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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＺＱ抵抗値に対応するノーマル目標範囲を提供し、微小駆動信号に応答して微小目標範
囲を出力する基準範囲供給手段と、
　複数の制御コードに対応する出力抵抗値を供給する終端抵抗値供給手段と、
　前記出力抵抗値が前記ノーマル目標範囲内に位置するように前記複数の制御コードを生
成し、前記微小駆動信号に応答して前記複数のコード信号を調整し、前記出力抵抗値が前
記微小目標範囲内に位置するように制御するコード生成手段と、
　前記出力抵抗値が前記ノーマル目標範囲内に位置するか否かを検出し、前記微小駆動信
号を生成するノーマルシフト検出手段と
を備えることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記微小目標範囲が、前記ノーマル目標範囲を所定の比率で縮小したことを特徴とする
請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記基準範囲供給手段が、
　第１電圧及び第２電圧の間に配置された複数の電圧分配手段と、
　該複数の電圧分配手段のうち、前記ノーマル目標範囲に対応する電圧分配手段を選択し
、前記ノーマル目標範囲よりも減少した幅を有する微小目標範囲の幅を提供するため、前
記微小駆動信号に応答して少なくとも１つの電圧分配手段を選択する基準範囲選択部と
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を備えることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記基準範囲供給手段が、
　前記微小駆動信号に応答して、前記ノーマル目標範囲の幅と前記微小目標範囲の幅とを
調整するレベル調整部を更に備えることを特徴とする請求項３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記コード生成手段が、
　前記ノーマル目標範囲又は微小目標範囲内に前記出力抵抗値があるか否かを検出する検
出部と、
　該検出部の検出結果に対応してカウントし、前記複数の制御コードを生成するカウント
部と、
　前記検出部の検出結果に対応して、前記カウント部のカウント基準信号として用いられ
るカウント基準クロックを提供するカウント制御部と
を備えることを特徴とする請求項４に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記カウント部が、
　前記微小駆動信号に応答してカウントする値の単位を変化させることを特徴とする請求
項５に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記カウント部が、
　前記カウント基準クロックに同期して、前記カウント制御部から出力されるカウント駆
動信号と、前記検出部から出力される比較信号とに応答してアップカウント又はダウンカ
ウントを行い、プリキャリー信号とプリコード信号とを出力する第１カウンタと、
　前記微小駆動信号に応答して、前記プリコード信号を第１コード信号として出力する出
力選択部と、
　前記微小駆動信号に応答して、前記カウント駆動信号又は前記プリキャリー信号を第１
キャリー出力信号として伝達するキャリー選択部と、
　前記カウント基準クロックに同期して、前記カウント駆動信号と前記第１キャリー出力
信号との論理レベルに応じてアップカウント又はダウンカウントを行い、第２キャリー出
力信号と第２コード信号とを出力する第２カウンタと、
　前記カウント駆動クロックに同期して、前記カウント駆動信号と前記第２キャリー出力
信号との論理レベルに応じてアップカウント又はダウンカウントを行い、第３キャリー出
力信号と第３コード信号とを出力する第３カウンタと
を備えることを特徴とする請求項５に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記キャリー選択部が、
　前記微小駆動信号の非アクティブ時、前記カウント駆動信号を伝達する第１伝送ゲート
と、
　前記微小駆動信号のアクティブ時、前記プリキャリー信号を伝達する第２伝送ゲートと
、
　該第２伝送ゲート又は前記第３伝送ゲートにより伝達された信号を、前記第１キャリー
出力信号として出力する第１バッファ部と
を備えることを特徴とする請求項７に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記出力選択部が、
　前記微小駆動信号の非アクティブ時、前記プリコード信号を伝達する第３伝送ゲートと
、
　前記微小駆動信号のアクティブ時、接地電圧を伝達する第４伝送ゲートと、
　前記第３伝送ゲート又は前記第４伝送ゲートにより伝達された信号を、前記第１コード
信号として出力する第２バッファ部と、
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を備えることを特徴とする請求項８に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記ノーマルシフト検出手段が、
　前記微小駆動信号に応答して、前記出力抵抗値が前記ノーマル目標範囲内に位置すると
、前記コード生成手段から出力されるノーマルシフト終了信号を伝達する第５伝送ゲート
と、
　該第５伝送ゲートの出力信号を反転させて前記微小駆動信号として出力する第１インバ
ータと
を備えることを特徴とする請求項９に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記電圧分配手段が、
複数の抵抗を備えることを特徴とする請求項３に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記基準範囲選択部が、
　前記微小駆動信号の非アクティブ時、前記複数の電圧分配手段のうち、対応する第１電
圧分配手段及び第２電圧分配手段によって定められる電圧幅を、前記ノーマル目標範囲で
提供する第１伝送ゲート及び第２伝送ゲートと、
　前記微小駆動信号のアクティブ時、前記複数の電圧分配手段のうち、対応する第３電圧
分配手段及び第４電圧分配手段によって定められる電圧幅を、前記微小目標範囲で提供す
る第３伝送ゲート及び第４伝送ゲートと
を備えることを特徴とする請求項４に記載の半導体装置。
【請求項１３】
　前記調整部が、
　前記微小駆動信号のアクティブに応答して、前記第１電圧分配手段の一側及び他側ノー
ドを接続させる第５伝送ゲートと、
　前記微小駆動信号のアクティブに応答して、前記第２電圧分配手段の一側及び他側ノー
ドを接続させる第６伝送ゲートと
を備えることを特徴とする請求項１２に記載の半導体装置。
【請求項１４】
　ＺＱ抵抗値計算信号を受信して前記カウント制御部にクロック信号を提供し、前記コー
ド生成手段のアクティブを制御する制御信号を生成する抵抗値測定制御部を更に備えるこ
とを特徴とする請求項５に記載の半導体装置。
【請求項１５】
　複数のプルアップコード信号に対応するプルアップ終端抵抗値と、複数のプルダウンコ
ード信号に対応するプルダウン終端抵抗値とを供給する終端抵抗値供給手段と、
　ＺＱ抵抗値に対応するノーマル目標範囲を提供し、微小駆動信号に応答して微小目標範
囲を出力する基準範囲供給手段と、
　前記プルアップ終端抵抗値が前記ノーマル目標範囲内に位置するように前記複数のプル
アップコードを生成し、それに応答して第１ホールド信号を生成し、前記微小駆動信号に
応答して前記複数のプルアップコードを調整し、前記プルアップ終端抵抗値が前記微小目
標範囲内に位置するように制御するプルアップコード生成手段と、
　前記プルダウン終端抵抗値が前記ノーマル目標範囲内に位置するように前記複数のプル
ダウンコードを生成し、それに応答して第２ホールド信号を生成し、前記微小駆動信号に
応答して前記複数のプルダウンコードを調整し、前記プルダウン終端抵抗値が前記微小目
標範囲内に位置するように制御するプルダウンコード生成手段と、
　前記第１ホールド信号及び第２ホールド信号に対応して前記微小駆動信号を生成するノ
ーマルシフト検出手段と
を備えることを特徴とする半導体装置。
【請求項１６】
　前記微小目標範囲が、前記ノーマル目標範囲を所定の比率で縮小したことを特徴とする
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請求項１５に記載の半導体装置。
【請求項１７】
　前記プルアップコード生成手段が、
　前記ノーマル目標範囲又は微小目標範囲内に前記プルアップ終端抵抗値があるか否かを
検出する検出部と、
　該検出部の検出結果に対応してカウントし、前記複数の制御コードを生成するカウント
部と、
　前記検出部の検出結果に対応して、前記カウント部のカウント基準信号として用いられ
るカウント基準クロックを提供するカウント制御部と
を備えることを特徴とする請求項１５に記載の半導体装置。
【請求項１８】
　前記カウント部が、
　前記微小駆動信号に応答してカウントする値の単位を変化させることを特徴とする請求
項１７に記載の半導体装置。
【請求項１９】
　前記カウント部が、
　前記カウント基準クロックに同期して、前記カウント制御部から出力されるカウント駆
動信号と、前記レベル検出部から出力される比較信号とに応答してアップカウント又はダ
ウンカウントを行い、プリキャリー信号とプリコード信号とを出力する第１カウンタと、
　前記微小駆動信号に応答して、前記プリコード信号を第１コード信号として出力する出
力選択部と、
　前記微小駆動信号に応答して、前記カウント駆動信号又は前記プリキャリー信号を第１
キャリー出力信号として伝達するキャリー選択部と、
　前記カウント基準クロックに同期して、前記カウント駆動信号と前記第１キャリー出力
信号との論理レベルに応じてアップカウント又はダウンカウントを行い、第２キャリー出
力信号と第２コード信号とを出力する第２カウンタと、
　前記カウント駆動クロックに同期して、前記カウント駆動信号と前記第２キャリー出力
信号との論理レベルに応じてアップカウント又はダウンカウントを行い、第３キャリー出
力信号と第３コード信号とを出力する第３カウンタと
を備えることを特徴とする請求項１７に記載の半導体装置。
【請求項２０】
　前記キャリー選択部が、
　前記微小駆動信号の非アクティブ時、前記カウント駆動信号を伝達する第１伝送ゲート
と、
　前記微小駆動信号のアクティブ時、前記プリキャリー信号を伝達する第２伝送ゲートと
、
　該第２伝送ゲート又は前記第３伝送ゲートによって伝達された信号を、前記第１キャリ
ー出力信号として出力する第１バッファ部と
を備えることを特徴とする請求項１９に記載の半導体装置。
【請求項２１】
　前記出力選択部が、
　前記微小駆動信号の非アクティブ時、前記プリコード信号を伝達する第３伝送ゲートと
、
　前記微小駆動信号のアクティブ時、接地電圧を伝達する第４伝送ゲートと、
　前記第３伝送ゲート又は前記第４伝送ゲートによって伝達された信号を、前記第１コー
ド信号として出力する第２バッファ部と
を備えることを特徴とする請求項２０に記載の半導体装置。
【請求項２２】
　前記基準範囲供給手段が、
　第１電圧及び第２電圧の間に配置された複数の電圧分配手段と、
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　該複数の電圧分配手段のうち、前記ノーマル目標範囲に対応する電圧分配手段を選択し
、前記ノーマル目標範囲よりも減少した幅を有する微小目標範囲の幅を提供するため、前
記微小駆動信号に応答して少なくとも１つの電圧分配手段を選択する基準範囲選択部と
を備えることを特徴とする請求項２０に記載の半導体装置。
【請求項２３】
　前記基準範囲供給手段が、
　前記微小駆動信号に応答して、前記ノーマル目標範囲の幅と前記微小目標範囲の幅とを
調整するレベル調整部を更に備えることを特徴とする請求項２２に記載の半導体装置。
【請求項２４】
　前記ノーマルシフト検出手段が、
　前記第１ホールド信号及び第２ホールド信号を入力とする第１ＮＡＮＤゲートと、
　前記微小駆動信号に応答して前記ＮＡＮＤゲートの出力を伝達する第５伝送ゲートと、
　該第５伝送ゲートの出力信号を反転させて前記微小駆動信号として出力する第１インバ
ータと
を備えることを特徴とする請求項２３に記載の半導体装置。
【請求項２５】
　前記電圧分配手段が、
複数の抵抗を備えることを特徴とする請求項２４に記載の半導体装置。
【請求項２６】
　前記基準範囲選択部が、
