
JP 5864957 B2 2016.2.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１および第２のバスインターフェイス回路と、
　前記第１のバスインターフェイス回路に第１のデータバスを介して結合されると共に、
前記第１のバスインターフェイス回路から出力される第１のアクセス制御信号に結合され
、ｎ（ｎは自然数）ビットのデータ幅を有する第１のメモリコアと、
　前記第２のバスインターフェイス回路に第２のデータバスを介して結合され、ｎビット
のデータ幅を有する第２のメモリコアと、
　外部からの切替信号に基づいて、前記第１のアクセス制御信号または前記第２のバスイ
ンターフェイス回路から出力される第２のアクセス制御信号の一を選択的に前記第２のメ
モリコアに結合させる選択回路と、
　を有し、
　前記切替信号に基づき前記第１のアクセス制御信号が前記第２のメモリコアに結合され
る場合には、前記第１のアクセス制御信号に対して、前記第１のメモリコアは前記第１の
バスインターフェイス回路を介して、前記第２のメモリコアは前記第２のバスインターフ
ェイス回路を介してデータの読み出しまたは書き込みが行われ、
　前記切替信号に基づき前記第２のアクセス制御信号が前記第２のメモリコアに結合され
る場合には、前記第１および第２のメモリコアでは、それぞれ前記第１および第２のアク
セス制御信号に基づき、前記第１および第２のバスインターフェイス回路のそれぞれを介
してデータの読み出しまたは書き込みが独立して行われる、半導体装置。
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【請求項２】
　前記切替信号に基づき前記第１のアクセス制御信号が前記第２のメモリコアに結合され
る場合には、前記第１のアクセス制御信号に対して、前記第１および第２のバスインター
フェイス回路を介して２ｎビット幅のデータの読み出しまたは書き込みが行われ、
　前記切替信号に基づき前記第２のアクセス制御信号が前記第２のメモリコアに結合され
る場合には、前記第１および第２のメモリコアでは、前記第１および第２のバスインター
フェイス回路を介してｎビット幅のデータの読み出しまたは書き込みが独立して行われる
、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　第３のバスインターフェイス回路と、
　前記第３のバスインターフェイス回路に第３のデータバスを介して結合され、ｎビット
のデータ幅を有する第３のメモリコアと、
　をさらに有し、
　前記選択回路は、前記第１のアクセス制御信号または前記第３のバスインターフェイス
回路から出力される第３のアクセス制御信号の一を選択的に前記第３のメモリコアに結合
させ、
　前記選択回路により前記第１のアクセス制御信号が前記第３のメモリコアに結合された
場合には、前記第１のアクセス制御信号に対して、前記第１乃至３のバスインターフェイ
ス回路を介して３ｎビット幅のデータの読み出しまたは書き込みが行われる、請求項２に
記載の半導体装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の半導体装置を備えたネットワーク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、特にデータ処理性能の低下を防止するのに適した半導体
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体プロセスの微細化により１チップに搭載可能な回路規模が増大している。それに
より、ロジックＬＳＩでは、システムに必要な多くの機能ブロックが１チップに実装可能
になっている。そのため、ロジックＬＳＩでは、より多くのデータ処理が行われるように
なっている。それに伴い、ロジックＬＳＩとメモリとの間のデータ転送性能を向上させて
、システム全体のデータ処理性能を向上させることが要求されている。
【０００３】
　さらに、ロジックＬＳＩでは、メモリが同時に読み書き可能な最大データ幅のデータよ
りも、大きなデータ幅のデータを処理する機能ブロックが実装されるようになっている。
このような状況においても、ロジックＬＳＩとメモリとの間のデータ転送性能を向上させ
て、システム全体のデータ処理性能を向上させることが要求されている。
【０００４】
　関連する技術が特許文献１及び特許文献２に開示されている。
【０００５】
　特許文献１に開示されたデータ幅可変メモリは、４個のメモリを組み合わせて、処理で
きるデータ幅を８，１６，３２ビットというように変化させることを可能にしている。
【０００６】
　特許文献２に開示されたマルチポートメモリは、複数の入出力ポートと複数のメモリバ
ンクとの間の、コマンド、アドレス及び入出力データの信号経路を任意に設定可能な経路
切り替え回路を備え、選択したメモリバンクに対して、任意に選択した複数個の入出力ポ
ートを割り当てる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平９－２３１１３１号公報
【特許文献２】特開２００９－２３０７７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に開示されたデータ幅可変メモリは、１つのＣＰＵ（機能ブロック）との間
で任意のデータ幅のデータ転送を行うことができるが、入力可能なアドレス信号が１系統
のみであるため、複数のＣＰＵ（機能ブロック）との間で複数のデータ転送を同時に行う
ことができない。仮に、複数のＣＰＵとの間で複数のデータ転送を行おうとした場合、調
停回路等を用いることにより、それぞれのデータ転送が順番に行われる必要がある。その
ため、このデータ幅可変メモリでは、データ処理性能が低下するという問題があった。
【０００９】
　このように、関連する技術では、複数の機能ブロックとの間で複数のデータ転送を行お
うとした場合、データ処理性能が低下してしまうという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明にかかる半導体装置は、複数のバスインターフェイス回路と、バスインターフェ
イス回路のそれぞれに対応して設けられたメモリコアと、メモリコアに入力されるアクセ
ス制御信号を選択する選択回路とを有する。
【００１１】
　上述のような回路構成により、データ処理性能の低下を防止することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明により、データ処理性能の低下を防止することが可能な半導体装置を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態１にかかる半導体集積回路を示すブロック図である。
【図２Ａ】本発明の実施の形態１にかかる半導体集積回路を示すブロック図である。
【図２Ｂ】本発明の実施の形態２にかかる半導体集積回路を示すブロック図である。
【図２Ｃ】本発明の実施の形態３にかかる半導体集積回路を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態１にかかるメモリの一部を示す回路図である。
【図４】本発明の実施の形態４にかかる半導体集積回路を示すブロック図である。
【図５Ａ】本発明の実施の形態４にかかる半導体集積回路を示すブロック図である。
【図５Ｂ】本発明の実施の形態５にかかる半導体集積回路を示すブロック図である。
【図５Ｃ】本発明の実施の形態６にかかる半導体集積回路を示すブロック図である。
【図６Ａ】本発明の実施の形態４にかかるメモリの一部を示す回路図である。
【図６Ｂ】本発明の実施の形態４にかかるメモリの一部を示す回路図である。
【図７Ａ】本発明の実施の形態４にかかるメモリの信号経路を説明するための図である。
【図７Ｂ】本発明の実施の形態４にかかるメモリの信号経路を説明するための図である。
【図８Ａ】本発明の実施の形態７にかかる半導体集積回路を示す断面図である。
【図８Ｂ】本発明の実施の形態７にかかる半導体集積回路を示すブロック図である。
【図９Ａ】本発明の実施の形態７にかかる半導体集積回路の実装例を示す図である。
【図９Ｂ】本発明の実施の形態７にかかる半導体集積回路の他の実装例を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態１～３にかかるメモリの応用例を示す図である。
【図１１】本発明のメモリが搭載されたネットワーク装置を示す図である。
【図１２】本発明に至る前の構想にかかる半導体集積回路を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１４】
　まず、本発明の実施の形態を説明する前に、本発明に至る前に本発明者らが検討した構
成について説明する。本発明者らは、データ幅の大きなデータ信号を送受信する機能ブロ
ックが実装されたロジックＬＳＩと、メモリと、の間のデータ転送性能を向上させるため
に、図１２に示すような構成を検討した。
【００１５】
　図１２は、本発明に至る前の構想にかかる半導体集積回路を示すブロック図である。図
１２に示す半導体集積回路は、データ幅の大きなデータ信号を送受信する機能ブロックに
対して複数のメモリを備え、当該機能ブロックと当該複数のメモリとの間でデータ信号の
受け渡しを行っている。以下、具体的に説明する。
【００１６】
　図１２に示す半導体集積回路は、複数の機能ブロックを有する集積回路１００１と、メ
モリ１００２－１～１００２－４と、を備える。各機能ブロックは、データ信号（データ
）、データの読み書きを制御するコマンド信号、及び、データの読み書き対象となる記憶
領域を指定するアドレス信号、からなる一組の信号群（チャンネル）を用いて、メモリ１
００２－１～１００２－４にアクセスする。以下の説明では、「アクセス」は、機能ブロ
ック等の外部回路とメモリとの間で行われるデータ信号、アドレス信号及びコマンド信号
の受け渡し、を意味する。また、以下の説明では、アドレス信号及びコマンド信号をまと
めてアクセス制御信号と称す場合がある。
【００１７】
　メモリ１００２－１～１００２－４は、それぞれメモリコア１００６－１～１００６－
４を有し、それぞれインターフェイス回路１００５－１～１００５－４を有する。
【００１８】
　メモリコア１００６－１～１００６－４は、それぞれ、データを記憶するためのメモリ
セル（記憶領域）を複数有する。メモリコア１００６－１～１００６－４では、アドレス
信号によって指定されたメモリセルに対しデータが書き込まれ、又は、アドレス信号によ
って指定されたメモリセルに記憶されたデータが読み出される。データの読み出し及び書
き込みは、コマンド信号に含まれるライトイネーブル信号によって切り替えられる。
【００１９】
　なお、メモリコア１００６－１～１００６－４は、それぞれ、最大でｎビット（ｎは自
然数）のデータ幅のデータを同時に読み出し又は書き込みできるものとする。
【００２０】
　インターフェイス回路１００５－１～１００５－４は、それぞれ、集積回路１００１か
らメモリコア１００６－１～１００６－４へのアクセスをインターフェイスする。インタ
ーフェイス回路１００５－１～１００５－４は、それぞれｎビット幅のデータ信号をイン
ターフェイスすることが可能である。
【００２１】
　集積回路１００１は、例えば、ソフトウェアによりその構成を変更可能なＦＰＧＡ（Fi
eld Programmable Gate Array）である。デジタル家電等の組み込み機器やネットワーク
装置の分野では、ＦＰＧＡの共通基板（プラットフォーム）を用いて複数の派生製品を提
供することができる。以下では、集積回路１００１がＦＰＧＡである場合を例に説明する
（以下、ＦＰＧＡ１００１と称す）。
【００２２】
　ＦＰＧＡ１００１は、プログラミングされることにより、２つの独立した機能ブロック
１００３－１，１００３－２と、インターフェイス回路１００４－１，１００４－２と、
を有する。
【００２３】
　なお、機能ブロック１００３－１，１００３－２は、それぞれ、メモリコアが同時に読
み書き可能な最大データ幅のデータよりも、大きなデータ幅のデータを送受信するものと
する。具体的には、機能ブロック１００３－１，１００３－２は、それぞれ、２ｎビット
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のデータ幅のデータを送受信するものとする。
【００２４】
　インターフェイス回路１００４－１は、機能ブロック１００３－１から２つのメモリ１
００２－１，１００２－２へのアクセスをインターフェイスする。インターフェイス１０
０４－２は、機能ブロック１００３－２から２つのメモリ１００２－３，１００２－４へ
のアクセスをインターフェイスする。インターフェイス回路１００４－１，１００４－２
は、それぞれ２ｎビット幅のデータ信号をインターフェイスすることが可能である。
【００２５】
　機能ブロック１００３－１は、作業用データの一時退避等を目的として、メモリ１００
２－１，１００２－２にアクセスする。
【００２６】
　例えば、メモリにデータの書き込みを行う場合、機能ブロック１００３－１は、２ｎビ
ット幅のデータＤＱ[２ｎ－１：０］＿Ａ（［］内はビット番号。以下、他のデータ信号
名及びアドレス信号名においても同じ。［］の記載を省略し、単に「データＤＱ＿Ａ」等
と称す場合がある）及び対応するアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａを、インターフェイス回路
１００４－１を介してメモリ１００２－１，１００２－２に対して送信する。メモリ１０
０２－１では、インターフェイス回路１００５－１にｎビット幅分のデータＤＱ[ｎ－１
：０］＿Ａが供給され、メモリ１００２－２では、インターフェイス回路１００５－２に
残りのｎビット幅分のデータＤＱ[２ｎ－１：ｎ］＿Ａが供給される。そして、インター
フェイス回路１００５－１に供給されたデータＤＱ[ｎ－１：０］＿Ａは、メモリコア１
００６－１に入力され、インターフェイス回路１００５－２に供給されたデータＤＱ[２
ｎ－１：ｎ］＿Ａは、メモリコア１００６－２に入力される。このとき、機能ブロック１
００３－１から送信されたアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、メモリ１００２－１，１００
２－２の何れにも供給される。それにより、メモリコア１００６－１には、ｎビット幅の
データＤＱ[ｎ－１：０］＿Ａが書き込まれ、メモリコア１００６－２には、残りのｎビ
ット幅のデータＤＱ[２ｎ－１：ｎ］＿Ａが書き込まれる。
【００２７】
　一方、メモリからデータの読み出しを行う場合、機能ブロック１００３－１は、アクセ
ス制御信号ＣＴＬ＿Ａを、インターフェイス回路１００４－１を介してメモリ１００２－
１，１００２－２に対して送信する。このアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、メモリ１００
２－１，１００２－２の何れにも供給される。それにより、メモリコア１００６－１から
ｎビット幅のデータＤＱ[ｎ－１：０］＿Ａが読み出され、メモリコア１００６－２から
残りのｎビット幅のデータＤＱ[２ｎ－１：ｎ］＿Ａが読み出される。機能ブロック１０
０３－１は、メモリ１００２－１，１００２－２からそれぞれ読み出されたｎビット幅の
データＤＱ[ｎ－１：０］＿Ａ及びｎビット幅のデータＤＱ[２ｎ－１：ｎ］＿Ａを、２ｎ
ビット幅のデータＤＱ[２ｎ－１：０］＿Ａとして受信する。
【００２８】
　同様に、機能ブロック１００３－２は、作業用データの一時退避等を目的として、メモ
リ１００２－３，１００２－４にアクセスする。
【００２９】
　例えば、メモリにデータの書き込みを行う場合、機能ブロック１００３－２は、２ｎビ
ット幅のデータＤＱ[２ｎ－１：０］＿Ｂ及び対応するアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂを、
インターフェイス回路１００４－２を介してメモリ１００２－３，１００２－４に対して
送信する。メモリ１００２－３では、インターフェイス回路１００５－３にｎビット幅分
のデータＤＱ[ｎ－１：０］＿Ｂが供給され、メモリ１００２－４では、インターフェイ
ス回路１００５－４に残りのｎビット幅分のデータＤＱ[２ｎ－１：ｎ］＿Ｂが供給され
る。そして、インターフェイス回路１００５－３に供給されたデータＤＱ[ｎ－１：０］
＿Ｂは、メモリコア１００６－３に入力され、インターフェイス回路１００５－４に供給
されたデータＤＱ[２ｎ－１：ｎ］＿Ｂは、メモリコア１００６－４に入力される。この
