
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部クロック信号に同期して動作可能であって、
　前記外部クロック信号の立ち上がりと立ち下がりの両エッジに同期してデータを転送す
る第１の転送モードと、 エッジに同期してデータを転
送する第２の転送モードとを切り替え可能なデータ転送手段を備えていることを特徴とす
る半導体記憶装置において、
　前記データ転送手段は、
　前記第１の転送モードではシリアル入力された複数のデータをシリアル・パラレル変換
させて変換したパラレルデータを同時に転送し、前記第２の転送モードでは前記複数のデ
ータを順次転送するデータ入出力変換部と、
　データを記憶するメモリセル部に対し、前記第１の転送モードでは前記パラレルデータ
を同時に書き込む第１書き込み許可信号を前記外部クロック信号の のエッジに
応じて出力し、前記第２の転送モードでは前記複数のデータを順次書き込む第２書き込み
許可信号を前記外部クロック信号の のエッジに応じて出力する書き込み制御部
と、を有していることを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体記憶装置において、
　前記データ転送手段は、モ－ド切替信号に応答して前記第１及び第２の転送モードを切
替えることを特徴とする半導体記憶装置。
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【請求項３】
　請求項２記載の半導体記憶装置において、
　前記モ－ド切替信号は、外部から入力された設定信号に基づいて生成されることを特徴
とする半導体記憶装置。
【請求項４】
　請求項３記載の半導体記憶装置において、
　前記設定信号を保持するレジスタを有していることを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項５】
　請求項４記載の半導体記憶装置において、
　前記レジスタは、モードレジスタに設けられていることを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項６】
　請求項２記載の半導体記憶装置において、
　切替信号入力端子に前記モード切替信号が入力されることを特徴とする半導体記憶装置
。
【請求項７】
　請求項２乃至６のいずれか１項に記載の半導体記憶装置において、
　前記第２の転送モードは、前記外部クロック信号の立ち上がりのエッジに同期してデー
タを転送することを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項８】
　請求項７記載の半導体記憶装置において、
　前記データ転送手段は、前記第１の転送モードに対応した第１のクロック信号又は前記
第２の転送モードに対応した第２のクロック信号を前記モード切替信号に基づいて生成し
、前記データ入出力変換部に送出するデータ取込みクロック発生部を有していることを特
徴とする半導体記憶装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の半導体記憶装置において、
　前記モード切替信号に基づいて、コラムアドレスをカウントアップするタイミングを前
記第１又は第２の転送モード毎に変更可能なコラムアドレスカウンタをさらに有している
ことを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項１０】
　請求項９記載の半導体記憶装置において、
　前記コラムアドレスカウンタは、
　第１および第２の内部アドレス発生クロックを供給するクロック発生回路と、
　前記コラムアドレスに基づいて前記第１の内部アドレス発生クロックに同期して第１の
内部アドレスを発生する第１のアドレス発生部と、
　前記コラムアドレスに基づいて前記第２の内部アドレス発生クロックに同期して第２の
内部アドレスを発生する第２のアドレス発生部と、を有していることを特徴とする半導体
記憶装置。
【請求項１１】
　請求項１０記載の半導体記憶装置において、
　前記クロック発生回路はクロック発生器および分周器を備え、
　前記クロック発生器は前記外部クロックに基づいて内部クロックを発生し、前記第１の
転送モードにおいて前記内部クロックを前記第１の内部アドレス発生クロックとして出力
し、前記第２の転送モードにおいて前記内部クロックを前記第２の内部アドレス発生クロ
ックとして出力し、前記内部クロックを分周した信号を前記第１の内部アドレス発生クロ
ックとして出力することを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の半導体記憶装置において、
　読み出しまたは書き込みコマンドに従いバースト期間信号を活性化すると共に前記内部
クロックのカウントを開始して所定のクロック数に達したらバースト期間信号を非活性化
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するバーストカウンタを備えていることを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項１３】
　請求項１２記載の半導体記憶装置において、
　前記バーストカウンタは、前記所定のクロック数を第１または第２の転送モードに応じ
て変更するバースト長変更部を備えていることを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の半導体記憶装置において、
　前記データ転送手段は、データ書き込み時に前記第１の転送モード又は前記第２の転送
モードで書き込みデータを転送することを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項１５】
　外部クロック信号に同期して動作可能であって、
　前記外部クロック信号の立ち上がりと立ち下がりの両エッジに同期してデータを転送す
る第１の転送モードと、 に同期してデータを転
送する第２の転送モードとを切り替えてデータ転送することを特徴とする半導体記憶装置
の制御方法において、
　前記第１の転送モードではシリアル入力された複数のデータをシリアル・パラレル変換
し、変換したパラレルデータを同時に転送し、前記第２の転送モードでは前記複数のデー
タを順次転送し、
　メモリセル部に対するデータ書き込みの際、前記第１の転送モードでは前記パラレルデ
ータを同時に書き込む第１書き込み許可信号が前記外部クロック信号の のエッ
ジでライトアンプに出力され、前記第２の転送モードでは前記複数のデータを順次書き込
む第２書き込み許可信号が前記外部クロック信号 のエッジでライトアンプに出
力されることを特徴とする半導体記憶装置の制御方法。
【請求項１６】
　請求項１５記載の半導体記憶装置の制御方法において、
　前記第１及び第２の転送モードは、外部から入力された設定信号に基づいて生成した切
替信号、又は外部から直接入力された切替信号により切り替えられることを特徴とする半
導体記憶装置の制御方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の半導体記憶装置の制御方法において、
　前記第２の転送モードは、前記外部クロック信号の立ち上がりのエッジに同期してデー
タ転送することを特徴とする半導体記憶装置の制御方法。
【請求項１８】
　請求項１７記載の半導体記憶装置の制御方法において、
　前記複数のデータをシリアル・パラレル変換して同時に転送するか、あるいは順次転送
するかは前記切替信号に基づいて決定することを特徴とする半導体記憶装置の制御方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の半導体記憶装置の制御方法において、
　前記切替信号に基づいて、前記第１又は第２の転送モード毎にコラムアドレスのカウン
トアップのタイミングが変更されることを特徴とする半導体記憶装置の制御方法。
【請求項２０】
　請求項１６乃至１９のいずれか１項に記載の半導体記憶装置の制御方法において、
　データ書き込み時に前記第１の転送モードから前記第２の転送モードに切り替えること
を特徴とする半導体記憶装置の制御方法。
【請求項２１】
　外部クロック信号に同期して動作可能であって、
　前記外部クロック信号の立ち上がりと立ち下がりの両エッジに同期してデータを転送す
るダブルデータレートモードと、 に同期してデータを
転送するシングルデータレートモードとを切り替え可能なデータ転送手段を備えているこ
とを特徴とする半導体記憶装置において、
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　前記データ転送手段は、
　前記ダブルデータレートモードではシリアル入力された複数のデータをシリアル・パラ
レル変換させて変換したパラレルデータを同時に転送し、前記シングルデータレートモー
ドでは前記複数のデータを順次転送するデータ入出力変換部と、
　データを記憶するメモリセル部に対し、前記ダブルデータレートモードでは前記パラレ
ルデータを同時に書き込む第１書き込み許可信号を前記外部クロック信号の の
エッジに応じて出力し、前記シングルデータレートモードでは前記複数のデータを順次書
き込む第２書き込み許可信号を前記外部クロック信号の のエッジに応じて出力
する書き込み制御部と、を有することを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の半導体記憶装置において、
　前記シングルデータレートモードは、前記半導体記憶装置のウェハ状態での試験におい
て使用されるようになっていることを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項２３】
　請求項１乃至２２のいずれか１項に記載の半導体記憶装置において、
　前記半導体記憶装置は、シンクロナス型ダイナミックランダムアクセスメモリであるこ
とを特徴とする半導体記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、外部クロック信号に同期して動作可能な半導体記憶装置及びその制御方法に関
し、特に、外部クロック信号に同期してデータの書き込み／読み出しを行う同期式ＤＲＡ
Ｍ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ：ＳＤＲＡＭ）及びそのデータ書き込み制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のＤＲＡＭはシステムに供給されるクロック信号とは無関係（非同期）にデータの入
出力動作が行われ、アドレス入力から当該アドレスに対応するデータが出力されるまでは
次のアドレスを入力することができなかった。従って、データ転送のサイクルタイムはデ
ータ出力までのアクセスタイムに依存することになり、データ転送レートを向上させるこ
とが困難であった。そのため、近年のパーソナルコンピュータ（ＰＣ）に搭載された処理
装置（ＭＰＵ）の処理速度の格段の向上に伴い、ＰＣの主記憶として用いられるＤＲＡＭ
のデータ転送速度の向上が重要な課題になってきていた。
【０００３】
そこで、コラムアクセスパスを複数のパイプラインに分割し、各パイプ間においてシステ
ム側から供給される外部クロック信号の立ち上がりエッジに同期して高速にデータの書き
込み／読み出しを行うようにしたＳＤＲＡＭが開発された。そしてさらに、回路の基本的
アーキテクチャは変更させずに、外部クロック信号（ＣＬＫ）の立ち上がりと立ち下がり
の両エッジに同期してデータを入出力させるＤＤＲ（Ｄｏｕｂｌｅ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅ
）モードのＳＤＲＡＭが開発されるに至った（具体的に、例えば、日本国特願平９－１６
７４５１号および特願平１０－２２２５７号等参照）。ＤＤＲモードのＳＤＲＡＭのデー
タ転送レートは、外部クロック信号の立ち上がりエッジのみに同期してデータを転送する
モード（以下、便宜的にＳＤＲモードという）のＳＤＲＡＭに比して約２倍になるという
利点を有しており、ＳＤＲＡＭの現在の主流になっている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、これらの半導体記憶装置は製造段階においてメモリ試験装置（ＩＣテスタ）で
試験、評価される。メモリ試験装置は、半導体記憶装置を実際の動作状態と同一の条件で
稼働させて不良メモリセルの数を計数したり、不良メモリセルの救済が可能か否かを判定
したりする機能を有している。メモリ試験装置は、例えばＳＤＲＡＭの不良メモリセルの
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試験においては、ＳＤＲＡＭの実際の動作時に用いられる外部クロック信号ＣＬＫと同一
の信号を発生させてＳＤＲＡＭに入力するようになっている。なお、ウェハ試験は、半導
体ウェハ上に形成された全てのチップに対して行うものであり、各チップに対して所定の
データの書き込み試験および読み出し試験を行うものである。
【０００５】
ところが、上述のＤＤＲモードのＳＤＲＡＭは、従来型のＳＤＲモードのＳＤＲＡＭと動
作が大きく異なり、特に書き込み／読み出し動作についてＤＤＲモードでは従来型の２倍
の周波数で書き込み／読み出しデータを発生させるため、新たにＤＤＲモードに対応した
試験用のクロック信号を発生させることができるメモリ試験装置を導入する必要が生じる
。このため、ＤＤＲモードのＳＤＲＡＭの製造には新しいメモリ試験装置を購入する必要
が生じて設備投資額が増大し、結局ＤＤＲモードのＳＤＲＡＭのコスト高につながってい
た。また、ＤＤＲモードのＳＤＲＡＭの製品開発においても、従来のメモリ試験装置が使
えないため製品開発に遅れを生じさせる要因ともなっている。
【０００６】
より具体的には、半導体テスタは１クロック以内にストローブを１本しか立てられないと
いう制限がある。このような制限下においてＤＤＲ方式で試験を行うと、１クロックで出
力が２個得られることになるため、半導体テスタからの２クロックを１クロックとして使
用し、且つ、半導体記憶装置に与えるクロックの１クロック以内に２本のストローブを立
てることが必要になる。すなわち、実際のテスタの能力の半分の周波数で半導体記憶装置
を動作させて試験を行わなければならないことになる。
【０００７】
図２１は従来および本発明の一実施形態に係る半導体記憶装置のウェハ試験におけるデー
タ読み出し試験を比較して示すタイミング図であり、また、図２２は従来および本発明に
係る半導体記憶装置のウェハ試験におけるデータ書き込み試験を比較して示すタイミング
図である。ここで、図２１（ａ）および図２２（ａ）は従来の半導体記憶装置であるＤＤ
Ｒ方式のＳＤＲＡＭにおけるデータ読み出し試験およびデータ書き込み試験のタイミング
図を示し、また、図２１（ｂ）および図２２（ｂ）は後述する本発明の実施形態としての
半導体記憶装置であるＤＤＲ方式のＳＤＲＡＭにおけるデータ読み出し試験およびデータ
書き込み試験のタイミング図である。
【０００８】
図２１（ａ）に示すように、従来のＤＤＲ方式ＳＤＲＡＭのウェハ試験でのデータ読み出
し試験は、ＤＤＲ方式の読み出し動作しか行うことができないため、例えば、半導体テス
タのメインクロック（テスタクロック）ｃｌｋに対して２倍の周期（Ｔ＝２　ｔ）を有す
るクロック（デバイスクロック）ＣＬＫをＤＤＲ方式のＳＤＲＡＭに与え、このデバイス
クロックＣＬＫの１クロックに２本のストローブ（ＳＴＢ）を立てて２回の読み出し動作
を行っていた。ここで、ＣＡＳレイテンシを１．５クロックとし（ＣＬ＝１．５）、バス
長を８とした場合（ＢＬ＝８：８つの異なるデータを読み出す場合）を考えると、一連の
データ読み出しが完了するには、アクティブ状態になってから１３ｃｌｋ（テスタクロッ
ク）に相当する時間を要することになる。
【０００９】
また、図２２（ａ）に示すように、従来のＤＤＲ方式ＳＤＲＡＭのウェハ試験でのデータ
書き込み試験は、ＤＤＲ方式の書き込み動作しか行うことができないため、例えば、テス
タクロックｃｌｋに対して２倍の周期（Ｔ＝２　ｔ）を有するデバイスクロックＣＬＫを
デバイスに与え、このデバイスクロックＣＬＫの１クロックに２回の書き込み動作を行う
ようになっている。ここで、遅延書き込み（Ｄｅｌａｙｅｄ　Ｗｒｉｔｅ）を行っていて
８つの異なるデータを書き込む場合（ＢＬ＝８）を考えると、一連の書き込み動作が完了
するには、アクティブ状態になってから１１ｃｌｋに相当する時間を要することになる。
【００１０】
ところで、ウェハ試験は、半導体ウェハ上に形成された全てのチップに対して行う必要が
あるため、このように実際の半導体テスタの能力の半分の周波数でデバイスを動作させて
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試験を行うということは、結局製造コストの増大を招いてしまうという問題を有している
。例えば、ＤＤＲ方式のＳＤＲＡＭを通常の動作で試験するためには、当該ＳＤＲＡＭの
動作速度の２倍の周波数帯域を持った高価な試験装置が必要になり、その結果、ＤＤＲ方
式のＳＤＲＡＭの製造コストを大幅に押し上げることになる。あるいは、通常の試験装置
を使用する場合には、全てのデバイスクロックＣＬＫをテスタクロックｃｌｋの半分の周
波数で動作させることが必要になり、全ての試験で冗長なタイミング設定としなければな
らず、試験時間が長くなって、やはりデバイスの製造コストが増加することになる。
【００１１】
本発明の目的は、外部クロック信号の立ち上がりと立ち下がりの両エッジに同期してデー
タを転送する転送モードを有しながら、従来のメモリ試験装置で容易に試験、評価ができ
る半導体記憶装置及びその制御方法を提供することにある。
さらに本発明の目的は、高価な試験装置を使用することなく、また、試験時間の削減を行
うことのできる半導体記憶装置を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記目的は、外部クロック信号に同期して動作可能な半導体記憶装置において、外部クロ
ック信号の立ち上がりと立ち下がりの両エッジに同期してデータを転送する第１の転送モ
ードと、両エッジのいずれか一方のみに同期してデータを転送する第２の転送モードとを