　前記微小駆動信号の非アクティブ時、前記複数の電圧分配手段のうち、対応する第１電
圧分配手段及び第２電圧分配手段によって定められる電圧幅を、前記ノーマル目標範囲で
提供する第６伝送ゲート及び第７伝送ゲートと、
　前記微小駆動信号のアクティブ時、前記複数の電圧分配手段のうち、対応する第３電圧
分配手段及び第４電圧分配手段によって定められる電圧幅を、前記微小目標範囲で提供す
る第８伝送ゲート及び第９伝送ゲートと
を備えることを特徴とする請求項２４に記載の半導体装置。
【請求項２７】
　前記レベル調整部が、
　前記微小駆動信号のアクティブに応答して、前記第１電圧分配手段の一側及び他側ノー
ドを接続させる第１０伝送ゲートと、
　前記微小駆動信号のアクティブに応答して、前記第２電圧分配手段の一側及び他側ノー
ドを接続させる第１１伝送ゲートと
を備えることを特徴とする請求項２６に記載の半導体装置。
【請求項２８】
　ＺＱ抵抗値計算信号を受信して前記カウント制御部にクロック信号を提供し、前記プル
アップコード生成手段のアクティブを制御する制御信号を生成する抵抗値測定制御部を更
に備えることを特徴とする請求項１７に記載の半導体装置。
【請求項２９】
　ＺＱ抵抗値に対応するノーマル目標範囲を提供するステップと、
　複数の制御コードに対応する出力抵抗値を提供するステップと、
　前記複数の制御コードを調整し、前記出力抵抗値が前記ノーマル目標範囲内に位置する
ように前記複数の制御コードを生成するステップと、
　前記出力抵抗値が前記ノーマル目標範囲内に位置することを検出して微小駆動信号を生
成するステップと、
　前記微小駆動信号に応答して微小目標範囲を提供するステップと、
　前記複数のコード信号を調整し、前記出力抵抗値が前記微小目標範囲内に位置するよう
に調整するステップと
を含むことを特徴とする半導体装置の駆動方法。
【請求項３０】
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　前記微小目標範囲が、前記ノーマル目標範囲を所定の比率で縮小したことを特徴とする
請求項２９に記載の半導体装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、集積回路に関し、特に、半導体装置のインピーダンス調整回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、ＣＰＵ、メモリ、及びゲートアレイなどのような集積回路を備える半導体装
置は、パーソナルコンピュータ、サーバ、又はワークステーションといった様々な電気製
品に用いられる。通常、入力パッドを介して外部から信号が入力される入力回路と、出力
パッドを介して外部に内部信号を出力する出力回路とを備える。入出力パッドは、半導体
装置が配置されるＰＣＢ基板上の伝送ラインに接続される。
【０００３】
　一方、電気製品の動作速度の高速化に伴い、前記半導体装置間でインターフェースされ
る信号のスイング幅も減少している。その理由は、信号の伝達にかかる遅延時間を最小化
するためである。しかし、信号のスイング幅が減少すると、外部ノイズへの影響や、イン
ターフェース端におけるインピーダンス不整合による信号の反射が深刻になる。前記イン
ピーダンス不整合は、外部ノイズや、電源電圧の変動、動作温度の変化、製造工程の変化
などに起因して発生する。インピーダンス不整合が発生すると、データの高速伝送が困難
になり、半導体装置のデータ出力端から出力される出力データが歪む可能性がある。その
ため、受信側の半導体素子は、前記歪んだ出力信号が入力端に入力される場合、セットア
ップ／ホールドフェイルや、入力レベルの判断ミスなどの問題が生じてしまう。
【０００４】
　したがって、動作速度の高速化が要求される受信側の半導体素子は、オンチップ終端又
はオンダイ終端（ＯＤＴ：Ｏｎ　Ｄｉｅ　Ｔｅｍｉａｎｔｉｏｎ）と呼ばれるインピーダ
ンス整合回路を前記集積回路チップ内のパッドの近傍に採用する。通常、オンダイ終端の
構成において、伝送側では出力回路によるソース終端が行なわれ、受信側では入力パッド
に接続された受信回路に対して並列に接続された終端回路による並列終端が行われる。
【０００５】
　図１は、従来のインピーダンス調整回路の概念図である。図に示すように、インピーダ
ンス調整回路は、基準電圧ＶＲＥＦを生成する基準電圧生成部１２と、入力抵抗ＺＱに対
するプルアップコード信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>のレベルをプルアップ終端抵抗値ＰＣ
ＡＬ＿ＤＱとして出力するプルアップ抵抗値調整部１８と、基準電圧ＶＲＥＦに対するプ
ルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱのレベル差を検出して出力するプルアップ検出部１４
と、プルアップ検出部１４の出力信号に応答して、プルアップコード信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ
<０：５>をアップカウント又はダウンカウントするＰコードカウント部１６と、プルアッ
プコード信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>に対するプルダウンコード信号ＮＣＡＬ＿ＤＮ<０
：５>のレベルをプルダウン終端抵抗値ＮＣＡＬ＿ＤＱとして出力するプルダウン抵抗値
調整部２６，２８と、基準電圧ＶＲＥＦに対するプルダウン終端抵抗値ＮＣＡＬ＿ＤＱの
レベル差を検出して出力するプルダウン検出部２２と、プルダウン検出部２２の出力信号
に応答して、プルダウンコード信号ＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>をアップカウント又はダウン
カウントするＮコードカウント部２４とを備える。
【０００６】
　参考として、入力抵抗ＺＱは、入力ピンを介して外部から印加される抵抗であって、入
力ピンＰＩＮと接地電圧ＶＳＳとの間に接続される。
【０００７】
　以下、従来のインピーダンス調整回路の駆動を簡単に説明する。
【０００８】
　まず、プルアップ抵抗値調整部１８は、入力抵抗ＺＱに対するプルアップコード信号Ｐ
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ＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>のレベルをプルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱとして出力する。
【０００９】
　また、プルアップ検出部１４は、基準電圧ＶＲＥＦに対するプルアップ終端抵抗値ＰＣ
ＡＬ＿ＤＱのレベル差を検出して出力し、Ｐコードカウント部１６は、プルアップ検出部
１４の出力信号が論理レベル「Ｈ」であれば、現在のプルアップコード信号ＰＣＡＬ＿Ｕ
Ｐ<０：５>をダウンカウントし、出力信号が論理レベル「Ｌ」であれば、現在のプルアッ
プコード信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>をアップカウントし、新しいプルアップコード信号
ＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>を生成する。
【００１０】
　このような過程は、プルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱが基準電圧ＶＲＥＦに対応す
るレベルになるまで引き続き行われ、このとき、プルアップコード信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ<
０：５>に対応する終端抵抗は、入力抵抗ＺＱと同じである。
【００１１】
　一方、プルダウン抵抗値調整部２６，２８は、プルアップコード信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ<
０：５>に対するプルダウンコード信号ＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>のレベルをプルダウン終
端抵抗値ＮＣＡＬ＿ＤＱとして出力する。
【００１２】
　更に、プルダウン検出部２２は、基準電圧ＶＲＥＦに対するプルダウン終端抵抗値ＮＣ
ＡＬ＿ＤＱのレベル差を検出して出力する。また、Ｎコードカウント部２４は、プルダウ
ン検出部２２の出力信号が論理レベル「Ｈ」であれば、現在のプルダウンコード信号ＮＣ
ＡＬ＿ＤＮ<０：５>をダウンカウントし、出力信号が論理レベル「Ｌ」であれば、現在の
プルダウンコード信号ＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>をアップカウントし、新しいプルダウンコ
ード信号ＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>を生成する。
【００１３】
　参考として、入力抵抗ＺＱを２４０Ωとすれば、プルアップコード信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ
<０：５>及びプルダウンコード信号ＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>も、２４０Ωを目標として設
定される。したがって、プルアップ抵抗値調整部１８及びプルダウン抵抗値調整部２６，
２８も、２４０Ωになるまで上記の過程が繰り返される。
【００１４】
　一方、図２は、図１におけるインピーダンス調整回路のバングバングエラーを示す図で
ある。
【００１５】
　同図に示すように、図１のインピーダンス調整回路は、制限された解像度により、駆動
のたびに、プルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱが基準電圧ＶＲＥＦの近傍で振動するこ
とが分かる。このように、基準電圧ＶＲＥＦの近傍で振動する現象を、バングバングエラ
ー（ｂａｎｇ－ｂａｎｇ　ｅｒｒｏｒ）という。
【００１６】
　一方、図３は、他の従来技術に係るインピーダンス調整回路の概念図であって、上記バ
ングバングエラーを防止するために提案された回路図である。同図は、図１と同様の回路
構成を有するため、バングバングエラーを防止するために新たに実現されたブロックのみ
を説明する。
【００１７】
　同図に示すように、他の従来技術に係るインピーダンス調整回路は、基準電圧生成部３
６によって第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂを生成し、これらの
基準電圧の電圧幅を目標範囲として設定する。
【００１８】
　また、プルアップコード信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>及びプルダウンコード信号ＮＣＡ
Ｌ＿ＤＮ<０：５>のレベルを検出する検出部をそれぞれ２つずつ備える。すなわち、プル
アップコード信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>のための検出部は、第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ
に対するプルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱのレベルを検出する第１プルアップ検出部
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３２Ａと、第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂに対するプルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱのレ
ベルを検出する第２プルアップ検出部３２Ｂとを備え、第１プルアップ検出部３２Ａ及び
第２プルアップ検出部３２Ｂの共通の出力ノードが形成される。更に、プルダウンコード
信号ＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>のための検出部は、第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａに対するプル
ダウン終端抵抗値ＮＣＡＬ＿ＤＱのレベルを検出する第１プルダウン検出部３４Ａと、第
２基準電圧ＶＲＥＦに対するプルダウン終端抵抗値ＮＣＡＬ＿ＤＱのレベルを検出する第