とき、機能ブロック１００３－２から送信されたアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂは、メモリ
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１００２－３，１００２－４の何れにも供給される。それにより、メモリコア１００６－
３には、ｎビット幅のデータＤＱ[ｎ－１：０］＿Ｂが書き込まれ、メモリコア１００６
－４には、残りのｎビット幅のデータＤＱ[２ｎ－１：ｎ］＿Ｂが書き込まれる。
【００３０】
　一方、メモリからデータの読み出しを行う場合、機能ブロック１００３－２は、アクセ
ス制御信号ＣＴＬ＿Ｂを、インターフェイス回路１００４－２を介してメモリ１００２－
３，１００２－４に対して送信する。このアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂは、メモリ１００
２－３，１００２－４の何れにも供給される。それにより、メモリコア１００６－３から
ｎビット幅のデータＤＱ[ｎ－１：０］＿Ｂが読み出され、メモリコア１００６－４から
残りのｎビット幅のデータＤＱ[２ｎ－１：ｎ］＿Ｂが読み出される。機能ブロック１０
０３－２は、メモリ１００２－３，１００２－４からそれぞれ読み出されたｎビット幅の
データＤＱ[ｎ－１：０］＿Ｂ及びｎビット幅のデータＤＱ[２ｎ－１：ｎ］＿Ｂを、２ｎ
ビット幅のデータＤＱ[２ｎ－１：０］＿Ｂとして受信する。
【００３１】
　このように、図１２に示す半導体集積回路は、データ幅の大きなデータ信号を送受信す
る機能ブロックに対して複数のメモリを備え、当該機能ブロックと当該複数のメモリとの
間でデータ信号の受け渡しを行っていた。
【００３２】
　しかしながら、図１２に示す半導体集積回路では、各機能ブロックに対して複数のメモ
リが設けられる必要があるため、半導体集積回路全体としての部品点数が多くなる。具体
的には、図１２に示す半導体集積回路の部品点数は、ＦＰＧＡ１００１及びメモリ１００
２－１～１００２－４の合計５つである。それにより、これらチップ間を接続する信号線
の本数が増大し、ボード上の配線が混雑してしまう。特に、各機能ブロックから送信され
たアクセス制御信号（アドレス信号及びコマンド信号）は、複数のメモリの何れにも供給
される必要がある。そのため、アクセス制御信号を伝達するための信号線の配線長が増大
し、ボート上の配線が混雑してしまう。その結果、タイミング調整や、クロストーク等の
特性を抑えること、等が困難になるという問題があった。
【００３３】
　また、ＦＰＧＡ１００１は、上記したようにソフトウェアによりその構成を変更可能で
ある。そのため、図１２に示す半導体集積回路では、一度システムボードが構築された後
でも、ＦＰＧＡ１００１の構成を変更することにより、システムの仕様を変更することが
可能である。しかしながら、ボード上の配線までは変更できないため、ＦＰＧＡ１００１
に設けられた機能ブロックを大きなデータ幅のデータを送受信する機能ブロックに変更す
ることができないという問題があった。仮に、大きなデータ幅のデータを送受信する機能
ブロックに変更する場合には、別途、システムボードが構築される必要があるため、設計
工数が増大するという問題があった。
【００３４】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。なお、図面は簡略的
なものであるから、この図面の記載を根拠として本発明の技術的範囲を狭く解釈してはな
らない。また、同一の要素には、同一の記号を付し、重複する説明は省略する。
【００３５】
　実施の形態１
　図１は、本発明の実施の形態１にかかるメモリ（半導体装置）を備えた半導体集積回路
を示すブロック図である。本実施の形態にかかるメモリでは、複数のインターフェイス回
路がそれぞれ複数のメモリコアうち異なるメモリコアに対してデータ信号をインターフェ
イスできるように、複数のインターフェイスと複数のメモリコアとの間にデータ信号の経
路が設定されている。それにより、本実施の形態にかかるメモリは、同一のメモリコアに
対し複数の機能ブロックから同時にアクセスされないため、調停回路による調停が不要と
なり、データ処理性能の低下を抑制することができる。
【００３６】
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　さらに、本実施の形態にかかるメモリは、アクセス制御信号（アドレス信号及びコマン
ド信号）が供給されるインターフェイス回路と、切替信号ＭＯＤＥ１に基づいて選択され
た何れか１つ以上のメモリコアと、の間にアクセス制御信号の経路を設定する選択回路（
経路切替回路）を備える。そのため、本実施の形態にかかるメモリは、外部回路から供給
されるデータ信号のデータ幅に関わらず、当該データ信号に対応するアクセス制御信号を
何れか一つのインターフェイス回路から受信する構成となる。それにより、本実施の形態
にかかる半導体集積回路では、アクセス制御信号を伝達するための信号線の配線長が従来
よりも短くなり、ボード上の配線混雑が抑制される。その結果、タイミング調整や、クロ
ストーク等の特性を抑えること、等が従来よりも容易になる。換言すると、本実施の形態
に係る半導体集積回路は、設計制約を満たす設計が困難になることを抑制することができ
る。以下、具体的に説明する。
【００３７】
　図１に示す半導体集積回路は、複数の機能ブロックを有する集積回路（外部回路）１０
１と、メモリ１０２と、を備える。なお、集積回路１０１は、例えば、ソフトウェアによ
りその構成を変更可能なＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）である。以下では
、集積回路１０１がＦＰＧＡである場合を例に説明する（以下、ＦＰＧＡ１０１と称す）
。
【００３８】
　メモリ１０２は、独立にアクセス可能な４つのメモリコア１０６－１～１０６－４と、
インターフェイス回路１０５－１～１０５－４と、選択回路（経路切替回路）１０７－１
，１０７－２と、を備える。ＦＰＧＡ１０１とメモリ１０２との間では、外部バスを介し
て信号伝達が行われる。なお、メモリコア１０６－１を第１のメモリコア、メモリコア１
０６－２と第２のメモリコアと称する場合がある。インターフェイス回路１０５－１を第
１のバスインターフェイス回路、インターフェイス回路１０５－２を第２のバスインター
フェイス回路と称する場合がある。
【００３９】
　メモリコア１０６－１～１０６－４は、それぞれ、データを記憶するためのメモリセル
（記憶領域）を複数有する。メモリコア１０６－１～１０６－４では、アドレス信号によ
って指定されたメモリセルに対しデータが書き込まれ、又は、アドレス信号によって指定
されたメモリセルに記憶されたデータが読み出される。データの読み出し及び書き込みは
、コマンド信号に含まれるライトイネーブル信号によって切り替えられる。
【００４０】
　なお、本実施の形態では、メモリコア１０６－１～１０６－４が、ぞれぞれ、最大でｎ
ビット（ｎは自然数）のデータ幅のデータを同時に読み出し又は書き込みできる場合を例
に説明する。
【００４１】
　インターフェイス回路１０５－１～１０５－４は、それぞれ、ＦＰＧＡ１０１とメモリ
コア１０６－１～１０６－４との間で行われるデータ信号の受け渡しをインターフェイス
する。つまり、インターフェイス回路１０５－１～１０５－４と、メモリコア１０６－１
～１０６－４と、の間には、１対１の関係でデータ信号の経路が設定されている。なお、
インターフェイス回路（第１のバスインターフェイス回路）１０５－１とメモリコア（第
１のメモリコア）１０６－１とを結合するデータ信号の経路を、第１のデータバスと称す
る場合がある。インターフェイス回路（第２のバスインターフェイス回路）１０５－２と
メモリコア（第２のメモリコア）１０６－２とを結合するデータ信号の経路を、第２のデ
ータバスを称する場合がある。
【００４２】
　さらに、インターフェイス回路１０５－１～１０５－４は、それぞれ、ＦＰＧＡ１０１
からメモリコア１０６－１～１０６－４の何れかに対するアクセス制御信号の受け渡しを
インターフェイスする。インターフェイス回路１０５－１～１０５－４は、それぞれｎビ
ット幅のデータ信号をインターフェイスすることが可能である。
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【００４３】
　選択回路１０７－１は、外部（ＦＰＧＡ１０１）から供給される切替信号ＭＯＤＥ１に
基づいて、インターフェイス回路１０５－１，１０５－２の何れかと、メモリコア１０６
－２と、の間にアクセス制御信号の経路を設定する回路である。換言すると、選択回路１
０７－１は、外部から供給される切替信号ＭＯＤＥ１に基づいて、インターフェイス回路
１０５－１に供給されるアクセス制御信号（第１のアクセス制御信号）、又は、インター
フェイス回路１０５－２に供給されるアクセス制御信号（第２のアクセス制御信号）を選
択し、メモリコア１０６－２に対して出力する回路である。図１の例では、ＦＰＧＡ１０
１からＨレベルの切替信号ＭＯＤＥ１が供給されている。そのため、選択回路１０７－１
は、インターフェイス回路１０５－２とメモリコア１０６－２との間にアクセス制御信号
の経路を設定する。つまり、選択回路１０７－１は、インターフェイス回路１０５－２に
供給されるアクセス制御信号を選択し、メモリコア１０６－２に対して出力する。
【００４４】
　インターフェイス回路１０５－１とメモリコア１０６－１との間には、アクセス制御信
号の経路が設定されている。そのため、メモリコア１０６－１には、インターフェイス回
路１０５－１を介してアクセス制御信号（第１のアクセス制御信号）が入力される。
【００４５】
　選択回路１０７－３は、外部（ＦＰＧＡ１０１）から供給される切替信号ＭＯＤＥ１に
基づいて、インターフェイス回路１０５－３，１０５－４の何れかと、メモリコア１０６
－４と、の間にアクセス制御信号の経路を設定する回路である。換言すると、選択回路１
０７－３は、外部から供給される切替信号ＭＯＤＥ１に基づいて、インターフェイス回路
１０５－３に供給されるアクセス制御信号、又は、インターフェイス回路１０５－４に供
給されるアクセス制御信号、を選択し、メモリコア１０６－４に対して出力する回路であ
る。図１の例では、ＦＰＧＡ１０１からＨレベルの切替信号ＭＯＤＥ１が供給されている
。そのため、選択回路１０７－３は、インターフェイス回路１０５－４とメモリコア１０
６－４との間にアクセス制御信号の経路を設定する。つまり、選択回路１０７－３は、イ
ンターフェイス回路１０５－４に供給されるアクセス制御信号を選択し、メモリコア１０
６－４に対して出力する。
【００４６】
　インターフェイス回路１０５－３とメモリコア１０６－３との間には、アクセス制御信
号の経路が設定されている。そのため、メモリコア１０６－３には、インターフェイス回
路１０５－３を介してアクセス制御信号が入力される。
【００４７】
　ＦＰＧＡ１０１は、プログラミングされることにより、４つの独立した機能ブロック１
０３－１～１０３－４と、インターフェイス回路１０４－１～１０４－４と、を有する。
【００４８】
　なお、本実施の形態では、機能ブロック１０３－１～１０３－４が、それぞれ、メモリ
コアが処理可能な最大データ幅のデータと同じデータ幅のデータを送受信する場合を例に
説明する。つまり、機能ブロック１０３－１～１０３－４は、それぞれ、ｎビットのデー
タ幅のデータを送受信する。
【００４９】
　インターフェイス回路１０４－１～１０４－４は、それぞれ、機能ブロック１０３－１
～１０３－４とメモリ１０２との間で行われるデータ信号及びアクセス制御信号の受け渡
しをインターフェイスする。インターフェイス回路１０４－１～１０４－４は、それぞれ
ｎビット幅のデータ信号をインターフェイスすることが可能である。なお、ＦＰＧＡ１０
１は、図示していないが、機能ブロック１０３－１～１０３－４やメモリ１０２に供給さ
れるクロック信号を生成する回路や、後述する切替信号ＭＯＤＥ１を生成する回路をさら
に有する。
【００５０】
　機能ブロック１０３－１～１０３－４は、作業用データの一時退避等を目的として、メ
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モリ１０２にアクセスする。図１の例では、機能ブロック１０３－１～１０３－４は、そ
れぞれ、メモリ１０２に設けられたメモリコア１０６－１～１０６－４との間でデータ信
号及びアクセス制御信号の受け渡しを行う。
【００５１】
　例えば、メモリにデータの書き込みを行う場合、機能ブロック１０３－１は、ｎビット
幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａ及び対応するアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａを、インタ
ーフェイス回路１０４－１を介してメモリ１０２に対して送信する。メモリ１０２では、
メモリコア１０６－１が、ｎビット幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａ及びアクセス制御
信号ＣＴＬ＿Ａを、インターフェイス回路１０５－１を介して受信する。それにより、メ
モリコア１０６－１には、ｎビット幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａが書き込まれる。
【００５２】
　同様にして、機能ブロック１０３－２は、ｎビット幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｂ
及び対応するアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂを、インターフェイス回路１０４－２を介して
メモリ１０２に対して送信する。メモリ１０２では、メモリコア１０６－２が、ｎビット
幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｂ及びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂを、インターフェイ
ス回路１０５－２を介して受信する。それにより、メモリコア１０６－２には、ｎビット
幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｂが書き込まれる。同様にして、機能ブロック１０３－
３は、ｎビット幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｃ及び対応するアクセス制御信号ＣＴＬ
＿Ｃを、インターフェイス回路１０４－３を介してメモリ１０２に対して送信する。メモ
リ１０２では、メモリコア１０６－３が、ｎビット幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｃ及
びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｃを、インターフェイス回路１０５－３を介して受信する。
それにより、メモリコア１０６－３には、ｎビット幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｃが
書き込まれる。同様にして、機能ブロック１０３－４は、ｎビット幅のデータＤＱ［ｎ－
１：０］＿Ｄ及び対応するアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｄを、インターフェイス回路１０４
－４を介してメモリ１０２に対して送信する。メモリ１０２では、メモリコア１０６－４
が、ｎビット幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｄ及びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｄを、イ
ンターフェイス回路１０５－４を介して受信する。それにより、メモリコア１０６－４に
は、ｎビット幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｄが書き込まれる。
【００５３】
　一方、メモリからデータの読み出しを行う場合、機能ブロック１０３－１は、アクセス
制御信号ＣＴＬ＿Ａを、インターフェイス回路１０４－１を介してメモリ１０２に対して
送信する。メモリ１０２では、メモリコア１０６－１が、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａを
、インターフェイス回路１０５－１を介して受信する。それにより、メモリコア１０６－