切り替え可能なデータ転送手段を備えていることを特徴とする半導体記憶装置によって達
成される。また本発明の半導体記憶装置において、前記データ転送手段は、モード切替信
号に応答して第１及び第２の転送モードを切替えることを特徴とする。この構成によれば
、半導体記憶装置を試験、評価する際には第２の転送モードに切り替えて従来型のメモリ
試験装置を用いることが可能になり、また、実際の使用に際しては第１の転送モードに切
り替えて高速なデータ転送レートを実現することができるようになる。
【００１３】
また、本発明の半導体記憶装置において、前記モード切替信号は、外部から入力された設
定信号に基づいて生成されることを特徴とする。また、本発明の半導体記憶装置は、設定
信号を保持するレジスタを有していることを特徴とする。このような構成にすることによ
り、半導体記憶装置を利用するシステム側から容易にデータ転送手段の転送モードを切り
替えることができるようになる。
【００１４】
本発明の半導体記憶装置において、前記レジスタとして、モードレジスタ内の空きレジス
タを使用するようにしてもよい。従来のＳＤＲＡＭにも設けられているモードレジスタの
空きレジスタを利用することにより容易にモード切替信号を保持することができる。また
あるいは、本発明の半導体記憶装置に切替信号入力端子を設け、当該切替信号入力端子に
システム側からモード切替信号を入力させて、システム側から直接データ転送手段の転送
モードを切り替えるようにしてもよい。こうすることにより半導体記憶装置の回路構成を
より簡素な構成にすることができるようになる。
【００１５】
上記本発明の半導体記憶装置において、第２の転送モードは、外部クロック信号の立ち上
がりのエッジに同期してデータを転送するようにしてもよい。こうすれば、外部クロック
信号のデューティ比を５０％として、第１の転送モードの転送レートの１／２の転送レー
トを実現できる。
また、本発明の半導体記憶装置において、データ転送手段は、第１の転送モードではシリ
アル入力された複数のデータをシリアル・パラレル変換して、変換したパラレルデータを
同時に転送し、第２の転送モードでは複数のデータを順次転送するデータ入出力変換部を
有していることを特徴とする。この構成にすることにより、外部（システム側）に対して
第２の転送モードのほぼ２倍の転送レートでデータを入出力する第１の転送モードであっ
ても、半導体記憶装置内のメモリセルに対しては第２の転送モードと同一の書き込み／読
み出し速度を用いることができるようになる。
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【００１６】
またさらに、本発明の半導体記憶装置において、データ転送手段は、第１の転送モードに
対応した第１のクロック信号又は第２の転送モードに対応した第２のクロック信号をモー
ド切替信号に基づいて生成し、データ入出力変換部に送出するデータ取込みクロック発生
部を有していることを特徴とする。当該クロック信号を用いることにより、第１又は第２
の転送モードでのデータ入出力変換部のデータ取込動作を簡素な回路構成で容易に切り替
えることができるようになる。
【００１７】
さらに、本発明の半導体記憶装置において、データ転送手段は、データを記憶するメモリ
セル部に対し、モード切替信号に基づいて、第１の転送モードではパラレルデータを同時
に書き込む書き込み許可信号を出力し、第２の転送モードでは複数のデータを順次書き込
む書き込み許可信号を出力する書き込み制御部を有していることを特徴とする。このよう
に、モード切替信号に基づいて第１及び第２の転送モードに応じた書き込み許可信号を出
力するので、モード切替信号に基づいたクロック信号でデータ取込動作を実行するデータ
入出力変換部と同期して、第１及び第２の転送モードの何れにおいても確実にデータを転
送することができるようになる。
また、本発明の半導体記憶装置において、モード切替信号に基づいて、コラムアドレスを
カウントアップするタイミングを第１又は第２の転送モード毎に変更可能なコラムアドレ
スカウンタをさらに有していることを特徴とする。
【００１８】
さらに本発明のコラムアドレスカウンタは、第１および第２の内部アドレス発生クロック
を供給するクロック発生回路と、コラムアドレスに基づいて第１の内部アドレス発生クロ
ックに同期して第１の内部アドレスを発生する第１のアドレス発生部と、コラムアドレス
に基づいて第２の内部アドレス発生クロックに同期して第２の内部アドレスを発生する第
２のアドレス発生部とを有していることを特徴とする。さらに、前記クロック発生回路は
クロック発生器および分周器を備え、クロック発生器は外部クロックに基づいて内部クロ
ックを発生し、第１の転送モードにおいて内部クロックを第１の内部アドレス発生クロッ
クとして出力し、第２の転送モードにおいて内部クロックを第２の内部アドレス発生クロ
ックとして出力し、内部クロックを分周した信号を第１の内部アドレス発生クロックとし
て出力することを特徴とする。
【００１９】
また、本発明の半導体記憶装置は、読み出しまたは書き込みコマンドに従いバースト期間
信号を活性化すると共に内部クロックのカウントを開始して所定のクロック数に達したら
バースト期間信号を非活性化するバーストカウンタを備えていることを特徴とする。さら
に、前記バーストカウンタは、所定のクロック数を第１または第２の転送モードに応じて
変更するバースト長変更部を備えていることを特徴とする。
この構成により、所定のバースト長のバーストモードにおいて、第１又は第２の転送モー
ドのデータ転送レートに合わせてコラムアドレスのカウントアップがなされるので、各転
送モードで確実なデータ転送を行うことができるようになる。
【００２０】
また、本発明の半導体記憶装置において、前記データ転送手段は、データ書き込み時に第
１の転送モード又は第２の転送モードで書き込みデータを転送することを特徴とする。半
導体記憶装置の試験、評価に当たり、特にデータ書き込み時に第１の転送モードを第２の
転送モードに切り替えることにより、データ書き込み不良の原因を従来型のメモリ試験装
置で容易に解析できるようになる。
【００２１】
また上記目的は、外部クロック信号に同期して動作可能な半導体記憶装置の制御方法にお
いて、外部クロック信号の立ち上がりと立ち下がりの両エッジに同期してデータを転送す
る第１の転送モードと、両エッジのいずれか一方のみに同期してデータを転送する第２の
転送モードとを切り替えてデータ転送することを特徴とする半導体記憶装置の制御方法に
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よって達成される。本制御方法によれば、半導体記憶装置の試験、評価の際には第２の転
送モードに切り替えることができるので、従来型のメモリ試験装置を用いて容易にメモリ
セルの不良解析を行うことができ、一方、半導体記憶装置の実際の使用に際しては高速な
データ転送レートを実現できる第１の転送方法を採用することができるようになる。
【００２２】
また、本制御方法では、前記転送モードは、外部から入力された設定信号に基づいて生成
した切替信号、又は外部から直接入力された切替信号により切り替えられることを特徴と
する。また第２の転送モードは、外部クロック信号の立ち上がりのエッジに同期してデー
タ転送することを特徴とする。さらに本制御方法では、第１の転送モードではシリアル入
力された複数のデータをシリアル・パラレル変換し、変換したパラレルデータを同時に転
送し、第２の転送モードでは複数のデータを順次転送することを特徴とする。
【００２３】
また、本発明の半導体記憶装置の制御方法では、複数のデータをシリアル・パラレル変換
して同時に転送するか、あるいは順次転送するかは切替信号に基づいて決定することを特
徴とする。また、本制御方法において、メモリセル部に対するデータ書き込みの際、切替
信号に基づいて、第１の転送モードではパラレルデータを同時に書き込む書き込み許可信
号が出力され、第２の転送モードでは複数のデータを順次書き込む書き込み許可信号がラ
イトアンプに出力されることを特徴とする。また、本発明の半導体記憶装置の制御方法に
おいて、切替信号に基づいて、第１又は第２の転送モード毎にコラムアドレスのカウント
アップのタイミングが変更されることを特徴とする。
また、本制御方法は、データ書き込み時に第１の転送モードから第２の転送モードに切り
替えることを特徴とする。このような制御方法を採用することにより、半導体記憶装置の
試験、評価に当たり、特にデータ書き込み時に第１の転送モードを第２の転送モードに切
り替えることにより、データ書き込み不良の原因を従来型のメモリ試験装置で容易に解析
できるようになる。
【００２４】
上記目的は、クロックの立ち上がりおよび立ち下がりの両方のタイミングでデータの読み
出しを行うダブルデータレート方式の半導体記憶装置であって、読み出し命令から直ちに
データを読み出すモードを有していることを特徴とする半導体記憶装置によって達成され
る。
また、上記目的は、クロックの立ち上がりおよび立ち下がりの両方のタイミングでデータ
の読み出しを行うダブルデータレート方式の半導体記憶装置であって、前記クロックの立
ち上がりまたは立ち下がりの一方のタイミングでデータの読み出しを行うシングルデータ
レートモードを有していることを特徴とする半導体記憶装置によって達成される。
【００２５】
さらに、上記目的は、クロックの立ち上がりおよび立ち下がりの両方のタイミングでデー
タの書き込みを行うダブルデータレート方式の半導体記憶装置であって、書き込み命令か
ら直ちにデータを書き込むモードを有していることを特徴とする半導体記憶装置によって
達成される。
また、上記目的は、クロックの立ち上がりおよび立ち下がりの両方のタイミングでデータ
の書き込みを行うダブルデータレート方式の半導体記憶装置であって、前記クロックの立
ち上がりまたは立ち下がりの一方のタイミングでデータの書き込みを行うシングルデータ
レートモードを有していることを特徴とする半導体記憶装置によって達成される。
【００２６】
本発明の半導体記憶装置によれば、ダブルデータレートモードだけでなく読み出し命令か
ら直ちにデータを読み出すモードを有している。
また、本発明の半導体記憶装置によれば、ダブルデータレートモードだけでなくクロック
の立ち上がりまたは立ち下がりの一方のタイミングでデータの読み出しを行うシングルデ
ータレートモードを有している。
【００２７】
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さらに、本発明の半導体記憶装置によれば、ダブルデータレートモードだけでなく書き込
み命令から直ちにデータを書き込むモードを有している。
またさらに本発明の半導体記憶装置によれば、ダブルデータレートモードだけでなくクロ
ックの立ち上がりまたは立ち下がりの一方のタイミングでデータの書き込みを行うシング
ルデータレートモードを有している。
このように、本発明によれば、高価な試験装置を使用することなく、また、試験時間の削
減を行うことのできる半導体記憶装置の提供が可能になる。
【００２８】
【発明の実施の形態】
本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置及びその制御方法について図１乃至図８
を用いて説明する。本実施の形態は、データ書き込み動作において、通常動作時はＤＤＲ
方式で動作し、試験動作時はＳＤＲ方式で動作可能な攻勢を説明している。まず、本実施
の形態による半導体記憶装置の概略の構成を図１に示すシステムブロック図を用いて説明
する。本実施の形態による半導体記憶装置はＤＤＲモードで動作するＳＤＲＡＭの基本構
成を備えている。
図１において、ＳＤＲＡＭ１のチップ内部は２つのバンク（バンク０とバンク１）に分割
されておりそれぞれ独立して制御できるようになっている。本例では２つのバンク０、１
を有するものとしているが、現実にはより複数のバンク（例えば４つ）を備えるようにす
ることももちろん可能である。バンク０、１は同一の回路構成になっており、例えば１６
ＭビットＳＤＲＡＭであれば、独立した２個の８ＭビットＤＲＡＭを動作させるのと等し
い状態にさせることができる。
【００２９】
以下、主としてバンク０を例にとって説明する。バンク０には、転送ゲート用のトランジ
スタと、キャパシタ（共に図示を省略）とで構成されたメモリセルがマトリクス状に複数
配置されたメモリセル部２が形成されている。また、メモリセル部２の各メモリセル間に
は行及び列方向に延びた行（ロー）選択線（ワード線）及びビット線が形成され、同一行
方向に並んだ各メモリセルのトランジスタのゲート電極は同一の行選択線に接続され、同
一列方向に並んだ各メモリセルのトランジスタのドレイン電極は同一のビット線に接続さ
れている。これら複数の行選択線はローデコーダ４により駆動され、また、ビット線とデ
ータバス１０との間のコラムゲートを制御する複数の列選択線はコラムデコーダ６により
駆動されるようになっている。
【００３０】
また、一対のビット線の間に、所定のメモリセルに対する書き込み／読み出しの際や、リ
フレッシュ時にビット線対における信号を増幅して出力するセンスアンプ８が設けられて
いる。データバス１０はライトアンプ／センスバッファ１２に接続されている。ライトア
ンプ／センスバッファ１２では、ライトアンプ制御部（書き込み制御部）１４からの書き
込み制御信号ＷＥに基づいてデータバス１０に出力するデータを制御するようになってい
る。データの読み出しの際には、所望のロー選択線で選択されたメモリセルのデータがセ
ンスアンプ８で増幅され、次いで所望のコラム選択線のコラムゲートが開かれてデータバ
ス１０に出力される。データの書き込みの際には、所望のコラム選択線のコラムゲートを
開いて、データバス１０上のデータがセンスアンプ８に書き込まれて増幅され、所定のメ
モリセルに書き込まれる。
【００３１】
また、ＳＤＲＡＭ１は、クロックバッファ１６、コマンドデコーダ１８、アドレスバッフ
ァ／レジスタ＆バンクセレクト２０、Ｉ／Ｏデータバッファ／レジスタ２２、制御信号ラ
ッチ回路２４、２６、モードレジスタ２８、及びコラムアドレスカウンタ３０、３２を有
している。クロックバッファ１６には、外部クロック信号ＣＬＫとクロックイネーブル信
号ＣＫＥとが外部から供給される。クロックバッファ１６は、外部クロック信号ＣＬＫの
立ち上がりのエッジに同期してクロック信号ＣＬＫ０°を発生させ、外部クロック信号Ｃ
ＬＫの立ち下がりのエッジに同期してクロック信号ＣＬＫ１８０°を発生させるようにな
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っている。
【００３２】
また、クロックバッファ１６は、クロックイネーブル信号ＣＫＥのレベルに基づいて、Ｓ
ＤＲＡＭ１の各回路にクロック信号ＣＬＫ０°、ＣＬＫ１８０°の供給を制御するように
なっている。クロックイネーブル信号ＣＫＥが活性化レベルのとき、クロック信号ＣＬＫ
０°、ＣＬＫ１８０°はＳＤＲＡＭ１の各ブロックに供給される。なお、クロックイネー
ブル信号ＣＫＥはクロックバッファ１６からコマンドデコーダ１８、アドレスバッファ／
レジスタ＆バンクセレクト２０、及びＩ／Ｏデータバッファ／レジスタ２２内のデータ取
り込みクロック発生部３４のそれぞれに供給されるようになっている。
【００３３】
コマンドデコーダ１８は、入力されたチップセレクト信号／ＣＳ、ローアドレスストロー
ブ信号／ＲＡＳ、コラムアドレスストローブ信号／ＣＡＳ、及びライトイネーブル信号／
ＷＥをデコードし、これらの信号の組み合わせによりＳＤＲＡＭ１の動作を制御する種々
の制御信号（コマンド）を生成する。ここで、“／”は信号レベルがロー（Ｌ）でアクテ
ィブになることを示している。生成された制御信号は制御信号ラッチ回路２４、２６、コ
ラムアドレスカウンタ３０、及びモードレジスタ２８等に入力される。
【００３４】
このコマンドデコーダ１８で生成される制御信号の例を図２を用いて説明する。図２は、
左から順にコマンド機能名、コマンド名、クロックイネーブル信号ＣＫＥの状態、チップ
セレクト信号／ＣＳ、ローアドレスストローブ信号／ＲＡＳ、コラムアドレスストローブ
信号／ＣＡＳ、及びライトイネーブル信号／ＷＥの各状態、さらに後述するアドレスＡ０
～Ａ１１の各ビットの状態を示している。なお、図中、“Ｈ”はハイレベルを、“Ｌ”は
ローレベルを、“Ｘ”はハイ又はローレベルを表し、“Ｖ”は確定入力を、“ｎ”は現在
のクロックサイクル時の状態を、“ｎ－１”はｎより１クロックサイクル以前の状態をそ
れぞれ示している。
【００３５】
例えば、クロックイネーブル信号ＣＫＥ（ｎ－１）が“Ｈ”でＣＫＥ（ｎ）が“Ｘ”であ
り、また、チップセレクト信号／ＣＳが“Ｌ”、ローアドレスストローブ信号／ＲＡＳが
“Ｈ”、コラムアドレスストローブ信号／ＣＡＳが“Ｌ”、及びライトイネーブル信号／
ＷＥが“Ｌ”となり、さらにアドレスＡ０～Ａ９が“Ｖ”、アドレスＡ１０が“Ｌ”、ア
ドレスＡ１１が“Ｖ”となった場合には、ＳＤＲＡＭ１のメモリセル部２にデータを書き
込むためのＷＲＩＴ（ライト）コマンドが生成される。生成されたＷＲＩＴコマンドは、
制御信号ラッチ回路２４（２６）を介してバンク０（１）内のライトアンプ制御部１４に
入力されるようになっている。
【００３６】
アドレスバッファ／レジスタ＆バンクセレクト２０は、入力されたアドレス信号Ａ０～Ａ
ｎ（本例ではｎ＝１１とする）を一旦記憶してからデコードし、デコードした信号をロー
デコーダ４、モードレジスタ２８とコラムアドレスカウンタ３０、３２に出力するように
なっている。本例では、アドレスの最上位ビットＡ１１はバンク０、１の選択用として使
用されている。
【００３７】
Ｉ／Ｏデータバッファ／レジスタ２２には入出力データＤＱ０～ＤＱｎ（本例ではｎ＝１
５）及びデータ入出力マスクＤＱＭが入力される。Ｉ／Ｏデータバッファ／レジスタ２２
は、バンク０あるいはバンク１との間で書き込み／読み出しデータの入出力を行い、メモ
リセル部２にデータを書き込んだりメモリセル部２からデータを読み出したりするために
書き込み用及び読み出し用にそれぞれ３２ビットパラレルのデータ線を有している。この
データ線は途中で分岐してバンク０とバンク１のそれぞれのライトアンプ／センスバッフ
ァ１２に接続されている。また、Ｉ／Ｏデータバッファ／レジスタ２２は後述するデータ