２プルダウン検出部３４Ｂとを備え、第１プルダウン検出部３４Ａ及び第２プルダウン検
出部３４Ｂの共通の出力ノードが形成される。
【００１９】
　図４は、図３におけるインピーダンス調整回路の動作タイミング図である。
【００２０】
　同図に示すように、基準電圧生成部３６による第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準
電圧ＶＲＥＦ＿Ｂが生成され、第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂ
のレベル幅だけの目標範囲が設定される。
【００２１】
　また、第１プルアップ検出部３２Ａ及び第２プルアップ検出部３２Ｂが、それぞれ第１
基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂを基準としてプルアップ終端抵抗値
ＰＣＡＬ＿ＤＱのレベルを検出し、共通の出力ノードを有するため、プルアップ終端抵抗
値ＰＣＡＬ＿ＤＱは、目標範囲内の値を有するようになる。具体的に説明すると、プルア
ップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱが、第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ
＿Ｂよりも高いレベルを有すると、Ｐコードカウント部がダウンカウントし続けてプルア
ップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱのレベルが下がる。その後、プルアップ終端抵抗値ＰＣＡ
Ｌ＿ＤＱのレベルが、第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂの間に位
置すると、第１プルアップ検出部３２Ａ及び第２プルアップ検出部３２Ｂは、互いに異な
る値を出力することから相殺される。したがって、Ｐコードカウント部によるアップカウ
ント又はダウンカウントはそれ以上行われず、プルアップコード信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ<０
：５>は一定に保持される。すなわち、プルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱは、目標範
囲の値を有するようになる。更に、プルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱが、第１基準電
圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂよりも低いレベルを有する場合は、Ｐコー
ドカウント部によりアップカウントが行われ、プルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱが目
標範囲の値を有するようになる。
【００２２】
　また、プルダウン終端抵抗値ＮＣＡＬ＿ＤＱも、目標範囲の値を有するようになるが、
これは、上述のように、それぞれ第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ＿
Ｂを基準としてプルダウン終端抵抗値ＮＣＡＬ＿ＤＱのレベルを検出する第１プルダウン
検出部３４Ａ及び第２プルダウン検出部３４Ｂを有し、これらの出力ノードが共通に接続
されているからである。駆動は、プルアップコード信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>の生成過
程と同様であるため、これについての説明は省略する。
【００２３】
　図５は、従来技術に係るインピーダンス調整回路のブロック図である。
【００２４】
　同図に示すように、従来技術に係るインピーダンス調整回路は、リセット信号ＲＳＴ、
ＺＱ調整信号ＺＱＣ、及びアドレスＴＬＡ<１０>に応答して、短周期計算信号ＺＱＣＳＩ
と長周期計算信号ＣＡＬ＿Ａとを生成し、クロックＩＣＬＫ５Ｂを用いて内部クロックＣ
ＬＫＩ及び更新クロックＵＰ＿ＤＴ＿ＣＬＫとして出力するＺＱ調整モード制御部４２と
、長周期計算信号ＣＡＬ＿Ａの初期印加時、初期計算信号ＺＱＣＬ＿ＩＮＩＴを生成し、
その後の印加時には、外部計算信号ＺＱＣＬ＿ＳＲＥＦを生成するＺＱ調整モード検出部
４４と、初期計算信号ＺＱＣＬ＿ＩＮＩＴ、外部計算信号ＺＱＣＬ＿ＳＲＥＦ、及び短周
期計算信号ＺＱＣＳＩに応答してアクティブになり、内部クロックＣＬＫＩに同期して、
一定間隔で計算駆動信号ＣＡＬ＿ＯＰＥＲ及び比較駆動信号ＣＭＰ＿ＯＰＥＲを生成する
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調整信号生成部４６と、一定のレベル幅を有する第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準
電圧ＶＲＥＦ＿Ｂを生成する基準電圧生成部６０と、入力抵抗ＺＱに対するプルアップ計
算コードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>のレベルをプルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱとして
、プルアップ計算コードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>に対するプルダウン計算コードＮＣＡＬ
＿ＤＮ<０：５>のレベルをプルダウン終端抵抗値ＮＣＡＬ＿ＤＱとして出力する終端抵抗
値供給部８０と、プルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱが第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び
第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂによる目標範囲内に位置するように、プルアップコードＰＣＤ
＿ＣＡＬ<０：４>とプルアップ計算コードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>とを生成するＰコード
生成部５０と、プルダウン終端抵抗値ＮＣＡＬ＿ＤＱが第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第
２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂによる目標範囲内に位置するように、プルダウンコードＮＣＤ＿
ＣＡＬ<０：４>とプルダウン計算コードＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>とを生成するＮコード生
成部７０とを備える。
【００２５】
　参考として、調整信号生成部４６は、タイマを備えていて、一定間隔で測定を行う。ま
た、Ｐコード生成部５０及びＮコード生成部７０は、差動増幅器を備える比較器とカウン
タとを備える。
【００２６】
　一方、ＺＱ調整信号ＺＱＣは、ＤＤＲ３　ＳＤＲＡＭのＪＥＤＥＣ仕様に新たに導入さ
れた概念であり、ＺＱ調整信号の印加時、半導体メモリ素子は、パワーの消耗がほとんど
発生しないＯＤＴ又はＯＣＤ（Ｏｆｆ　Ｃｈｉｐ　Ｄｒｉｖｅｒ）のインピーダンス整合
のための駆動を行う。
【００２７】
　したがって、ＺＱ調整信号の印加時、半導体メモリ素子は、パワーアップ後初めてＯＤ
ＴとＯＣＤのための計算を行う初期計算モードＺＱ＿ＩＮＩＴ、外部チップセットにより
行われる外部計算モードＺＱ＿ＯＰＥＲ、及び１２８ｍｓ毎に周期的に行われる周期計算
モードＺＱ＿ＣＳを有する。特に、初期計算モード及び外部計算モードは、駆動のために
長時間を要するため、ロング・キャリブレーションＺＱＣＬといい、周期計算モードは、
駆動のために比較的短時間を要するため、ショート・キャリブレーションＺＱＣＳという
。具体的に、初期計算モード時には、駆動のために５１２周期の時間が、外部計算モード
時には２５６周期が、周期計算モード時には６４周期がそれぞれ与えられる。
【００２８】
　図６は、図５におけるＰコード生成部５０の内部回路図である。
【００２９】
　同図に示すように、Ｐコード生成部５０は、第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電
圧ＶＲＥＦ＿Ｂに対するプルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱのレベルを検出し、正の比
較出力信号ＣＭＰ＿ＯＵＴ及び負の比較出力信号ＣＭＰ＿ＯＵＴＢと、ホールド信号ＨＬ
Ｄとを出力するレベル検出部５２と、正の比較出力信号ＣＭＰ＿ＯＵＴ及び負の比較出力
信号ＣＭＰ＿ＯＵＴＢと、ホールド信号ＨＬＤとを受信し、カウントイネーブル信号ＣＮ
Ｔ＿ＥＮとカウント基準クロックＣＮＴ＿ＣＬＫとを出力するカウント制御部５４と、カ
ウントイネーブル信号ＣＮＴ＿ＥＮのアクティブ時、正の比較出力信号ＣＭＰ＿ＯＵＴの
論理レベルに応じてアップカウント又はダウンカウントを、カウント基準クロックＣＮＴ
＿ＣＬＫに同期させて行い、プルアップ計算コードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>とプルアップ
コードＰＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>とを出力するＰコードカウント部５６とを備える。
【００３０】
　図７は、図６におけるＰコードカウント部５６の内部回路図である。
【００３１】
　同図に示すように、Ｐコードカウント部５６は、カウントイネーブル信号ＣＮＴ＿ＥＮ
によってアクティブになり、カウント基準クロックＣＮＴ＿ＣＬＫに同期して、該当する
入力信号の論理レベルに応じてアップカウント又はダウンカウントを行い、該当するキャ
リー出力信号ＣＯＵＴと該当するプルアップ計算コードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>とを出力
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する複数のカウンタ５６Ａ～５６Ｆを直列に接続して実現する。
【００３２】
　ここで、第１カウンタ５６Ａは、正の比較出力信号ＣＭＰ＿ＯＵＴを入力とし、第２カ
ウンタ～第５カウンタ５６Ｂ～５６Ｅは、前段のカウンタのキャリー出力信号ＣＯＵＴを
入力とする。
【００３３】
　参考として、図示していないが、プルアップコードＰＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>も、Ｐコー
ドカウント部５６の出力信号であって、各カウンタの出力をプルアップコードＰＣＤ＿Ｃ
ＡＬ<０：４>及びプルアップ計算コードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>として出力する。すなわ
ち、プルアップ計算コードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>は、プルアップコードＰＣＤ＿ＣＡＬ
<０：４>と同じ値を有し、１ビットのみが異なる。ここで、プルアップ計算コードＰＣＡ
Ｌ＿ＵＰ<５>は、初期駆動のために常にアクティブになっているため、プルアップコード
ＰＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>は、１ビット少ない。
【００３４】
　以下、図６及び図７におけるＰコード生成部５６の動作を簡単に説明する。
【００３５】
　まず、レベル検出部５２は、第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂ
を基準としてプルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱのレベルを検出し、正の比較出力信号
ＣＭＰ＿ＯＵＴとホールド信号ＨＬＤとを出力する。すなわち、プルアップ終端抵抗値Ｐ
ＣＡＬ＿ＤＱのレベルが、第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂより
も高いレベルを有すると、正の比較出力信号ＣＭＰ＿ＯＵＴを論理レベル「Ｈ」で、第１
基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂよりも低いレベルを有すると、正の
比較出力信号ＣＭＰ＿ＯＵＴを論理レベル「Ｌ」で出力する。また、プルアップ終端抵抗
値ＰＣＡＬ＿ＤＱのレベルが、第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂ
の間に位置すると、ホールド信号ＨＬＤをアクティブにする。このとき、負の比較出力信
号ＣＭＰ＿ＯＵＴＢは、正の比較出力信号ＣＭＰ＿ＯＵＴと逆の論理レベルを有する。
【００３６】
　また、カウント制御部５４は、正の比較出力信号ＣＭＰ＿ＯＵＴのアクティブに応答し
てカウントイネーブル信号ＣＮＴ＿ＥＮをアクティブにし、更新クロックＵＰ＿ＤＴ＿Ｃ
ＬＫをカウント基準クロックＣＮＴ＿ＣＬＫとして出力する。更に、正の比較出力信号Ｃ
ＭＰ＿ＯＵＴが非アクティブになり、ホールド信号ＨＬＤがアクティブになると、カウン
トイネーブル信号ＣＮＴ＿ＥＮを非アクティブにし、カウント基準クロックＣＮＴ＿ＣＬ
Ｋは供給しなくなる。
【００３７】
　また、Ｐコードカウント部５６は、カウントイネーブル信号ＣＮＴ＿ＥＮがアクティブ
になると、正の比較出力信号ＣＭＰ＿ＯＵＴの論理レベルに応じて、カウント基準クロッ
クＣＮＴ＿ＣＬＫに同期してアップカウント又はダウンカウントを行い、プルアップ計算
コードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>を出力する。このとき、プルアップコードＰＣＤ＿ＣＡＬ
<０：４>も、プルアップ計算コードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：４>と同じ値を有する。
【００３８】
　そのため、Ｐコード生成部５０は、プルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱのレベルが、
第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂよりも高いか低い場合は、プル
アップ計算コードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>及びプルアップコードＰＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>
をアップカウント又はダウンカウントする。更に、プルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱ
のレベルが、第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂの間の目標範囲内
に位置すると、プルアップ計算コードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>とプルアップコードＰＣＤ
＿ＣＡＬ<０：４>とを保持させる。
【００３９】
　参考として、Ｎコード生成部７０も、図６及び図７におけるＰコード生成部５０と同じ
回路構成及び動作を有するものの、プルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱの代わりにプル
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ダウン終端抵抗値ＮＣＡＬ＿ＤＱを受信し、プルダウンコードＮＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>と
プルダウン計算コードＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>とを生成する点だけが異なる。ここで、Ｎ
コードカウント部内のカウンタの同じ出力を、使用箇所によって、それぞれプルダウンコ
ードＮＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>及びプルダウン計算コードＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>として出
力する。
【００４０】
　図８は、図５における基準電圧生成部６０の内部回路図である。
【００４１】
　同図に示すように、基準電圧生成部６０は、第１内部電圧ＶＤＤＱと第２内部電圧ＶＳ
ＳＱとの間に直列接続された複数の抵抗を備え、複数の抵抗のうち１つの抵抗ＲＡの両側
ノードに、それぞれ第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂを出力する
。
【００４２】
　図９Ａは、目標範囲が狭い場合における従来技術の問題を示す図である。同図に示すよ
うに、目標範囲の幅が狭く、プルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱ及びプルダウン終端抵
抗値ＮＣＡＬ＿ＤＱは、Ｐコードカウント部及びＮコードカウント部のカウントされる基
本単位が小さければ、制限された時間内に目標範囲内に位置することができない。
【００４３】
　図９Ｂは、目標範囲の幅が広い場合におけるインピーダンス調整回路の動作タイミング
図である。同図は、図９Ａに示す問題を解決するため、目標範囲の幅を拡張した場合であ
る。しかし、制限された時間内にプルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱ及びプルダウン終
端抵抗値ＮＣＡＬ＿ＤＱが目標範囲内に位置しているものの、目標範囲が広いため、プル
アップ計算コードＰＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>及びプルダウン終端抵抗値ＮＣＡＬ＿ＤＱの有
する値のマージンが大きい。したがって、入力抵抗ＺＱに対応する正確な終端抵抗を供給
することができない。
【００４４】
　一方、従来技術を適用した場合、ＯＤＴ計算信号の印加時点から制限された時間内にＰ
ＶＴの変動による入力抵抗の変化に対応する終端抵抗を供給するため、目標範囲とカウン
ト単位とを適切に調整することが重要である。したがって、適切な目標範囲とカウント単
位とを設定するため、従来においては、メタルオプションなどを用いていたが、これは、
テストとマスクとの修正にかかる時間が長くなる問題があった。
【特許文献１】特開２００３－２４２７９９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００４５】
　そこで、本発明は、上記のような従来技術の問題を解決するためになされたものであり
、その目的は、制限された時間内にＰＶＴの変動による入力抵抗の変化に対応する終端抵
抗を早く設定して供給することのできる半導体メモリ素子のインピーダンス調整回路を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００４６】
　本発明は、ＺＱ抵抗値に対応するノーマル目標範囲を提供し、微小駆動信号に応答して
微小目標範囲を出力する基準範囲供給手段と、複数の制御コードに対応する出力抵抗値を
供給する終端抵抗値供給手段と、前記出力抵抗値が前記ノーマル目標範囲内に位置するよ
うに前記複数の制御コードを生成し、前記微小駆動信号に応答して前記複数のコード信号
を調整し、前記出力抵抗値が前記微小目標範囲内に位置するように制御するコード生成手
段と、前記出力抵抗値が前記ノーマル目標範囲内に位置するか否かを検出し、前記微小駆
動信号を生成するノーマルシフト検出手段とを備える半導体装置を提供する。
【００４７】
　また、本発明は、複数のプルアップコード信号に対応するプルアップ終端抵抗値と、複
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数のプルダウンコード信号に対応するプルダウン終端抵抗値とを供給する終端抵抗値供給
手段と、ＺＱ抵抗値に対応するノーマル目標範囲を提供し、微小駆動信号に応答して微小
目標範囲を出力する基準範囲供給手段と、前記プルアップ終端抵抗値が前記ノーマル目標
範囲内に位置するように前記複数のプルアップコードを生成し、それに応答して第１ホー
ルド信号を生成し、前記微小駆動信号に応答して前記複数のプルアップコードを調整し、
前記プルアップ終端抵抗値が前記微小目標範囲内に位置するように制御するプルアップコ
ード生成手段と、前記プルダウン終端抵抗値が前記ノーマル目標範囲内に位置するように
前記複数のプルダウンコードを生成し、それに応答して第２ホールド信号を生成し、前記
微小駆動信号に応答して前記複数のプルダウンコードを調整し、前記プルダウン終端抵抗
値が前記微小目標範囲内に位置するように制御するプルダウンコード生成手段と、前記第
１ホールド信号及び第２ホールド信号に対応して前記微小駆動信号を生成するノーマルシ
フト検出手段とを備える半導体装置を提供する。
【００４８】
　更に、本発明は、ＺＱ抵抗値に対応するノーマル目標範囲を提供するステップと、複数
の制御コードに対応する出力抵抗値を提供するステップと、前記複数の制御コードを調整
し、前記出力抵抗値が前記ノーマル目標範囲内に位置するように前記複数の制御コードを
生成するステップと、前記出力抵抗値が前記ノーマル目標範囲内に位置することを検出し
て微小駆動信号を生成するステップと、前記微小駆動信号に応答して微小目標範囲を提供
するステップと、前記複数のコード信号を調整し、前記出力抵抗値が前記微小目標範囲内
に位置するように調整するステップとを含む半導体装置の駆動方法を提供する。
【００４９】
　すなわち、第一の発明としては、ＺＱ抵抗値に対応するノーマル目標範囲を提供し、微
小駆動信号に応答して微小目標範囲を出力する基準範囲供給手段と、複数の制御コードに
対応する出力抵抗値を供給する終端抵抗値供給手段と、前記出力抵抗値が前記ノーマル目
標範囲内に位置するように前記複数の制御コードを生成し、前記微小駆動信号に応答して
前記複数のコード信号を調整し、前記出力抵抗値が前記微小目標範囲内に位置するように
制御するコード生成手段と、前記出力抵抗値が前記ノーマル目標範囲内に位置するか否か
を検出し、前記微小駆動信号を生成するノーマルシフト検出手段とを備えることを特徴と
する半導体装置を提供する。
【００５０】
　第二の発明としては、前記微小目標範囲が、前記ノーマル目標範囲を所定の比率で縮小
したことを特徴とする第一の発明に記載の半導体装置を提供する。
【００５１】
　第三の発明としては、前記基準範囲供給手段が、第１電圧及び第２電圧の間に配置され
た複数の電圧分配手段と、該複数の電圧分配手段のうち、前記ノーマル目標範囲に対応す
る電圧分配手段を選択し、前記ノーマル目標範囲よりも減少した幅を有する微小目標範囲
の幅を提供するため、前記微小駆動信号に応答して少なくとも１つの電圧分配手段を選択
する基準範囲選択部とを備えることを特徴とする第一の発明に記載の半導体装置を提供す
る。
【００５２】
　第四の発明としては、前記基準範囲供給手段が、前記微小駆動信号に応答して、前記ノ
ーマル目標範囲の幅と前記微小目標範囲の幅とを調整するレベル調整部を更に備えること
を特徴とする第三の発明に記載の半導体装置を提供する。
【００５３】
　第五の発明としては、前記コード生成手段が、前記ノーマル目標範囲又は微小目標範囲
内に前記出力抵抗値があるか否かを検出する検出部と、該検出部の検出結果に対応してカ
ウントし、前記複数の制御コードを生成するカウント部と、前記検出部の検出結果に対応
して、前記カウント部のカウント基準信号として用いられるカウント基準クロックを提供
するカウント制御部とを備えることを特徴とする第四の発明に記載の半導体装置を提供す
る。
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【００５４】
　第六の発明としては、前記カウント部が、前記微小駆動信号に応答してカウントする値
の単位を変化させることを特徴とする第五の発明に記載の半導体装置を提供する。
【００５５】
　第七の発明としては、前記カウント部が、前記カウント基準クロックに同期して、前記
カウント制御部から出力されるカウント駆動信号と、前記検出部から出力される比較信号
とに応答してアップカウント又はダウンカウントを行い、プリキャリー信号とプリコード
信号とを出力する第１カウンタと、前記微小駆動信号に応答して、前記プリコード信号を
第１コード信号として出力する出力選択部と、前記微小駆動信号に応答して、前記カウン
ト駆動信号又は前記プリキャリー信号を第１キャリー出力信号として伝達するキャリー選
択部と、前記カウント基準クロックに同期して、前記カウント駆動信号と前記第１キャリ
ー出力信号との論理レベルに応じてアップカウント又はダウンカウントを行い、第２キャ
リー出力信号と第２コード信号とを出力する第２カウンタと、前記カウント駆動クロック
に同期して、前記カウント駆動信号と前記第２キャリー出力信号との論理レベルに応じて
