、検索動作の指定された一検索サイクル内で実行される、
方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法であって、
　前記第１のポートと前記第２のポートと前記第３のポートは、検索入力ポートと検索結
果ポートと読み出し／書き込みポートである、方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法であって、
　前記検索制御ブロックは、検索データバスを介した前記検索データを前記第１のポート
を経て受け取り、前記メンテナンス制御ブロックは、読み出し／書き込みデータバスを介
した前記指定されたデータを前記第３のポートを経て通信し、前記コンテントアドレサブ
ルメモリは、検索結果バスを介した前記検索結果を前記第２のポートを経て出力する、方
法。
【請求項６】
　請求項１記載の方法であって、
　前記読み出し／書き込み動作を実行する前記工程は、さらに、
　前記コンテントアドレサブルメモリの前記読み出し／書き込み動作を制御するための信
号を生成する一対の第１の有限状態マシンを準備する工程と、
　前記一対の第１の有限状態マシン間に配置され、前記コンテントアドレサブルメモリに
おける前記読み出し／書き込み動作を前記検索動作に同期させるためのクロックブリッジ
を準備する工程と、
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　を備える、方法。
【請求項７】
　請求項１記載の方法であって、
　前記検索データおよび前記検索制御信号を前記検索制御ブロックに供給する前記工程は
、さらに、
　前記コンテントアドレサブルメモリの前記検索動作を制御するための第２の有限状態マ
シンを準備する工程と、
　前記コンテントアドレサブルメモリ内を検索するための前記検索データを取得し、該デ
ータを供給するキャプチャおよびパイプライン検索データデバイスを準備する工程と、
　を備える、方法。
【請求項８】
　請求項７記載の方法であって、
　前記検索データおよび前記検索制御信号を前記検索制御ブロックに供給する前記工程は
、さらに、
　前記コンテントアドレサブルメモリから前記検索動作の前記結果を受け取るための出力
バファであって、前記結果を出力として供給する出力バッファを準備する工程を備える、
方法。
【請求項９】
　請求項７記載の方法であって、
　前記読み出し／書き込み動作を実行する前記工程は、さらに、
　前記コンテントアドレサブルメモリにおける前記読み出し／書き込み動作を前記検索動
作に同期させるための信号を生成するクロックブリッジを準備する工程を備える、方法。
【請求項１０】
　３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　データを格納するためのコンテントアドレサブルメモリと、
　前記コンテントアドレサブルメモリ内で検索データを検索するために、前記検索データ
および検索制御信号を受け取るように構成された第１のポートであって、前記コンテント
アドレサブルメモリにアクセスすることによって検索動作が実行される、前記第１のポー
トと、
　前記コンテントアドレサブルメモリから検索結果を出力するように構成された第２のポ
ートであって、前記コンテントアドレサブルメモリが前記検索動作の検索結果を該第２の
ポートを経て出力する前記第２のポートと、
　読み出し／書き込み動作のために、前記コンテントアドレサブルメモリとの間で読み出
し／書き込みデータを通信するように構成された第３のポートと、
　を備える３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイス。
【請求項１１】
　請求項１０記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　前記検索動作は、複数のクロックサイクルをそれぞれ含む検索サイクル内で実行され、
２以上の検索動作を１つまたはそれ以上のクロックサイクルに渡って同時に実行可能であ
る、３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイス。
【請求項１２】
　請求項１０記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　前記コンテントアドレサブルメモリにアクセスすることによって、１つまたはそれ以上
の読み出しまたは書き込み動作が検索動作と同時に実行される、３ポートコンテントアド
レサブルメモリデバイス。
【請求項１３】
　請求項１０記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　前記コンテントアドレサブルメモリは、前記データを格納するための一組のバンクを備
えており、前記読み出し／書き込み動作では、前記データは前記バンクのうちの１つから
アクセスされ、検索動作では、前記データは別のバンク内で検索される、３ポートコンテ
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ントアドレサブルメモリデバイス。
【請求項１４】
　請求項１０記載の３ポートコンテントアドレサブルメモリデバイスであって、
　前記第１のポートと前記第２のポートと前記第３のポートは、検索入力ポートと検索結
果ポートと読み出し／書き込みポートである、３ポートコンテントアドレサブルメモリデ
バイス。
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