１からｎビット幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａが読み出される。
【００５４】
　同様にして、機能ブロック１０３－２は、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂを、インターフ
ェイス回路１０４－２を介してメモリ１０２に対して送信する。メモリ１０２では、メモ
リコア１０６－２が、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂを、インターフェイス回路１０５－２
を介して受信する。それにより、メモリコア１０６－２からｎビット幅のデータＤＱ［ｎ
－１：０］＿Ｂが読み出される。機能ブロック１０３－３は、アクセス制御信号ＣＴＬ＿
Ｃを、インターフェイス回路１０４－３を介してメモリ１０２に対して送信する。メモリ
１０２では、メモリコア１０６－３が、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｃを、インターフェイ
ス回路１０５－３を介して受信する。それにより、メモリコア１０６－３からｎビット幅
のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｃが読み出される。同様にして、機能ブロック１０３－４
は、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｄを、インターフェイス回路１０４－４を介してメモリ１
０２に対して送信する。メモリ１０２では、メモリコア１０６－４が、アクセス制御信号
ＣＴＬ＿Ｄを、インターフェイス回路１０５－４を介して受信する。それにより、メモリ
コア１０６－４からｎビット幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｄが読み出される。
【００５５】
　このようにして、図１の例では、機能ブロック１０３－１とメモリコア１０６－１との
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間でｎビット幅のデータＤＱ＿Ａ及びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａの受け渡しが行われる
。機能ブロック１０３－２とメモリコア１０６－２との間でｎビット幅のデータＤＱ＿Ｂ
及びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂの受け渡しが行われる。機能ブロック１０３－３とメモ
リコア１０６－３との間でｎビット幅のデータＤＱ＿Ｃ及びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｃ
の受け渡しが行われる。また、機能ブロック１０３－４とメモリコア１０６－４との間で
ｎビット幅のデータ信号ＤＱ＿Ｄ及びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｄの受け渡しが行われる
。
【００５６】
　このように、機能ブロック１０３－１～１０３－４は、それぞれ異なるメモリコア１０
６－１～１０６－４との間でデータ信号の受け渡しを行う。そのため、本実施の形態にか
かるメモリ１０２は、同一のメモリコアに対し複数の機能ブロックから同時にアクセスさ
れないため、調停回路による調停が不要となり、データ処理性能の低下を抑制することが
できる。
【００５７】
　なお、図１の例では、ＦＰＧＡ１０１がｎビット幅のデータを送受信する４つの機能ブ
ロック１０３－１～１０３－４を備えた場合を例に説明したが、これに限られない。機能
ブロックの数は任意に変更可能である。ここで、ＦＰＧＡ１０１がｎビット幅のデータを
送受信する３つの機能ブロック１０３－１～１０３－３を備えている場合、メモリ１０２
のインターフェイス回路１０５－４には、ＦＰＧＡ１０１からデータ信号等は供給されな
い。この場合、インターフェイス回路１０５－４には、固定信号（所定の論理レベルの電
圧）が供給される。それにより、入力端子オープンによるフローティングを防ぐことがで
きる。なお、インターフェイス回路１０５－１～１０５－４にそれぞれ固定信号が供給さ
れるか否かは、切替信号ＭＯＤＥ１に基づいて決定される。
【００５８】
　また、ＦＰＧＡ１０１は、例えば、機能ブロックが送信するデータのデータ幅に応じた
信号レベルの切替信号ＭＯＤＥ１を生成し、メモリ１０２に対して出力する。あるいは、
ＦＰＧＡ１０１は、メモリ１０２にアクセスを必要とする機能ブロックの数に応じた信号
レベルの切替信号ＭＯＤＥ１を生成し、メモリ１０２に対して出力する。また、ＦＰＧＡ
１０１は、クロック信号ＣＫを生成しメモリ１０２に対して出力する。メモリコア１０６
－１～１０６－４は、このクロック信号ＣＫに同期して動作する。
【００５９】
　図２Ａに示す半導体集積回路は、図１に示すＦＰＧＡ１０１を再プログラミングしてＦ
ＰＧＡ２０１としたものである。具体的には、ＦＰＧＡ２０１は、再プログラミングされ
ることにより、２つの独立した機能ブロック２０３－１，２０３－２と、インターフェイ
ス回路２０４－１，２０４－２と、を有する。以下では、主として図１に示す半導体集積
回路とは異なる点について説明する。
【００６０】
　なお、本実施の形態では、機能ブロック２０３－１，２０３－２が、それぞれ、メモリ
コアが処理可能な最大データ幅のデータより大きなデータ幅のデータを送受信する場合を
例に説明する。具体的には、機能ブロック２０３－１，２０３－２は、それぞれ、２ｎビ
ットのデータ幅のデータを送受信する。また、インターフェイス回路２０４－１，２０４
－２は、それぞれ２ｎビット幅のデータ信号をインターフェイスすることが可能である。
【００６１】
　図２Ａの例では、ＦＰＧＡ２０１からメモリ１０２に対してＬレベルの切替信号ＭＯＤ
Ｅ１が供給されている。そのため、メモリ１０２において、選択回路１０７－１は、イン
ターフェイス回路１０５－１とメモリコア１０６－２との間にアクセス制御信号の経路を
設定する。つまり、選択回路１０７－１は、インターフェイス回路１０５－１に供給され
るアクセス制御信号を選択し、メモリコア１０６－２に対して出力する。また、選択回路
１０７－３は、インターフェイス回路１０５－３とメモリコア１０６－４との間にアクセ
ス制御信号の経路を設定する。つまり、選択回路１０７－３は、インターフェイス回路１
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０５－３に供給されるアクセス制御信号を選択し、メモリコア１０６－４に対して出力す
る。
【００６２】
　つまり、インターフェイス回路１０５－１とメモリコア１０６－１，１０６－２との間
にアクセス制御信号の経路が設定され、インターフェイス回路１０５－３とメモリコア１
０６－３，１０６－４との間にアクセス制御信号の経路が設定される。なお、データ信号
の経路は、図１の場合と同様に、インターフェイス回路１０５－１～１０５－４と、メモ
リコア１０６－１～１０６－４と、の間に１対１の関係で設定されている。
【００６３】
　ＦＰＧＡ２０１において、インターフェイス回路２０４－１，２０４－２は、それぞれ
、機能ブロック２０３－１，２０３－２とメモリ１０２との間で行われるデータ信号及び
アクセス制御信号の受け渡しをインターフェイスする。
【００６４】
　機能ブロック２０３－１，２０３－２は、作業用データの一時退避等を目的として、メ
モリ１０２にアクセスする。図２Ａの例では、機能ブロック２０３－１は、メモリ１０２
に設けられたメモリコア１０６－１，１０６－２との間でデータ信号及びアクセス制御信
号の受け渡しを行い、機能ブロック２０３－２は、メモリ１０２に設けられたメモリコア
１０６－３，１０６－４との間でデータ信号及びアクセス制御信号の受け渡しを行う。
【００６５】
　例えば、メモリにデータの書き込みを行う場合、機能ブロック２０３－１は、２ｎビッ
ト幅のデータＤＱ［２ｎ－１：０］＿Ａ及び対応するアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａを、イ
ンターフェイス回路２０４－１を介してメモリ１０２に対して送信する。メモリ１０２で
は、メモリコア１０６－１が、ｎビット幅分のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａをインター
フェイス回路１０５－１を介して受信し、メモリコア１０６－２が、残りのｎビット幅分
のデータＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ａをインターフェイス回路１０５－２を介して受信する
。このとき、機能ブロック２０３－１から送信されたアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、イ
ンターフェイス回路１０５－１にのみ供給される。そして、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａ
は、インターフェイス回路１０５－１を介して、メモリコア１０６－１，１０６－２の何
れにも入力される。それにより、メモリコア１０６－１には、ｎビット幅分のデータＤＱ
［ｎ－１：０］＿Ａが書き込まれ、メモリコア１０６－２には、残りのｎビット幅分のデ
ータＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ａが書き込まれる。
【００６６】
　同様にして、機能ブロック２０３－２は、２ｎビット幅のデータＤＱ［２ｎ－１：０］
＿Ｂ及び対応するアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂを、インターフェイス回路２０４－２を介
してメモリ１０２に対して送信する。メモリ１０２では、メモリコア１０６－３が、ｎビ
ット幅分のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｂをインターフェイス回路１０５－３を介して受
信し、メモリコア１０６－４が、残りのｎビット幅分のデータＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ｂ
をインターフェイス回路１０５－４を介して受信する。このとき、機能ブロック２０３－
２から送信されたアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂは、インターフェイス回路１０５－３にの
み供給される。そして、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂは、インターフェイス回路１０５－
３を介して、メモリコア１０６－３，１０６－４の何れにも入力される。それにより、メ
モリコア１０６－３には、ｎビット幅分のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｂが書き込まれ、
メモリコア１０６－４には、残りのｎビット幅分のデータＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ｂが書
き込まれる。
【００６７】
　一方、メモリからデータの読み出しを行う場合、機能ブロック２０３－１は、アクセス
制御信号ＣＴＬ＿Ａを、インターフェイス回路２０４－１を介してメモリ１０２に対して
送信する。このアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、インターフェイス回路１０５－１にのみ
供給される。そして、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、インターフェイス回路１０５－１
を介して、メモリコア１０６－１，１０６－２の何れにも入力される。それにより、メモ
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リコア１０６－１からｎビット幅分のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａが読み出され、メモ
リコア１０６－２から残りのｎビット幅分のデータＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ａが読み出さ
れる。
【００６８】
　同様にして、機能ブロック２０３－２は、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂを、インターフ
ェイス回路２０４－２を介してメモリ１０２に対して送信する。このアクセス制御信号Ｃ
ＴＬ＿Ｂは、インターフェイス回路１０５－３にのみ供給される。そして、アクセス制御
信号ＣＴＬ＿Ｂは、インターフェイス回路１０５－３を介して、メモリコア１０６－３，
１０６－４の何れにも入力される。それにより、メモリコア１０６－３からｎビット幅分
のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｂが読み出され、メモリコア１０６－４から残りのｎビッ
ト幅分のデータＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ｂが読み出される。
【００６９】
　このようにして、機能ブロック２０３－１とメモリコア１０６－１，１０６－２との間
で２ｎビット幅のデータＤＱ＿Ａ及びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａの受け渡しが行われる
。機能ブロック２０３－２とメモリコア１０６－３，１０６－４との間で２ｎビット幅の
データＤＱ＿Ｂ及びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂの受け渡しが行われる。
【００７０】
　このように、機能ブロック２０３－１，２０３－２は、それぞれ異なるメモリコア１０
６－１～１０６－４との間でデータ信号の受け渡しを行う。そのため、本実施の形態にか
かるメモリ１０２は、同一のメモリコアに対し複数の機能ブロックから同時にアクセスさ
れないため、調停回路による調停が不要となり、データ処理性能の低下を抑制することが
できる。
【００７１】
　さらに、図１及び図２Ａに示す本発明にかかる半導体集積回路では、図１２に示す従来
技術の半導体集積回路と比較して、半導体集積回路全体としての部品点数が少ない。具体
的には、図１及び図２Ａに示す半導体集積回路の部品点数は、ＦＰＧＡ１０１（２０１）
及びメモリ１０２の合計２つである。それにより、本発明にかかる半導体集積回路では、
これらチップ間を接続する信号線の本数が従来技術の場合よりも少なくなり、ボード上の
配線の混雑は抑制される。特に、図２Ａの例のように、機能ブロックによって送受信され
るデータのデータ幅が大きく、当該データがメモリ内の複数のインターフェイス回路に分
かれて供給される場合でも、当該機能ブロックから送信されるアクセス制御信号は、メモ
リ内の一つのインターフェイス回路にのみ供給される。そのため、本発明にかかる半導体
集積回路では、アクセス制御信号を伝達するための信号線の配線長が従来技術の場合より
も短くなり、ボード上の配線の混雑が抑制される。その結果、本発明にかかる半導体集積
回路では、タイミング調整や、クロストークなどの特性を抑えること、等が、従来技術の
場合よりも容易になる。
【００７２】
　さらに、本発明にかかる半導体集積回路では、一度システムボードが構築された後に、
機能ブロックを大きなデータ幅のデータを送受信する機能ブロックに変更する場合でも、
ボード上の配線を変更する必要がない。そのため、本発明にかかる半導体集積回路は、従
来技術と異なり、別途システムボードを構築する必要が無いため、設計工数の増大を抑制
することができる。
【００７３】
　なお、図２Ａの例では、ＦＰＧＡ２０１が２ｎビット幅のデータを送受信する２つの機
能ブロック２０３－１，２０３－２を備えた場合を例に説明したが、これに限られない。
機能ブロックの数は任意に変更可能である。ここで、ＦＰＧＡ２０１が２ｎビット幅のデ
ータを送受信する１つの機能ブロック２０３－１を備えている場合、メモリ１０２のイン
ターフェイス回路１０５－３，１０５－４には、ＦＰＧＡ２０１からデータ信号等は供給
されない。この場合、インターフェイス回路１０５－３，１０５－４には、固定信号（所
定の論理レベルの電圧）が供給される。それにより、入力端子オープンによるフローティ