取込みクロック発生部３４を有している。
【００３８】
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制御信号ラッチ回路２４、２６は、コマンドデコーダ１８から前述の制御信号（コマンド
）を受け取って、それに基づき各種内部制御信号（ＲＡＳ、ＣＡＳ、ＷＥ等）を生成して
バンク０、１に出力するようになっている。既に説明したように信号ラッチ回路２４から
出力された書き込み制御信号ＷＥは、バンク０内のライトアンプ制御部１４に入力される
。
【００３９】
モードレジスタ２８は、例えばＡ０～Ａ１１の１２ビットで構成されるレジスタを有し、
後程説明するバーストモード時に連続してアクセスするデータ長（バースト長：例えば１
、２、４、又は８）の設定や、シーケンシャルモード又はインターリーブモードのいずれ
かのバーストタイプを設定したり、バースト転送モード時において、読み出し（ＲＥＡＤ
）コマンドの受付時点から所定クロック数（例えば、１、２、又は３クロック分）だけ遅
延させてデータを出力させるＣＡＳレイテンシを設定したりすることができるようになっ
ている。例えばレジスタの構成として、Ａ０～Ａ２をバースト長の設定に使用し、Ａ３を
バーストタイプの設定に、Ａ４～Ａ６をＣＡＳレイテンシの設定に使用している。
【００４０】
モードレジスタ２８の設定について再び図２を参照して説明すると、クロックイネーブル
信号ＣＫＥ（ｎ－１）が“Ｈ”でＣＫＥ（ｎ）が“Ｘ”であり、また、チップセレクト信
号／ＣＳ、ローアドレスストローブ信号／ＲＡＳ、コラムアドレスストローブ信号／ＣＡ
Ｓ、及びライトイネーブル信号／ＷＥのいずれもが“Ｌ”となり、さらにアドレスＡ０～
Ａ１０が“Ｖ”、アドレスＡ１１が“Ｌ”となった場合に、モードレジスタ２８のレジス
タＡ０～Ａ１１にデータをセットするためのモードレジスタセット（ＭＲＳ）コマンドが
生成される。生成されたＭＲＳコマンドが実行されると、モードレジスタ２８は、外部か
ら入力された設定信号としてアドレスバッファ／レジスタ＆バンクセレクト２０に入力さ
れたモードレジスタ２８設定用の信号Ａ０～Ａ１１を受け取って自己のレジスタＡ０～Ａ
１１を設定する。これにより、所定のバースト長、バーストタイプ、及びＣＡＳレイテン
シの設定が完了する。
【００４１】
さらに本実施の形態によるモードレジスタ２８は、ＳＤＲＡＭ１をデータ書き込み時にお
いてＤＤＲモードかＳＤＲモードのいずれかに切替設定するためのレジスタとして例えば
ビットＡ１１を使用している。ビットＡ１１が“０”ならＳＤＲＡＭ１のデータ書き込み
動作をＤＤＲモードにセットし、“１”ならＳＤＲモードにセットする。
【００４２】
モードレジスタ２８は、コラムアドレスカウンタ３０、３２に対して、設定されたバース
ト長、バーストタイプ、及びＣＡＳレイテンシの情報を出力すると共に、ＤＤＲ／ＳＤＲ
モードのモード切替を示すＤＤＲ信号（切替信号）をコラムアドレスカウンタ３０、３２
に対して出力するようになっている。また同様にモードレジスタ２８は、Ｉ／Ｏデータバ
ッファ／レジスタ２２内のデータ取り込みクロック発生部３４、及びバンク０、１内のラ
イトアンプ制御部１４にもＤＤＲ信号を送出するようになっている。
【００４３】
少なくともこれらＩ／Ｏデータバッファ／レジスタ２２とライトアンプ制御部１４とでＤ
ＤＲモードとＳＤＲモードとを切り替えて使用できるデータ転送手段が構成される。また
、モードレジスタ２８はＤＤＲモードとＳＤＲモードのいずれかにデータ転送手段を切り
替える切替手段の一例である。このような構成にすることにより、半導体記憶装置を利用
するシステム側から容易にデータ転送手段の転送モードを切り替えることができるように
なる。
【００４４】
コラムアドレスカウンタ３０、３２は、バーストモードにおいてデータの書き込み／読み
出しのコラムアドレスを連続的にインクリメントするカウンタである。コラムアドレスカ
ウンタ３０、３２は、クロックバッファ１６から供給されたクロックＣＬＫ０°、ＣＬＫ
１８０°に同期して、アドレスバッファ／レジスタ＆バンクセレクト２０から受け取った
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コラムアドレスをカウントアップし、連続したアドレスデータの書き込み／読み出しを可
能にしている。このコラムアドレスカウンタ３０、３２を用いたデータの転送方式をバー
ストモードという。コラムアドレスカウンタ３０、３２では、モードレジスタ２８にセッ
トされたバースト長に基づいて、連続して入出力されるデータの個数分のコラムアドレス
を所定クロック毎に生成してバンク０、１に供給する。
【００４５】
次に、本実施の形態によるＳＤＲＡＭ１の制御方法を、データ書き込み時におけるＩ／Ｏ
データバッファ／レジスタ２２、バンク０内のライトアンプ制御部１４及びライトアンプ
／センスバッファ１２のライトアンプに供給される信号、及び生成される信号の流れにつ
いて図３に示す回路ブロック図を用いて説明する。なお図３では、Ｉ／Ｏデータバッファ
／レジスタ２２に入力されるひとまとまりのデータＤＱ０～ＤＱｎのうちいずれか１ビッ
ト（ＤＱとする）を処理する動作について示しているが、実際のｎ＋１ビットからなるデ
ータＤＱ０～ＤＱｎ全体の処理も同様に行うことができるのはもちろんである。
【００４６】
まず、Ｉ／Ｏデータバッファ／レジスタ２２は、既に説明したデータ取込みクロック発生
部３４と、データ入力ラッチ回路３６と、データ入出力変換部であるシリアル／パラレル
変換部３８とを有している。データ取込みクロック発生回路３４には、クロックバッファ
１６で発生させたクロック信号ＣＬＫ０°のパルスとクロック信号ＣＬＫ１８０°のパル
ス、及びモードレジスタ２８からのＤＤＲ信号が入力するようになっている。データ取込
みクロック発生部３４では、クロック信号ＣＬＫ０°とクロック信号ＣＬＫ１８０°とを
合成して形成したクロック信号ＣＬＫ－Ａと、クロック信号ＣＬＫ０°に基づいて形成し
たクロック信号ＣＬＫ－Ｂと、クロック信号ＣＬＫ１８０°に基づいて形成したクロック
信号ＣＬＫ－Ｃの３種類のクロックパルス信号が生成される。
【００４７】
生成されたクロック信号ＣＬＫ－Ａは、データ入力ラッチ回路３６に入力され、データ入
力ラッチ回路３６に入力する外部データＤＱを制御する。生成されたクロック信号ＣＬＫ
－Ｂ及びクロック信号ＣＬＫ－Ｃは、データ入力ラッチ回路３６の出力端子に接続された
シリアル／パラレル変換部回路３８に入力されて、データ入力ラッチ回路３６からの信号
Ｓ１（＝ＤＱ）を制御するようになっている。
【００４８】
モードレジスタ２８からのＤＤＲ信号が“Ｈ”（ＤＤＲモード）の場合、シリアル／パラ
レル変換部回路３８では、クロック信号ＣＬＫ－Ｂ及びクロック信号ＣＬＫ－Ｃにより制
御された信号Ｓ２、Ｓ３をバンク０のライトアンプ４０、４２に出力するようになってい
る。信号Ｓ２はデータ入力ラッチ回路３６に先に入力したデータＤＱ ( F I R S T )であってラ
イトアンプ４０に入力され、信号Ｓ３はデータ入力ラッチ回路３６に次に入力されたデー
タＤＱ ( S E C O N D )であってライトアンプ４２に入力される。
【００４９】
一方、バンク０のライトアンプ制御部１４には、コマンドデコーダ１８で生成されたライ
トコマンドＷＥが制御信号ラッチ回路２４を介して入力され、また、クロックバッファ１
６からクロック信号ＣＬＫ０°のパルスとクロック信号ＣＬＫ１８０°のパルス、及びモ
ードレジスタ２８からのＤＤＲ信号が入力するようになっている。ライトアンプ制御部１
４は、ライトコマンドＷＥが入力され、且つモードレジスタ２８からのＤＤＲ信号が“Ｈ
”になっていると、クロック信号ＣＬＫ０°、ＣＬＫ１８０°に基づいて所定の間隔で、
ライトアンプ４０、４２に対して書き込み制御信号ＷＥ１、ＷＥ２を同時に“Ｈ”にする
ようになっている。
【００５０】
ライトアンプ４０、４２は、書き込み制御信号ＷＥ１、ＷＥ２が“Ｈ”になっている間に
信号Ｓ２、Ｓ３をデータＤＢ０と／ＤＢ０、及びＤＢ１と／ＤＢ１としてメモリセル部２
側に出力するようになっている。書き込み制御信号ＷＥ１、ＷＥ２が“Ｈ”になっている
期間が実質的にデータ入力確定期間となり、データの書き込みが可能となる。
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【００５１】
このようにモードレジスタ２８からのＤＤＲ信号が“Ｈ”（書き込み動作をＤＤＲモード
で行う）の場合は、データ入力ラッチ回路３６に順次（シリアル）入力されるデータＤＱ

( F I R S T )、ＤＱ ( S E C O N D )をシリアル／パラレル変換部３８にて変換し、２つのデータＤＱ (

F I R S T )とＤＱ ( S E C O N D )とを同時（パラレル）にライトアンプ４０、４２にそれぞれ出力す
ることができるようになる。
【００５２】
一方、モードレジスタ２８からのＤＤＲ信号が“Ｌ”（書き込み動作をＳＤＲモードで行
う）の場合には、データ取込みクロック発生部３４ではクロック信号ＣＬＫ－Ｂ及びクロ
ック信号ＣＬＫ－Ｃは“Ｈ”レベルに固定してパルスを発生させないようにし、データ入
力ラッチ回路３６に入力するクロック信号ＣＬＫ－Ａのみで信号Ｓ２及び信号Ｓ３の期間
を規定させるようにする。
【００５３】
モードレジスタ２８からのＤＤＲ信号が“Ｈ”の場合には、信号Ｓ２と信号Ｓ３には別々
のデータＤＱ ( F I R S T )とＤＱ ( S E C O N D )が出力されるのに対して、モードレジスタ２８から
のＤＤＲ信号が“Ｌ”の場合は、同一時刻において信号Ｓ２と信号Ｓ３の双方に同一のデ
ータＤＱ ( F I R S T )（あるいはＤＱ ( S E C O N D )）が出力される。従って、ライトアンプ４０、
４２には同時刻で同一のデータが入力されるようになる。
【００５４】
一方、モードレジスタ２８からのＤＤＲ信号が“Ｌ”の場合におけるライトアンプ制御部
１４は、クロック信号ＣＬＫ０°だけに基づいて、ライトアンプ４０、４２に対する書き
込み制御信号ＷＥ１、ＷＥ２を所定の間隔で交互に“Ｈ”にする。そのため、ＤＤＲモー
ドに対して２倍の周期でライトアンプ４０、４２からデータＤＢ０と／ＤＢ０、及びデー
タＤＢ１と／ＤＢ１を交互にメモリセル部２側に出力させることができる。これは、従来
型ＳＤＲＡＭと同じＳＤＲ動作をさせていることと等価であるから、例えば回路評価のた
めに用いるメモリ試験装置として、クロック周波数が従来の２倍のＤＤＲモードで動作す
るＳＤＲＡＭ用のメモリ試験装置を新たに購入して準備しなくても、従来のＳＤＲモード
にのみ対応したメモリ試験装置を用いて試験、評価することができるようになる。このよ
うに本実施の形態による半導体記憶装置であれば、メモリ試験装置を従来型ＳＤＲＡＭの
ものと共用することができるので試験評価の負担を軽減し、設備投資の増大を抑えること
ができるようになる。
【００５５】
次に、図３を用いて説明した本実施の形態によるＳＤＲＡＭ１のデータ取込みクロック発
生部３４、シリアル／パラレル変換部３８、及びライトアンプ制御部１４のより詳細な回
路構成例を図４を用いて説明する。
まず、データ取込みクロック発生部３４の回路構成例について説明する。データ取込みク
ロック発生部３４の信号入力側には、２つの３入力ＮＡＮＤ回路５０、５２が設けられて
いる。ＮＡＮＤ回路５０の２つの入力端子には、クロック信号ＣＬＫ０°とライトコマン
ドＷＥとが入力され、残りの入力端子は常時“Ｈ”状態に維持されている。ＮＡＮＤ回路
５２には、クロック信号ＣＬＫ１８０°及び、ライトコマンドＷＥ、ＤＤＲ信号が入力さ
れる。また、インバータ６２にはＤＤＲ信号が入力されるようになっている。
【００５６】
ＮＡＮＤ回路５０の出力端子はインバータ５６及び２入力ＮＡＮＤ回路５４の一入力端子
に接続され、ＮＡＮＤ回路５２の出力端子はインバータ６０及び２入力ＮＡＮＤ回路５４
の他入力端子に接続されている。ＮＡＮＤ回路５４の出力はクロック信号ＣＬＫ－Ａとし
て、Ｉ／Ｏデータバッファ／レジスタ２２内のデータ入力ラッチ回路３６に入力する。
【００５７】
インバータ５６の出力端子は２入力ＮＯＲ回路６６の一方の入力端子に接続され、インバ
ータ５６とＮＯＲ回路６６との間には信号遅延用のキャパシタ５８の一端子が接続されて
いる。キャパシタ５８の他端子側は例えばグランド電位に維持されている。同様にして、
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インバータ６０の出力端子は２入力ＮＯＲ回路６８の一方の入力端子に接続され、インバ
ータ６０とＮＯＲ回路６８との間には信号遅延用のキャパシタ６４の一端子が接続されて
いる。キャパシタ６４の他端子側は例えばグランド電位に維持されている。２入力ＮＯＲ
回路６６、６８の他方の入力端子には、それぞれインバータ６２の出力端子が接続されて
いる。
【００５８】
ＮＯＲ回路６６の出力端子はインバータ７０の入力端子に接続され、インバータ７０の出
力は、クロック信号ＣＬＫ－ＢとしてＩ／Ｏデータバッファ／レジスタ２２内のシリアル
／パラレル変換部３８に入力する。同様にして、ＮＯＲ回路６８の出力端子はインバータ
７２の入力端子に接続され、インバータ７２の出力は、クロック信号ＣＬＫ－ＣとしてＩ
／Ｏデータバッファ／レジスタ２２内のシリアル／パラレル変換部３８に入力する。
【００５９】
以上の回路構成を有するデータ取込みクロック発生部３４において、ＤＤＲ信号及びライ
トコマンドＷＥが“Ｈ”状態、つまりＳＤＲＡＭ１がＤＤＲ方式で書き込み動作を行うモ
ードになると、ＮＡＮＤ回路５０の出力はクロック信号ＣＬＫ０°が“Ｈ”になると“Ｌ
”になり、クロック信号ＣＬＫ０°が“Ｌ”になると“Ｈ”になる。一方、ＮＡＮＤ回路
５２の出力はクロック信号ＣＬＫ１８０°が“Ｈ”になると“Ｌ”になり、クロック信号
ＣＬＫ０°が“Ｌ”になると“Ｈ”になる。そして、クロック信号ＣＬＫ０°とクロック
信号１８０°とは位相が１８０°だけずれているので、これらＮＡＮＤ回路５０、５２の
出力を２入力とするＮＡＮＤ回路５４の出力にはクロック信号ＣＬＫ０°とＣＬＫ１８０
°とが合成された信号として、外部クロック信号ＣＬＫの立ち上がりと立ち下がりの両エ
ッジに同期したクロック信号ＣＬＫ－Ａが出力される。
【００６０】
次にＮＯＲ回路６６の一端子には、インバータ５６を介してＮＡＮＤ回路５０の出力を反
転させた信号が入力され、他端子にはインバータ６２を介してＤＤＲ信号を反転した“Ｌ
”レベルの信号が入力される。従って、ＮＯＲ回路６６からは、クロック信号ＣＬＫ０°
を反転させた信号が出力される。このとき、信号遅延回路として機能するキャパシタ５８
により、ＮＯＲ回路６６の出力はクロック信号ＣＬＫ０°より所定時間遅れた信号出力と
なる。この信号はインバータ７０に入力されて反転され、インバータ７０からは、クロッ
ク信号ＣＬＫ０°より位相が所定量ずれた同極性のクロック信号ＣＬＫ－Ｂが出力される
。
【００６１】
同様にして、ＮＯＲ回路６８の一端子には、インバータ６０を介してＮＡＮＤ回路５２の
出力を反転させた信号が入力され、他端子にはインバータ６２を介してＤＤＲ信号を反転
した“Ｌ”レベルの信号が入力される。従って、ＮＯＲ回路６８からは、クロック信号Ｃ
ＬＫ１８０°を反転させた信号が出力される。このとき、信号遅延回路として機能するキ
ャパシタ６４により、ＮＯＲ回路６８の出力はクロック信号ＣＬＫ１８０°より所定時間
遅れた信号出力となる。この信号はインバータ７２に入力されて反転され、インバータ７
２からは、クロック信号ＣＬＫ１８０°より位相が所定量ずれた同極性のクロック信号Ｃ
ＬＫ－Ｃが出力される。
【００６２】
以上はＤＤＲ信号が“Ｈ”の場合におけるデータ取込みクロック発生部３４の信号出力で
あるが、次に、ＤＤＲ信号が“Ｌ”でライトコマンドＷＥが“Ｈ”状態、つまりＳＤＲＡ
Ｍ１がＳＤＲ方式で書き込み動作を行うモードでの信号出力について説明する。まず、３
入力ＮＡＮＤ回路５０からは、２つの入力端子が“Ｈ”に維持されているので、クロック
信号ＣＬＫ０°の状態遷移に応じた信号が出力される。一方、３入力ＮＡＮＤ回路５２の
出力は、ＤＤＲ信号が“Ｌ”、ライトコマンドＷＥが“Ｈ”に維持されているのでクロッ
ク信号ＣＬＫ１８０°の状態遷移に係わらず“Ｈ”になる。従って、これらＮＡＮＤ回路
５０、５２の出力を２入力とするＮＡＮＤ回路５４の出力にはクロック信号ＣＬＫ０°に
同期した信号、つまり外部クロック信号ＣＬＫの立ち上がりのエッジに同期したクロック
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信号ＣＬＫ－Ａが出力される。
【００６３】
次にＮＯＲ回路６６の一端子には、インバータ５６を介してＮＡＮＤ回路５０の出力を反
転させた信号が入力され、他端子にはインバータ６２を介してＤＤＲ信号を反転した“Ｈ
”レベルの信号が入力される。従って、ＮＯＲ回路６６の出力は常に“Ｌ”になり、次段
のインバータ７０に入力して反転されて常に“Ｈ”に維持されたクロック信号ＣＬＫ－Ｂ
が出力される。同様にして、ＤＤＲ信号が“Ｌ”のときは、ＮＯＲ回路６８からも常に“
Ｈ”に維持されたクロック信号ＣＬＫ－Ｃが出力される。
【００６４】
このデータ取込みクロック発生部３４の動作を図５及び図６に示すタイミング図を用いて
更に説明する。図５は、ＤＤＲ信号が“Ｈ”のときのＳＤＲＡＭ１の書き込み動作のタイ
ミング（バースト長は８）を示しており、図６は、ＤＤＲ信号が“Ｌ”のときのＳＤＲＡ
Ｍ１の書き込み動作のタイミング（バースト長は４）を示している。図５に示すようにＤ
ＤＲモードでの書き込み動作においては、外部クロック信号ＣＬＫの立ち上がりと立ち下
がりの両エッジに同期してクロックバッファ１６でそれぞれ生成されたクロック信号ＣＬ
Ｋ０°とクロック信号ＣＬＫ１８０°とが用いられ、両クロック信号ＣＬＫ０°、ＣＬＫ
１８０°を合成したクロック信号ＣＬＫ－Ａが生成され、クロック信号ＣＬＫ０°からク
ロック信号ＣＬＫ－Ｂが所定時間遅延して生成され、クロック信号ＣＬＫ１８０°からク
ロック信号ＣＬＫ－Ｃが所定時間遅延して生成されている。一方、図６に示すようにＳＤ
Ｒモードでの書き込み動作においては、クロック信号ＣＬＫ０°に基づいてクロック信号
ＣＬＫ－Ａが生成され、クロック信号ＣＬＫ－Ｂとクロック信号ＣＬＫ－Ｃは“Ｈ”状態
に維持されている。