アップカウント又はダウンカウントを行い、第３キャリー出力信号と第３コード信号とを
出力する第３カウンタとを備えることを特徴とする第五の発明に記載の半導体装置を提供
する。
【００５６】
　第八の発明としては、前記キャリー選択部が、前記微小駆動信号の非アクティブ時、前
記カウント駆動信号を伝達する第１伝送ゲートと、前記微小駆動信号のアクティブ時、前
記プリキャリー信号を伝達する第２伝送ゲートと、該第２伝送ゲート又は前記第３伝送ゲ
ートにより伝達された信号を、前記第１キャリー出力信号として出力する第１バッファ部
とを備えることを特徴とする第七の発明に記載の半導体装置を提供する。
【００５７】
　第九の発明としては、前記出力選択部が、前記微小駆動信号の非アクティブ時、前記プ
リコード信号を伝達する第３伝送ゲートと、前記微小駆動信号のアクティブ時、接地電圧
を伝達する第４伝送ゲートと、前記第３伝送ゲート又は前記第４伝送ゲートにより伝達さ
れた信号を、前記第１コード信号として出力する第２バッファ部と、を備えることを特徴
とする第八の発明に記載の半導体装置を提供する。
【００５８】
　第十の発明としては、前記ノーマルシフト検出手段が、前記微小駆動信号に応答して、
前記出力抵抗値が前記ノーマル目標範囲内に位置すると、前記コード生成手段から出力さ
れるノーマルシフト終了信号を伝達する第５伝送ゲートと、該第５伝送ゲートの出力信号
を反転させて前記微小駆動信号として出力する第１インバータとを備えることを特徴とす
る第九の発明に記載の半導体装置を提供する。
【００５９】
　第十一の発明としては、前記電圧分配手段が、複数の抵抗を備えることを特徴とする第
三の発明に記載の半導体装置を提供する。
【００６０】
　第十二の発明としては、前記基準範囲選択部が、前記微小駆動信号の非アクティブ時、
前記複数の電圧分配手段のうち、対応する第１電圧分配手段及び第２電圧分配手段によっ
て定められる電圧幅を、前記ノーマル目標範囲で提供する第１伝送ゲート及び第２伝送ゲ
ートと、前記微小駆動信号のアクティブ時、前記複数の電圧分配手段のうち、対応する第
３電圧分配手段及び第４電圧分配手段によって定められる電圧幅を、前記微小目標範囲で
提供する第３伝送ゲート及び第４伝送ゲートとを備えることを特徴とする第四の発明に記
載の半導体装置を提供する。
【００６１】
　第十三の発明としては、前記調整部が、前記微小駆動信号のアクティブに応答して、前
記第１電圧分配手段の一側及び他側ノードを接続させる第５伝送ゲートと、前記微小駆動
信号のアクティブに応答して、前記第２電圧分配手段の一側及び他側ノードを接続させる
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第６伝送ゲートとを備えることを特徴とする第十二の発明に記載の半導体装置を提供する
。
【００６２】
　第十四の発明としては、ＺＱ抵抗値計算信号を受信して前記カウント制御部にクロック
信号を提供し、前記コード生成手段のアクティブを制御する制御信号を生成する抵抗値測
定制御部を更に備えることを特徴とする第五の発明に記載の半導体装置を提供する。
【００６３】
　第十五の発明としては、複数のプルアップコード信号に対応するプルアップ終端抵抗値
と、複数のプルダウンコード信号に対応するプルダウン終端抵抗値とを供給する終端抵抗
値供給手段と、ＺＱ抵抗値に対応するノーマル目標範囲を提供し、微小駆動信号に応答し
て微小目標範囲を出力する基準範囲供給手段と、前記プルアップ終端抵抗値が前記ノーマ
ル目標範囲内に位置するように前記複数のプルアップコードを生成し、それに応答して第
１ホールド信号を生成し、前記微小駆動信号に応答して前記複数のプルアップコードを調
整し、前記プルアップ終端抵抗値が前記微小目標範囲内に位置するように制御するプルア
ップコード生成手段と、前記プルダウン終端抵抗値が前記ノーマル目標範囲内に位置する
ように前記複数のプルダウンコードを生成し、それに応答して第２ホールド信号を生成し
、前記微小駆動信号に応答して前記複数のプルダウンコードを調整し、前記プルダウン終
端抵抗値が前記微小目標範囲内に位置するように制御するプルダウンコード生成手段と、
前記第１ホールド信号及び第２ホールド信号に対応して前記微小駆動信号を生成するノー
マルシフト検出手段とを備えることを特徴とする半導体装置を提供する。
【００６４】
　第十六の発明としては、前記微小目標範囲が、前記ノーマル目標範囲を所定の比率で縮
小したことを特徴とする第十五の発明に記載の半導体装置を提供する。
【００６５】
　第十七の発明としては、前記プルアップコード生成手段が、前記ノーマル目標範囲又は
微小目標範囲内に前記プルアップ終端抵抗値があるか否かを検出する検出部と、該検出部
の検出結果に対応してカウントし、前記複数の制御コードを生成するカウント部と、前記
検出部の検出結果に対応して、前記カウント部のカウント基準信号として用いられるカウ
ント基準クロックを提供するカウント制御部とを備えることを特徴とする第十五の発明に
記載の半導体装置を提供する。
【００６６】
　第十八の発明としては、前記カウント部が、前記微小駆動信号に応答してカウントする
値の単位を変化させることを特徴とする第十七の発明に記載の半導体装置を提供する。
【００６７】
　第十九の発明としては、前記カウント部が、前記カウント基準クロックに同期して、前
記カウント制御部から出力されるカウント駆動信号と、前記レベル検出部から出力される
比較信号とに応答してアップカウント又はダウンカウントを行い、プリキャリー信号とプ
リコード信号とを出力する第１カウンタと、前記微小駆動信号に応答して、前記プリコー
ド信号を第１コード信号として出力する出力選択部と、前記微小駆動信号に応答して、前
記カウント駆動信号又は前記プリキャリー信号を第１キャリー出力信号として伝達するキ
ャリー選択部と、前記カウント基準クロックに同期して、前記カウント駆動信号と前記第
１キャリー出力信号との論理レベルに応じてアップカウント又はダウンカウントを行い、
第２キャリー出力信号と第２コード信号とを出力する第２カウンタと、前記カウント駆動
クロックに同期して、前記カウント駆動信号と前記第２キャリー出力信号との論理レベル
に応じてアップカウント又はダウンカウントを行い、第３キャリー出力信号と第３コード
信号とを出力する第３カウンタとを備えることを特徴とする第十七の発明に記載の半導体
装置を提供する。
【００６８】
　第二十の発明としては、前記キャリー選択部が、前記微小駆動信号の非アクティブ時、
前記カウント駆動信号を伝達する第１伝送ゲートと、前記微小駆動信号のアクティブ時、
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前記プリキャリー信号を伝達する第２伝送ゲートと、該第２伝送ゲート又は前記第３伝送
ゲートによって伝達された信号を、前記第１キャリー出力信号として出力する第１バッフ
ァ部とを備えることを特徴とする第十九の発明に記載の半導体装置を提供する。
【００６９】
　第二十一の発明としては、前記出力選択部が、前記微小駆動信号の非アクティブ時、前
記プリコード信号を伝達する第３伝送ゲートと、前記微小駆動信号のアクティブ時、接地
電圧を伝達する第４伝送ゲートと、前記第３伝送ゲート又は前記第４伝送ゲートによって
伝達された信号を、前記第１コード信号として出力する第２バッファ部とを備えることを
特徴とする第二十の発明に記載の半導体装置を提供する。
【００７０】
　第二十二の発明としては、前記基準範囲供給手段が、第１電圧及び第２電圧の間に配置
された複数の電圧分配手段と、該複数の電圧分配手段のうち、前記ノーマル目標範囲に対
応する電圧分配手段を選択し、前記ノーマル目標範囲よりも減少した幅を有する微小目標
範囲の幅を提供するため、前記微小駆動信号に応答して少なくとも１つの電圧分配手段を
選択する基準範囲選択部とを備えることを特徴とする第二十の発明に記載の半導体装置を
提供する。
【００７１】
　第二十三の発明としては、前記基準範囲供給手段が、前記微小駆動信号に応答して、前
記ノーマル目標範囲の幅と前記微小目標範囲の幅とを調整するレベル調整部を更に備える
ことを特徴とする第二十二の発明に記載の半導体装置を提供する。
【００７２】
　第二十四の発明としては、前記ノーマルシフト検出手段が、前記第１ホールド信号及び
第２ホールド信号を入力とする第１ＮＡＮＤゲートと、前記微小駆動信号に応答して前記
ＮＡＮＤゲートの出力を伝達する第５伝送ゲートと、該第５伝送ゲートの出力信号を反転
させて前記微小駆動信号として出力する第１インバータとを備えることを特徴とする第二
十三の発明に記載の半導体装置を提供する。
【００７３】
　第二十五の発明としては、前記電圧分配手段が、複数の抵抗を備えることを特徴とする
第二十四の発明に記載の半導体装置を提供する。
【００７４】
　第二十六の発明としては、前記基準範囲選択部が、前記微小駆動信号の非アクティブ時
、前記複数の電圧分配手段のうち、対応する第１電圧分配手段及び第２電圧分配手段によ
って定められる電圧幅を、前記ノーマル目標範囲で提供する第６伝送ゲート及び第７伝送
ゲートと、前記微小駆動信号のアクティブ時、前記複数の電圧分配手段のうち、対応する
第３電圧分配手段及び第４電圧分配手段によって定められる電圧幅を、前記微小目標範囲
で提供する第８伝送ゲート及び第９伝送ゲートとを備えることを特徴とする第二十四の発
明に記載の半導体装置を提供する。
【００７５】
　第二十七の発明としては、前記レベル調整部が、前記微小駆動信号のアクティブに応答
して、前記第１電圧分配手段の一側及び他側ノードを接続させる第１０伝送ゲートと、前
記微小駆動信号のアクティブに応答して、前記第２電圧分配手段の一側及び他側ノードを
接続させる第１１伝送ゲートとを備えることを特徴とする第二十六の発明に記載の半導体
装置を提供する。
【００７６】
　第二十八の発明としては、ＺＱ抵抗値計算信号を受信して前記カウント制御部にクロッ
ク信号を提供し、前記プルアップコード生成手段のアクティブを制御する制御信号を生成
する抵抗値測定制御部を更に備えることを特徴とする第十七の発明に記載の半導体装置を
提供する。
【００７７】
　第二十九の発明としては、ＺＱ抵抗値に対応するノーマル目標範囲を提供するステップ
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と、複数の制御コードに対応する出力抵抗値を提供するステップと、前記複数の制御コー
ドを調整し、前記出力抵抗値が前記ノーマル目標範囲内に位置するように前記複数の制御
コードを生成するステップと、前記出力抵抗値が前記ノーマル目標範囲内に位置すること
を検出して微小駆動信号を生成するステップと、前記微小駆動信号に応答して微小目標範
囲を提供するステップと、前記複数のコード信号を調整し、前記出力抵抗値が前記微小目
標範囲内に位置するように調整するステップとを含むことを特徴とする半導体装置の駆動
方法を提供する。
【００７８】
　第三十の発明としては、前記微小目標範囲が、前記ノーマル目標範囲を所定の比率で縮
小したことを特徴とする第二十九の発明に記載の半導体装置の駆動方法を提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７９】
　以下、添付された図面を参照して本発明の好ましい実施形態をより詳細に説明する。
【００８０】
　図１０は、本発明の一実施形態に係るインピーダンス調整回路のブロック図である。同
図に示すように、本発明の半導体装置は、抵抗値測定制御部１００と、基準範囲供給部２
００と、コード生成部３００と、終端抵抗値供給部４００と、ノーマルシフト検出部５０
０とを備える。
【００８１】
　抵抗値測定制御部１００は、ＺＱ調整モード制御部１２０と、ＺＱ調整モード検出部１
４０と、調整信号生成部１６０とを備える。ＺＱ調整モード制御部１２０は、リセット信
号ＲＳＴ、ＺＱ調整信号ＺＱＣ、及びアドレスＴＬＡ<１０>に応答して、短周期計算信号
ＺＱＣＳＩと、長周期計算信号ＣＡＬ＿Ａとを生成し、クロックＩＣＬＫ５Ｂを用いて更
新クロックＵＰ＿ＤＴ＿ＣＬＫ及び内部クロックＣＬＫＩとして生成する。内部クロック
ＣＬＫＩは、調整信号生成部１６０の駆動のために生成される信号である。ＺＱ調整モー
ド検出部１４０は、長周期計算信号ＣＡＬ＿Ａの初期印加時、初期計算信号ＺＱＣＬ＿Ｉ
ＮＩＴを生成し、その後の印加時には、外部計算信号ＺＱＣＬ＿ＳＲＥＦを生成する。調
整信号生成部１６０は、初期計算信号ＺＱＣＬ＿ＩＮＩＴ、外部計算信号ＺＱＣＬ＿ＳＲ
ＥＦ、短周期計算信号ＺＱＣＳＩ、及びリセット信号ＲＳＴに応答してアクティブになり