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ングを防ぐことができる。なお、インターフェイス回路１０５－１～１０５－４にそれぞ
れ固定信号が供給されるか否かは、切替信号ＭＯＤＥ１に基づいて決定される。
【００７４】
（メモリ１０２の具体的な構成例）
　次に、メモリ１０２の具体的な構成例について、図３を用いて説明する。図３は、図１
及び図２Ａに示すメモリ１０２に設けられたインターフェイス回路１０５－１，１０５－
２及び選択回路１０７－１の一部を示す回路図である。図３は、主としてアドレス信号及
びコマンド信号の信号経路上の回路構成を示している。なお、インターフェイス回路１０
５－３，１０５－４及び選択回路１０７－３も、インターフェイス回路１０５－１，１０
５－２及び選択回路１０７－１と同様の回路構成である。
【００７５】
　図３に示すように、インターフェイス回路１０５－１，１０５－２及び選択回路１０７
－１は、それぞれ、複数の論理ゲートにより構成されている。なお、図３の例では、特性
をできるだけ同じにするため、何れのインターフェイス回路も同一の回路構成としている
。また、図３では、選択回路１０７－１から出力される２種類のアクセス制御信号に対し
それぞれ新たな符号を付すことにより、それらを明示的に区別している。
【００７６】
　図３に示すように、インターフェイス回路１０５－１には、コマンド信号として、チッ
プセレクト信号ＣＳＮ＿Ａ、ライトイネーブル信号ＷＥＮ＿Ａ及びリフレッシュ信号ＲＥ
ＦＮ＿Ａが供給される。さらに、インターフェイス回路１０５－１には、ｍ（ｍは自然数
）ビット幅のアドレス信号Ａ０＿Ａ～Ａ（ｍ－１）＿Ａが供給される。これらの信号群を
まとめてアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａと称す。
【００７７】
　また、インターフェイス回路１０５－２には、コマンド信号として、チップセレクト信
号ＣＳＮ＿Ｂ、ライトイネーブル信号ＷＥＮ＿Ｂ及びリフレッシュ信号ＲＥＦＮ＿Ｂが供
給され得る。さらに、インターフェイス回路１０５－２には、ｍビット幅のアドレス信号
Ａ０＿Ｂ～Ａ（ｍ－１）＿Ｂが供給され得る。これらの信号群をまとめてアクセス制御信
号ＣＴＬ＿Ｂと称す。
【００７８】
　選択回路１０７－１は、インターフェイス回路１０５－１に供給されたアクセス制御信
号ＣＴＬ＿Ａを、常に、チップセレクト信号ＣＳＮ＿ｃ１、ライトイネーブル信号ＷＥＮ
＿ｃ１、リフレッシュ信号ＲＥＦＮ＿ｃ１及びアドレス信号Ａ０＿ｃ１～Ａ（ｍ－１）＿
ｃ１としてメモリコア１０６－１に対して出力する。
【００７９】
　さらに、選択回路１０７－１は、切替信号ＭＯＤＥ１に基づいて、インターフェイス回
路１０５－１に供給されたアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａ、又は、インターフェイス回路１
０５－２に供給されたアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂ、を選択し、チップセレクト信号ＣＳ
Ｎ＿ｃ２、ライトイネーブル信号ＷＥＮ＿ｃ２、リフレッシュ信号ＲＥＦＮ＿ｃ２及びア
ドレス信号Ａ０＿ｃ２～Ａ（ｍ－１）＿ｃ２としてメモリコア１０６－２に対して出力す
る。
【００８０】
　例えば、切替信号ＭＯＤＥ１がＨレベルの場合、選択回路１０７－１は、インターフェ
イス回路１０５－２に供給されたアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂを、チップセレクト信号Ｃ
ＳＮ＿ｃ２、ライトイネーブル信号ＷＥＮ＿ｃ２、リフレッシュ信号ＲＥＦＮ＿ｃ２及び
アドレス信号Ａ０＿ｃ２～Ａ（ｍ－１）＿ｃ２としてメモリコア１０６－２に対して出力
する。
【００８１】
　一方、切替信号ＭＯＤＥ１がＬレベルの場合、選択回路１０７－１は、インターフェイ
ス回路１０５－１に供給されたアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａを、チップセレクト信号ＣＳ
Ｎ＿ｃ２、ライトイネーブル信号ＷＥＮ＿ｃ２、リフレッシュ信号ＲＥＦＮ＿ｃ２及びア
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ドレス信号Ａ０＿ｃ２～Ａ（ｍ－１）＿ｃ２としてメモリコア１０６－２に対して出力す
る。
【００８２】
　なお、図３に示すメモリ１０２の回路構成は一例に過ぎず、同様の処理を実行できる他
の構成に変更可能であることは言うまでもない。
【００８３】
　実施の形態２
　本実施の形態では、図１及び図２Ａに示すメモリ１０２の第１の変形例について、図２
Ｂを用いて説明する。図２Ｂに示す半導体集積回路は、ＦＰＧＡ２０１ｂと、メモリ１０
２の変形例としてメモリ１０２ｂと、を備える。ここで、ＦＰＧＡ２０１ｂとメモリ１０
２ｂとの間では、３ｎビット幅のデータ信号の受け渡しが行われる。
【００８４】
　メモリ１０２ｂは、メモリ１０２と比較して、選択回路の構成が異なる。具体的には、
メモリ１０２ｂは、選択回路１０７－３に代えて選択回路１０７－２を備える。メモリ１
０２ｂのその他の回路構成については、メモリ１０２の場合と同様であるため、その説明
を省略する。
【００８５】
　選択回路１０７－２は、外部（ＦＰＧＡ２０１ｂ）から供給される切替信号ＭＯＤＥ１
に基づいて、インターフェイス回路１０５－１，１０５－３の何れかと、メモリコア１０
６－３と、の間にアクセス制御信号の経路を設定する回路である。換言すると、選択回路
１０７－２は、外部から供給される切替信号ＭＯＤＥ１に基づいて、インターフェイス回
路１０５－１に供給されるアクセス制御信号（第１のアクセス制御信号）、又は、インタ
ーフェイス回路１０５－３に供給されるアクセス制御信号（第３のアクセス制御信号）を
選択し、メモリコア（第３のメモリコア）１０６－３に対して出力する。図２Ｂの例では
、ＦＰＧＡ２０１ｂからＬレベルの切替信号ＭＯＤＥ１が供給されている。そのため、選
択回路１０７－２は、インターフェイス回路１０５－１とメモリコア１０６－３との間に
アクセス制御信号の経路を設定する。つまり、選択回路１０７－２は、インターフェイス
回路１０５－１に供給されるアクセス制御信号を選択し、メモリコア１０６－３に対して
出力する。
【００８６】
　なお、仮にＦＰＧＡ２０１ｂからＨレベルの切替信号ＭＯＤＥ１が供給される場合には
、選択回路１０７－２は、インターフェイス回路１０５－３とメモリコア１０６－３との
間にアクセス制御信号の経路を設定する。つまり、選択回路１０７－２は、インターフェ
イス回路１０５－３に供給されるアクセス制御信号を選択し、メモリコア１０６－３に対
して出力する。
【００８７】
　また、選択回路１０７－１は、上記したように、切替信号ＭＯＤＥ１がＬレベルの場合
、インターフェイス回路１０５－１とメモリコア１０６－２との間にアクセス制御信号の
経路を設定する。つまり、選択回路１０７－１は、インターフェイス回路１０５－１に供
給されるアクセス制御信号を選択し、メモリコア１０６－２に対して出力する。
【００８８】
　つまり、インターフェイス回路１０５－１とメモリコア１０６－１～１０６－３との間
にアクセス制御信号の経路が設定される。そのため、メモリコア１０６－１～１０６－３
には、何れもインターフェイス回路１０５－１を介して共通のアクセス制御信号が入力さ
れる。その他、インターフェイス回路１０５－４とメモリコア１０６－４との間には、ア
クセス制御信号の経路が設定されている。そのため、メモリコア１０６－４には、インタ
ーフェイス回路１０５－４を介してアクセス制御信号が入力される。
【００８９】
　なお、データ信号の経路は、図１及び図２Ａの場合と同様に、インターフェイス回路１
０５－１～１０５－４と、メモリコア１０６－１～１０６－４と、の間に１対１の関係で
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設定されている。なお、インターフェイス回路（第３のバスインターフェイス回路）１０
５－３とメモリコア（第３のメモリコア）１０６－３とを結合するデータ信号の経路を、
第３のデータバスと称する場合がある。
【００９０】
　ＦＰＧＡ２０１ｂは、プログラミングされることにより、２つの独立した機能ブロック
２０３ｂ－１，２０３ｂ－２と、インターフェイス回路２０４ｂ－１，２０４ｂ－２と、
を有する。なお、本実施の形態では、機能ブロック２０３ｂ－１が、３ｎビットのデータ
幅のデータを送受信し、機能ブロック２０３ｂ－２が、ｎビットのデータ幅のデータを送
受信する場合を例に説明する。
【００９１】
　インターフェイス回路２０４ｂ－１，２０４ｂ－２は、それぞれ、機能ブロック２０３
ｂ－１，２０３ｂ－２とメモリ１０２ｂとの間で行われるデータ信号及びアクセス制御信
号の受け渡しをインターフェイスする。インターフェイス回路２０４ｂ－１は、３ｎビッ
ト幅のデータ信号をインターフェイス可能であり、インターフェイス回路２０４ｂ－２は
、ｎビット幅のデータ信号をインターフェイスすることが可能である。
【００９２】
　機能ブロック２０３ｂ－１，２０３ｂ－２は、作業用データの一時退避等を目的として
、メモリ１０２ｂにアクセスする。図２Ｂの例では、機能ブロック２０３ｂ－１は、メモ
リ１０２ｂに設けられたメモリコア１０６－１～１０６－３との間でデータ信号及びアク
セス制御信号の受け渡しを行い、機能ブロック２０３ｂ－２は、メモリ１０２ｂに設けら
れたメモリコア１０６－４との間でデータ信号及びアクセス制御信号の受け渡しを行う。
【００９３】
　例えば、メモリにデータの書き込みを行う場合、機能ブロック２０３ｂ－１は、３ｎビ
ット幅のデータＤＱ［３ｎ－１：０］＿Ａ及び対応するアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａを、
インターフェイス回路２０４ｂ－１を介してメモリ１０２ｂに対して送信する。メモリ１
０２ｂでは、メモリコア１０６－１が、ｎビット幅分のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａを
インターフェイス回路１０５－１を介して受信し、メモリコア１０６－２が、ｎビット幅
分のデータＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ａをインターフェイス回路１０５－２を介して受信し
、残りのｎビット幅分のデータＤＱ［３ｎ－１：２ｎ］＿Ａをインターフェイス回路１０
５－３を介して受信する。このとき、機能ブロック２０３ｂ－１から送信されたアクセス
制御信号ＣＴＬ＿Ａは、インターフェイス回路１０５－１にのみ供給される。そして、ア
クセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、インターフェイス回路１０５－１を介して、メモリコア１
０６－１～１０６－３の何れにも入力される。それにより、メモリコア１０６－１には、
ｎビット幅分のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａが書き込まれ、メモリコア１０６－２には
、ｎビット幅分のデータＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ａが書き込まれ、メモリコア１０６－３
には、残りのｎビット幅分のデータＤＱ［３ｎ－１：２ｎ］＿Ａが書き込まれる。
【００９４】
　また、機能ブロック２０３ｂ－２は、ｎビット幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｂ及び
対応するアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂを、インターフェイス回路２０４ｂ－２を介してメ
モリ１０２ｂに対して送信する。メモリ１０２ｂでは、メモリコア１０６－４が、ｎビッ
ト幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｂ及び対応するアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂを、イン
ターフェイス回路１０５－４を介して受信する。それにより、メモリコア１０６－４には
、ｎビット幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｂが書き込まれる。
【００９５】
　一方、メモリからデータの読み出しを行う場合、機能ブロック２０３ｂ－１は、アクセ
ス制御信号ＣＴＬ＿Ａを、インターフェイス回路２０４ｂ－１を介してメモリ１０２ｂに
対して送信する。機能ブロック２０３ｂ－１から送信されたアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａ
は、インターフェイス回路１０５－１にのみ供給される。そして、アクセス制御信号ＣＴ
Ｌ＿Ａは、インターフェイス回路１０５－１を介して、メモリコア１０６－１～１０６－
３の何れにも入力される。それにより、メモリコア１０６－１からｎビット幅分のデータ
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ＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａが読み出され、メモリコア１０６－２からｎビット幅分のデータ
ＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ａが読み出され、メモリコア１０６－３から残りのｎビット幅分
のデータＤＱ［３ｎ－１：２ｎ］＿Ａが読み出される。
【００９６】
　また、機能ブロック２０３ｂ－２は、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂを、インターフェイ
ス回路２０４ｂ－２を介してメモリ１０２ｂに対して送信する。メモリ１０２ｂでは、メ
モリコア１０６－４が、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂを、インターフェイス回路１０５－
４を介して受信する。それにより、メモリコア１０６－４からｎビット幅のデータＤＱ［
ｎ－１：０］＿Ｂが読み出される。
【００９７】
　このようにして、図２Ｂの例では、機能ブロック２０３ｂ－１とメモリコア１０６－１
～１０６－３との間で３ｎビット幅のデータＤＱ＿Ａ及びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａの
受け渡しが行われる。機能ブロック２０３ｂ－２とメモリコア１０６－４との間でｎビッ
ト幅のデータＤＱ＿Ｂ及びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂの受け渡しが行われる。このとき
、各アクセス制御信号は、メモリ１０２ｂの一つのインターフェイス回路にのみ供給され
る。
【００９８】
　このように、３ｎビット幅のデータ信号の受け渡しを行う構成であっても、本実施の形
態にかかるメモリ１０２ｂ及びそれを備えた半導体集積回路は、実施の形態１の場合と同
様の効果を奏することができる。
【００９９】
　実施の形態３
　本実施の形態では、図１及び図２Ａに示すメモリ１０２の第２の変形例について、図２
Ｃを用いて説明する。図２Ｃに示す半導体集積回路は、ＦＰＧＡ２０１ｃと、メモリ１０
２の変形例としてメモリ１０２ｃと、を備える。ここで、ＦＰＧＡ２０１ｃとメモリ１０
２ｃとの間では、４ｎビット幅のデータ信号の受け渡しが行われる。
【０１００】
　メモリ１０２ｃは、メモリ１０２と比較して、選択回路の構成が異なる。具体的には、
メモリ１０２ｃは、３つの選択回路１０７－１～１０７－３を備える。これら選択回路１
０７－１～１０７－３のそれぞれの回路構成及び動作については、上記しているので、そ
の説明を省略する。
【０１０１】
　図２Ｃの例では、ＦＰＧＡ２０１ｃからＬレベルの切替信号ＭＯＤＥ１が供給されてい
る。そのため、選択回路１０７－１は、インターフェイス回路１０５－１とメモリコア１
０６－２との間にアクセス制御信号の経路を設定し、選択回路１０７－２は、インターフ
ェイス回路１０５－１とメモリコア１０６－３との間にアクセス制御信号の経路を設定し
、選択回路１０７－３は、インターフェイス回路１０５－１とメモリコア１０６－４との
間にアクセス制御信号の経路を設定する。つまり、インターフェイス回路１０５－１とメ
モリコア１０６－１～１０６－４との間にアクセス制御信号の経路が設定される。そのた
め、メモリコア１０６－１～１０６－４には、何れもインターフェイス回路１０５－１を