【００６５】
次に、図４に戻ってクロック信号ＣＬＫ－Ａが入力されるデータ入力ラッチ３６と、ＣＬ
Ｋ－Ｂ、及びＣＬＫ－Ｃが入力されるシリアル／パラレル変換部３８の回路構成例につい
て説明する。データ入力ラッチ回路３６には、パッド（ｐａｄ）に接続されたデータ線（
図示せず）から伝送された書き込みデータ（ＤＱ）が入力される。データ入力ラッチ回路
３６は、データ取込みクロック発生部３４からのクロック信号ＣＬＫ－Ａに同期してデー
タＤＱをラッチして信号Ｓ１としてシリアル／パラレル変換部３８に送出するようになっ
ている。
【００６６】
シリアル／パラレル変換部３８は、データ入力ラッチ回路３６からの信号Ｓ１をラッチす
るため、一方の出力を他方の入力とした２つのインバータ８４、８６からなるラッチ回路
８２を有している。また、信号Ｓ１は、伝送ゲート回路７４を介してインバータ９０、９
２からなるラッチ回路８８にも入力するようになっている。伝送ゲート回路７４は、クロ
ック信号ＣＬＫ－Ｂのレベルによりオン／オフが制御されるｎチャネルＭＯＳＦＥＴ７６
と、クロック信号ＣＬＫ－Ｂのレベルを反転させたインバータ８０からの出力に応じてオ
ン／オフが制御されるｐチャネルＭＯＳＦＥＴ７８とが並列接続されて構成されている。
従って、クロック信号ＣＬＫ－Ｂが“Ｈ”になるとｎチャネルＭＯＳＦＥＴ７６とｐチャ
ネルＭＯＳＦＥＴ７８がオン状態になり伝送ゲート回路７４に信号が流れ、クロック信号
ＣＬＫ－Ｂが“Ｌ”になるとｎチャネルＭＯＳＦＥＴ７６とｐチャネルＭＯＳＦＥＴ７８
がオフ状態になり伝送ゲート回路７４で信号が遮断される。
【００６７】
ラッチ回路８２の次段にはｎチャネルＭＯＳＦＥＴ９８とｐチャネルＭＯＳＦＥＴ９６か
らなる伝送ゲート回路９４が設けられている。また、ラッチ回路８８の次段にはｎチャネ
ルＭＯＳＦＥＴ１０２とｐチャネルＭＯＳＦＥＴ１０４からなる伝送ゲート回路１００が
設けられている。これら伝送ゲート回路９４、１００のｎチャネルＭＯＳＦＥＴ９８、１
０２のゲートにはクロック信号ＣＬＫ－Ｃが入力され、クロック信号ＣＬＫ－Ｃのレベル
によりオン／オフが制御されるようになっている。また、クロック信号ＣＬＫ－Ｃはイン
バータ１０６で反転されて伝送ゲート回路９４、１０４のｐチャネルＭＯＳＦＥＴ９６、

10

20

30

40

50

(15) JP 3948141 B2 2007.7.25



１０４のゲートに入力されるようになっている。従って、クロック信号ＣＬＫ－Ｃが“Ｈ
”になると伝送ゲート回路９４、１００に信号が流れ、クロック信号ＣＬＫ－Ｃが“Ｌ”
になると伝送ゲート回路９４、１００で信号が遮断される。
【００６８】
伝送ゲート回路９４、１００の次段にはそれぞれラッチ回路１０８、１１４が設けられて
いる。ラッチ回路１０８は、一方の出力を他方の入力とした２つのインバータ１１０、１
１２を有し、ラッチ回路８２で保持されたデータが伝送ゲート回路９４を介して入力され
ると信号Ｓ３として保持する。一方、ラッチ回路１１４は、一方の出力を他方の入力とし
た２つのインバータ１１６、１１８を有し、ラッチ回路８８で保持されたデータが伝送ゲ
ート回路１００を介して入力されると信号Ｓ２として保持するようになっている。
ラッチ回路１１４で保持された信号Ｓ２はバンク０のライトアンプ４０に出力される。ラ
ッチ回路１０８に保持された信号Ｓ３はライトアンプ４２に出力される。
【００６９】
以上の回路構成を有するシリアル／パラレル変換部３８における、ＤＤＲ信号及びライト
コマンドＷＥが“Ｈ”状態、つまりＳＤＲＡＭ１がＤＤＲモードでの書き込み動作につい
て図４と共に図５を用いて説明する。まず、データパッドを介してデータ入力ラッチ回路
３６にデータＤ０が入力し、クロック信号ＣＬＫ－Ａの立ち上がりでラッチされる。次い
でクロック信号ＣＬＫ－Ａより所定時間遅れて立ち上がるクロック信号ＣＬＫ－Ｂが“Ｈ
”になるので、伝送ゲート回路７４が導通状態になりデータＤ０は信号Ｓ１としてラッチ
回路８８及びラッチ回路８２の双方で保持される。
【００７０】
次いでデータ入力ラッチ回路３６において、次のデータＤ１がクロック信号ＣＬＫ－Ａの
立ち上がりでラッチされ、信号Ｓ１としてシリアル／パラレル変換部３８に入力する。こ
のとき、クロック信号ＣＬＫ－Ｂは“Ｌ”のままであるので伝送ゲート回路７４で信号は
遮断され、ラッチ回路８８には信号Ｓ１が入力されずデータＤ０を保持したままになる。
一方、ラッチ回路８２は信号Ｓ１によりデータＤ０からデータＤ１にデータ保持内容が変
更される。
【００７１】
次に、クロック信号ＣＬＫ－Ａより所定時間遅れて立ち上がるクロック信号ＣＬＫ－Ｃが
“Ｈ”になって２つの伝送ゲート回路９４、１００が導通状態になり、ラッチ回路８８に
保持されたデータＤ０はラッチ回路１１４に保持されて信号Ｓ２としてライトアンプ４０
に入力され、ラッチ回路８２に保持されたデータＤ１はラッチ回路１０８に保持されて信
号Ｓ３としてライトアンプ４２に入力される。
【００７２】
このようにＤＤＲ信号が“Ｈ”の場合、互いに異なるデータを保持する信号Ｓ２、Ｓ３は
伝送ゲート回路９４、１００が非導通状態の間保持され、また、伝送ゲート回路９４、１
００が導通状態になる毎に信号Ｓ２、信号Ｓ３のデータが順次更新されていく。伝送ゲー
ト回路９４、１００はクロック信号ＣＬＫ－Ｃで制御されているので、結局、クロック信
号ＣＬＫ－Ｃのクロックパルス間隔で信号Ｓ２、Ｓ３のデータが更新されることになる。
【００７３】
図５に示した例はバースト長が８であり、Ｄ０～Ｄ７までの８個のデータが順次入力され
、それらのデータが外部クロック信号ＣＬＫの立ち上がりと立ち下がりの両エッジに同期
して生成されたクロック信号ＣＬＫ－Ａでラッチされている。従って、８個のデータＤ０
～Ｄ７は外部クロック信号ＣＬＫ４周期分の時間でＳＤＲＡＭ１に取り込まれている、つ
まりＤＤＲモードでの書き込み動作が行われていることになる。
【００７４】
このようにシリアル／パラレル変換部３８では、順次入力されるビットデータを２ビット
パラレルに順次変換して出力するようになっている。従って、シリアル／パラレル変換部
３８をデータの個数分（例えばＤＱ０～ＤＱ１５の１６個）並列させることにより、Ｉ／
Ｏデータバッファ／レジスタ２２に順次入力する１６ビットデータを２組並列させてバン
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ク０に出力することができるようになる。
【００７５】
次に、シリアル／パラレル変換部３８における、ＤＤＲ信号が“Ｌ”状態、つまりＳＤＲ
ＡＭ１がＳＤＲモードでの書き込み動作を行う場合について図４と共に図６を用いて説明
する。まず、データパッドを介してデータ入力ラッチ回路３６にデータＤ０が入力し、ク
ロック信号ＣＬＫ－Ａの立ち上がりでラッチされる。上述のようにＤＤＲ信号が“Ｌ”で
のクロック信号ＣＬＫ－Ｂ及びクロック信号ＣＬＫ－Ｃは常に“Ｈ”になるようにデータ
取込みクロック発生部３４の回路は構成されているので、伝送ゲート回路７４、９４、１
００は常に導通状態になり、データＤ０は信号Ｓ１としてラッチ回路８８及びラッチ回路
８２の双方に保持された後、そのまま、ラッチ回路１１４、ラッチ回路１０８に保持され
てそれぞれ信号Ｓ２、信号Ｓ３としてライトアンプ４０、４２に入力される。
このようにＤＤＲ信号が“Ｌ”の場合、同一のデータを保持する信号Ｓ２、Ｓ３はクロッ
ク信号ＣＬＫ－Ａが“Ｈ”になる毎にデータが順次更新されていく。
【００７６】
図６に示した例はバースト長が４であり、Ｄ０～Ｄ３までの４個のデータが順次入力され
、それらのデータが外部クロック信号ＣＬＫの立ち上がりのエッジに同期して生成された
クロック信号ＣＬＫ－Ａでラッチされている。従って、４個のデータＤ０～Ｄ３は外部ク
ロック信号ＣＬＫ４周期分の時間でＳＤＲＡＭ１に取り込まれている、つまりＳＤＲモー
ドでの書き込み動作が行われていることになる。
【００７７】
次に、図４に戻りライトアンプ制御部１４の回路構成例について説明する。まず、ＤＤＲ
信号はインバータ１２４及び２入力ＮＡＮＤ回路１３０の一端子に入力するようになって
いる。インバータ１２４の出力端子は２つの２入力ＮＡＮＤ回路１２６、１２８の一端子
に接続されている。クロック信号ＣＬＫ０°は１／２分周器１２０に入力される。１／２
分周器１２０に入力したクロック信号ＣＬＫ０°は、クロックパルス数が半分に間引かれ
て１／２分周器１２０から出力される。１／２分周器１２０の出力は、ＮＡＮＤ回路１２
６の他端子及びインバータ１２２に入力される。またクロック信号ＣＬＫ１８０°はＮＡ
ＮＤ回路１３０の他端子に入力される。また、ライトコマンドＷＥは２つのライトパルス
発生回路１３６、１３８に入力されるようになっている。
【００７８】
ＮＡＮＤ回路１２６の出力端子は２入力ＮＡＮＤ回路１３２の一端子に接続されている。
また、ＮＡＮＤ回路１２８の出力端子は２入力ＮＡＮＤ回路１３４の一端子に接続されて
いる。また、ＮＡＮＤ回路１３０の出力端子は２つのＮＡＮＤ回路１３２、１３４の他端
子に接続されている。ＮＡＮＤ回路１３２の出力端子はライトパルス発生回路１３６に接
続され、ＮＡＮＤ回路１３４の出力端子はライトパルス発生回路１３８に接続されている
。ライトパルス発生回路１３８は、ライトアンプ４０に対して書き込みイネーブル信号Ｗ
Ｅ１を送出し、ライトパルス発生回路１３６は、ライトアンプ４２に対して書き込みイネ
ーブル信号ＷＥ２を送出するようになっている。
【００７９】
以上の回路構成を有するライトアンプ制御部１４における、ＤＤＲ信号及びライトコマン
ドＷＥが“Ｈ”状態、つまりＳＤＲＡＭ１がＤＤＲモードでの書き込み動作を行う場合に
ついて図４と共に図５を用いて説明する。まず、ＤＤＲ信号が“Ｈ”であるのでＮＡＮＤ
回路１３０からは、クロック信号１８０°の状態遷移に応じて変化する信号が出力される
。また、インバータ１２４からＤＤＲ信号を反転した“Ｌ”信号が常に入力されるＮＡＮ
Ｄ回路１２６、１２８の出力は“Ｈ”レベルに維持される。従って、ＮＡＮＤ回路１２６
の出力とＮＡＮＤ回路１３０の出力とのＮＡＮＤ処理を行うＮＡＮＤ回路１３２からは、
クロック信号ＣＬＫ１８０°の状態遷移に応じて変化する信号がライトパルス発生回路１
３６に出力される。
【００８０】
一方、ＮＡＮＤ回路１２８の出力とＮＡＮＤ回路１３０の出力とのＮＡＮＤ処理を行うＮ
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ＡＮＤ回路１３４からも、クロック信号ＣＬＫ１８０°の状態遷移に応じて変化する信号
がライトパルス発生回路１３８に出力される。従って、ＤＤＲモードの書き込み動作にお
いては、ライトパルス発生回路１３８、１３６から書き込みイネーブル信号ＷＥ１、ＷＥ
２がライトアンプ４０、４２に対して同時に出力される。なお、書き込みイネーブル信号
ＷＥ１、ＷＥ２のイネーブル期間の幅は、各ライトパルス発生回路１３８、１３６内で調
整されるようになっている。
【００８１】
従って、シリアル／パラレル変換部３８から、クロック信号ＣＬＫ－Ｃのクロックパルス
間隔で更新された信号Ｓ２、Ｓ３のデータがライトアンプ４０、４２に出力されるのに同
期して、書き込みイネーブル信号ＷＥ１、ＷＥ２がライトアンプ４０、４２に送出される
。イネーブル信号ＷＥ１を受け取ったライトアンプ４０はメモリセル部２側にデータＤＢ
０、／ＤＢ０を送り、イネーブル信号ＷＥ２を受け取ったライトアンプ４２も同時にメモ
リセル部２側にデータＤＢ１、／ＤＢ１を送る。このようにして、２ビットのデータがパ
ラレルにメモリセル部２に送られて記憶される。
【００８２】
次に、ＤＤＲ信号が“Ｌ”状態、つまりＳＤＲＡＭ１がＳＤＲモードで書き込み動作を行
う場合について図４と共に図６を用いて説明する。ＤＤＲ信号が“Ｌ”を維持しているの
でＮＡＮＤ回路１３０の出力は“Ｈ”に維持される。ＤＤＲ信号が反転された“Ｈ”信号
が入力されるＮＡＮＤ回路１２６、１２８の出力は、クロック信号ＣＬＫ０°のクロック
数を半分に間引いた１／２分周器１２０からの信号１／２ＣＬＫの状態遷移に対応して変
化する。またＮＡＮＤ回路１２８に入力する信号は１／２ＣＬＫ信号をインバータ１２２
で反転した信号であるので、ＮＡＮＤ回路１２８の出力は、ＮＡＮＤ回路１２６の出力を
反転した信号となる。
【００８３】
従って、ＮＡＮＤ回路１２６の出力とＮＡＮＤ回路１３０の出力とのＮＡＮＤ処理を行う
ＮＡＮＤ回路１３２からは、１／２分周器１２０からの信号１／２ＣＬＫの状態遷移に応
じて変化する信号がライトパルス発生回路１３６に出力される。一方、ＮＡＮＤ回路１２
８の出力とＮＡＮＤ回路１３０の出力とのＮＡＮＤ処理を行うＮＡＮＤ回路１３４からは
、１／２分周器１２０の出力信号１／２ＣＬＫを反転した信号の状態遷移に応じて変化す
る信号がライトパルス発生回路１３８に出力される。従って、ＳＤＲモードの書き込み動
作においては、ライトパルス発生回路１３８、１３６からは書き込みイネーブル信号ＷＥ
１、ＷＥ２が交互にライトアンプ４０、４２に出力される。
【００８４】
従って、シリアル／パラレル変換部３８から、クロック信号ＣＬＫ－Ａのクロックパルス
間隔で更新された信号Ｓ２、Ｓ３としての同一データがライトアンプ４０、４２に出力さ
れるのに同期して、書き込みイネーブル信号ＷＥ１、ＷＥ２がライトアンプ４０、４２に
交互に送出される。書き込みイネーブル信号ＷＥ１を受け取ったライトアンプ４０はメモ
リセル部２側にデータＤＢ０、／ＤＢ０を送り、次に書き込みイネーブル信号ＷＥ２を受
け取ったライトアンプ４２はメモリセル部２側にデータＤＢ１、／ＤＢ１を送る。このよ
うにして、１ビットのデータがシリアルにメモリセル部２に送られて記憶される。
【００８５】
なお、図５及び図６に示した外部コマンド入力（ＷＲＴ）は書き込み動作のトリガとなる
コマンドである。図５のＤＤＲモードでは外部コマンド（ＷＲＴ）が入力された後、クロ
ック信号ＣＬＫ－Ａが１クロック遅れてデータラッチを始めており、一方、図６のＳＤＲ
モードでは外部コマンドの入力と同時にクロック信号ＣＬＫ－Ａによるデータラッチが開
始されているが、これらは単に両モードの規格上の相違点でしかなく本質的なことではな
い。
【００８６】
以上説明したように、本実施の形態による半導体記憶装置によれば、半導体記憶装置を試
験、評価する際にはＳＤＲモードに切り替えて従来型のメモリ試験装置を用いることが可
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能になり、また、実際の使用に際してはＤＤＲモードに切り替えて高速なデータ転送レー
トを実現することができるようになる。
【００８７】
次に、本実施の形態によるＳＤＲＡＭ１のデータ書き込み時におけるコラムアドレスカウ
ンタ３０について図７乃至図２０を用いて説明する。図７は、コラムアドレスカウンタ３
０の回路ブロックを示している。
コラムアドレスカウンタ３０は、コマンドデコーダ１８からの書き込み／読み出し制御信
号（コマンド）が入力されると、クロック信号ｃａｃｐｚを発生し、そのクロック信号ｃ
ａｃｐｚに応答してアドレス発生部３４は、アドレスバッファ／レジスタ＆バンクセレク
ト２０の出力したコラムアドレスＡ０～Ａｎを取り込む。それと共に、バーストカウンタ
５０４がバースト期間信号ｅｎｄｚを発生してバースト動作を開始し、クロック発生器５
０２がクロック信号ＣＬＫ０°の立ち上がりエッジに同期してバースト長に応じたクロッ
ク信号ｉｎｔｐｚを発生する。クロック信号ｉｎｔｐｚに基づいてクロック信号ｉｎｔｐ
１２ｚ、ｉｎｔｐ０ｚが生成され、これらクロック信号ｉｎｔｐ１２ｚ、ｉｎｔｐ０ｚに
よりアドレス発生部５１４においてコラムアドレスがカウントアップされて連続したアド
レスが生成される。このようにしてコラムアドレスカウンタ３０では、モードレジスタ２
８にセットされたバースト長に基づいて、連続して入出力されるデータの個数分のコラム
アドレスを所定クロック毎に生成してバンク０、１に供給する。
【００８８】
図７において、クロックバッファ１６で生成されたクロック信号ＣＬＫ０°は、コラムア
ドレスカウンタ３０内のクロック発生部５００に設けられたクロック発生器５０２に入力
する。さらに、クロック発生器５０２には、コマンドデコーダ１８からの書き込み／読み
出し制御信号、及びバーストカウンタ５０４からのバースト期間信号ｅｎｄｚが入力され
るようになっている。クロック発生器５０２は、外部アドレス取り込み用クロックｃａｃ
ｐｚと、内部発生アドレスのカウントアップ用クロック（ｉｎｔｐ０ｚ，ｉｎｔｐ１２ｚ
）を発生させるためのクロック信号ｉｎｔｐｚとを出力するようになっている。クロック
発生器５０２から出力されたクロック信号ｉｎｔｐｚは、１／２分周器５０６と、クロッ
ク切替部５０８の２入力切り替えスイッチ５１０の一端子Ｂ及び２入力ＡＮＤ回路５１２
の一入力端子に入力するようになっている。１／２分周器５０６は、クロック信号ｉｎｔ
ｐｚの２倍の周期の信号を生成して切り替えスイッチ５１０の他端子Ａに出力する。切り
替えスイッチ５１０は、モードレジスタ２８からのＤＤＲ信号のレベルに基づいて、クロ
ック信号ｉｎｔｐｚと当該クロック信号ｉｎｔｐｚの２倍の周期の信号とを切り替えるよ
うになっている。切り替えスイッチ５１０は、ＳＤＲＡＭ１をＳＤＲモードで動作させる
場合には端子Ａを選択し、ＤＤＲモードで動作させる場合には端子Ｂを選択する。切り替
えにより選択された信号はクロック信号ｉｎｔｐ１２ｚとして、アドレス発生部５１４の
アドレス発生部（Ａ１、Ａ２）１４２に入力されるようになっている。クロック切替部５
０８のＡＮＤ回路５１２には、ＤＤＲ信号を反転させた信号が入力され、ＤＤＲ信号のレ
ベルに基づいてクロック信号ｉｎｔｐ０ｚをアドレス発生部（Ａ０）１４０へ出力するよ
うになっている。
【００８９】
アドレス発生部（Ａ１，Ａ２）１４２には、アドレスバッファ／レジスタ＆バンクセレク
ト２０に入力されたアドレスＡ０～Ａｎのうち下位アドレスＡ１、Ａ２が入力される。ア
ドレス発生部（Ａ１，Ａ２）１４２は各バンク０、１に対してコラムアドレスのうちイン
クリメントしたアドレスＡ１，Ａ２を出力するようになっている。一方、アドレス発生部
（Ａ０）１４０には、アドレスバッファ／レジスタ＆バンクセレクト２０に入力されたア
ドレスＡ０～Ａｎのうち最下位アドレスＡ０が入力される。アドレス発生部（Ａ０）１４