、内部クロックＣＬＫＩに同期した計算駆動信号ＣＡＬ＿ＯＰＥＲと比較駆動信号ＣＭＰ
＿ＯＰＥＲとを一定間隔毎に生成する。更新クロックＵＰ＿ＤＴ＿ＣＬＫは、コード生成
部３００でプルアップコードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>とプルダウンコードＮＣＡＬ＿ＤＮ
<０：５>とを生成するとき、基準となるクロック信号である。
【００８２】
　基準範囲供給部２００は、入力抵抗ＺＱの抵抗値に対応するノーマル目標範囲を供給し
、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢに応答して微小目標範囲を出力する。微小目標範囲は、ノ
ーマル目標範囲を所定の比率で縮小したものである。微小目標範囲及びノーマル目標範囲
は、いずれも第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂを用いて供給され
る。
【００８３】
　コード生成部３００は、プルアップコード生成部３１０と、プルダウンコード生成部３
５０とを備える。プルアップコード生成部３１０は、プルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿Ｄ
Ｑがノーマル目標範囲内に位置するように複数のプルアップコードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：
５>を生成し、それに応答して第１ホールド信号ＨＬＤ＿ＵＰを生成し、微小駆動信号Ｈ
ＬＤ＿ＥＮＢに応答して複数のプルアップコードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>を調整し、プル
アップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱが微小目標範囲内に位置するように制御する。プルダウ
ンコード生成部３５０は、プルダウン終端抵抗値ＮＣＡＬ＿ＤＱがノーマル目標範囲内に
位置するように複数のプルダウンコードＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>を生成し、それに応答し
て第２ホールド信号ＨＬＤ＿ＤＮを生成し、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢに応答して複数
のプルダウンコードＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>を調整し、プルダウン終端抵抗値ＮＣＡＬ＿
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ＤＱが微小目標範囲内に位置するように制御する。ここで、計算駆動信号ＣＡＬ＿ＯＰＥ
Ｒ及び比較駆動信号ＣＭＰ＿ＯＰＥＲは、調整信号生成部１６０から提供される信号であ
る。リセット信号ＲＳＴは、リセット動作のための信号である。また、プルダウンコード
生成部３５０は、プルアップコード生成部３１０からプルアップコードＰＣＡＬ＿ＵＰ<
０：５>を受信し、プルアップコードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>を複製したレプリカプルア
ップコードＮＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>を生成する。
【００８４】
　ＺＱ抵抗値に対応するプルアップコードとプルダウンコードとを生成するため、まず、
プルアップコード生成部３１０ではプルアップコードを生成する。次いで、プルダウンコ
ード生成部３５０では、プルアップコードが固定された状態でプルダウンコードを生成す
る。したがって、プルダウンコード生成部３５０は、レプリカプルアップコードＮＣＡＬ
＿ＵＰ<０：４>を用いて、プルアップ抵抗値を固定させた後、プルダウン抵抗値を生成す
る動作を行う。
【００８５】
　プルアップコード生成部３１０及びプルダウンコード生成部３５０は、プルアップコー
ドＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：４>及びプルダウンコードＮＣＡＬ＿ＵＰ<０：４>のようなデジタ
ル値を有する結果プルアップコードＰＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>及び結果プルダウンコードＮ
ＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>をも出力する。結果プルアップコードＰＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>及び
結果プルダウンコードＮＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>は、プルアップコード生成部３１０及びプ
ルダウンコード生成部３５０で最終的に計算したプルダウンコードＮＣＡＬ＿ＵＰ<０：
４>及びプルアップコードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：４>と同じ値を有する。これらの信号は、
データとアドレスとを受信するアドレスパッドとデータパッドとに接続された出力抵抗調
整回路に供給するために生成される信号である。アドレスパッドとデータパッドとに接続
された出力抵抗調整回路は、結果プルアップコードＰＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>及び結果プル
ダウンコードＮＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>に対応する終端抵抗値をパッドに印加させる。
【００８６】
　終端抵抗値供給部４００は、複数のプルアップコードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>に対応す
るプルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱと、複数のプルダウンコード信号ＮＣＡＬ＿ＤＮ
<０：５>に対応するプルダウン終端抵抗値ＮＣＡＬ＿ＤＱとを供給する。
【００８７】
　ノーマルシフト検出部５００は、第１ホールド信号ＨＬＤ＿ＵＰ及び第２ホールド信号
ＨＬＤ＿ＤＮに対応して微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢを生成する。
【００８８】
　また、図示していないが、外部初期化信号ＲＳＴＢを内部電圧レベルに変換し、リセッ
ト信号ＲＳＴとして印加する入力バッファを更に備える。
【００８９】
　このように、本実施形態に係る半導体装置は、まず、相対的に広い幅を有するノーマル
目標範囲を目標範囲に設定し、ＺＱ抵抗値を探し出す１次駆動を行い、次に、より狭い幅
を有する微小目標範囲を目標範囲に設定し、ＺＱ抵抗値を探し出す２次駆動を行う。１次
駆動では、プルアップコードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>とプルダウンコード信号ＮＣＡＬ＿
ＤＮ<０：５>とがカウントされる基本レベル値を大きくして駆動し、２次駆動では、カウ
ントされる基本レベル値を小さくして駆動することができる。また、カウントされる単位
を１次駆動と２次駆動とで互いに異なるようにしてもよい。例えば、１次駆動では、プル
アップコードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>とプルダウンコード信号ＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>と
が一度に２ずつカウントされ、１次駆動では、１ずつカウントされ得る。これにより、Ｚ
Ｑ抵抗値に正確に対応するデジタル値を最も効率的に探し出すことができる。
【００９０】
　図１１は、図１０におけるプルアップコード生成部３１０の内部回路図である。同図を
参照して説明すると、プルアップコード生成部３１０は、検出部３２０と、カウント制御
部３３０と、Ｐコードカウント部３４０とを備える。検出部３２０は、ノーマル目標範囲
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又は微小目標範囲内にプルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱがあるか否かを検出し、検出
結果信号である負の比較出力信号ＣＭＰ＿ＯＵＴＢと第１ホールド信号ＨＬＤ＿ＵＰとを
生成する。カウント制御部３３０は、第１ホールド信号ＨＬＤ＿ＵＰと負の比較出力信号
ＣＭＰ＿ＯＵＴＢとに応答してアクティブになり、更新クロックＵＰ＿ＤＴ＿ＣＬＫを受
信してカウント基準クロックＣＮＴ＿ＣＬＫとカウントイネーブル信号ＣＮＴ＿ＥＮとを
生成する。Ｐコードカウント部３４０は、負の比較出力信号ＣＭＰ＿ＯＵＴＢとカウント
イネーブル信号ＣＮＴ＿ＥＮとに応答してアクティブになり、カウント基準クロックＣＮ
Ｔ＿ＣＬＫに同期してプルアップコードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>をカウントする。また、
微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢに応答して、より小さな単位レベルでプルアップコードＰＣ
ＡＬ＿ＵＰ<０：５>をカウントする。結果プルアップコードＰＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>は、
上述のように、他のデータ又はアドレスの入力のためのパッドに接続された入出力回路に
出力させるためのものである。
【００９１】
　プルダウンコード生成部３５０も、プルダウンコードを生成する点を除けば、実質的に
プルアップコード生成部３１０と同様の回路構成を有している。したがって、プルダウン
コード生成部の詳細な説明は省略する。
【００９２】
　図１２は、図１１におけるＰコードカウント部３４０の内部回路図である。同図に示す
ように、Ｐコードカウント部３４０は、カウント基準クロックＣＮＴ＿ＣＬＫに同期して
、カウントイネーブル信号ＣＮＴ＿ＥＮと比較出力信号ＣＭＰ＿ＯＵＴとの論理レベルに
応じてアップカウント又はダウンカウントを行い、プリキャリー信号ＰＲＥ＿ＣＲとプリ
コード信号ＤＯＵＴ<０>とを出力する第１カウンタ３４１と、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮ
Ｂに応答してプリコード信号ＤＯＵＴ<０>又は接地電圧ＶＳＳを選択し、プルアップ計算
コードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０>として出力する出力選択部３４３と、微小駆動信号ＨＬＤ＿Ｅ
ＮＢに応答して、カウントイネーブル信号ＣＮＴ＿ＥＮ又はプリキャリー信号ＰＲＥ＿Ｃ
Ｒをキャリー出力信号ＣＯＵＴ<０>として伝達するキャリー選択部３４２と、カウント基
準クロックＣＮＴ＿ＣＬＫに同期してカウントイネーブル信号ＣＮＴ＿ＥＮと前段のキャ
リー出力信号ＣＯＵＴ<Ｎ－１>との論理レベルに応じてアップカウント又はダウンカウン
トを行い、自体のキャリー出力信号ＣＯＵＴ<Ｎ>とプルアップ計算コードＰＣＡＬ＿ＵＰ
<Ｎ>とを出力する第２カウンタ３４４及び第６カウンタ３４５を備える。
【００９３】
　図１３は、図１２におけるキャリー選択部３４２の内部回路図である。同図に示すよう
に、キャリー選択部３４２は、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢの非アクティブ時、カウント
イネーブル信号ＣＮＴ＿ＥＮを伝達する第１伝送ゲートＴＧ１と、微小駆動信号ＨＬＤ＿
ＥＮＢのアクティブ時、プリキャリー信号ＰＲＥ＿ＣＲを伝達する第２伝送ゲートＴＧ２
と、第１伝送ゲートＴＧ１及び第２伝送ゲートＴＧ２の共通の出力ノードに印加された信
号を遅延させ、キャリー出力信号ＣＯＵＴ<０>として出力するバッファ部３４２Ａとを備
える。
【００９４】
　キャリー選択部３４２の駆動を簡単に説明すると、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢのアク
ティブ時には、プリキャリー信号ＰＲＥ＿ＣＲをキャリー出力信号ＣＯＵＴ<０>として出
力する。
【００９５】