介して共通のアクセス制御信号が入力される。
【０１０２】
　なお、データ信号の経路は、図１及び図２Ａの場合と同様に、インターフェイス回路１
０５－１～１０５－４と、メモリコア１０６－１～１０６－４と、の間に１対１の関係で
設定されている。
【０１０３】
　ＦＰＧＡ２０１ｃは、プログラミングされることにより、１つの独立した機能ブロック
２０３ｃ－１と、インターフェイス回路２０４ｃ－１と、を有する。なお、本実施の形態
では、機能ブロック２０３ｃ－１が、４ｎビットのデータ幅のデータを送受信する場合を
例に説明する。
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【０１０４】
　インターフェイス回路２０４ｃ－１は、機能ブロック２０３ｃ－１とメモリ１０２ｃと
の間で行われるデータ信号及びアクセス制御信号の受け渡しをインターフェイスする。イ
ンターフェイス回路２０４ｃ－１は、４ｎビット幅のデータ信号をインターフェイスする
ことが可能である。
【０１０５】
　機能ブロック２０３ｃ－１は、作業用データの一時退避等を目的として、メモリ１０２
ｃにアクセスする。図２Ｃの例では、機能ブロック２０３ｃ－１は、メモリ１０２ｃに設
けられたメモリコア１０６－１～１０６－４との間でデータ信号及びアクセス制御信号の
受け渡しを行う。
【０１０６】
　例えば、メモリにデータの書き込みを行う場合、機能ブロック２０３ｃ－１は、４ｎビ
ット幅のデータＤＱ［４ｎ－１：０］＿Ａ及び対応するアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａを、
インターフェイス回路２０４ｃ－１を介してメモリ１０２ｃに対して送信する。メモリ１
０２ｃでは、メモリコア１０６－１が、ｎビット幅分のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａを
インターフェイス回路１０５－１を介して受信し、メモリコア１０６－２が、ｎビット幅
分のデータＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ａをインターフェイス回路１０５－２を介して受信し
、ｎビット幅分のデータＤＱ［３ｎ－１：２ｎ］＿Ａをインターフェイス回路１０５－３
を介して受信し、残りのｎビット幅分のデータＤＱ［４ｎ－１：３ｎ］＿Ａをインターフ
ェイス回路１０５－４を介して受信する。このとき、機能ブロック２０３ｃ－１から送信
されたアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、インターフェイス回路１０５－１にのみ供給され
る。そして、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、インターフェイス回路１０５－１を介して
、メモリコア１０６－１～１０６－４の何れにも入力される。それにより、メモリコア１
０６－１には、ｎビット幅分のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａが書き込まれ、メモリコア
１０６－２には、ｎビット幅分のデータＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ａが書き込まれ、メモリ
コア１０６－３には、ｎビット幅分のデータＤＱ［３ｎ－１：２ｎ］＿Ａが書き込まれ、
メモリコア１０６－４には、残りのｎビット幅分のデータＤＱ［４ｎ－１：３ｎ］＿Ａが
書き込まれる。
【０１０７】
　一方、メモリからデータの読み出しを行う場合、機能ブロック２０３ｃ－１は、アクセ
ス制御信号ＣＴＬ＿Ａを、インターフェイス回路２０４ｃ－１を介してメモリ１０２ｃに
対して送信する。機能ブロック２０３ｃ－１から送信されたアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａ
は、インターフェイス回路１０５－１にのみ供給される。そして、アクセス制御信号ＣＴ
Ｌ＿Ａは、インターフェイス回路１０５－１を介して、メモリコア１０６－１～１０６－
４の何れにも入力される。それにより、メモリコア１０６－１からｎビット幅分のデータ
ＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａが読み出され、メモリコア１０６－２からｎビット幅分のデータ
ＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ａが読み出され、メモリコア１０６－３からｎビット幅分のデー
タＤＱ［３ｎ－１：２ｎ］＿Ａが読み出され、メモリコア１０６－４から残りのｎビット
幅分のデータＤＱ［４ｎ－１：３ｎ］＿Ａが読み出される。
【０１０８】
　このようにして、図２Ｃの例では、機能ブロック２０３ｃ－１とメモリコア１０６－１
～１０６－４との間で４ｎビット幅のデータＤＱ＿Ａ及びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａの
受け渡しが行われる。このとき、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、メモリ１０２ｃの一つ
のインターフェイス回路にのみ供給される。
【０１０９】
　このように、４ｎビット幅のデータ信号の受け渡しを行う構成であっても、本実施の形
態にかかるメモリ１０２ｃ及びそれを備えた半導体集積回路は、実施の形態１の場合と同
様の効果を奏することができる。
【０１１０】
　実施の形態４
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　図４は、本発明の実施の形態４にかかるメモリ（半導体装置）を備えた半導体集積回路
を示すブロック図である。実施の形態１～３にかかるメモリでは、機能ブロックによって
大きなデータ幅のデータが送受信される場合、複数のメモリコアにて同時にデータの読み
書きが行われるため、消費電力が増大してしまう可能性がある。一方、本実施の形態にか
かるメモリでは、機能ブロックによって大きなデータ幅のデータが送受信される場合でも
、複数のメモリコアにて同時にデータの読み書きが行われないため、消費電力の増大が抑
制される。以下、具体的に説明する。
【０１１１】
　図４に示す半導体集積回路は、ＦＰＧＡ４０１と、メモリ４０２と、を備える。なお、
ＦＰＧＡ４０１は、図１に示すＦＰＧＡ１０１と同様の回路構成である。機能ブロック４
０３－１～４０３－４は、それぞれ、図１における機能ブロック１０３－１～１０３－４
に対応する。インターフェイス回路４０４－１～４０４－４は、それぞれ、図１における
インターフェイス回路１０４－１～１０４－４に対応する。したがって、機能ブロック４
０３－１～４０３－４は、それぞれ、ｎビットのデータ幅のデータを送受信する。
【０１１２】
　メモリ４０２において、インターフェイス回路４０５－１～４０５－４は、ぞれぞれ、
図１におけるインターフェイス回路１０５－１～１０５－４に対応する。メモリコア４０
６－１～４０６－４は、それぞれ、図１におけるメモリコア１０６－１～１０６－４に対
応する。なお、本実施の形態では、メモリコア４０６－１～４０６－４が、それぞれ、最
大で２ｎビットのデータ幅のデータを同時に読み出し又は書き込みできる場合を例に説明
する。
【０１１３】
　また、メモリ４０２は、図１に示すメモリ１０２と比較して、選択回路１０７－１，１
０７－３に代えて選択回路４０７－１，４０７－２を備える。以下では、主として選択回
路４０７－１，４０７－２について説明する。
【０１１４】
　選択回路４０７－１は、外部（ＦＰＧＡ４０１）から供給される切替信号ＭＯＤＥ２に
基づいて、インターフェイス回路４０５－１，４０５－２と、メモリコア４０６－１，４
０６－２と、の間にデータ信号及びアクセス制御信号の経路を設定する回路である。選択
回路４０７－２は、外部ら供給される切替信号ＭＯＤＥ２に基づいて、インターフェイス
回路４０５－３，４０５－４と、メモリコア４０６－３，４０６－４と、の間にデータ信
号及びアクセス制御信号の経路を設定する回路である。
【０１１５】
　図４の例では、ＦＰＧＡ４０１からＨレベルの切替信号ＭＯＤＥ２が供給されている。
この場合、選択回路４０７－１は、インターフェイス回路４０５－１と、メモリコア４０
６－１と、の間にデータ信号及びアクセス制御信号の経路を設定するとともに、インター
フェイス回路４０５－２と、メモリコア４０６－２と、の間にデータ信号及びアクセス制
御信号の経路を設定する。また、選択回路４０７－２は、インターフェイス回路４０５－
３と、メモリコア４０６－３と、の間にデータ信号及びアクセス制御信号の経路を設定す
るとともに、インターフェイス回路４０５－４と、メモリコア４０６－４と、の間にデー
タ信号及びアクセス制御信号の経路を設定する。
【０１１６】
　機能ブロック４０３－１～４０３－４は、それぞれ、メモリ４０２に設けられたメモリ
コア４０６－１～４０６－４との間でデータ信号及びアクセス制御信号の受け渡しを行う
。具体的には、機能ブロック４０３－１とメモリコア４０６－１との間でデータＤＱ＿Ａ
及びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａの受け渡しが行われる。機能ブロック４０３－２とメモ
リコア４０６－２との間でデータＤＱ＿Ｂ及びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂの受け渡しが
行われる。機能ブロック４０３－３とメモリコア４０６－３との間でデータＤＱ＿Ｃ及び
アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｃの受け渡しが行われる。また、機能ブロック４０３－４とメ
モリコア４０６－４との間でデータ信号ＤＱ＿Ｄ及びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｄの受け
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渡しが行われる。
【０１１７】
　なお、上記したように、メモリコア４０６－１は、２ｎビット幅のデータを同時に読み
出し又は書き込みできる。それに対し、メモリコア４０６－１にアクセスする機能ブロッ
ク４０３－１は、ｎビット幅のデータを送受信する。そのため、メモリコア４０６－１に
おいて、上位ｎビットのデータが記憶される記憶領域と、下位ｎビットのデータが記憶さ
れる記憶領域と、のうち何れの記憶領域が用いられるかは、例えば、機能ブロック４０３
－１から送信されるアドレス信号の最上位ビットの値に基づいて決定される。
【０１１８】
　同様に、メモリコア４０６－２は、２ｎビット幅のデータを同時に読み出し又は書き込
みできる。それに対し、メモリコア４０６－２にアクセスする機能ブロック４０３－２は
、ｎビット幅のデータを送受信する。そのため、メモリコア４０６－２において、上位ｎ
ビットのデータが記憶される記憶領域と、下位ｎビットのデータが記憶される記憶領域と
、のうち何れの記憶領域が用いられるかは、例えば、機能ブロック４０３－２から送信さ
れるアドレス信号の最上位ビットの値に基づいて決定される。
【０１１９】
　同様に、メモリコア４０６－３は、２ｎビット幅のデータを同時に読み出し又は書き込
みできる。それに対し、メモリコア４０６－３にアクセスする機能ブロック４０３－３は
、ｎビット幅のデータを送受信する。そのため、メモリコア４０６－３において、上位ｎ
ビットのデータが記憶される記憶領域と、下位ｎビットのデータが記憶される記憶領域と
、のうち何れの記憶領域が用いられるかは、例えば、機能ブロック４０３－３から送信さ
れるアドレス信号の最上位ビットの値に基づいて決定される。
【０１２０】
　同様に、メモリコア４０６－４は、２ｎビット幅のデータを同時に読み出し又は書き込
みできる。それに対し、メモリコア４０６－４にアクセスする機能ブロック４０３－４は
、ｎビット幅のデータを送受信する。そのため、メモリコア４０６－４において、上位ｎ
ビットのデータが記憶される記憶領域と、下位ｎビットのデータが記憶される記憶領域と
、のうち何れの記憶領域が用いられるかは、例えば、機能ブロック４０３－４から送信さ
れるアドレス信号の最上位ビットの値に基づいて決定される。
【０１２１】
　このように、本実施の形態にかかるメモリ４０２は、同時アクセスできない記憶領域に
対し複数の機能ブロックから同時にアクセスされないため、調停回路による調停が不要と
なり、データ処理性能の低下を抑制することができる。
【０１２２】
　なお、図４の例では、ＦＰＧＡ４０１がｎビット幅のデータを送受信する４つの機能ブ
ロック４０３－１～４０３－４を備えた場合を例に説明したが、これに限られない。機能
ブロックの数は任意に変更可能である。ここで、ＦＰＧＡ４０１がｎビット幅のデータを
送受信する３つの機能ブロック４０３－１～４０３－３を備えている場合、メモリ４０２
のインターフェイス回路４０５－４には、ＦＰＧＡ４０１からデータ信号等は供給されな
い。この場合、インターフェイス回路４０５－４には、固定信号（所定の論理レベルの電
圧）が供給される。それにより、入力端子オープンによるフローティングを防ぐことがで
きる。なお、インターフェイス回路４０５－１～４０５－４にそれぞれ固定信号が供給さ
れるか否かは、切替信号ＭＯＤＥ２に基づいて決定される。
【０１２３】
　図５Ａに示す半導体集積回路は、図４に示すＦＰＧＡ４０１を再プログラミングしてＦ
ＰＧＡ５０１としたものである。具体的には、ＦＰＧＡ５０１は、再プログラミングされ
ることにより、２つの独立した機能ブロック５０３－１，５０３－２と、インターフェイ
ス回路５０４－１，５０４－２と、を有する。
【０１２４】
　なお、ＦＰＧＡ５０１は、図２Ａに示すＦＰＧＡ２０１と同様の回路構成である。機能
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ブロック５０３－１，５０３－２は、それぞれ、図２Ａにおける機能ブロック２０３－１
，２０３－２に対応する。インターフェイス回路５０４－１，５０４－２は、それぞれ、
図２Ａにおけるインターフェイス回路２０４－１，２０４－２に対応する。したがって、
機能ブロック５０３－１，５０３－２は、それぞれ、２ｎビットのデータ幅のデータを送
受信する。
【０１２５】
　図５Ａの例では、ＦＰＧＡ５０１からメモリ４０２に対してＬレベルの切替信号ＭＯＤ
Ｅ２が供給されている。この場合、メモリ４０２において、選択回路４０７－１は、イン
ターフェイス回路４０５－１，４０５－２と、メモリコア４０６－１と、の間に第１のデ
ータ信号経路を設定するとともに、インターフェイス回路４０５－１とメモリコア４０６
－１との間に、第１のアクセス制御信号経路を設定する。さらに、選択回路４０７－１は
、インターフェイス回路４０５－１，４０５－２と、メモリコア４０６－２と、の間に第
２のデータ信号経路を設定するとともに、インターフェイス回路４０５－１とメモリコア
４０６－１との間に、第２のアクセス制御信号経路を設定する。
【０１２６】
　より具体的には、インターフェイス回路４０５－１と、メモリコア４０６－１において
下位ｎビットのデータが記憶される記憶領域と、の間にｎビット幅分の第１のデータ信号
経路が設定される。インターフェイス回路４０５－２と、メモリコア４０６－１において
上位ｎビットのデータが記憶される記憶領域と、の間に残りのｎビット幅分の第１のデー
タ信号経路が設定される。そして、インターフェイス回路４０５－１とメモリコア４０６
－１との間に、第１のアクセス制御信号経路が設定される。さらに、インターフェイス回
路４０５－１と、メモリコア４０６－２において上位ｎビットのデータが記憶される記憶
領域と、の間にｎビット幅分の第２のデータ信号経路が設定される。インターフェイス回
路４０５－２と、メモリコア４０６－２において下位ｎビットのデータが記憶される記憶
領域と、の間に残りのｎビット幅分の第２のデータ信号経路が設定される。そして、イン
ターフェイス回路４０５－１とメモリコア４０６－２との間に、第２のアクセス制御信号
経路が設定される。
【０１２７】
　なお、メモリアクセスに何れの経路が用いられるかは、例えば、インターフェイス回路
４０５－１に供給されるアドレス信号の最上位ビットの値に基づいて決定される。以下で
は、メモリアクセスに第１のデータ信号経路及び第１のアクセス制御信号経路が用いられ
る場合を例に説明する。これは、後述するメモリ４０２の具体的回路構成の説明において
も同様である。したがって、図５Ａには、第１のデータ信号経路及び第１のアクセス制御
信号経路を実線で示し、他の信号経路を破線で示している。