０は各バンク０、１に対してコラムアドレスのうちアドレスＡ０を出力するようになって
いる。
【００９０】
次に、図７と共に図８を用いてコラムアドレスカウンタ３０の動作について説明する。図
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８はバースト長が８の場合のコラムアドレスカウンタ３０の動作例を示すタイミング図で
ある。まず、ＤＤＲ信号が“Ｈ”状態、つまりＳＤＲＡＭ１がＤＤＲモードで書き込み動
作を行う場合について図８（ａ）及び図７を用いて説明する。“Ｈ”レベルのＤＤＲ信号
が切り替えスイッチ５１０に入力すると、切り替えスイッチ５１０は端子Ｂに接続してク
ロック信号ｉｎｔｐｚをクロック信号ｉｎｔｐ１２ｚとしてアドレス発生部１４２に出力
する。また“Ｈ”レベルのＤＤＲ信号の反転信号がＡＮＤ回路５１２に入力されるため、
ＡＮＤ回路５１２の出力であるクロック信号ｉｎｔｐ０ｚは“Ｌ”レベルに固定される。
クロック信号ｉｎｔｐ０ｚが“Ｌ”レベルであるとアドレス発生部（Ａ０）１４０からは
アドレスＡ０信号が出力されないようになっている。従って、ＤＤＲモードにおけるバー
ストモードではアドレス発生部１４０からアドレスＡ０信号が出力されないことになるが
、ＤＤＲモードの場合には書き込みデータがシリアル／パラレル変換されることによりＳ
ＤＲＡＭ１内部で自動的にアドレスＡ０が切り替わるようになっているので問題は生じな
い。
また、アドレス変換部（Ａ１，Ａ２）１４２にクロック信号ｉｎｔｐ１２ｚが入力される
と、クロック信号ｉｎｔｐ１２ｚに対応して１ずつインクリメントしたアドレス（Ａ１，
Ａ２）が出力されるようになっている。
【００９１】
次に、ＤＤＲ信号が“Ｌ”状態、つまりＳＤＲＡＭ１がＳＤＲモードで書き込み動作を行
う場合について図７と共に図８（ｂ）を用いて説明する。“Ｌ”レベルのＤＤＲ信号が切
り替えスイッチ５１０に入力すると、切り替えスイッチ５１０は端子Ａに接続してクロッ
ク信号ｉｎｔｐｚの２倍の周期を有するクロック信号をクロック信号ｉｎｔｐ１２ｚとし
てアドレス発生部１４２に出力する。また“Ｌ”レベルのＤＤＲ信号の反転信号がＡＮＤ
回路５１２に入力されるため、ＡＮＤ回路５１２からはクロック信号ｉｎｔｐ０ｚとして
クロック信号ｉｎｔｐｚが出力される。
【００９２】
アドレス発生部（Ａ０）１４０は、入力されたクロック信号ｉｎｔｐ０ｚ（＝ｉｎｔｐｚ
）に対応してアドレスＡ０信号を出力する。また、アドレス変換部（Ａ１，Ａ２）１４２
にクロック信号ｉｎｔｐ１２ｚ（＝ｉｎｔｐｚ／２）が入力されると、クロック信号ｉｎ
ｔｐ１２ｚに対応して１ずつインクリメントしたアドレス（Ａ１，Ａ２）が出力されるよ
うになっている。
このように本実施の形態によるコラムアドレスカウンタ３０、３２は、バーストモードに
おけるデータの書き込み／読み出しのコラムアドレスをＤＤＲモード、ＳＤＲモードの何
れにも対応した所定のタイミングで連続的にカウントアップして出力させることができる
ようになっている。
【００９３】
次に、クロック発生部５００の回路構成例について図９を用いて説明する。クロック発生
部５００は、クロック発生器５０２と１／２分周器５０６、及びクロック切替部５０８に
大別される。クロック発生器５０２は、クロックＣＬＫ０°の立ち下がりエッジでトリガ
がかかるＤフリップフロップ（Ｄ－ＦＦ）５２０を有している。Ｄ－ＦＦ５２０にはバー
ストカウンタ５０４から出力されるバースト期間信号ｅｎｄｚが入力されるようになって
いる。バーストカウンタ５０４は、モードレジスタ２８からのバースト長を設定する信号
に基づき、リセット信号ＲＥＳＥＴが入力されたらバースト期間中“Ｈ”状態になり、バ
ースト終了と共に“Ｌ”状態になるバースト期間信号ｅｎｄｚを生成する。バーストカウ
ンタ５０４は、クロック発生器５０２から供給されるクロック信号ｉｎｔｐｚをカウント
することによりバースト期間信号ｅｎｄｚの出力を制御するようになっている。
【００９４】
Ｄ－ＦＦ５２０の出力は２入力ＮＡＮＤ回路５２２の一入力端子に入力される。ＮＡＮＤ
回路５２２の他入力端子には、立ち上がりエッジパルス化回路５２６の出力端が接続され
る。立ち上がりエッジパルス化回路５２６は、入力されたクロックＣＬＫ０°の立ち上が
りエッジでパルスを生成してＮＡＮＤ回路５２２に出力する。ＮＡＮＤ回路５２２の出力
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端子は２入力ＮＯＲ回路５２４の一入力端子に接続される。ＮＯＲ回路５２４の他入力端
子には、コマンドデコーダ１８からの読み出し／書き込みコマンドをインバータ５２３で
反転させた信号が入力される。ＮＯＲ回路５２４からは、内部発生アドレスのカウントア
ップ用クロック（ｉｎｔｐ０ｚ，ｉｎｔｐ１２ｚ）を発生させるためのクロック信号ｉｎ
ｔｐｚが出力される。
【００９５】
コマンドデコーダ１８からの読み出し／書き込みコマンドは、立ち上がりエッジパルス化
回路５２８にも入力される。エッジパルス化回路５２８は、アドレスバッファ／レジスタ
＆バンクセレクト２０の出力したコラムアドレスＡ０～Ａｎをアドレス発生部５１４に取
り込むためのクロック信号ｃａｃｐｚを発生する。以上説明したクロック発生器５０２か
らのクロック信号ｃａｃｐｚ、ｉｎｔｐｚは、１／２分周器５０６に入力されると共に、
クロック信号ｃａｃｐｚはリセット信号ＲＥＳＥＴとして、クロック信号ｉｎｔｐｚはバ
ースト期間信号ｅｎｄｚ生成用として、バーストカウンタ５０４に入力される。さらにク
ロック信号ｃａｃｐｚは、後程説明するアドレス発生部５１４等にも出力される。
【００９６】
１／２分周器５０６に入力されたクロック信号ｃａｃｐｚはラッチ回路５３０のｓｅｔ端
子に入力され、クロック信号ｉｎｔｐｚはラッチ回路５３０のｒｅｓｅｔ端子に入力され
ると共に、クロック切替部５０８に出力される。ラッチ回路５３０の他のｓｅｔ端子には
、生成されたクロック信号ｉｎｔｐ１２ｚが入力される。ラッチ回路５３０の出力は伝送
制御回路５３２を介してクロック切替部５０８に出力される。伝送制御回路５３２には、
クロック信号ｃａｃｐｚ、ｉｎｔｐｚより遅れた伝送制御信号ｃｔｌｐｚが入力されるよ
うになっている。
伝送制御回路５３２の出力はクロック切替部５０８の２入力ＯＲ回路５３４の一入力端子
に接続されている。ＯＲ回路５３４の他入力端子には、モードレジスタ２８からのＤＤＲ
信号が入力するようになっている。ＯＲ回路５３４の出力端子は２入力ＡＮＤ回路５３６
の一入力端子に接続されている。ＡＮＤ回路５３６の他入力端子にはＮＯＲ回路５２４か
ら出力されるクロック信号ｉｎｔｐｚが入力されるようになっている。ＡＮＤ回路５３６
の出力は、クロック信号ｉｎｔｐ１２ｚとしてアドレス発生部（Ａ１，Ａ２）に送出され
ると共に１／２分周器５０６のラッチ回路５３０に供給されるようになっている。ＯＲ回
路５３４及びＡＮＤ回路５３６により切り替えスイッチ５１０が構成されている。
【００９７】
また、既に説明したが、クロック発生器５０２から出力されたクロック信号ｉｎｔｐｚは
、２入力ＡＮＤ回路５１２の一入力端子に入力され、他入力端子には、ＤＤＲ信号を反転
させた信号が入力されるようになっている。
図１０は、１／２分周器５０６とクロック切替部５０８のより詳細な回路例を示している
。図１０において、１／２分周器５０６のラッチ回路５３０として、ＲＳフリップフロッ
プ（ＲＳ－ＦＦ）５４０を用いている。また、伝送制御回路５３２として、ｐチャネルＭ
ＯＳＦＥＴとｎチャネルＭＯＳＦＥＴとが並列接続されて形成された伝送ゲート回路５４
６と、一方の出力を他方の入力とした２つのインバータからなるラッチ回路５４８を有し
ている。また、伝送ゲート回路５４６に入力させるクロック信号ｃｔｌｐｚを反転させる
インバータ５４２、及びインバータ５４２で反転させた信号をさらに反転させるインバー
タ５４４も設けられている。
【００９８】
クロック切替部５０８の切り替えスイッチ５１０の構成要素として、１／２分周器のラッ
チ回路５４８でラッチされている信号ｎ１１３が一入力端子に入力する２入力ＮＯＲ回路
５５０が設けられている。ＮＯＲ回路５５０の他入力端子にはＤＤＲ信号が入力される。
ＮＯＲ回路５５０の出力端子はインバータ５５２を介して２入力ＮＡＮＤ回路５５６に接
続されている。ＮＡＮＤ回路５５６の他入力端子にはクロック信号ｉｎｔｐｚが入力する
ようになっている。ＮＡＮＤ回路５５６の出力はインバータ５５８を介してクロック信号
ｉｎｔｐ１２ｚとしてアドレス発生部５１４に入力すると共に、ＲＳ－ＦＦ５４０のｓｅ
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ｔ端子に入力するようになっている。ＮＡＮＤ回路５６０には、クロック信号ｉｎｔｐｚ
と、ＤＤＲ信号をインバータ５５４で反転させた信号とが入力される。ＮＡＮＤ回路５６
０の出力端子はインバータ５６２に接続され、クロック信号ｉｎｔｐ０ｚを出力するよう
になっている。
【００９９】
次に、図９及び図１０の構成を有するコラムアドレスカウンタ３０のＳＤＲモードにおけ
るデータ書き込み時における動作を図１１に示すタイミングチャートを用いて説明する。
まず、クロックＣＬＫ０°の立ち上がり時点でコマンドデコーダ１８から書き込みコマン
ドがクロック発生部５０２に入力されると、クロック信号ｃａｃｐｚが所定の遅延時間で
立ち上がりエッジパルス化回路５２８により生成される。クロック信号ｃａｃｐｚはバー
ストカウンタ５０４をリセットすると共に１／２分周器５０６のラッチ回路５３０のｓｅ
ｔ端子に入力する。
バーストカウンタ５０４は、クロック信号ｃａｃｐｚによりリセットされると、モードレ
ジスタ２８から設定されるバースト長に基づいて、ＮＯＲ回路５２４から出力されるクロ
ック信号ｉｎｔｐｚを所定個数だけカウントするまでバースト期間信号ｅｎｄｚを“Ｈ”
状態にする。従って、クロックＣＬＫ０°がＤ－ＦＦ５２０及び立ち上がりエッジパルス
化回路５２６に入力され、Ｄ－ＦＦ５２０のＤ入力端子に入力するバースト期間信号ｅｎ
ｄｚが“Ｈ”状態になると、立ち上がりエッジパルス化回路５２６で生成されるクロック
ＣＬＫ０°の立ち上がりエッジに基づいて生成されたパルスに同期してクロック信号ｉｎ
ｔｐｚがＮＯＲ回路５２４から出力される。バーストカウンタ５０４は、（バースト長－
１）だけクロック信号ｉｎｔｐｚをカウントしたらバースト期間信号ｅｎｄｚを“Ｌ”状
態にする。ＮＯＲ回路５２４からはバースト長分の最後のクロック信号ｉｎｔｐｚが出力
された後、クロック信号ｉｎｔｐｚの出力は停止される。このようにして、所定のバース
ト長のクロック信号ｉｎｔｐｚの出力を得ることができるようになる。
【０１００】
次に、図１１と共に図１０を参照しつつ、１／２分周器５０６及びクロック切替部５０８
での動作について説明する。クロック信号ｃａｃｐｚがＲＳ－ＦＦ５４０のセット端子に
入力すると、ＲＳ－ＦＦ５４０の出力ｎ１１０が“Ｈ”に変化する。次いで、ＲＳ－ＦＦ
５４０のリセット端子にクロック信号ｉｎｔｐｚが入力してＲＳ－ＦＦ５４０の出力ｎ１
１０は“Ｌ”に変化する。次に、さらにクロック信号ｉｎｔｐｚが入力するが状態は変化
せず、その直後にＲＳ－ＦＦ５４０のセット端子に入力するクロック信号ｉｎｔｐ１２ｚ
により、ＲＳ－ＦＦ５４０の出力ｎ１１０は“Ｈ”に変化する。伝送ゲート回路５４６は
、クロック信号ｃｔｌｐｚに基づいて出力ｎ１１０の状態をラッチ回路５４８に伝送する
。ラッチ回路５４８では出力ｎ１１０を反転した信号ｎ１１３がラッチされる。ＳＤＲモ
ードで動作させる際にはＤＤＲ信号は“Ｌ”であるから、クロック切替部５０８のＮＯＲ
回路５６０の出力はクロック信号ｉｎｔｐｚと同等である。また、ＮＯＲ回路５５０の出
力は信号ｎ１１３と同等であるから、ＮＡＮＤ回路５５６でクロック信号ｉｎｔｐｚと信
号ｎ１１３とのＡＮＤを取ることにより、クロック信号ｉｎｔｐ０ｚの２倍の周期を有す
るクロック信号ｉｎｔｐ１２ｚが出力される。
また、図１０からも明らかなように、ＤＤＲモードの場合には、クロック信号ｉｎｔｐ１
２ｚ＝ｉｎｔｐｚであり、クロック信号ｉｎｔｐ０ｚは“Ｌ”に固定される。
【０１０１】
さて、次に図１２乃至図１５を用いてバーストカウンタ５０４の回路例について説明する
。上述のように本実施の形態によるバーストカウンタ５０４は、クロックＣＬＫ０°の立
ち上がりエッジに同期して発生したクロック信号ｉｎｔｐｚをカウントするようになって
いる。従って図１２に示すように、クロック信号ｉｎｔｐｚはバースト２カウンタ５７０
、バースト４カウンタ５７２、バースト８カウンタ５７４にそれぞれ供給されるようにな
っている。また、各カウンタ５７０、５７２、５７４をリセットするためのクロック信号
ｃａｃｐｚもそれぞれのカウンタに入力されるようになっている。これらのカウンタ５７
０、５７２、５７４からの出力ｉｎｔ２ｚ、ｉｎｔ４ｚ、ｉｎｔ８ｚはバースト期間信号
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発生部５７８に入力されるようになっている。
【０１０２】
ところで、バースト長＝８の場合を示した図８からも分かるように、ＳＤＲモードとＤＤ
Ｒモードとでは所定のバースト長に要する時間が異なり、ＤＤＲモードではＳＤＲモード
の半分のバースト時間となる。つまり、ＳＤＲモードでのバースト時間は、（クロック信
号ｃａｃｐｚ＋クロック信号ｉｎｔｐｚのパルス数）で決まるが、ＤＤＲモードでのバー
スト時間は、（クロック信号ｃａｃｐｚ＋クロック信号ｉｎｔｐｚのパルス数）／２とな
る。従って、ＳＤＲモードに対しＤＤＲモードではバースト時間を１／２に変換する必要
がある。これを行うためにバースト長信号変換部５７６が設けられている。バースト長信
号変換部５７６には、モードレジスタ２８からバースト長を指示する信号ｂｌ１ｚ、ｂｌ
２ｚ、ｂｌ４ｚ、ｂｌ８ｚが入力され、さらにＤＤＲ信号が入力されるようになっている
。バースト長信号変換部５７６からは、バースト期間信号発生部５７８に対して信号ｂｓ
ｔ１ｚ、ｂｓｔ２ｚ、ｂｓｔ４ｚ、ｂｓｔ８ｚが出力されるようになっている。
【０１０３】
次に、図１３を用いてバーストカウンタ５０４内の各カウンタ５７０、５７２、５７４の
構成と、バースト期間信号発生部５７８の構成について説明する。まず、バースト２カウ
ンタ５７０は、Ｄ－ＦＦ５８０とＤ－ＦＦ５８２を有している。クロック信号ｃａｃｐｚ
は各Ｄ－ＦＦ５８０、５８２のリセットＲ入力端子に入力されるようになっている。クロ
ック信号ｉｎｔｐｚは、Ｄ－ＦＦ５８０のローレベルトリガのクロック入力端子と、Ｄ－
ＦＦ５８２のＤ－ＦＦ５８０のローレベルトリガのクロック入力端子の前段に設けられた
２入力ＡＮＤ回路５９４の一入力端子に入力されるようになっている。Ｄ－ＦＦ５８０の
／Ｑ出力端子はＡＮＤ回路５９４の他入力端子に接続されると共に、Ｄ－ＦＦ５８０のＤ
入力端子に接続されている。ＡＮＤ回路５９４の出力端子は、Ｄ－ＦＦ５８２のクロック
入力端子に接続されている。Ｄ－ＦＦ５８２の／Ｑ出力端子はＤ－ＦＦ５８２のＤ入力端
子に接続され、Ｄ－ＦＦ５８２のＱ出力端子は、バースト期間信号発生部５７８の２入力
ＮＡＮＤ回路６０４の一入力端子に接続されると共に、バースト４カウンタ５７２の２入
力ＡＮＤ回路５９６の一入力端子、及びバースト８カウンタ５７４の２入力ＡＮＤ回路５
９８の一入力端子に接続されている。
【０１０４】
次に、バースト４カウンタ５７２は、Ｄ－ＦＦ５８４とＤ－ＦＦ５８６を有している。ク
ロック信号ｃａｃｐｚは各Ｄ－ＦＦ５８４、５８６のリセットＲ入力端子に入力されるよ
うになっている。クロック信号ｉｎｔｐｚは、ＡＮＤ回路５９６の他入力端子に入力され
るようになっている。ＡＮＤ回路５９６の出力端子は、Ｄ－ＦＦ５８４、５８６のローレ
ベルトリガのクロック入力端子に接続されている。Ｄ－ＦＦ５８４のＱ出力端子はＤ－Ｆ
Ｆ５８６のＤ入力端子に接続されている。Ｄ－ＦＦ５８６の／Ｑ出力端子はＤ－ＦＦ５８
４のＤ入力端子に接続されている。Ｄ－ＦＦ５８６のＱ出力端子は、バースト期間信号発
生部５７８の２入力ＮＡＮＤ回路６０６の一入力端子に接続されると共に、バースト８カ
ウンタ５７４の２入力ＡＮＤ回路５９８の他入力端子に接続されている。
【０１０５】
次に、バースト８カウンタ５７４は、Ｄ－ＦＦ５９０とＤ－ＦＦ５９２を有している。ク
ロック信号ｃａｃｐｚは各Ｄ－ＦＦ５９０、５９２のリセットＲ入力端子に入力されるよ
うになっている。クロック信号ｉｎｔｐｚは、ＡＮＤ回路６００の一入力端子に入力され
るようになっている。ＡＮＤ回路６００の他入力端子には、ＡＮＤ回路５９８の出力端子
が接続されている。ＡＮＤ回路６００の出力端子は、Ｄ－ＦＦ５９０、５９２のローレベ
ルトリガのクロック入力端子に接続されている。Ｄ－ＦＦ５９０のＱ出力端子はＤ－ＦＦ
５９２のＤ入力端子に接続されている。Ｄ－ＦＦ５９２の／Ｑ出力端子はＤ－ＦＦ５９０
のＤ入力端子に接続されている。Ｄ－ＦＦ５９２のＱ出力端子は、バースト期間信号発生
部５７８の２入力ＮＡＮＤ回路６０８の一入力端子に接続されている。
【０１０６】
バースト期間信号発生部５７８のＮＡＮＤ回路６０４、６０６、６０８の他入力端子には
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それぞれバースト長信号変換部５７６からのバースト長変換用信号ｂｓｔ２ｚ、ｂｓｔ４
ｚ、ｂｓｔ８ｚが入力されるようになっている。これらＮＡＮＤ回路６０４、６０６、６
０８の出力端子は、４入力ＮＡＮＤ回路６１０の入力端子に接続されている。また、バー
スト長変換用信号ｂｓｔ１ｚも、インバータ６０２を介してＮＡＮＤ回路６１０の入力端
子に接続されている。ＮＡＮＤ回路６１０の出力はインバータ６１２を介してクロック発
生器５０２のＤ－ＦＦ５２０のＤ入力端子にバースト期間信号ｅｎｄｚとして入力される
。
【０１０７】
次に、図１４を用いてバースト長信号変換部５７６の構成例について説明する。図１４（
ａ）において、バースト長信号変換部５７６にはＤＤＲ信号と、バースト長を指示する信
号ｂｌ１ｚ、ｂｌ２ｚ、ｂｌ４ｚ、ｂｌ８ｚがモードレジスタ２８から入力される。例え
ばバースト長＝４ならば信号ｂｌ４ｚのみが“Ｈ”になっている。ＤＤＲ信号は、インバ
ータ６２０、２入力ＮＯＲ回路６３０、６３６の一入力端子に入力されるようになってい
る。ＤＤＲ信号を反転して出力するインバータ６２０の出力端子は、２入力ＮＯＲ回路６