　また、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢが非アクティブになると、プリキャリー信号ＰＲＥ
＿ＣＲとは関係なく、カウントイネーブル信号ＣＮＴ＿ＥＮをキャリー出力信号ＣＯＵＴ
<０>として出力する。したがって、カウントイネーブル信号ＣＮＴ＿ＥＮがアクティブに
なり、Ｐコードカウント部３４０の駆動中には、キャリー出力信号ＣＯＵＴ<０>は、常に
論理レベル「Ｈ」としてアクティブになる。
【００９６】
　参考として、キャリー選択部３４２及び出力選択部３４３は、入力信号が異なるだけで
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、それ以外は同じ回路構成を有する。すなわち、出力選択部３４３は、微小駆動信号ＨＬ
Ｄ＿ＥＮＢのアクティブ時には、プリコード信号ＤＯＵＴ<０>をプルアップ計算コードＰ
ＣＡＬ＿ＵＰ<０>として出力するが、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢの非アクティブ時には
、接地電圧ＶＳＳをプルアップ計算コードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０>として出力し、論理レベル
「Ｌ」を有するようにする。
【００９７】
　一方、以下では、図１１及び図１３におけるプルアップコード生成部３１０の動作を簡
単に説明する。プルアップコード生成部３１０の動作を微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢのア
クティブに基づいて説明する。
【００９８】
　まず、検出部３２０は、プルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱが第１基準電圧ＶＲＥＦ
＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂの目標範囲内に位置すると、第１ホールド信号ＨＬＤ
＿ＵＰをアクティブにする。また、プルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱが第１基準電圧
ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂの目標範囲よりも高いレベルを有すると、正
の比較出力信号ＣＭＰ＿ＯＵＴを論理レベル「Ｈ」で出力し、目標範囲よりも低いレベル
を有すると、正の比較出力信号ＣＭＰ＿ＯＵＴを論理レベル「Ｌ」で出力する。このとき
、負の比較出力信号ＣＭＰ＿ＯＵＴＢは、正の比較出力信号ＣＭＰ＿ＯＵＴと逆の論理レ
ベルを有する。
【００９９】
　その後、カウント制御部３３０は、正の比較出力信号ＣＭＰ＿ＯＵＴのアクティブに応
答してカウントイネーブル信号ＣＮＴ＿ＥＮをアクティブにし、更新クロックＵＰ＿ＤＴ
＿ＣＬＫをカウント基準クロックＣＮＴ＿ＣＬＫとして出力する。また、正の比較出力信
号ＣＭＰ＿ＯＵＴが非アクティブになり、第１ホールド信号ＨＬＤ＿ＵＰがアクティブに
なると、カウントイネーブル信号ＣＮＴ＿ＥＮを非アクティブにし、カウント基準クロッ
クＣＮＴ＿ＣＬＫは供給しなくなる。
【０１００】
　続いて、Ｐコードカウント部３４０は、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢがアクティブにな
った場合、カウントイネーブル信号ＣＮＴ＿ＥＮがアクティブになると、正の比較出力信
号ＣＭＰ＿ＯＵＴの論理レベルに応じて、カウント基準クロックＣＮＴ＿ＣＬＫに同期し
てアップカウント又はダウンカウントを行い、プルアップコード信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ<０
：５>を出力する。
【０１０１】
　また、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢが非アクティブになった場合は、第１カウンタのキ
ャリー出力信号を常にアクティブにすることにより、第１カウンタ３４１だけ大きな幅で
カウントする。更に説明すると、出力選択部３４３により、第１カウンタ３４１のプリコ
ード信号ＤＯＵＴ<０>の論理レベルとは関係なく、結果プルアップコード信号ＰＣＤ＿Ｃ
ＡＬ<０：４>は、論理レベル「Ｌ」として出力される。また、キャリー選択部３４２は、
キャリー出力信号ＣＯＵＴ<０>を論理レベル「Ｈ」として出力する。したがって、Ｐコー
ドカウント部３４０は、第１カウンタ３４１により、常にキャリー出力信号ＣＯＵＴ<０>
がアクティブになり、プルアップ計算コードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０>は常に非アクティブにな
る。したがって、カウントイネーブル信号ＣＮＴ＿ＥＮのアクティブ時、第１カウンタ３
４１は、アクティブになった状態で第２カウンタ～第６カウンタだけが駆動されるため、
微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢがアクティブになった場合よりも第１カウンタ３４１だけ大
きな単位でカウントされる。
【０１０２】
　そのため、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢが非アクティブとなっている間は、プルアップ
コード生成部３１０は、プルアップ計算コードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>を大きな単位でア
ップカウント又はダウンカウントすることにより、プルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱ
が早く目標範囲内の値を有するようにする。また、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢがアクテ
ィブとなっている間は、小さな単位でアップカウント又はダウンカウントすることにより
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、プルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱがより微細に調整される。
【０１０３】
　参考として、結果プルアップコード信号ＰＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>は、プルアップコード
信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：４>と同じ値を有する。
【０１０４】
　また、プルダウンコード生成部３５０は、上述したプルアップコード生成部３１０に比
べて入力信号及び出力信号が異なるだけで、それ以外は同じ回路構成及び駆動を有する。
【０１０５】
　図１４は、図１０におけるノーマルシフト検出部５００の内部回路図である。同図に示
すように、ノーマルシフト検出部５００は、第１ホールド信号ＨＬＤ＿ＵＰ及び第２ホー
ルド信号ＨＬＤ＿ＤＮを入力とするＮＡＮＤゲートＮＤ１と、ＮＡＮＤゲートＮＤ１の出
力信号を反転させるインバータＩ１と、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢの非アクティブに応
答してインバータＩ１の出力信号を伝達する伝送ゲートＴＧ３と、伝送ゲートＴＧ３の出
力信号を反転させて微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢとして出力するインバータＩ２とを備え
る。
【０１０６】
　続いて、ノーマルシフト検出部５００の動作を説明する。ノーマルシフト検出部５００
は、第１ホールド信号ＨＬＤ＿ＵＰ及び第２ホールド信号ＨＬＤ＿ＤＮがいずれもアクテ
ィブになると、これに応答して微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢをアクティブにする。微小駆
動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢのアクティブ後は、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢによって制御され
る伝送ゲートＴＧ３がオフとなり、第１ホールド信号ＨＬＤ＿ＵＰ及び第２ホールド信号
ＨＬＤ＿ＤＮが非アクティブになっても、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢのアクティブが保
持される。
【０１０７】
　図１５は、図１０における基準範囲供給部２００の内部回路図である。同図に示すよう
に、基準範囲供給部２００は、第１内部電圧ＶＤＤＱと第２内部電圧ＶＳＳＱとの間に直
列接続された複数の抵抗を備え、第１出力電圧～第４出力電圧ＶＮ１、ＶＮ２、ＶＮ３、
ＶＮ４を供給する複数の抵抗Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３と、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢに応答し
て、第１出力電圧～第４出力電圧ＶＮ１、ＶＮ２、ＶＮ３、ＶＮ４のうちの２つを選択し
、第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂとして出力する基準電圧選択
部と、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢに応答して、第１出力電圧～第４出力電圧ＶＮ１、Ｖ
Ｎ２、ＶＮ３、ＶＮ４のレベルを調整するレベル調整部とを備える。
【０１０８】
　更に、基準電圧選択部は、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢの非アクティブ時、第１抵抗Ｒ
１の一側ノードＮ１に印加された電圧を第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａとして伝達する第１伝
送ゲートＴＧ４と、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢのアクティブ時、第１抵抗Ｒ１及び第２
抵抗Ｒ２の接続ノードＮ２に印加された電圧を第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａとして伝達する
第２伝送ゲートＴＧ５と、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢのアクティブ時、第２抵抗Ｒ２及
び第３抵抗Ｒ３の接続ノードに印加された電圧を第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂとして伝達す
る第３伝送ゲートＴＧ６と、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢの非アクティブ時、第３抵抗Ｒ
３の一側ノードＮ４に印加された電圧を第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂとして伝達する第４伝
送ゲートＴＧ７とを備える。
【０１０９】
　また、レベル調整部は、第１抵抗Ｒ１の一側ノードＮ１と、第１抵抗Ｒ１及び第２抵抗
Ｒ２の接続ノードＮ２との間に接続され、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢによって制御され
る第５伝送ゲートＴＧ８と、第３抵抗Ｒ３の一側ノードＮ４と、第２抵抗Ｒ２及び第３抵
抗Ｒ３の接続ノードＮ３との間に接続され、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢによって制御さ
れる第６伝送ゲートＴＧ９とを備える。
【０１１０】
　基準範囲供給部２００の駆動を説明すると、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢの非アクティ



(21) JP 5069507 B2 2012.11.7

10

20

30

40

50

ブ時には、第１抵抗Ｒ１の一側ノードＮ１に印加された電圧を第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ
として出力し、第３抵抗Ｒ３の一側ノードＮ４に印加された電圧を第２基準電圧ＶＲＥＦ
＿Ｂとして出力する。
【０１１１】