【０１２８】
　この場合、機能ブロック５０３－１は、メモリコア４０６－１との間でデータ信号及び
アクセス制御信号の受け渡しを行う。
【０１２９】
　同様にして、メモリ４０２において、選択回路４０７－２は、インターフェイス回路４
０５－３，４０５－４と、メモリコア４０６－３と、の間に第１のデータ信号経路を設定
するとともに、インターフェイス回路４０５－３とメモリコア４０６－３との間に、第１
のアクセス制御信号経路を設定する。さらに、選択回路４０７－２は、インターフェイス
回路４０５－３，４０５－４と、メモリコア４０６－４と、の間に第２のデータ信号経路
を設定するとともに、インターフェイス回路４０５－３とメモリコア４０６－４との間に
、第２のアクセス制御信号経路を設定する。
【０１３０】
　より具体的には、インターフェイス回路４０５－３と、メモリコア４０６－３において
下位ｎビットのデータが記憶される記憶領域と、の間にｎビット幅分の第１のデータ信号
経路が設定される。インターフェイス回路４０５－４と、メモリコア４０６－３において
上位ｎビットのデータが記憶される記憶領域と、の間に残りのｎビット幅分の第１のデー
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タ信号経路が設定される。そして、インターフェイス回路４０５－３とメモリコア４０６
－３との間に、第１のアクセス制御信号経路が設定される。さらに、インターフェイス回
路４０５－３と、メモリコア４０６－４において上位ｎビットのデータが記憶される記憶
領域と、の間にｎビット幅分の第２のデータ信号経路が設定される。インターフェイス回
路４０５－４と、メモリコア４０６－４において下位ｎビットのデータが記憶される記憶
領域と、の間に残りのｎビット幅分の第２のデータ信号経路が設定される。そして、イン
ターフェイス回路４０５－３とメモリコア４０６－４との間に、第２のアクセス制御信号
経路が設定される。
【０１３１】
　なお、メモリアクセスに何れの経路が用いられるかは、例えば、インターフェイス回路
４０５－３に供給されるアドレス信号の最上位ビットの値に基づいて決定される。以下で
は、メモリアクセスに第１のデータ信号経路及び第１のアクセス制御信号経路が用いられ
る場合を例に説明する。したがって、図５Ａには、第１のデータ信号経路及び第１のアク
セス制御信号経路を実線で示し、他の信号経路を破線で示している。
【０１３２】
　この場合、機能ブロック５０３－２は、メモリコア４０６－３との間でデータ信号及び
アクセス制御信号の受け渡しを行う。
【０１３３】
　例えば、メモリにデータの書き込みを行う場合、機能ブロック５０３－１は、２ｎビッ
ト幅のデータＤＱ［２ｎ－１：０］＿Ａ及び対応するアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａを、イ
ンターフェイス回路５０４－１を介してメモリ４０２に対して送信する。メモリ４０２で
は、インターフェイス回路４０５－１にｎビット幅分のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａが
供給され、インターフェイス回路４０５－２に残りのｎビット幅分のデータＤＱ［２ｎ－
１：ｎ］＿Ａが供給される。そして、インターフェイス回路４０５－１，４０５－２にそ
れぞれ供給されたデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａ及びデータＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ａは
、２ｎビット幅のデータＤＱ［２ｎ－１：０］＿Ａとして、メモリコア４０６－１に入力
される。このとき、機能ブロック５０３－１から送信されたアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａ
は、インターフェイス回路４０５－１にのみ供給される。そして、アクセス制御信号ＣＴ
Ｌ＿Ａは、インターフェイス回路４０５－１を介して、メモリコア４０６－１に入力され
る。それにより、メモリコア４０６－１には、２ｎビット幅のデータＤＱ［２ｎ－１：０
］＿Ａが書き込まれる。このとき、メモリコア４０６－２は動作していない。
【０１３４】
　同様にして、機能ブロック５０３－２は、２ｎビット幅のデータＤＱ［２ｎ－１：０］
＿Ｂ及び対応するアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂを、インターフェイス回路５０４－２を介
してメモリ４０２に対して送信する。メモリ４０２では、インターフェイス回路４０５－
３にｎビット幅分のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｂが供給され、インターフェイス回路４
０５－４に残りのｎビット幅分のデータＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ｂが供給される。そして
、インターフェイス回路４０５－３，４０５－４にそれぞれ供給されたデータＤＱ［ｎ－
１：０］＿Ｂ及びデータＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ｂは、２ｎビット幅のデータＤＱ［２ｎ
－１：０］＿Ｂとして、メモリコア４０６－３に入力される。このとき、機能ブロック５
０３－２から送信されたアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂは、インターフェイス回路４０５－
３にのみ供給される。そして、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂは、インターフェイス回路４
０５－３を介して、メモリコア４０６－３に入力される。それにより、メモリコア４０６
－３には、２ｎビット幅のデータＤＱ［２ｎ－１：０］＿Ｂが書き込まれる。このとき、
メモリコア４０６－４は動作していない。
【０１３５】
　一方、メモリからデータの読み出しを行う場合、機能ブロック５０３－１は、アクセス
制御信号ＣＴＬ＿Ａを、インターフェイス回路５０４－１を介してメモリ４０２に対して
送信する。このアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、インターフェイス回路４０５－１にのみ
供給される。そして、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、インターフェイス回路４０５－１
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を介して、メモリコア４０６－１に入力される。それにより、メモリコア４０６－１から
２ｎビット幅のデータＤＱ［２ｎ－１：０］＿Ａが読み出される。なお、読み出されたデ
ータＤＱ［２ｎ－１：０］＿Ａは、ｎビット幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａ及びデー
タＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ａに分けられ、それぞれインターフェイス回路４０５－１，４
０５－２を介して、機能ブロック５０３－１側に送信される。このとき、メモリコア４０
６－２は動作していない。
【０１３６】
　同様にして、機能ブロック５０３－２は、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂを、インターフ
ェイス回路５０４－２を介してメモリ４０２に対して送信する。このアクセス制御信号Ｃ
ＴＬ＿Ｂは、インターフェイス回路４０５－３にのみ供給される。そして、アクセス制御
信号ＣＴＬ＿Ｂは、インターフェイス回路４０５－３を介して、メモリコア４０６－３に
入力される。それにより、メモリコア４０６－３から２ｎビット幅のデータＤＱ［２ｎ－
１：０］＿Ｂが読み出される。なお、読み出されたデータＤＱ［２ｎ－１：０］＿Ｂは、
ｎビット幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｂ及びデータＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ｂに分け
られ、それぞれインターフェイス回路４０５－３，４０５－４を介して、機能ブロック５
０３－２側に送信される。このとき、メモリコア４０６－４は動作していない。
【０１３７】
　このようにして、図５Ａの例では、機能ブロック５０３－１とメモリコア４０６－１と
の間で２ｎビット幅のデータＤＱ＿Ａ及びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａの受け渡しが行わ
れる。機能ブロック５０３－２とメモリコア４０６－３との間で２ｎビット幅のデータＤ
Ｑ＿Ｂ及びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂの受け渡しが行われる。このとき、各アクセス制
御信号は、メモリ４０２の一つのインターフェイス回路にのみ供給される。
【０１３８】
　このように、本実施の形態にかかるメモリ４０２は、同時アクセスできない記憶領域に
対し複数の機能ブロックから同時にアクセスされないため、調停回路による調停が不要と
なり、データ処理性能の低下を抑制することができる。
【０１３９】
　そのほか、本実施の形態にかかるメモリ４０２は、実施の形態１～３と同様の効果を奏
することができる。
【０１４０】
　さらに、本実施の形態にかかるメモリ４０２では、機能ブロックによって大きなデータ
幅のデータが送受信される場合でも、複数のメモリコアにて同時にデータの読み書きが行
われないため、消費電力の増大が抑制される。
【０１４１】
　なお、図５Ａの例では、ＦＰＧＡ５０１が２ｎビット幅のデータを送受信する２つの機
能ブロック５０３－１，５０３－２を備えた場合を例に説明したが、これに限られない。
機能ブロックの数は任意に変更可能である。ここで、ＦＰＧＡ５０１が２ｎビット幅のデ
ータを送受信する１つの機能ブロック５０３－１を備えている場合、メモリ４０２のイン
ターフェイス回路４０５－３，４０５－４には、ＦＰＧＡ４０１からデータ信号等は供給
されない。この場合、インターフェイス回路４０５－３，４０５－４には、固定信号（所
定の論理レベルの電圧）が供給される。それにより、入力端子オープンによるフローティ
ングを防ぐことができる。なお、インターフェイス回路４０５－１～４０５－４にそれぞ
れ固定信号が供給されるか否かは、切替信号ＭＯＤＥ２に基づいて決定される。
【０１４２】
（メモリ４０２の具体的な構成例）
　次に、メモリ４０２の具体的な構成例について、図６Ａ、図６Ｂ、図７Ａ及び図７Ｂを
参照しつつ説明する。図６Ａ及び図６Ｂは、図４及び図５Ａに示すメモリ４０２に設けら
れたインターフェイス回路４０５－１，４０５－２及び選択回路４０７－１の一部を示す
回路図である。図６Ａは主としてアドレス信号及びコマンド信号の信号経路上の回路構成
を示し、図６Ｂは主としてデータ信号の信号経路上の回路構成を示す。
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【０１４３】
　また、図７Ａ及び図７Ｂは、図６Ａ及び図６Ｂにおけるインターフェイス回路４０５－
１，４０５－２とメモリコア４０６－１，４０６－２との間の信号経路の関係を表した図
である。より具体的には、図７Ａは、第１のメモリコア信号（後述）として選択されるイ
ンターフェイス信号を、切替信号ＭＯＤＥ２の信号レベル毎に表した図である。図７Ｂは
、第２のメモリコア信号（後述）として選択されるインターフェイス信号を、切替信号Ｍ
ＯＤＥ２の信号レベル毎に表した図である。なお、図７Ａ及び図７Ｂにおいて、インター
フェイス回路４０５－１，４０５－２と外部（ＦＰＧＡ）との間の信号を「インターフェ
イス信号」と称す。
【０１４４】
　インターフェイス回路４０５－３，４０５－４とメモリコア４０６－３，４０６－４と
の間の信号経路の関係については、インターフェイス回路４０５－１，４０５－２とメモ
リコア４０６－１，４０６－２との間の信号経路の関係と同様であるため、その説明を省
略する。
【０１４５】
　図６Ａ及び図６Ｂに示すように、インターフェイス回路４０５－１，４０５－２及び選
択回路４０７－１は、複数の論理ゲートにより構成されている。なお、図６Ａ及び図６Ｂ
の例では、特性をできるだけ同じにするため、何れのインターフェイス回路も同一の回路
構成としている。また、図６Ａ及び図６Ｂでは、第１及び第２メモリコア信号（後述）に
対してそれぞれ新たな符号を付すことにより、それらを明示的に区別している。
【０１４６】
　図６Ａに示すように、インターフェイス回路４０５－１には、コマンド信号として、チ
ップセレクト信号ＣＳＮ＿Ａ、ライトイネーブル信号ＷＥＮ＿Ａ及びリフレッシュ信号Ｒ
ＥＦＮ＿Ａが供給される。さらに、インターフェイス回路４０５－１には、ｍ（ｍは自然
数）ビット幅のアドレス信号Ａ０＿Ａ～Ａ（ｍ－１）＿Ａが供給される。なお、最上位ビ
ットのアドレス信号Ａ（ｍ－１）＿Ａは、上記したように、データ信号の読み書き対象と
なる記憶領域を選択するために用いられる。これらの信号群をまとめてアクセス制御信号
ＣＴＬ＿Ａと称す。
【０１４７】
　また、インターフェイス回路４０５－２には、コマンド信号として、チップセレクト信
号ＣＳＮ＿Ｂ、ライトイネーブル信号ＷＥＮ＿Ｂ及びリフレッシュ信号ＲＥＦＮ＿Ｂが供
給され得る。さらに、インターフェイス回路４０５－２には、ｍビット幅のアドレス信号
Ａ０＿Ｂ～Ａ（ｍ－１）＿Ｂが供給され得る。なお、最上位ビットのアドレス信号Ａ（ｍ
－１）＿Ｂは、上記したように、データ信号の読み書き対象となる記憶領域を選択するた
めに用いられる。これらの信号群をまとめてアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ｂと称す。
【０１４８】
　例えば、切替信号ＭＯＤＥ２がＨレベルの場合、選択回路４０７－１は、インターフェ
イス回路４０５－１に供給されたアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａを、チップセレクト信号Ｃ
ＳＮ＿ｃ１、ライトイネーブル信号ＷＥＮ_ｃ１、リフレッシュ信号ＲＥＦＮ＿ｃ１及び
アドレス信号Ａ０＿ｃ１～Ａ（ｍ－２）＿ｃ１（図７Ａにおいてこれらの信号を第１のメ
モリコア信号と称す）としてメモリコア４０６－１に対して出力する。さらに、選択回路
４０７－１は、インターフェイス回路４０５－２に供給されたアクセス制御信号ＣＴＬ＿
Ｂを、チップセレクト信号ＣＳＮ＿ｃ２、ライトイネーブル信号ＷＥＮ_ｃ２、リフレッ
シュ信号ＲＥＦＮ＿ｃ２及びアドレス信号Ａ０＿ｃ２～Ａ（ｍ－２）＿ｃ２（図７Ｂにお
いてこれらの信号を第２のメモリコア信号と称す）としてメモリコア４０６－２に対して
出力する。
【０１４９】
　一方、切替信号ＭＯＤＥ２がＬレベルの場合、選択回路４０７－１は、インターフェイ
ス回路１０５－１に供給されたアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａを、チップセレクト信号ＣＳ
Ｎ＿ｃ１、ライトイネーブル信号ＷＥＮ_ｃ１、リフレッシュ信号ＲＥＦＮ＿ｃ１及びア
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ドレス信号Ａ０＿ｃ１～Ａ（ｍ－２）＿ｃ１としてメモリコア４０６－１に対して出力す
る。なお、このとき、選択回路４０７－１は、インターフェイス回路１０５－１に供給さ
れたアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａを、チップセレクト信号ＣＳＮ＿ｃ２、ライトイネーブ
ル信号ＷＥＮ_ｃ２、リフレッシュ信号ＲＥＦＮ＿ｃ２及びアドレス信号Ａ０＿ｃ２～Ａ
（ｍ－２）＿ｃ２としてメモリコア４０６－２に対しても出力している。ただし、本例で
は、最上位ビットのアドレス信号Ａ（ｍ－１）＿Ａの値に基づき、データの読み書き対象
としてメモリコア４０６－１が選択されている場合について説明しているため、ここでは
特に言及しない。
【０１５０】
　次に、図６Ｂに示すように、インターフェイス回路４０５－１は、外部（ＦＰＧＡ）と
の間で、ｎビット幅のデータＤＱ０＿Ａ～ＤＱ（ｎ－１）＿Ａを送受信する。なお、デー
タＤＱ０＿Ａ～ＤＱ（ｎ－１）＿Ａは、図４及び図５ＡにおけるデータＤＱ［ｎ－１：０
］＿Ａに相当する。インターフェイス回路４０５－２は、外部（ＦＰＧＡ）との間で、ｎ