２６、６３２、６３８、及び２入力ＮＡＮＤ回路６４２のそれぞれ一入力端子に接続され
ている。
【０１０８】
また、バースト長＝１を指示する信号ｂｌ１ｚはインバータ６２２に入力される。バース
ト長＝２を指示する信号ｂｌ２ｚはＮＯＲ回路６２６、６３０の他入力端子にそれぞれ入
力される。バースト長＝４を指示する信号ｂｌ４ｚはＮＯＲ回路６３２、６３６の他入力
端子にそれぞれ入力される。バースト長＝８を指示する信号ｂｌ８ｚはＮＯＲ回路６３８
及びＮＡＮＤ回路６４２の他入力端子にそれぞれ入力されるようになっている。
【０１０９】
インバータ６２２の出力端子とＮＯＲ回路６２６の出力端子は２入力ＮＯＲ回路６２８の
入力端子に接続され、ＮＯＲ回路６２８は、信号ｂｓｔ１ｚを出力する。ＮＯＲ回路６３
０と６２６の出力端子は２入力ＮＯＲ回路６３４の入力端子に接続され、ＮＯＲ回路６３
４は、信号ｂｓｔ２ｚを出力する。ＮＯＲ回路６３６と６２８の出力端子は２入力ＮＯＲ
回路６４０の入力端子に接続され、ＮＯＲ回路６４０は、信号ｂｓｔ４ｚを出力する。ま
た、ＮＡＮＤ回路６４２の出力端子はインバータ６２４に接続され、インバータ６２４か
らは信号ｂｓｔ８ｚが出力されるようになっている。
【０１１０】
図１４（ｂ）は、ＤＤＲモードとＳＤＲモードに対応したバースト長信号の変換状態を示
すテーブルである。図１４（ｂ）に示すように、本実施の形態によるバースト長信号変換
部５７６では、例えばバースト長信号ｂｌ４ｚ＝“Ｈ”の場合において、ＳＤＲモードで
は信号ｂｓｔ４ｚ＝“Ｈ”となりバースト４カウンタ５７２の出力信号ｉｎｔ４ｚでバー
スト期間信号ｅｎｄｚの“Ｈ”状態が決まり、ＤＤＲモードでは信号ｂｓｔ２ｚ＝“Ｈ”
となりバースト２カウンタ５７０でバースト期間信号ｅｎｄｚの“Ｈ”状態が決まる。こ
のように、同じバースト長の指示信号を受け取った場合でも、ＤＤＲモードでのバースト
時間が、ＳＤＲモードでのバースト時間の１／２にすることができる。
【０１１１】
次に、以上説明した構成に基づくバーストカウンタ５７６の動作について図１５に示すタ
イミングチャートを用いて説明する。図１５において、アルファベットａ～ｇは、図１３
中に付されたアルファベットａ～ｇの位置における信号の状態を示しており、図１３を適
宜参照しながら説明する。
バースト２カウンタ５７０において、クロック信号ｃａｃｐｚによりＤ－ＦＦ５８０、５
８２がリセットされると、Ｄ－ＦＦ５８０、５８２のＱ端子は“Ｌ”に、／Ｑ端子は“Ｈ
”に、Ｄ端子は“Ｈ”になる。従って、Ｄ－ＦＦ５８２のＱ端子からは、信号ｉｎｔ２ｚ
＝“Ｌ”が出力される。次に、クロック信号ｉｎｔｐｚの１パルスが入力すると、ＡＮＤ
回路５９４からＤ－ＦＦ５８２にクロックが入り、Ｑ端子からは信号ｉｎｔ２ｚ＝“Ｈ”
が出力される。
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【０１１２】
バースト期間信号発生部５７８には、バースト長とＤＤＲ／ＳＤＲモード切り替えのＤＤ
Ｒ信号とに基づいてバースト長信号変換部５７６で生成された信号ｂｓｔ１ｚ、ｂｓｔ２
ｚ、ｂｓｔ４ｚ、ｂｓｔ８ｚが入力され、それらの１つが“Ｈ”になっている。クロック
信号ｃａｃｐｚが各Ｄ－ＦＦ５８０～５９２に入力されて各Ｄ－ＦＦ５８０～５９２がリ
セットされて信号ｉｎｔ２ｚ～８ｚ＝“Ｌ”になるとバースト期間信号ｅｎｄｚ＝“Ｈ”
となる。例えば、バースト指示信号ｂｓｔ２ｚ＝“Ｈ”であれば、次にクロック信号ｉｎ
ｔｐｚが入力されて信号ｉｎｔ２ｚ＝“Ｈ”となるとバースト期間信号ｅｎｄｚ＝“Ｌ”
となりバースト転送が終了する。
【０１１３】
次に、図１６乃至図２０を用いて本実施の形態によるアドレス発生部５１４の具体的構成
例について説明する。図１６は、図７に示したアドレス発生部５１４をより詳細に示した
ブロック図である。図１６において、Ａ０発生部６５０は図７のアドレス発生部（Ａ０）
の一部を表し、Ａ１発生部６５２、Ａ２発生部６５４は図７のアドレス発生部（Ａ１，Ａ
２）の一部を表している。
さて、既に説明したように、Ａ０発生部には、クロック信号ｃａｃｐｚとｉｎｔｐ０ｚと
が入力され、また、アドレスバッファ／レジスタ２０からはアドレスの最下位ビットの外
部アドレス信号ａ００ｃｚが入力する。同様にして、Ａ１発生部には、クロック信号ｃａ
ｃｐｚとｉｎｔｐ１２ｚとが入力され、また、アドレスバッファ／レジスタ２０からはア
ドレスの最下位ビットの次の下位ビットの外部アドレス信号ａ０１ｃｚが入力する。Ａ２
発生部には、クロック信号ｃａｃｐｚとｉｎｔｐ１２ｚとが入力され、また、アドレスバ
ッファ／レジスタ２０からは下位ビットａ０１ｃｚの次に下位の下位ビットの外部アドレ
ス信号ａ０２ｃｚが入力する。
【０１１４】
Ａ０発生部６５０からはアドレス信号ｂｃａ００ｚが出力され、Ａ１発生部６５２からは
アドレス信号ｂｃａ０１ｚが出力される。また、Ａ２発生部６５４からはアドレス信号ｂ
ｃａ０２ｚが出力される。出力されるアドレス信号ｂｃａ０１ｚとアドレス信号ｂｃａ０
２ｚは、桁上げ判定部６５６にも入力するようになっている。桁上げ判定部６５６は、モ
ードレジスタ２８からのバースト長信号ｂｌ８ｚが入力されるようになっており、バース
ト長が８の場合における書き込み／読み出しの際の桁上げを防止するために用いられる。
桁上げ判定部６５６の出力信号ｉｃａ０２ｚは、Ａ２発生部６５４に入力するようになっ
ている。
【０１１５】
図１７は、Ａ０発生部６５０の回路例を示している。ゲート制御信号としてのクロック信
号ｃａｃｐｚ及びインバータ６６０によるその反転信号が伝送ゲート回路６６８を制御す
るようになっている。ゲートが開くことにより、インバータ６６２で反転された外部アド
レス信号ａ００ｃｚがラッチ回路６７４、６７６にラッチされ、アドレス信号ｂｃａ００
ｚとして各バンクに出力される。一方、クロック信号ｉｎｔｐ０ｚが入力される毎に、イ
ンバータ６６４等を介して伝送ゲート回路６７０を閉じて伝送ゲート回路６７２を開くこ
とにより、外部アドレス信号ａ００ｃｚを反転させたアドレス信号ｂｃａ００ｚとして各
バンクに出力するようになっている。
【０１１６】
図１８は、Ａ１発生部６５２の回路例を示している。Ａ１発生部６５２の回路構成は、図
１７に示した回路構成と同様であるので説明は省略するが、クロック信号ｃａｃｐｚによ
り外部アドレス信号ａ０１ｃｚを取り込んでアドレス信号ｂｃａ０１ｚとして各バンクに
出力し、また、クロック信号ｉｎｔｐ１２ｚにより外部アドレスａ０１ｃｚを反転させて
アドレス信号ｂｃａ０１ｚとして各バンクに出力するように機能する。
【０１１７】
図１９は、Ａ２発生部６５４の回路例を示している。Ａ２発生部６５４の回路構成は、図
１８のＡ１発生部６５２に類似しており、クロック信号ｃａｃｐｚにより外部アドレス信
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号ａ０２ｃｚを取り込んでアドレス信号ｂｃａ０２ｚとして各バンクに出力するようにな
っている。但し、Ａ１発生部６５２およびＡ２発生部６５４の出力より桁上げ判定部６５
６でＡ２発生部６５４の桁上げを判定し、その結果の信号ｉｃａ０２ｚにより、クロック
信号ｉｎｔｐ１２ｚに同期してアドレス信号ｂｃａ０２ｚを発生するようになっている点
が異なっている。
【０１１８】
図２０は、桁上げ判定部６５６の回路例を示している。モードレジスタ２８からのバース
ト長＝８を指示する信号ｂｌ８ｚとＡ１発生部６５２からのアドレス信号ｂｃａ０１ｚと
がＮＡＮＤ回路７０６に入力される。ＮＡＮＤ回路７０６の出力は２つの伝送ゲート回路
７１２と７１４を制御して、Ａ２発生部から出力されたアドレス信号ｂｃａ０２ｚをその
まま或いは反転させた信号ｉｃａ０２ｚを出力するようになっている。例えば、信号ｂｌ
８ｚが“Ｈ”でＡ１発生部６５２からのアドレス信号ｂｃａ０１ｚも“Ｈ”となったら、
アドレス信号ｂｃａ０２ｚは伝送ゲート回路７１２を通ってインバータ７１６で反転され
る。このときアドレス信号ｂｃａ０２ｚが“Ｈ”であれば、信号ｉｃａ０２ｚ＝“Ｌ”と
なってＡ２発生部６５４に入力される。Ａ２発生部６５４に入力した信号ｉｃａ０２ｚは
クロック信号ｉｎｔｐ１２ｚの伝送ゲート回路６９８、７００の制御によりラッチ回路７
０４にラッチされた後ラッチ回路７０２にラッチされ、アドレス信号ｂｃａ０２ｚは“Ｌ
”に維持されて桁上げが防止される。
【０１１９】
次に、本発明の第２の実施の形態による半導体記憶装置について、図２１乃至図３３を用
いて説明する。
図２１は従来および本実施の形態に係る半導体記憶装置におけるデータ読み出し試験（ウ
ェハ試験のデータ読み出し）を比較して示すタイミング図であり、また、図２２は従来お
よび本実施の形態に係る半導体記憶装置におけるデータ書き込み試験（ウェハ試験のデー
タ書き込み）を比較して示すタイミング図である。ここで、図２１（ａ）および図２２（
ａ）は、従来の半導体記憶装置（ＤＤＲ方式のＳＤＲＡＭ）におけるデータ読み出しおよ
びデータ書き込み試験のタイミング図であり、また、図２１（ｂ）および図２２（ｂ）は
、後述するように本実施の形態の半導体記憶装置（ＤＤＲ方式のＳＤＲＡＭ）におけるデ
ータ読み出しおよびデータ書き込み試験のタイミング図である。
【０１２０】
本実施の形態による半導体記憶装置としてのＤＤＲ方式のＳＤＲＡＭにおけるウェハ試験
でのデータ読み出し及びデータ書き込みは、シングルデータレート（ＳＤＲ）モードによ
り行われる。すなわち、本実施の形態のＤＤＲ方式のＳＤＲＡＭは、クロックの立ち上が
りおよび立ち下がりの両方のタイミングでデータの読み出し及びデータ書き込みを行うＤ
ＤＲ方式のＳＤＲＡＭではあるが、クロックの立ち上がり（または、立ち下がり）のタイ
ミングでデータの読み出しを行うシングルデータレートモード（ＳＤＲモード）も有して
いる。従って、データ読み出し及び書き込み試験は、ＤＤＲ方式のＳＤＲＡＭに対して半
導体テスタのテスタクロックｃｌｋをそのまま供給し、ＳＤＲモードでデータを読み出し
及び書き込むようになっている。なお、本実施の形態では、ＳＤＲモードは、試験専用の
モードであるため、試験読み出し時はＣＡＳレイテンシを０クロックとする（ＣＬ＝０）
ようになっている。
【０１２１】
具体的に、図２１（ｂ）に示すように、本実施の形態のＤＤＲ方式のＳＤＲＡＭにおける
ウェハ試験のデータ読み出しは、ＳＤＲモードで実行され、バースト長を８とした場合（
ＢＬ＝８：８つの異なるデータを読み出す場合）を考えると、一連のデータ読み出しが完
了するには、アクティブ状態になってから１０ｃｌｋ（テスタクロック）に相当する時間
だけでよいことになり、前述の図２１（ａ）を参照して説明した従来のＤＤＲ方式のＳＤ
ＲＡＭにおける１３ｃｌｋよりも３ｃｌｋの時間だけ短縮することが可能になる。この時
間短縮の効果は、ウェハ上に形成された全てのチップに対して得られることになり、全体
として大きなものとなる。また、バースト長を８よりも小さくした場合（ＢＬ＝２または
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ＢＬ＝４等とした場合）には、時間短縮の効果はより一層大きなものとなる。さらに、試
験対象となるＤＤＲ方式のＳＤＲＡＭの動作周波数の２倍以上の周波数帯域を有する高価
な半導体テスタ（試験装置）を必要とすることもない。
【０１２２】
また、図２２（ｂ）に示すように、本実施の形態のＤＤＲ方式のＳＤＲＡＭにおけるウェ
ハ試験のデータ書き込みも、ＳＤＲモードで実行され、さらに、前述の図２２（ａ）を参
照して説明した遅延書き込みも不要なため、バースト長を８（ＢＬ＝８）とした場合を考
えると、一連の書き込み動作が完了するには、アクティブ状態になってから９ｃｌｋに相
当する時間だけでよいことになり、図２２（ａ）を参照して説明した従来のＤＤＲ方式の
ＳＤＲＡＭにおける１１ｃｌｋよりも２ｃｌｋの時間だけ短縮することが可能になる。こ
の時間短縮の効果は、前述のように、ウェハ上に形成された全てのチップに対して得られ
ることになり、全体として大きなものとなる。また、ウェハ試験でのデータ書き込み試験
においても、バースト長を８よりも小さくした場合には、時間短縮の効果はより一層大き
なものとなり、さらに、試験対象となるＤＤＲ方式のＳＤＲＡＭの動作周波数の２倍以上
の周波数帯域を有する高価な試験装置が不要となるのは上述のウェハ試験のデータ読み出
し試験と同様である。
【０１２３】
さらに、本実施の形態によるＳＤＲＡＭは、ウェハ試験をＳＤＲモードで行うことにより
、１クロックに１個の読み出し／書き込みデータのみとなり、ウェハ試験のプロービング
テスト時においても冗長なクロック（テスタクロックｃｌｋの２倍の周期を有するクロッ
クＣＬＫ）をデバイスに供給する必要がなくなり、それに要する試験時間も削減すること
ができる。
【０１２４】
なお、上述のように、本実施の形態のＤＤＲ方式のＳＤＲＡＭでは、ＤＤＲモードの読み
出し時において、最小のＣＡＳレイテンシ（ＣＡＳ　Ｌａｔｅｎｃｙ）は１．５である。
これは、ＤＤＲ方式のＳＤＲＡＭにおいて、読み出しデータはストローブ信号と共に出力
されるように仕様で定められており、このストローブ信号は、読み出し命令を受けてから
ＳＤＲＡＭ内部で生成するので、この読み出し命令入力からストローブ信号出力までの遅
延が、ＣＡＳレイテンシを定める１つの要因になっていることに起因している。一方、Ｓ
ＤＲモードは試験専用のモードとして使用するために、コラムアドレスストローブ信号（
ＣＡＳ）のアクセス時間でデータを出力するように構成することができる。また、本実施
の形態のＤＤＲ方式のＳＤＲＡＭでは、ＤＤＲモードの書き込み時において、ストローブ
信号に同期してデータを取り込むが、このストローブ信号は、書き込みコマンド信号より
もおよそクロック１周期分遅れたタイミングで入力されるように仕様で定められているた
め、書き込みコマンドを受けてから書き込みデータを受けるまでに遅れがある。一方、Ｓ
ＤＲモードは試験専用のモードとして使用するために、書き込み命令とほぼ同時に取り込
んだデータを書き込むように構成することができる。
【０１２５】
図２３および図２４は本実施の形態に係る半導体記憶装置の読み出し回路の一例を示すブ
ロック図である。すなわち、本実施の形態は、読み出し動作においてもＤＤＲ方式とＳＤ
Ｒ方式のいずれかの動作モードに切り替え可能な構成を示している。図２３および図２４
において、参照符号２１１はクロックバッファ、２１２はコマンドラッチおよびデコーダ
、２１３はアドレスバッファ、２１４はバースト長カウンタ、２１５はアドレスラッチ、
２１６、２１７はアドレスラッチおよびカウンタ、そして、２９８はモードレジスタ、２
９９はＯＲ回路を示している。また、参照符号２１８は第１のクロックジェネレータ、２
１９、２２０はアドレスプリデコーダ、２２１はセレクタ、２２２はアドレス変換回路、
２２３、２２４はアドレスメインデコーダ、２２５は奇数アドレス用メモリセルアレイ、
２２６は偶数アドレス用メモリセルアレイ、そして、２２７は第２のクロックジェネレー
タを示している。さらに、参照符号２２８、２２９はデータバスアンプ、２３０、２３１
はセレクタ、２３２は第１の出力データラッチ、２３３は第２の出力データラッチ、そし
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て、２３４はデータ出力バッファを示している。なお、参照符号３５１、３５２はインバ
ータ、３５３はＡＮＤゲート、そして、３５４、３５５はＯＲゲートを示している。
【０１２６】
クロックバッファ２１１は、外部から供給されるクロックＣＬＫを受け取り、当該クロッ
クＣＬＫをコマンドラッチおよびデコーダ２１２、アドレスバッファ２１３および第１の
クロックジェネレータ２１８に出力する。コマンドラッチおよびデコーダ２１２は、クロ
ックＣＬＫに応じてコマンドＣＯＭＭをラッチすると共にデコードして、モードレジスタ
２９８、バースト長カウンタ２１４、アドレスラッチ２１５、並びに、アドレスラッチお
よびカウンタ２１６、２１７にアドレスラッチクロックＡＬＣＫを送出して制御するよう
になっている。アドレスバッファ２１３は、クロックＣＬＫに応じてアドレスＡＤＤ（例
えば、１０ビットのアドレス信号ａ９～ａ０）を受け取り、当該アドレスをアドレスラッ
チ２１５、並びに、アドレスラッチおよびカウンタ２１６、２１７、さらにモードレジス
タ２９８に供給する。
【０１２７】
モードレジスタ２９８は、本実施の形態によるＳＤＲＡＭがＤＤＲモードあるいはＳＤＲ
モードで動作できるように、第１の実施の形態で説明したのと同様に、切り替え信号とし
てのＤＤＲ信号とＣＡＳレイテンシ制御信号ＣＬＳがＯＲ回路２９９に入力するようにな
っている。従って、本実施の形態によるＳＤＲＡＭ１を例えば従来のメモリ試験装置で試
験、評価しようとする際には、モードレジスタ２８のＤＤＲ信号とＣＡＳレイテンシ制御
信号ＣＬＳのいずれかを制御することにより、本ＳＤＲＡＭに対してＳＤＲモードでの書
き込み／読み出し動作をさせることができるようになっている。本実施の形態においては
、便宜上ＯＲ回路２９９からの出力信号をＣＬＳと表記するものとする。
【０１２８】
アドレスラッチ２１５は、例えば、上位のアドレス（ａ９～ａ３）をラッチしてアドレス
プリデコーダ２１９、２２０へ供給する。アドレスラッチおよびカウンタ２１６は、バー
スト長カウンタ２１４によるインクリメント制御を受けて、例えば、下位のアドレス（ａ
２，ａ１）をアドレスプリデコーダ２１９、セレクタ２２１およびアドレス変換回路２２
２へ供給する。アドレスラッチおよびカウンタ２１７は、最下位アドレス（ａ０）をセレ
クタ２２１およびアドレスシフトレジスタ３００へ供給する。
【０１２９】
アドレス変換回路２２２は、アドレスラッチおよびカウンタ２１６から供給された下位ア
ドレス（ａ２，ａ１）に対して“１”を加えてセレクタ２２１へ供給する。セレクタ２２
１は、最下位アドレス（ａ０）に応じて、アドレスラッチおよびカウンタ２１６からの信
号、あるいは、アドレス変換回路２２２からの信号のいずれかを選択してアドレスプリデ
コーダ２２０へ出力する。
【０１３０】
アドレスプリデコーダ２１９の出力は、アドレスメインデコーダ２２３を介して奇数アド
レス用メモリセルアレイ２２５に供給される。奇数アドレス用メモリセルアレイの指定さ
れたアドレスに対応するデータ（奇数データ）は、データバスアンプ２２８に読み出され