　また、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢのアクティブ時には、第１抵抗Ｒ１及び第２抵抗Ｒ
２の接続ノードＮ２に印加された電圧を第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａとして出力し、第２抵
抗Ｒ２及び第３抵抗Ｒ３の接続ノードＮ３に印加された電圧を第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂ
として出力する。更に、第５伝送ゲートＴＧ８がターンオンされ、第１抵抗Ｒ１の一側ノ
ードＮ１と、第１抵抗Ｒ１及び第２抵抗Ｒ２の接続ノードＮ２とが接続され、第１抵抗Ｒ
１は、オフとなり、第６伝送ゲートＴＧ９がターンオンされ、第３抵抗Ｒ３の一側ノード
Ｎ４と、第２抵抗Ｒ２及び第３抵抗Ｒ３の接続ノードＮ３とが接続され、第３抵抗Ｒ３が
オフとなる。したがって、基準範囲供給部２００は、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢのアク
ティブ時には、第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂのレベル幅を縮
小して目標範囲を減少させる。
【０１１２】
　一方、以下では、本発明に係る半導体装置の動作を説明する。まず、抵抗値測定制御部
１００は、ＺＱ調整信号ＺＱＣ、アドレスＴＬＡ<１０>、及びクロックＩＣＬＫ５Ｂを受
信し、更新クロックＵＰ＿ＤＴ＿ＣＬＫと、計算駆動信号ＣＡＬ＿ＯＰＥＲと、比較駆動
信号ＣＭＰ＿ＯＰＥＲとを生成する。
【０１１３】
　また、ノーマルシフト検出部５００は、第１ホールド信号ＨＬＤ＿ＵＰ及び第２ホール
ド信号ＨＬＤ＿ＤＮの非アクティブに応答して、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢを非アクテ
ィブにする。
【０１１４】
　次に、基準範囲供給部２００は、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢの非アクティブに応答し
て、該当する出力電圧ＶＮ１、ＶＮ４をそれぞれ第１基準電ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準電
圧ＶＲＥＦ＿Ｂとして出力する。このとき、第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａと第２基準電圧Ｖ
ＲＥＦ＿Ｂとのレベル差は、１次目標範囲となる。
【０１１５】
　続いて、終端抵抗値供給部４００は、入力抵抗ＺＱに対するプルアップコード信号ＰＣ
ＡＬ＿ＵＰ<０：５>のレベルをプルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱとして、プルアップ
コード信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>に対するプルダウンコード信号ＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：
５>のレベルをプルダウン終端抵抗値ＮＣＡＬ＿ＤＱとして出力する。
【０１１６】
　更に、プルアップコード生成部３１０及びプルダウンコード生成部３５０は、計算駆動
信号ＣＡＬ＿ＯＰＥＲと比較駆動信号ＣＭＰ＿ＯＰＥＲとに応答して、プルアップ終端抵
抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱとプルダウン終端抵抗値ＮＣＡＬ＿ＤＱとのレベルが１次目標範囲内
に位置するように、プルアップコード信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>及び結果プルアップコ
ード信号ＰＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>と、プルダウンコード信号ＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>及び
結果プルダウンコード信号ＮＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>とをアップカウント又はダウンカウン
トする。また、プルアップ終端抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱ及びプルダウン終端抵抗値ＮＣＡＬ
＿ＤＱが１次目標範囲内に位置すると、第１ホールド信号ＨＬＤ＿ＵＰ及び第２ホールド
信号ＨＬＤ＿ＤＮをアクティブにする。このとき、各コード信号と計算コード信号とのカ
ウント動作による変化量を１次変化量とする。
【０１１７】
　その後、ノーマルシフト検出部５００は、第１ホールド信号ＨＬＤ＿ＵＰ及び第２ホー
ルド信号ＨＬＤ＿ＤＮのアクティブに応答して微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢをアクティブ
にする。
【０１１８】
　また、基準範囲供給部２００は、微小駆動信号ＨＬＤ＿ＥＮＢのアクティブに応答して
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、該当する出力電圧ＶＮ２、ＶＮ３を、それぞれ第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａ及び第２基準
電圧ＶＲＥＦ＿Ｂとして出力する。このとき、出力される第１基準電圧ＶＲＥＦ＿Ａと第
２基準電圧ＶＲＥＦ＿Ｂとのレベル差が２次目標範囲であり、２次目標範囲は、１次目標
範囲に比べてより小さな幅を有する。
【０１１９】
　続いて、プルアップコード生成部３１０及びプルダウンコード生成部３５０は、計算駆
動信号ＣＡＬ＿ＯＰＥＲと比較駆動信号ＣＭＰ＿ＯＰＥＲとに応答して、プルアップ終端
抵抗値ＰＣＡＬ＿ＤＱ及びプルダウン終端抵抗値ＮＣＡＬ＿ＤＱのレベルが２次目標範囲
内に位置するように、プルアップコード信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>及び結果プルアップ
コード信号ＰＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>と、プルダウンコード信号ＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>及
び結果プルダウンコード信号ＮＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>とをアップカウント又はダウンカウ
ントする。このとき、プルアップコード信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>及び結果プルアップ
コード信号ＰＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>と、プルダウンコード信号ＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>及
び結果プルダウンコード信号ＮＣＤ＿ＣＡＬ<０：４>とをカウントする単位は、微小駆動
信号が非アクティブになった場合よりも小さな幅でカウントが行われる。このとき、各コ
ード信号と計算コード信号とのカウント動作による変化量を２次変化量とする。
【０１２０】
　このように、本発明に係るインピーダンス調整回路は、広い目標範囲と大きな変化量で
プルアップコード信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>とプルダウンコード信号ＮＣＡＬ＿ＤＮ<
０：５>とを計算した後、更に目標範囲を狭めてプルアップコード信号ＰＣＡＬ＿ＵＰ<０
：５>とプルダウンコード信号ＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>とを小さな単位で微細に調整する
。これについては、以下の図面を参照してより具体的に説明する。
【０１２１】
　図１６は、本発明に係るインピーダンス調整回路の動作を、目標範囲及び変化量に基づ
いて示す図である。同図に示すように、１次駆動時のノーマル目標範囲「α」は、２次駆
動時の微小目標範囲「β」に比べて大きく、１次駆動時に行われるノーマル目標範囲の変
化量「ａ」は、２次駆動時に行われる微小目標範囲の変化量「ｂ」に比べて大きい。
【０１２２】
　まず、本発明は、１次駆動時には、プルアップ計算コードＰＣＡＬ＿ＵＰ<０：５>及び
プルダウン計算コードＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>が大きなレベル幅の１次目標範囲「α」を
満足するように、大きな変化量でこれらを調整する。したがって、１次目標範囲「α」を
満足するのに短時間を要する。また、２次駆動時にも、プルアップ計算コードＰＣＡＬ＿
ＵＰ<０：５>及びプルダウン計算コードＮＣＡＬ＿ＤＮ<０：５>が２次目標範囲「β」を
満足するように調整するが、このときは、小さな変化量でこれらを微細に調整する。
【０１２３】
　そのため、本発明に係るインピーダンス調整回路は、１次目標範囲を広くする。このと
き、更新による電位変化量を大きくすると、１次目標範囲に入るのにかかる時間を短縮す
ることができる。また、広い１次目標範囲によって発生するマージンを狭めて２次目標範
囲を設定し、更新による電位変化量を減らして微細に調整する。このとき、すでに１次駆
動で目標範囲に近接しているため、２次駆動にかかる時間は短くなる。したがって、従来
においては、目標範囲を調整するため、メタルオプションを調整したのに対し、本発明で
は、電位量を自体で目標範囲に調整して駆動するため、駆動時間を短縮することができ、
正確な終端抵抗を供給することができる。
【０１２４】
　本発明によると、大きな目標範囲を設定し、大きな変化幅で入力抵抗に対応する複数の
コード信号を設定した後、目標範囲を小さく調整し、小さな変化幅で前記コード信号を微
細に調整することにより、ＰＶＴの変動による終端抵抗を早く設定することができ、素子
の信頼性を向上させることができる。
【０１２５】
　一方、上述した本発明に係る半導体装置の駆動方法は、複数のプルアップコード信号と
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一例に過ぎず、プルアップコード信号又はプルダウンコード信号のみを生成し、これに対
応する終端抵抗を供給する場合にも適用可能である。
【０１２６】
　以上、本発明は、上記した実施形態に限定されるものではなく、本発明に係る技術的思
想の範囲から逸脱しない範囲内で様々な変更が可能であり、それらも本発明の技術的範囲
に属する。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】従来の半導体装置のインピーダンス調整回路の概念図
【図２】図１における半導体装置のインピーダンス調整回路のバングバングエラーを示す
図
【図３】他の従来技術に係る半導体装置のインピーダンス調整回路の概念図
【図４】図３における半導体装置のインピーダンス調整回路の動作タイミング図
【図５】改善された従来技術に係るインピーダンス調整回路のブロック図
【図６】図５におけるＰコード生成部の内部回路図
【図７】図６におけるＰコードカウント部の内部回路図
【図８】図５における基準範囲供給部の内部回路図
【図９Ａ】目標範囲が狭い場合における従来技術の問題を示す図
【図９Ｂ】目標範囲が広い場合における従来技術の問題を示す図
【図１０】本発明の一実施形態に係る半導体装置のブロック図
【図１１】図１０におけるプルアップコード生成部の内部回路図
【図１２】図１１におけるＰコードカウント部の内部回路図
【図１３】図１２におけるキャリー選択部の内部回路図
【図１４】図１０におけるノーマルシフト検出部の内部回路図
【図１５】図１０における基準範囲供給部の内部回路図
【図１６】本発明に係る半導体装置の動作タイミング図
【符号の説明】
【０１２８】
１００　　　抵抗値測定制御部
２００　　　基準範囲供給部
３００　　　プルアップコード生成部
４００　　　終端抵抗値供給部
５００　　　ノーマルシフト検出部
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【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】
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