ビット幅のデータＤＱ０＿Ｂ～ＤＱ（ｎ－１）＿Ｂを送受信する。なお、データＤＱ０＿
Ｂ～ＤＱ（ｎ－１）＿Ｂは、図４におけるデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ｂ、図５Ａにおけ
るデータＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ａに相当する。信号ＩＥＮ，ＯＥＮは、それぞれデータ
の読み出し及び書き込みを許可するイネーブル信号である。
【０１５１】
　例えば、切替信号ＭＯＤＥ２がＨレベルの場合、選択回路４０７－１は、インターフェ
イス回路４０５－１と、メモリコア４０６－１と、の間にデータ信号の経路を設定すると
ともに、インターフェイス回路４０５－２と、メモリコア４０６－２と、の間にデータ信
号の経路を設定する。
【０１５２】
　それにより、データ書き込み時において、外部からインターフェイス回路４０５－１に
供給されたｎビット幅のデータＤＱ０＿Ａ～ＤＱ（ｎ－１）＿Ａは、書き込みデータＤ０
＿ｃ１～Ｄ（ｎ－１）＿ｃ１（第１のメモリコア信号）としてメモリコア４０６－１に入
力される（書き込まれる）。外部からインターフェイス回路４０５－２に供給されたｎビ
ット幅のデータＤＱ０＿Ｂ～ＤＱ（ｎ－１）＿Ｂは、書き込みデータＤ０＿ｃ２～Ｄ（ｎ
－１）＿ｃ２（第２のメモリコア信号）としてメモリコア４０６－２に入力される（書き
込まれる）。
【０１５３】
　また、データ読み出し時において、メモリコア４０６－１から読み出されたｎビット幅
のデータＱ０＿ｃ１～Ｑ（ｎ－１）＿ｃ１（第１のメモリコア信号）は、インターフェイ
ス回路４０５－１を介して、データＤＱ０＿Ａ～ＤＱ（ｎ－１）＿Ａとして外部に出力さ
れる。メモリコア４０６－２から読み出されたｎビット幅のデータＱ０＿ｃ２～Ｑ（ｎ－
１）＿ｃ２（第２のメモリコア信号）は、インターフェイス回路４０５－２を介してＤＱ
０＿Ｂ～ＤＱ（ｎ－１）＿Ｂとして外部に出力される。
【０１５４】
　一方、切替信号ＭＯＤＥ２がＬレベルの場合、選択回路４０７－１は、インターフェイ
ス回路４０５－１，４０５－２と、メモリコア４０６－１と、の間に第１のデータ信号経
路を設定する。なお、このとき、選択回路４０７－１は、インターフェイス回路４０５－
１，４０５－２と、メモリコア４０６－２と、の間にも第２のデータ信号経路を設定する
。ただし、本例では、最上位ビットのアドレス信号Ａ（ｍ－１）＿Ａの値に基づき、デー
タの読み書き対象としてメモリコア４０６－１が選択されている場合について説明してい
る。そのため、メモリアクセスには第１のデータ信号経路が用いられる。
【０１５５】
　それにより、データ書き込み時において、外部からインターフェイス回路４０５－１に
供給されたｎビット幅のデータＤＱ０＿Ａ～ＤＱ（ｎ－１）＿Ａは、書き込みデータＤ０
＿ｃ１～Ｄ（ｎ－１）＿ｃ１としてメモリコア４０６－１に入力される（書き込まれる）
。外部からインターフェイス回路４０５－２に供給された残りのｎビット幅のデータＤＱ
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０＿Ｂ～ＤＱ（ｎ－１）＿Ｂ（図５ＡにおけるデータＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ａに相当）
は、書き込みデータＤｎ＿ｃ１～Ｄ（２ｎ－１）＿ｃ１としてメモリコア４０６－１に入
力される（書き込まれる）。
【０１５６】
　また、データ読み出し時において、メモリコア４０６－１から読み出された２ｎビット
幅のデータＱ０＿ｃ１～Ｑ（２ｎ－１）＿ｃ１は、ｎビット幅のデータＱ０＿ｃ１～Ｑ（
ｎ－１）＿ｃ１及びｎビット幅のデータＱｎ＿ｃ１～Ｑ（２ｎ－１）＿ｃ１に分けられ、
それぞれインターフェイス回路４０５－１，４０５－２を介して、データＤＱ０＿Ａ～Ｄ
Ｑ（ｎ－１）＿Ａ及びデータＤＱ０＿Ｂ～ＤＱ（ｎ－１）＿Ｂ（図５ＡにおけるデータＤ
Ｑ［２ｎ－１：ｎ］＿Ａに相当）として外部に出力される。
【０１５７】
　なお、図６Ａ及び図６Ｂに示すメモリ４０２の回路構成は一例に過ぎず、同様の処理を
実行できる他の構成に変更可能であることは言うまでもない。
【０１５８】
　実施の形態５
　本実施の形態では、図４及び図５Ａに示すメモリ４０２の第１の変形例について、図５
Ｂを用いて説明する。図５Ｂに示す半導体集積回路は、ＦＰＧＡ５０１ｂと、メモリ４０
２の変形例としてメモリ４０２ｂと、を備える。ここで、ＦＰＧＡ５０１ｂとメモリ４０
２ｂとの間では、３ｎビット幅のデータ信号の受け渡しが行われる。
【０１５９】
　なお、ＦＰＧＡ５０１ｂは、図２Ｂに示すＦＰＧＡ２０１ｂと同様の回路構成である。
機能ブロック５０３ｂ－１，５０３ｂ－２は、それぞれ、図２Ｂにおける機能ブロック２
０３ｂ－１，２０３ｂ－２に対応する。インターフェイス回路５０４ｂ－１，５０４ｂ－
２は、それぞれ、図２Ｂにおけるインターフェイス回路２０４ｂ－１，２０４ｂ－２に対
応する。したがって、機能ブロック５０３ｂ－１は、３ｎビットのデータ幅のデータを送
受信し、機能ブロック５０３ｂ－２は、ｎビットのデータ幅のデータを送受信する。
【０１６０】
　メモリ４０２ｂは、メモリ４０２と比較して、選択回路の構成が異なる。具体的には、
メモリ４０２ｂは、選択回路４０７－１，４０７－２に代えて選択回路４０７－３を備え
る。なお、本実施の形態では、メモリコア４０６－１～４０６－４が、それぞれ、最大で
３ｎビットのデータ幅のデータを同時に読み出し又は書き込みできる場合を例に説明する
。
【０１６１】
　選択回路４０７－３は、外部（ＦＰＧＡ５０１ｂ）から供給される切替信号ＭＯＤＥ２
に基づいて、インターフェイス回路４０５－１～４０５－３と、メモリコア４０６－１～
４０６－３と、の間にデータ信号及びアクセス制御信号の経路を設定する回路である。
【０１６２】
　図５Ｂの例では、ＦＰＧＡ５０１ｂからメモリ４０２ｂに対してＬレベルの切替信号Ｍ
ＯＤＥ２が供給されている。この場合、メモリ４０２ｂにおいて、選択回路４０７－３は
、インターフェイス回路４０５－１～４０５－３と、メモリコア４０６－１と、の間に第
１のデータ信号経路を設定するとともに、インターフェイス回路４０５－１とメモリコア
４０６－１との間に、第１のアクセス制御信号経路を設定する。さらに、選択回路４０７
－３は、インターフェイス回路４０５－１～４０５－３と、メモリコア４０６－２と、の
間に第２のデータ信号経路を設定するとともに、インターフェイス回路４０５－１とメモ
リコア４０６－２との間に、第２のアクセス制御信号経路を設定する。さらに、選択回路
４０７－３は、インターフェイス回路４０５－１～４０５－３と、メモリコア４０６－３
と、の間に第３のデータ信号経路を設定するとともに、インターフェイス回路４０５－１
とメモリコア４０６－３との間に、第３のアクセス制御信号経路を設定する。
【０１６３】
　なお、メモリアクセスに何れの経路が用いられるかは、例えば、インターフェイス回路
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４０５－１に供給されるアドレス信号の上位２ビットの値に基づいて決定される。以下で
は、メモリアクセスに第１のデータ信号経路及び第１のアクセス制御信号経路が用いられ
る場合を例に説明する。したがって、図５Ｂには、第１のデータ信号経路及び第１のアク
セス制御信号経路を実線で示し、他の信号経路を破線で示している。
【０１６４】
　この場合、機能ブロック５０３ｂ－１は、メモリコア４０６－１との間でデータ信号及
びアクセス制御信号の受け渡しを行う。
【０１６５】
　なお、仮にＦＰＧＡ５０１ｂからＨレベルの切替信号ＭＯＤＥ２が供給されている場合
には、選択回路４０７－３は、インターフェイス回路４０５－１とメモリコア４０６－１
との間、インターフェイス回路４０５－２とメモリコア４０６－２との間、及び、インタ
ーフェイス回路４０５－３とメモリコア４０６－３との間に、それぞれ、データ信号及び
アクセス制御信号の経路を設定する。
【０１６６】
　例えば、メモリにデータの書き込みを行う場合、機能ブロック５０３ｂ－１は、３ｎビ
ット幅のデータＤＱ［３ｎ－１：０］＿Ａ及び対応するアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａを、
インターフェイス回路５０４ｂ－１を介してメモリ４０２ｂに対して送信する。メモリ４
０２ｂでは、インターフェイス回路４０５－１にｎビット幅分のデータＤＱ［ｎ－１：０
］＿Ａが供給され、インターフェイス回路４０５－２にｎビット幅分のデータＤＱ［２ｎ
－１：ｎ］＿Ａが供給され、インターフェイス回路４０５－３に残りのｎビット幅分のデ
ータＤＱ［３ｎ－１：２ｎ］＿Ａが供給される。そして、インターフェイス回路４０５－
１～４０５－３にそれぞれ供給されたデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａ、データＤＱ［２ｎ
－１：ｎ］＿Ａ及びデータＤＱ［３ｎ－１：２ｎ］＿Ａは、３ｎビット幅のデータＤＱ［
３ｎ－１：０］＿Ａとして、メモリコア４０６－１に入力される。このとき、機能ブロッ
ク５０３ｂ－１から送信されたアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、インターフェイス回路４
０５－１にのみ供給される。そして、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、インターフェイス
回路４０５－１を介して、メモリコア４０６－１に入力される。それにより、メモリコア
４０６－１には、３ｎビット幅のデータＤＱ［３ｎ－１：０］＿Ａが書き込まれる。この
とき、メモリコア４０６－２，４０６－３は動作していない。
【０１６７】
　一方、メモリからデータの読み出しを行う場合、機能ブロック５０３ｂ－１は、アクセ
ス制御信号ＣＴＬ＿Ａを、インターフェイス回路５０４ｂ－１を介してメモリ４０２に対
して送信する。このアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、インターフェイス回路４０５－１に
のみ供給される。そして、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、インターフェイス回路４０５
－１を介して、メモリコア４０６－１に入力される。それにより、メモリコア４０６－１
から３ｎビット幅のデータＤＱ［３ｎ－１：０］＿Ａが読み出される。なお、読み出され
たデータＤＱ［３ｎ－１：０］＿Ａは、ｎビット幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａ、デ
ータＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ａ及びデータＤＱ［３ｎ－１：２ｎ］＿Ａに分けられ、それ
ぞれインターフェイス回路４０５－１～４０５－３を介して、機能ブロック５０３ｂ－１
側に送信される。このとき、メモリコア４０６－２，４０６－３は動作していない。
【０１６８】
　このようにして、図５Ｂの例では、機能ブロック５０３－１とメモリコア４０６－１と
の間で３ｎビット幅のデータＤＱ＿Ａ及びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａの受け渡しが行わ
れる。このとき、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、メモリ４０２ｂの一つのインターフェ
イス回路にのみ供給される。
【０１６９】
　機能ブロック５０３ｂ－２とメモリコア４０６－４との関係については、図２Ａにおけ
る機能ブロック２０３ｂ－２とメモリコア１０６－４との関係と同様であるため、その説
明を省略する。
【０１７０】
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　このように、３ｎビット幅のデータ信号の受け渡しを行う構成であっても、本実施の形
態にかかるメモリ４０２ｂ及びそれを備えた半導体集積回路は、実施の形態４の場合と同
様の効果を奏することができる。
【０１７１】
　実施の形態６
　本実施の形態では、図４及び図５Ａに示すメモリ４０２の第２の変形例について、図５
Ｃを用いて説明する。図５Ｃに示す半導体集積回路は、ＦＰＧＡ５０１ｃと、メモリ４０
２の変形例としてメモリ４０２ｃと、を備える。ここで、ＦＰＧＡ５０１ｃとメモリ４０
２ｃとの間では、４ｎビット幅のデータ信号の受け渡しが行われる。
【０１７２】
　なお、ＦＰＧＡ５０１ｃは、図２Ｃに示すＦＰＧＡ２０１ｃと同様の回路構成である。
機能ブロック５０３ｃ－１は、図２Ｃにおける機能ブロック２０３ｃ－１に対応する。イ
ンターフェイス回路５０４ｃ－１は、図２Ｃにおけるインターフェイス回路２０４ｃ－１
に対応する。したがって、機能ブロック５０３ｃ－１は、４ｎビットのデータ幅のデータ
を送受信する。
【０１７３】
　メモリ４０２ｃは、メモリ４０２と比較して、選択回路の構成が異なる。具体的には、
メモリ４０２ｃは、選択回路４０７－１，４０７－２に代えて選択回路４０７－４を備え
る。なお、本実施の形態では、メモリコア４０６－１～４０６－４が、それぞれ、最大で
４ｎビットのデータ幅のデータを同時に読み出し又は書き込みできる場合を例に説明する
。
【０１７４】
　選択回路４０７－４は、外部（ＦＰＧＡ５０１ｃ）から供給される切替信号ＭＯＤＥ２
に基づいて、インターフェイス回路４０５－１～４０５－４と、メモリコア４０６－１～
４０６－４と、の間にデータ信号及びアクセス制御信号の経路を設定する回路である。
【０１７５】
　図５Ｃの例では、ＦＰＧＡ５０１ｃからメモリ４０２ｃに対してＬレベルの切替信号Ｍ
ＯＤＥ２が供給されている。この場合、メモリ４０２ｃにおいて、選択回路４０７－４は
、インターフェイス回路４０５－１～４０５－４と、メモリコア４０６－１と、の間に第
１のデータ信号経路を設定するとともに、インターフェイス回路４０５－１とメモリコア
４０６－１との間に、第１のアクセス制御信号経路を設定する。さらに、選択回路４０７
－４は、インターフェイス回路４０５－１～４０５－４と、メモリコア４０６－２と、の
間に第２のデータ信号経路を設定するとともに、インターフェイス回路４０５－１とメモ
リコア４０６－２との間に、第２のアクセス制御信号経路を設定する。さらに、選択回路
４０７－４は、インターフェイス回路４０５－１～４０５－４と、メモリコア４０６－３
と、の間に第３のデータ信号経路を設定するとともに、インターフェイス回路４０５－１
とメモリコア４０６－３との間に、第３のアクセス制御信号経路を設定する。さらに、選
択回路４０７－４は、インターフェイス回路４０５－１～４０５－４と、メモリコア４０
６－４と、の間に第４のデータ信号経路を設定するとともに、インターフェイス回路４０
５－１とメモリコア４０６－４との間に、第４のアクセス制御信号経路を設定する。
【０１７６】
　なお、メモリアクセスに何れの経路が用いられるかは、例えば、インターフェイス回路
４０５－１に供給されるアドレス信号の上位２ビットの値に基づいて決定される。以下で
は、メモリアクセスに第１のデータ信号経路及び第１のアクセス制御信号経路が用いられ
る場合を例に説明する。したがって、図５Ｃには、第１のデータ信号経路及び第１のアク
セス制御信号経路を実線で示し、他の信号経路を破線で示している。
【０１７７】
　この場合、機能ブロック５０３ｃ－１は、メモリコア４０６－１との間でデータ信号及
びアクセス制御信号の受け渡しを行う。
【０１７８】
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　なお、仮にＦＰＧＡ５０１ｃからＨレベルの切替信号ＭＯＤＥ２が供給されている場合
には、選択回路４０７－４は、インターフェイス回路４０５－１とメモリコア４０６－１
との間、インターフェイス回路４０５－２とメモリコア４０６－２との間、インターフェ
イス回路４０５－３とメモリコア４０６－３との間、及び、インターフェイス回路４０５
－４とメモリコア４０６－４との間に、それぞれ、データ信号及びアクセス制御信号の経
路を設定する。
【０１７９】
　例えば、メモリにデータの書き込みを行う場合、機能ブロック５０３ｃ－１は、４ｎビ
ット幅のデータＤＱ［４ｎ－１：０］＿Ａ及び対応するアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａを、
インターフェイス回路５０４ｃ－１を介してメモリ４０２ｃに対して送信する。メモリ４
０２ｃでは、インターフェイス回路４０５－１にｎビット幅分のデータＤＱ［ｎ－１：０