てセレクタ２３０および２３１へ供給される。同様に、アドレスプリデコーダ２２０の出
力は、アドレスメインデコーダ２２４を介して偶数アドレス用メモリセルアレイ２２６に
供給される。偶数アドレス用メモリセルアレイ２２６の指定されたアドレスに対応するデ
ータ（偶数データ）は、データバスアンプ２２９に読み出されてセレクタ２３０および２
３１へ供給される。ここで、データバスアンプ２２８および２２９には、第２のクロック
ジェネレータ２２７からのデータバスアンプ・データラッチ信号ＤＡＤＬＳが供給されて
いる。なお、第２のクロックジュネレータ２２７は、第１のクロックジェネレータ２１８
の出力を受け取ってデータバスアンプ・データラッチ信号ＤＡＤＬＳを生成するだけでな
く、所定のタイミングを有する制御信号を生成して、例えば、ＡＮＤゲート３５３および
ＯＲゲート３５４、３５５へ供給するようになっている。
【０１３１】
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アドレスシフトレジスタ３００は、アドレスラッチおよびカウンタ２１７からの最下位ア
ドレス（ａ０）を受け取って、ラッチアドレス（ｌｃａ０）を選択制御信号としてセレク
タ２３０および２３１へ出力する。アドレスシフトレジスタ３００からの選択制御信号（
ｌｃａ０）に基づいて、セレクタ２３０は、アドレスＡＤＤの最下位ビットａ０＝０つま
り偶数アドレスの場合には、データバスアンプ２２９の出力である偶数データを選択して
第１の出力データラッチ２３２へ供給する。また、アドレスＡＤＤの最下位ビットａ０＝
１つまり奇数アドレスの場合には、データバスアンプ２２８の出力である奇数データを選
択して第１の出力データラッチ２３２へ供給するようになっている。一方、セレクタ２３
１は、アドレスシフトレジスタ３００からの選択制御信号（ｌｃａ０）に基づいて、偶数
アドレス（ａ０＝０）の場合、データバスアンプ２２８の出力である奇数データを選択し
て第２の出力データラッチ２３３へ供給し、また、奇数アドレス（ａ０＝１）の場合、デ
ータバスアンプ２２９の出力である偶数データを選択して第２の出力データラッチ２３３
へ供給するようになっている。
【０１３２】
第１の出力データラッチ２３２にはデータ出力クロックＤＯＣＫ０が供給される。また、
第２の出力データラッチ２３３にはデータ出力クロックＤＯＣＫ０およびＤＯＣＫ１が供
給される。第１及び第２の出力データラッチ２３２、２３３がそれぞれラッチしている出
力データは、データ出力バッファ２３４を介して出力端子（ＤＯＵＴ）に出力されるよう
になっている。ここで、データ出力クロックＤＯＣＫ０は、第２のクロックジェネレータ
２２７の第１の出力信号およびＣＡＳレイテンシ（ＣＬ＝０）を規定するＣＡＳレイテン
シ制御信号ＣＬＳを入力とするＯＲゲート３５４の出力として生成される。また、出力ク
ロックＯＣＫ０は、ＣＡＳレイテンシ制御信号ＣＬＳをインバータ３５２で反転した信号
と第２のクロックジェネレータ２２７の第２の出力信号を入力とするＡＮＤゲート３５３
の出力として生成される。出力クロックＯＣＫ１は、ＣＡＳレイテンシ制御信号ＣＬＳと
第２のクロックジェネレータ２２７の第２の出力信号を入力とするＯＲゲート３５５の出
力として生成されている。なお、データ出力クロックＤＯＣＫ１は、ＯＲゲート３５４の
出力であるデータ出力クロックＤＯＣＫ０をインバータ３５１で反転したものである。
【０１３３】
データ出力バッファ２３４には、出力端子ＤＯＵＴの高インピーダンス状態を制御する制
御信号ＣＳＺ、並びに、出力クロックＯＣＫ０およびＯＣＫ１が供給されている。なお、
セレクタ２３０、２３１、出力データラッチ２３２、２３３、および、データ出力バッフ
ァ２３４の構成例は、後に図２７を参照して詳述する。
図２５は、図２３および図２４に示した本実施の形態による半導体記憶装置におけるＤＤ
Ｒモードでの読み出し動作を説明するためのタイミング図である。図２６は、図２３およ
び図２４に示した本実施の形態による半導体記憶装置におけるＳＤＲモードでの読み出し
動作を説明するためのタイミング図である。また、図２７は、図２３および図２４に示し
た本実施の形態による半導体記憶装置における出力部の一例を示す回路図である。
【０１３４】
まず、図２５に示すように、通常の動作モードであるＤＤＲモードでは、読み出しコマン
ドが入力されるとアドレス（ＡＤＤ：例えばａ９～ａ０が“１１１１１１１１１１”であ
るとする）がラッチされ、ラッチされたアドレスＡＤＤと共にアドレスＡＤＤをカウント
アップしたアドレスに対しても同時に読み出し動作が行われる。すなわち、奇数アドレス
用メモリセルアレイ２２５および偶数アドレス用メモリセルアレイ２２６に対して同時に
アクセス動作が行われる。ここで、例えば、アドレスラッチ２１５の出力（ラッチアドレ
ス）ａ９～ａ３は“１１１１１１１”であり、アドレスラッチ２１６の出力（ラッチアド
レス）ａ２、ａ１は“１１”であり、アドレス変換回路２２２の出力（シフトアドレス）
ａ２、ａ１は“００”である。ここで、ａ０＝１であるので、アドレス変換回路の出力ａ
２、ａ１＝“００”がセレクタ２２１により選択されアドレスプリデコーダ２２０へ供給
される。従って、この例では、アドレスメインデコーダ２２３の出力（奇数アドレス）ａ
９～ａ１は“１１１１１１１１１”であり、アドレスメインデコーダ２２４の出力（偶数
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アドレス）ａ９～ａ１は“１１１１１１１００”である。
【０１３５】
図２７は、図２３および図２４に示した本実施の形態の半導体記憶装置におけるセレクタ
２３０、２３１、第１および第２の出力データラッチ２３２、２３３、および出力データ
バッファ２３４（出力部）の一例を示す回路図である。なお、図２７の回路では、セレク
タ２３０、２３１の出力にインバータ３５６、３５７が設けられ、また、第１および第２
の出力データラッチ２３２、２３３の出力にラッチ３５８が設けられている。
【０１３６】
図２７に示すように、アドレスシフトレジスタ３００の出力（ラッチアドレス）ｌｃａ０
が低レベル“Ｌ”のとき（ａ０＝０のとき）、セレクタ２３０は偶数データ０（１１１１
１１１０００）を選択してインバータ３５６を介して第１の出力データラッチ２３２へ出
力し、また、セレクタ２３１は奇数データ０（１１１１１１１１１１）を選択してインバ
ータ３５７を介して第２の出力データラッチ２３３へ出力する。逆に、ラッチアドレスｌ
ｃａ０が高レベル“Ｈ”のとき（ａ０＝１のとき）、セレクタ２３０は奇数データ０（１
１１１１１１１１１）を選択してインバータ３５６を介して第１の出力データラッチ２３
２へ出力し、また、セレクタ２３１は偶数データ０（１１１１１１１０００）を選択して
インバータ３５７を介して第２の出力データラッチ２３３へ出力する。ここで、図２７の
出力部において、第１の出力データラッチ２３２にラッチされたデータが先にデータ出力
バッファより出力され、次いで、第２の出力データラッチにラッチされたデータが出力さ
れるようになっている。そして、ａ０＝０のとき、すなわち外部アドレスの最下位ビット
が偶数の場合、偶数データ、奇数データの順にデータを外部に出力する必要がある一方、
ａ０＝１の場合は、奇数データの方を偶数データよりも先に外部に出力する必要がある。
このように先に出力するデータを第１の出力データラッチにラッチし、次に出力するデー
タを第２の出力データラッチにラッチするために、セレクタ２３０、２３１が設けられて
いる。このように、セレクタ２３０および２３１は、ラッチアドレスｌｃａ０のレベルに
より奇数データ０（１１１１１１１１１１）または偶数データ０（１１１１１１１０００
）を選択して第１および第２の出力データラッチ２３２、２３３に供給するようになって
いる。
【０１３７】
そして、先に読み出しを行うべきデータ（例えば、奇数データ０：“１１１１１１１１１
１”）を第１の出力データラッチ２３２に取り込み、また、２番目に読み出すべきデータ
（例えば、偶数データ０：“１１１１１１１０００”）を第２の出力データラッチ２３３
に取り込む。
【０１３８】
次いで、ＤＤＲモードにおいて、図２４のＤＤＲ信号或いはＣＬＳ信号は“Ｌ”であるの
で、ＯＲ回路３５４、３５５及びＡＮＤ回路３５３はそれぞれ単なるバッファとして働き
、第２のクロックジェネレータ２２７より、図２５に示すタイミングで、ＤＯＣＫ０、Ｏ
ＣＫ０、ＯＣＫ１が出力データラッチ２３２、２３３及びデータ出力バッファ２３４へ供
給される。そして、図２７に示すように、データクロックＤＯＣＫ０が高レベル“Ｈ”（
ＤＯＣＫ１が低レベル“Ｌ”）のとき、第１の出力データラッチ２３２は、奇数データ０
（１１１１１１１１１１）を取り込んでラッチ３５８を介して出力データバッファ２３４
に出力し、また、第２の出力データラッチ２３３は、偶数データ０（１１１１１１１００
０）を取り込んでラッチ３３０に保持する。次いで、データクロックＤＯＣＫ０が低レベ
ル“Ｌ”（ＤＯＣＫ１が高レベル“Ｈ”）に変化すると、第２の出力データラッチ２３３
は、ラッチ３３０に保持されていた偶数データ０（１１１１１１１０００）をラッチ３５
８を介して出力データバッファ２３４に出力する。
【０１３９】
そして、第１の出力データラッチ２３２のデータと第２の出力データラッチ２３３のデー
タは、データ出力バッファ２３４に供給され、出力クロックＯＣＫ０およびＯＣＫ１に応
じて出力端子ＤＯＵＴ（チップの外部）ヘ出力される。なお、制御信号ＣＳＺは、データ
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出力バッファ２３４の出力端子（ＤＯＵＴ）の状態を制御するもので、例えば、読み出し
動作を行わない場合に、制御信号ＣＳＺを高レベル“Ｈ”として、データ出力バッファ２
３４の出力を高インピーダンス状態となるようにする。
【０１４０】
次に、図２６に示すように、例えば、ウェハ試験の読み出し試験等におけるＳＤＲモード
では、上述のＤＤＲモードと同様に、読み出しコマンドが入力されるとアドレス（ＡＤＤ
：例えばａ９～ａ０が“１１１１１１１１１１”）がラッチされ、ラッチされたアドレス
ＡＤＤと共にアドレスＡＤＤを＋１カウントアップしたアドレスに対しても同時に読み出
し動作が行われる。すなわち、奇数アドレス用メモリセルアレイ２２５および偶数アドレ
ス用メモリセルアレイ２２６に対して同時にアクセス動作が行われる。ここで、例えば、
アドレスラッチ２１５の出力（ラッチアドレス）ａ９～ａ３は“１１１１１１１”であり
、アドレスラッチ２１６の出力（ラッチアドレス）ａ２、ａ１は“１１”であり、アドレ
ス変換回路２２２の出力（シフトアドレス）ａ２、ａ１は“００”である。また、例えば
、アドレスメインデコーダ２２３の出力（奇数アドレス）ａ９～ａ１は“１１１１１１１
１１”であり、アドレスメインデコーダ２２４の出力（偶数アドレス）ａ９～ａ１は“１
１１１１１１００”である。
【０１４１】
図２７に示すように、アドレスシフトレジスタ３００の出力（ラッチアドレス）ｌｃａ０
が低レベル“Ｌ”のとき、セレクタ２３０は偶数データ０（１１１１１１１０００）を選
択してインバータ３５６を介して第１の出力データラッチ２３２へ出力し、また、セレク
タ２３１は奇数データ０（１１１１１１１１１１）を選択してインバータ３５７を介して
第２の出力データラッチ２３３へ出力する。逆に、ラッチアドレスｌｃａ０が高レベル“
Ｈ”のとき、セレクタ２３０は奇数データ０（１１１１１１１１１１）を選択してインバ
ータ３５６を介して第１の出力データラッチ２３２へ出力し、また、セレクタ２３１は偶
数データ０（１１１１１１１０００）を選択してインバータ３５７を介して第２の出力デ
ータラッチ２３３へ出力する。このように、セレクタ２３０および２３１は、ラッチアド
レスｌｃａ０のレベルにより奇数データ０（１１１１１１１１１１）または偶数データ０
（１１１１１１１０００）を選択して第１および第２の出力データラッチ２３２、２３３
に供給するようになっている。
【０１４２】
ここで、ＳＤＲモードの場合、図２４のＣＡＳレイテンシ制御信号ＣＬＳのレベルは“Ｈ
”になっており、従って、データクロックＤＯＣＫ０は高レベル“Ｈ”に保持され、出力
クロックＯＣＫ０は低レベル“Ｌ”に保持され、そして、出力クロックＯＣＫ１は高レベ
ル“Ｈ”に保持されているため、第１の出力データラッチ２３２のデータ（例えば、奇数
データ０（１１１１１１１１１１））は、そのままデータ出力バッファ２３４を介して出
力端子ＤＯＵＴ（チップの外部）ヘ出力される。なお、第２の出力データラッチ２３３は
、データクロックＤＯＣＫ１が低レベル“Ｌ”に保持されているため、そのデータは出力
されないことになる。
【０１４３】
このように、本実施の形態による半導体記憶装置は、通常の動作であるＤＤＲモードの他
に、例えば、ウェハ試験における読み出し試験で使用し得るＳＤＲモードを備えており、
それも単にＣＡＳレイテンシ制御信号ＣＬＳのレベルを切り替えて信号（ＤＯＣＫ０，Ｄ
ＯＣＫ１，ＯＣＫ１，ＯＣＫ１等）のレベルを制御するだけでＳＤＲモードを起動するこ
とが可能である。
図２８～図３０は本実施の形態による半導体記憶装置の書き込み回路の一例を示すブロッ
ク図である。
【０１４４】
図２８～図３０において、図２３および図２４に示したのと同一の機能作用を有する構成
要素については同一の参照符号を付してその説明は省略する。図２８～図３０において、
参照符号２２７’は第２のクロックジェネレータ、２３６、２３７はライトアンプ、２３
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８、２３９はアドレスラッチ、２４０はデータストローブバッファ、２４１はデータバッ
ファ、２４２、２４３はデータラッチ、２４４、２４５はセレクタ、２４６は第１の入力
データラッチ、２４７は第２の入力データラッチ、そして、２４８はパルスジェネレータ
を示している。なお、図２８～図３０では、図２３に示したモードレジスタ２９８及びＯ
Ｒ回路２９９の図示は省略している。
【０１４５】
データストローブバッファ２４０は、データ信号ＤＱに同期したデータストローブＤＱＳ
を受け取り、ＤＱＳの立ち上がりエッジに応答した第１内部データストローブ信号をアド
レスラッチ２３９およびデータラッチ２４２へデータストローブＤＱＳを供給すると共に
、データストローブＤＱの立ち下がりエッジに応答した第２内部データストローブ信号を
パルスジェネレータ２４８およびデータラッチ２４３へ供給する。データバッファ２４１
は、データＤＱを受け取り、データラッチ２４２は、第１内部データストローブ信号に応
答して、ＤＱＳの立ち上がりエッジに対応したデータＤＱをラッチし、データラッチ２４
３は、第２内部データストローブ信号に応答してＤＱＳの立ち下がりエッジに対応したデ
ータＤＱをラッチする。
データラッチ２４２の出力（ＤＱＳ（“Ｈ”））およびデータラッチ２４３の出力（ＤＱ
Ｓ（“Ｌ”））は、セレクタ２４４、２４５に供給され、アドレスラッチ２３９の出力（
ａ０）によりそれぞれ一方の出力が選択されて第１および第２の入力データラッチ２４６
、２４７へ供給されるようになっている。すなわち、セレクタ２４４は、アドレスａ０＝
１（奇数アドレス）のときデータラッチ２４２の出力を選択し、アドレスａ０＝０（偶数
アドレス）のときデータラッチ２４３の出力を選択して第１の入力データラッチ２４６へ
供給するようになっている。また、セレクタ２４５は、アドレスａ０＝１（奇数アドレス
）のときデータラッチ２４３の出力を選択し、アドレスａ０＝０（偶数アドレス）のとき
データラッチ２４２の出力を選択して第２の入力データラッチ２４７へ供給するようにな
っている。
【０１４６】
第１の入力データラッチ２４６の出力は、ライトアンプ２３６を介して奇数アドレス用メ
モリセルアレイ２２５に供給され、アドレスメインデコーダ２２３により指定されたアド
レスにデータが書き込まれる。また、第２の入力データラッチ２４７の出力は、ライトア
ンプ２３７を介して偶数アドレス用メモリセルアレイ２２６に供給され、アドレスメイン
デコーダ２２４により指定されたアドレスにデータが書き込まれる。なお、ライトアンプ
２３６および２３７には、アドレスラッチ２３８からの出力（制御信号）ｌａｃ０Ｚおよ
びｌａｃ０Ｘが供給されている。なお、第２のクロックジェネレータ２２７’、アドレス
ラッチ２３８、および、パルスジェネレータ２４８には、ＣＡＳレイテンシ制御信号ＣＬ
Ｓが供給されている。また、第２のクロックジュネレータ２２７’は、第１のクロックジ
ェネレータ２１８の出力およびＣＡＳレイテンシ制御信号ＣＬＳを受け取って、書き込み
命令から２クロック後に発生されるパルス（書き込みタイミング信号）ＷＴＳおよび書き
込みアンプイネーブル信号ＷＡＥＳを発生し、書き込みタイミング信号ＷＴＳをアドレス
ラッチ２３８並びに第１および第２の入力データラッチ２４６、２４７へ供給し、また、
書き込みアンプイネーブル信号ＷＡＥＳをライトアンプ２３６、２３７へ供給するように
なっている。
【０１４７】
図３１は、図２８～図３０に示した本実施の形態による半導体記憶装置におけるＤＤＲモ
ードでの書き込み動作を説明するためのタイミング図であり、図３２は、図２８～図３０
に示した本実施の形態による半導体記憶装置におけるＳＤＲモードの書き込み動作を説明
するためのタイミング図である。また、図３３は、図２８～図３０に示した本実施の形態
による半導体記憶装置における入力部の入力データラッチおよびアドレスラッチの一例を
示す回路図である。
【０１４８】
まず、通常の動作モードであるＤＤＲモードでの書き込み動作では、図３１に示すように
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、書き込みコマンドが入力されると、それより約クロック１周期分あとのデータストロー
ブＤＱＳの立ち上がりおよびそれに引き続く立ち下がりタイミングでデータラッチ２４２
および２４３がデータをラッチする。
図３３に示すように、データストローブＤＱＳの立ち上がりでアドレスラッチ２３９がア
ドレスラッチおよびカウンタからのアドレスａ０をラッチし、ａ０＝１（奇数アドレスＡ
ＤＤ：例えば、ａ９～ａ０が“１１１１１１１１１１”）の場合、ラッチ（コラム）アド