］＿Ａが供給され、インターフェイス回路４０５－２にｎビット幅分のデータＤＱ［２ｎ
－１：ｎ］＿Ａが供給され、インターフェイス回路４０５－３にｎビット幅分のデータＤ
Ｑ［３ｎ－１：２ｎ］＿Ａが供給され、インターフェイス回路４０５－４に残りのｎビッ
ト幅分のデータＤＱ［４ｎ－１：３ｎ］＿Ａが供給される。そして、インターフェイス回
路４０５－１～４０５－４にそれぞれ供給されたデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａ、データ
ＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ａ、データＤＱ［３ｎ－１：２ｎ］＿Ａ及びデータＤＱ［４ｎ－
１：３ｎ］＿Ａは、４ｎビット幅のデータＤＱ［４ｎ－１：０］＿Ａとして、メモリコア
４０６－１に入力される。このとき、機能ブロック５０３ｃ－１から送信されたアクセス
制御信号ＣＴＬ＿Ａは、インターフェイス回路４０５－１にのみ供給される。そして、ア
クセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、インターフェイス回路４０５－１を介して、メモリコア４
０６－１に入力される。それにより、メモリコア４０６－１には、４ｎビット幅のデータ
ＤＱ［４ｎ－１：０］＿Ａが書き込まれる。このとき、メモリコア４０６－２～４０６－
４は動作していない。
【０１８０】
　一方、メモリからデータの読み出しを行う場合、機能ブロック５０３ｃ－１は、アクセ
ス制御信号ＣＴＬ＿Ａを、インターフェイス回路５０４ｃ－１を介してメモリ４０２に対
して送信する。このアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、インターフェイス回路４０５－１に
のみ供給される。そして、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、インターフェイス回路４０５
－１を介して、メモリコア４０６－１に入力される。それにより、メモリコア４０６－１
から４ｎビット幅のデータＤＱ［４ｎ－１：０］＿Ａが読み出される。なお、読み出され
たデータＤＱ［４ｎ－１：０］＿Ａは、ｎビット幅のデータＤＱ［ｎ－１：０］＿Ａ、デ
ータＤＱ［２ｎ－１：ｎ］＿Ａ、ＤＱ［３ｎ－１：２ｎ］＿Ａ及びデータＤＱ［４ｎ－１
：３ｎ］＿Ａに分けられ、それぞれインターフェイス回路４０５－１～４０５－４を介し
て、機能ブロック５０３ｃ－１側に送信される。このとき、メモリコア４０６－２～４０
６－４は動作していない。
【０１８１】
　つまり、図５Ｃの例では、機能ブロック５０３－１とメモリコア４０６－１との間で４
ｎビット幅のデータＤＱ＿Ａ及びアクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａの受け渡しが行われる。こ
のとき、アクセス制御信号ＣＴＬ＿Ａは、メモリ４０２ｃの一つのインターフェイス回路
にのみ供給される。
【０１８２】
　このように、４ｎビット幅のデータ信号の受け渡しを行う構成であっても、本実施の形
態にかかるメモリ４０２ｃ及びそれを備えた半導体集積回路は、実施の形態４の場合と同
様の効果を奏することができる。
【０１８３】
　実施の形態７
　図８Ａは、図１に示す半導体集積回路を構成するＦＰＧＡ１０１及びメモリ１０２を一
つのパッケージに封入した場合における当該パッケージの断面図である。また、図８Ｂは
、図８Ａに示す半導体集積回路を示すブロック図である。なお、図８Ａ及び図８Ｂに示す
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ＦＰＧＡ８１１及びメモリ８１３は、それぞれ、図１における、ＦＰＧＡ１０１及びメモ
リ１０２に対応する。
【０１８４】
　図８Ａに示すように、ＦＰＧＡ８１１のチップはインターポーザ基板８１２上に上向き
に実装される。メモリ８１３のチップは、ＦＰＧＡ８１１のチップ上に下向きに実装され
る。さらに、ＦＰＧＡ８１１とメモリ８１３との間には、ＦＰＧＡ８１１に接するように
再配線層８１４が形成されている。この再配線層８１４には、ＦＰＧＡ８１１とメモリ８
１３とを接続する信号線、ＦＰＧＡ８１１又はメモリ８１３の各チップからパッケージ外
に引き出される各種信号線、及び、電源線が配線されている。なお、再配線層８１４とメ
モリ８１３のチップとの間にはバンプ電極８１５が設けられ、再配線層８１４に配線され
た信号線とメモリ８１３とを電気的に接続している。
【０１８５】
　また、バンプ電極８１５と再配線層８１４に配線された対応する信号線との接着位置が
ずれないようにするため、メモリ８１３のチップと再配線層８１４との間には充填材８１
６が充填される。
【０１８６】
　ＦＰＧＡ８１１又はメモリ８１３からパッケージ外に引き出される信号線及び電源線は
、再配線層８１４及びボンディング線８１７を介して、インターポーザ基板８１２に形成
された信号線に接続される。このインターポーザ基板８１２に形成された信号線は、当該
インターポーザ基板８１２の下側に設けられたはんだボール８１８に電気的に接続される
。
【０１８７】
　図８Ｂにおいて、ＦＰＧＡ８１１とメモリ８１３との間は、いずれも図示しない再配線
層８１４及びバンプ電極８１５にて形成された各種信号線を介して電気的に接続される。
さらに、ＦＰＧＡ８１１又はメモリ８１３からパッケージ外に引き出される信号線及び電
源線は、いずれも図示しない再配線層８１４、ボンディング線８１７、インターポーザ基
板８１２及びはんだボール８１８を介してパッケージ外部と電気的に接続される。
【０１８８】
　さらに、ＦＰＧＡ８１１及びメモリ８１３は、ＦＰＧＡ８１１とメモリ８１３との間を
接続する各種信号線の接続状況を検査するために、それぞれＩＥＥＥ１１４９．１相当の
ＪＴＡＧ回路８２４，８２５を備える。なお、ＪＴＡＧ回路８２４，８２５は、仕様に従
い縦続接続されている。
【０１８９】
　メモリ８１３は、切替信号ＭＯＤＥ１を生成するレジスタ８２６をさらに備える。レジ
スタ８２６は、ＪＴＡＧ回路８２４，８２５からの制御信号に応じた信号レベルの切替信
号ＭＯＤＥ１を生成する。つまり、レジスタ８２６は、ＪＴＡＧ回路８２４，８２５によ
って制御されることにより、任意の信号レベルの切替信号ＭＯＤＥ１を生成する。それに
より、メモリ８１３では電源投入後の初期テストにおいて、インターフェイス回路とメモ
リコアとの間の信号経路が任意に変更される。なお、初期テスト以外の通常動作時におい
ても、レジスタ８２６から所望の信号レベルの切替信号ＭＯＤＥ１を出力させることが可
能である。そのため、メモリ１０２の場合と比較して切替信号ＭＯＤＥ１を外部から受信
するための専用端子が不要となる。
【０１９０】
　図９Ａ及び図９Ｂは、図８Ａに示す半導体集積回路のパッケージをシステムボードに搭
載した場合のイメージ図である。図９Ａ及び図９Ｂに示すように、システムボード９１１
，９１２には、それぞれ、ＦＰＧＡ８１１及びメモリ８１３が封入されたパッケージ９１
３，９１４と、不揮発性メモリ９１５と、が搭載されている。なお、不揮発性メモリ９１
５には、ＦＰＧＡ８１１の回路構成を決定するためのプログラムと、メモリ８１３内の選
択回路に供給される切替信号ＭＯＤＥ１を設定するための情報と、が格納されている。シ
ステム起動時において、不揮発性メモリ９１５に格納されたプログラム及び切替信号ＭＯ
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ＤＥ１の設定情報は、ＪＴＡＧ回路８２４，８２５（図９Ａ及び図９Ｂにおいて不図示）
を介してそれぞれＦＰＧＡ８１１及びメモリ８１３に伝達される。
【０１９１】
　なお、図９Ａは、ＦＰＧＡ８１１が図１に示すＦＰＧＡ１０１と同様の回路構成となる
ように、不揮発性メモリ９１５に格納されるプログラム及び切替信号ＭＯＤＥ１の設定情
報を調整した場合の例である。つまり、図９Ａの例では、ＦＰＧＡ８１１は、メモリ８１
３にアクセスを必要とする機能ブロックを比較的多く備えている。そのため、メモリ８１
３に設けられた複数のインターフェイス回路はいずれもＦＰＧＡ８１１との間で実際に使
用される（活性化される）。
【０１９２】
　一方、図９Ｂは、ＦＰＧＡ８１１が図２Ａに示すＦＰＧＡ２０１と同様の回路構成とな
るように、不揮発性メモリ９１５に格納されるプログラム及び切替信号ＭＯＤＥ１の設定
情報を調整した場合の例である。つまり、図９Ｂの例では、ＦＰＧＡ８１１には、メモリ
８１３にアクセスを必要とする機能ブロックの数が比較的少ない。そのため、メモリ８１
３に設けられた複数のインターフェイス回路のうちいくつかはＦＰＧＡ８１１との間では
使用されない（非活性化される）。ここで、メモリ８１３側の非活性のインターフェイス
回路と対になったＦＰＧＡ８１１側のインターフェイス回路は、例えば、電気的に接続さ
れたパッケージのはんだボール８１８（図９Ｂにおいて不図示）を介して、他の周辺デバ
イス９２１に接続され、他の目的に用いられる。
【０１９３】
　このように、ＦＰＧＡ及びメモリのチップが一つのパッケージに封入され各チップの交
換が困難な状況であっても、ＦＰＧＡは他の周辺デバイスとの間で信号伝達を行うことが
できる。そのため、ＦＰＧＡ本来の汎用性は維持される。
【０１９４】
　本実施の形態では、図１に示す半導体集積回路を構成するＦＰＧＡ１０１及びメモリ１
０２を一つのパッケージに封入した場合について説明したが、これに限られない。他の実
施の形態にかかる半導体集積回路についても同様のことが言える。
【０１９５】
　なお、本発明は上記実施の形態１～７に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲
で適宜変更することが可能である。上記実施の形態１～７では、メモリが４つのインター
フェイス回路と４つのメモリコアを備えた場合を例に説明したが、これに限られず、任意
の数のインターフェイス回路及び任意の数のメモリコアを備えた回路構成に適宜変更可能
である。
【０１９６】
　また、上記実施の形態１～７にかかるメモリは、ｎビット幅のデータ、又は、２ｎ～４
ｎビット幅のデータの２種類を選択的に読み書き可能な構成であるが、これに限られず、
３種類以上のデータ幅のデータを選択的に読み書き可能な構成に適宜変更可能である。こ
れは、例えば、実施の形態１～３にかかるメモリの機能を組み合わせたり、実施の形態４
～６にかかるメモリの機能を組み合わせたりすることにより、実現可能である。
【０１９７】
　図１０は、実施の形態１～３にかかるメモリの応用例として、任意のデータ幅のデータ
を選択的に読み書き可能なメモリを示す図である。図１０に示すメモリ（半導体装置）は
、インターフェイス回路１０５－１～１０５－ｐ（ｐは自然数）と、インターフェイス回
路１０５－１～１０５－ｐとの間にそれぞれデータ信号の経路が設定されているメモリコ
ア１０６－１～１０６－ｐと、選択部１０７と、を備える。なお、インターフェイス回路
１０５－１～１０５－ｐは、それぞれ外部端子ＢＵＳ－１～ＢＵＳ－ｐと接続されている
。
【０１９８】
　選択部１０７は、選択回路１０７－１～１０７－（ｐ－１）を有する。選択回路１０７
－１～１０７－（ｐ－１）は、それぞれ、メモリコア１０６－２～１０６－ｐに対し、外
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部からインターフェイス回路１０５－２～１０５－ｐに供給されるアクセス制御信号、又
は、外部からインターフェイス回路１０５－１に供給されるアクセス制御信号を、選択的
に出力する。ここで、選択回路１０７－１～１０７－（ｐ－１）は、それぞれ、外部から
供給される切替信号ＭＯＤＥＸに基づいて、何れかのアクセス制御信号を選択して出力す
る。なお、切替信号ＭＯＤＥＸのビット幅は、選択回路の数に応じたビット幅である。
【０１９９】
　図１０に示すような回路構成により、本発明にかかるメモリは、２～ｐ倍の任意のデー
タ幅のデータを選択的に読み書き可能となる。
【０２００】
　また、上記実施の形態１～７では、速度規格がＳＤＲ(Single Date Rate)である場合を
例に説明したが、これに限られない。速度規格がＤＤＲ(Double Data Rate)、ＱＤＲ(Qua
d Data rate)であっても良い。また、本発明は、入力端子と出力端子が独立しているＳＩ
Ｏ（Separate I/O）が採用されたメモリに対しても適用可能である。また、本発明はデー
タマスク（Data Mask）機能を有したメモリ対しても適用可能である。
【０２０１】
　本発明にかかるメモリは、例えば、高速なデータ処理性能が要求されるルータに搭載さ
れる。ルータにおけるデータ処理性能が向上することにより、消費電力の低減も期待でき
る。なお、ルータとは、図１１に示すように異なるネットワーク間を相互接続するネット
ワーク装置のことである。
【０２０２】
　なお、特許文献１に開示された構成では、処理するデータのデータ幅が小さくなると、
それに伴い、一部のメモリコアにアクセスすることができなくなる。一方、本発明にかか
るメモリでは、例えば、アドレス信号の最上位ビットの値に基づいてアクセス対象となる
メモリコアを選択できるため、従来技術と異なり、一部のメモリコアにアクセスできなく
なることはない。
【０２０３】
　また、特許文献２に開示されたマルチポートメモリは、複数の入出力ポートから同一の
メモリバンクに対して同時にアクセス要求が発生した場合、優先度の高い入出力ポートか
ら順にアクセスを許可することが想定される。したがって、優先度の低い入出力ポートか
ら当該メモリバンクに対するアクセスは遅延してしまう。その結果、このマルチポートメ
モリでは、データ処理性能が低下してしまうという問題があった。一方、本発明にかかる
メモリは、同時アクセスできない記憶領域に対し同時にアクセス要求が発生しない構成で
あるため、従来技術と異なり、データ処理性能の低下を抑制することができる。
【符号の説明】
【０２０４】
　１０１，２０１，２０１ｂ，２０１ｃ　ＦＰＧＡ
　１０２，１０２ｂ、１０２ｃ　メモリ
　１０３－１～１０３－４　機能ブロック
　１０４－１～１０４－４，１０５－１～１０５－４　インターフェイス回路
　１０６－１～１０６－４　メモリコア
　１０７　選択部
　１０７－１～１０７－３　選択回路
　２０３－１，２０３－２　機能ブロック
　２０３ｂ－１，２０３ｂ－２　機能ブロック
　２０３ｃ－１，２０３ｃ－２　機能ブロック
　２０４－１，２０４－２　インターフェイス回路
　２０４ｂ－１，２０４ｂ－２　インターフェイス回路
　２０４ｃ－１，２０４ｃ－２　インターフェイス回路
　４０１，５０１，５０１ｂ，４０１ｃ　ＦＰＧＡ
　４０２，４０２ｂ，４０２ｃ　メモリ
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　４０３－１～４０３－４　機能ブロック
　４０４－４～４０４－４，４０５－１～４０５－４　インターフェイス回路
　４０６－１～４０６－４　メモリコア
　４０７－１～４０７－４　選択回路
　５０３－１，５０３－２　機能ブロック
　５０３ｂ－１，５０３ｂ－２　機能ブロック
　５０３ｃ－１，５０３ｃ－２　機能ブロック
　５０４－１，５０４－２　インターフェイス回路
　５０４ｂ－１，５０４ｂ－２　インターフェイス回路
　５０４ｃ－１，５０４ｃ－２　インターフェイス回路
　８１１　ＦＰＧＡ
　８１２　インターポーザ基板
　８１３　メモリ
　８１４　再配線層
　８１５　バンプ電極
　８１６　充填材
　８１７　ボンディング線
　８１８　はんだボール
　８２４，８２５　ＪＴＡＧ回路
　８２６　レジスタ
　９１１，９１２　システムボード
　９１３，９１４　パッケージ
　９１５　不揮発性メモリ
　９２１　周辺デバイス

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図２Ｃ】

【図３】 【図４】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】

【図５Ｃ】 【図６Ａ】
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【図６Ｂ】 【図７Ａ】

【図７Ｂ】 【図８Ａ】
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【図８Ｂ】 【図９Ａ】

【図９Ｂ】 【図１０】



(37) JP 5864957 B2 2016.2.17

【図１１】 【図１２】
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