レスｄｃａ０が高レベル“Ｈ”となり、また、ＣＬＳはＤＤＲモードの場合“Ｌ”である
ので、セレクタ２４４は、データラッチ２４２の出力であるＤＱＳ（“Ｈ”）データを選
択してインバータ４９１を介して第１の入力データラッチ２４６へ伝送する。また、セレ
クタ２４５は、データラッチ２４３の出力であるＤＱＳ（“Ｌ”）データを選択してイン
バータ４９２を介して第２の入力データラッチ２４７へ伝送する。
【０１４９】
第１および第２のデータラッチ２４６および２４７は、データストローブＤＱＳの立ち下
がりタイミングから作られたパルスジェネレータ２４８の出力パルス（データラッチ信号
）ＤＬＳにより、セレクタ２４４および２４５を介して伝えられたデータをラッチ（ラッ
チ４６１および４７１）する。
第１および第２のデータラッテ２４６および２４７は、第２のクロックジェネレータ２２
７’の出力である書き込み命令から２クロック後に発生される書き込みタイミング信号Ｗ
ＴＳにより、書き込みデータを書き込みアンプ２３６および２３７へ送り出す（ラッチ４
６２および４７２）。
【０１５０】
ここで、図３３のアドレスラッチ２３８の出力ｌａｃ０Ｘ、ｌａｃ０ＺはＣＬＳが“Ｌ”
なので、共に高レベル“Ｈ”に保持されるため、ライトアンプ２３６および２３７は、そ
れぞれ書き込みアンプイネーブル信号ＷＡＥＳにより書き込みデータを奇数アドレス用メ
モリセルアレイ２２５および偶数アドレス用メモリセルアレイ２２６の所定アドレスに書
き込む。
【０１５１】
なお、クロックバッファ２１１、コマンドラッチおよびデコーダ２１２、アドレスバッフ
ァ２１３、バースト長カウンタ２１４、アドレスラッチ２１５、アドレスラッチおよびカ
ウンタ２１６、２１７、第１のクロックジェネレータ２１８、アドレスプリデコーダ２１
９、２２０、セレクタ２２１、および、アドレスメィンデコーダ２２３、２２４等の構成
は、すでに説明した読み出し処理の場合と同様であるのでその説明は省略する。
【０１５２】
次に、ウェハ試験（書き込み試験）等におけるＳＤＲモードの書き込み動作では、図３２
に示すように、書き込みコマンドとほぼ同じタイミングで入力されるデータストローブＤ
ＱＳの立ち上がりタイミングで同じデータをデータラッチ２４２及び２４３にラッチする
。そして、ＳＤＲモードではＣＬＳ＝“Ｈ”なので、ラッチアドレスｄｃａ０は無効にさ
れ、セレクタ２４４はデータラッチ２４２側に、セレクタ２４５はデータラッチ２４３側
にそれぞれ接続されるので、データストローブＤＱＳの立ち上がりタイミングで取り込ま
れたデータ（ＤＱＳ（“Ｈ”）：奇数データ０：１１１１１１１１１１）がデータバッフ
ァ２４１－＞データラッチ２４２－＞セレクタ２４４を介して第１の入力データラッチ２
４６に伝送されると同時に、同じデータがデータバッファ２４１－＞データラッチ２４３
－＞セレクタ２４５を介して第２の入力データラッチ２４７へ伝送される。ここで、パル
スジェネレータから出力されるデータラッチ信号ＤＬＳは、パルスジェネレータに“Ｈ”
レベルのＣＬＳ信号が入力されているので高レベル“Ｈ”に固定されているため、第１お
よび第２の入力データラッチ２４６および２４７は共にデータ（１１１１１１１１１１）
を取り込んでいる。
【０１５３】
すなわち、図３０に示すように、ラッチアドレスｄｃａ０のレベルに関わらず、セレクタ
２４４および２４５には高レベル“Ｈ”および低レベル“Ｌ”に固定された信号（選択信
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号）が入力され、同じデータであるデータラッチ２４２および２４３の出力（ＤＱＳ（“
Ｈ”）＝“１１１１１１１１１１”）がインバータ４９１および４９２を介して第１の入
力データラッチ２４６および第２の入力データラッチ２４７に供給される。そして、第１
および第２の入力データラッチ２４６および２４７において、データラッチ信号ＤＬＳは
（（（パルスジェネレータ２４８に入力するＣＡＳレイテンシ制御信号ＣＬＳのレベルを
切り替えることにより）））高レベル“Ｈ”に固定されているため、インバータ４９１お
よび４９２を介して供給されるデータは、そのままラッチ４６１および４７１に保持され
る。
【０１５４】
さらに、書き込みコマンドを取り込むクロックのエッジから発生されるパルス（書き込み
タイミング信号）ＷＴＳにより、第１の入力データラッチ２４６はライトアンプ２３６へ
書き込みデータ（奇数データ：データ０：１１１１１１１１１１）を伝え、また、第２の
入力データラッチ２４７はライトアンプ２３７へ書き込みデータ（偶数データ：データ０
：１１１１１１１１１１）を伝える。すなわち、図３３に示すように、第１および第２の
入力データラッチ２４６および２４７において、ラッチ４６１および４７１に保持された
同一のデータは、書き込みタイミング信号ＷＴＳの高レベル“Ｈ”のパルスに従って、そ
れぞれインバータを介してラッチ４６２および４７２に伝えられ、書き込みデータ（１１
１１１１１１１１）がライトアンプ２３６および２３７へ伝えられる。
【０１５５】
また、アドレスラッチ２３８は、図３３に示すように、書き込みタイミング信号ＷＴＳに
よりアドレスａ０及びその反転信号をラッチし、ライトアンプ２３６および２３７に対し
てラッチアドレスｌｃａ０Ｚおよびｌｃａ０Ｘを出力する。ここで、ＣＡＳレイテンシ制
御信号ＣＬＳはＣＡＳレイテンシ（ＣＬ＝０）を規定する信号で、ＳＤＲモードでは高レ
べル“Ｈ”となっている。
【０１５６】
そして、ライトアンプ２３６および２３７は、ラッチアドレスｌｃａ０Ｚおよびｌｃａ０
Ｘと第２のクロックジェネレータ２２７’からの書き込みイネーブル信号ＷＡＥＳとの論
理和を取った信号により、第１及び第２の入力データラッチ２４６、２４７に保持された
同一の書き込みデータをアドレスａ０＝０の値に応答してその一方だけを対応する奇数ア
ドレス用メモリセルアレイ２２５又は偶数アドレス用メモリセルアレイ２２６に書き込む
。
【０１５７】
このように、本実施の形態による半導体記憶装置は、通常の動作であるＤＤＲモードの他
に、例えば、ウェハ試験での書き込み試験で使用し得るＳＤＲモードを備えており、それ
も単にＣＡＳレイテンシ制御信号ＣＬＳのレベルを切り替えて信号（ＤＱＳ，ＤＬＳ，Ｗ
ＴＳ，ＷＡＥＳ等）のレベルを制御するだけでＳＤＲモードを起動することが可能である
。なお、上記第２の実施の形態では、一例として偶数および奇数アドレス用メモリセルア
レイ（２５，２６）を有するＳＤＲＡＭを説明したが、本実施の形態の半導体記憶装置は
、上記の構成を有するＳＤＲＡＭに限定されるものではない。また、各信号のレベルおよ
び回路構成等は様々に変形し得るのはいうまでもない。
【０１５８】
以上、詳述したように、本実施の形態によれば、高価な試験装置を使用することなく、ま
た、試験時間の削減を行うことのできる半導体記憶装置を提供することができる。
【０１５９】
本発明は、上記実施の形態に限らず種々の変形が可能である。
例えば、上記第１の実施の形態においてはモードレジスタ２８内のレジスタに外部からの
設定信号をアドレスバッファ／レジスタ＆バンクセレクト２０を介して設定し、当該設定
に基づいてＤＤＲ信号のレベルを切り替えるようにしているが、本発明はこれに限られず
、ＳＤＲＡＭ１の基板に、外部からＤＤＲ信号が直接入力する切替信号入力端子を設け、
モードレジスタ２８を用いることなく、システム側から直接ＤＤＲ信号を供給してデータ
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転送モードを切り替えるように制御してももちろんよい。
【０１６０】
また、第１の実施の形態では、ＤＤＲ信号を切り替え信号として送出して、ＳＤＲＡＭ１
の書き込み動作時におけるＤＤＲモードとＳＤＲモードとを切り替えるようにしているが
、本発明はこれに限られず、例えば図３４に示すように従来のＳＤＲＡＭで用いられてい
る制御信号をＤＤＲ信号の代わりとして用いることも可能である。図３４は、図１に示し
た第１の実施の形態による半導体記憶装置に変形を加えた概略構成を示している。図３４
において第１の実施の形態と同一の機能作用を奏する構成要素には同一の符号を付してそ
の説明は省略する。図３４に示す変形例において、モードレジスタ２８からはＤＤＲ信号
と共にＣＡＳレイテンシ制御信号ＣＬＳが出力され、ＤＤＲ信号とＣＡＳレイテンシ制御
信号ＣＬＳはＯＲ回路１６０に入力するようになっている。従って、本実施の形態による
ＳＤＲＡＭ１を例えば従来のメモリ試験装置で試験、評価しようとする際には、モードレ
ジスタ２８のＤＤＲ信号とＣＡＳレイテンシ制御信号ＣＬＳのいずれかを制御することに
より、ＳＤＲＡＭ１をＳＤＲモードで書き込み動作するように容易に切り替えることがで
きるようになる。
【０１６１】
【発明の効果】
以上の通り、本発明によれば、外部クロック信号の立ち上がりと立ち下がりの両エッジに
同期してデータを転送する転送モードを有しながら、従来のメモリ試験装置で容易に試験
、評価ができる半導体記憶装置及びその制御方法を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置の全体構成を示すブロック図で
ある。
【図２】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のコマンドデコーダで生成され
るコマンドの例を説明する図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のデータ取込みクロック発生部
とライトアンプ制御部の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のデータ取込みクロック発生部
、シリアル／パラレル変換部、及びライトアンプ制御部の回路構成の一例を示す回路図で
ある。
【図５】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のＤＤＲモードでの書き込み動
作の制御方法を示すタイミング図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のＳＤＲモードでの書き込み動
作の制御方法を示すタイミング図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のコラムアドレスカウンタの回
路ブロック図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のコラムアドレスカウンタの動
作の制御方法を示すタイミング図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のコラムアドレスカウンタのク
ロック発生部の回路例を示す図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のコラムアドレスカウンタの
１／２分周器とクロック切替部の回路例を示す図である。
【図１１】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のコラムアドレスカウンタの
クロック発生部の動作を示すタイミング図である。
【図１２】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のバーストカウンタの回路ブ
ロックを示す図である。
【図１３】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のバーストカウンタの回路例
を示す図である。
【図１４】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のバーストカウンタの回路例
を示す図である。
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【図１５】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のバーストカウンタの動作を
示すタイミング図である。
【図１６】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のアドレス発生部の回路ブロ
ックを示す図である。
【図１７】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のアドレス発生部のＡ０発生
部の回路例を示す図である。
【図１８】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のアドレス発生部のＡ１発生
部の回路例を示す図である。
【図１９】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のアドレス発生部のＡ２発生
部の回路例を示す図である。
【図２０】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置のアドレス発生部の桁上げ判
定部の回路例を示す図である。
【図２１】従来および本発明の第２の実施の形態による半導体記憶装置におけるデータ読
み出し試験を比較して示すタイミング図である。
【図２２】従来および本発明の第２の実施の形態による半導体記憶装置におけるデータ書
き込み試験を比較して示すタイミング図である。
【図２３】本発明の第２の実施の形態による半導体記憶装置の読み出し回路の一例を示す
ブロック図（その１）である。
【図２４】本発明の第２の実施の形態による半導体記憶装置の読み出し回路の一例を示す
ブロック図（その２）である。
【図２５】本発明の第２の実施の形態による半導体記憶装置におけるＤＤＲモードの読み
出し動作を説明するタイミング図である。
【図２６】本発明の第２の実施の形態による半導体記憶装置におけるＳＤＲモードの読み
出し動作を説明するタイミング図である。
【図２７】本発明の第２の実施の形態による半導体記憶装置における出力部の出力データ
ラッチおよび出力データバッファの一例を示す回路図である。
【図２８】本発明の第２の実施の形態による半導体記憶装置の書き込み回路の一例を示す
ブロック図（その１）である。
【図２９】本発明の第２の実施の形態による半導体記憶装置の書き込み回路の一例を示す
ブロック図（その２）である。
【図３０】本発明の第２の実施の形態による半導体記憶装置の書き込み回路の一例を示す
ブロック図（その３）である。
【図３１】本発明の第２の実施の形態による半導体記憶装置におけるＤＤＲモードの書き
込み動作を説明するタイミング図である。
【図３２】本発明の第２の実施の形態による半導体記憶装置におけるＳＤＲモードの書き
込み動作を説明するタイミング図である。
【図３３】本発明の第２の実施の形態による半導体記憶装置における入力部の入力データ
ラッチおよびアドレスラッチの一例を示す回路図である。
【図３４】本発明の第１の実施の形態による半導体記憶装置の変形例の全体構成を示すブ
ロック図である。
【符号の説明】
１　ＳＤＲＡＭ
２　メモリセル部
４　ローデコーダ
６　コラムデコーダ
８　センスアンプ
１０　データバス
１２　ライトアンプ／センスバッファ
１４　ライトアンプ制御部
１６　クロックバッファ
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１８　コマンドデコーダ
２０　アドレスバッファ／レジスタ＆バンクセレクト
２２　Ｉ／Ｏデータバッファ／レジスタ
２４、２６　制御信号ラッチ回路
２８　モードレジスタ
３０、３２　コラムアドレスカウンタ
３４　データ取込みクロック発生部
３６　データ入力ラッチ回路
３８　シリアル／パラレル変換部
４０、４２　ライトアンプ
５０、５２、５４、１２６、１２８，１３０、１３２、１３４　ＮＡＮＤ回路
５６、６０、６２、７０、７２、８０、８４、８６、９０、９２、１１０、１１２、１１
６、１１８、１２２、１２４　インバータ
５８、６４　キャパシタ
６６、６８　ＮＯＲ回路
７４、９４、１００　伝送ゲート回路
８２、８８、１０８、１１４　ラッチ回路
７６、９８、１０２　ｎチャネルＭＯＳＦＥＴ
７８，９６、１０４　ｐチャネルＭＯＳＦＥＴ
１２０、５０６　１／２分周器
１３６、１３８　ライトパルス発生回路
１４０　アドレス発生部（Ａ０）
１４２　アドレス発生部（Ａ１，Ａ２）
１６０　ＯＲ回路
２１１　クロックバッファ
２１２　コマンドラッチおよびデコーダ
２１３　アドレスバッファ
２１４　バースト長カウンタ
２１５　アドレスラッチ
２１６、２１７　アドレスラッチおよびカウンタ
２１８　第１のクロックジェネレータ
２１９、２２０　アドレスプリデコーダ
２２１　セレクタ
２２２　アドレス変換回路
２２３、２２４　アドレスメインデコーダ
２２５　奇数アドレス用メモリセルアレイ
２２６　偶数アドレス用メモリセルアレイ
２２７、２２７’　第２のクロックジェネレータ
２２８、２２９　データバスアンプ
２３０、２３１　セレクタ
２３２　第１の出力データラッチ
２３３　第２の出力データラッチ
２３４　データ出力バッファ
２３６、２３７　ライトアンプ
２３８、２３９　アドレスラッチ
２４０　データストローブバッファ
２４１　データバッファ
２４２、２４３　データラッチ
２４４、２４５　セレクタ
２４６　第１の入力データラッチ
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２４７　第２の入力データラッチ
２４８　パルスジェネレータ
２９８　モードレジスタ
３００　アドレスシフトレジスタ
５００　クロック発生器
５０６　１／２分周器
５０８　クロック切替部
５７６　バースト長信号変換部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】
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【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】
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【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】 【 図 ３ ４ 】
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