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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シンクロナス不揮発性メモリデバイスにおける処理の実行方法において、
　第１のクロックサイクルで読み出しコマンドと当該読み出しコマンドに対応する列アド
レスを受け取って読み出し処理を開始して前記シンクロナス不揮発性メモリデバイスのメ
モリアレイからの出力データを要求するステップと、
　前記第１のクロックサイクルの直後の第２のクロックサイクルで、読み出し処理レイテ
ンシの間に、３つのサイクルからなる書き込みコマンドシーケンスにおける第１のサイク
ルのコマンドを受け取って前記メモリアレイに対する書き込み処理を開始するステップと
、
　前記第２のクロックサイクルに続く第３のクロックサイクルで、前記書き込みコマンド
シーケンスにおける第２のサイクルのコマンドを受け取るステップと、
　前記第３のクロックサイクルに続く第４のクロックサイクルで、前記書き込みコマンド
シーケンスにおける第３のサイクルのコマンドを受け取るステップと、
　前記第４のクロックサイクルの前に前記読み出し処理のデータ出力を終了させるステッ
プと
　を含み、
　前記出力データは、前記読み出し処理レイテンシが経過し、前記第１のクロックサイク
ルの後、所定数のクロックサイクルを経過した後に、外部データ接続端子に供給され、
　前記書き込みコマンドシーケンスの前記第１のサイクルにおけるコマンドは、前記書き
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込み処理における前記メモリアレイのバンクを特定するものであり、
　前記書き込みコマンドシーケンスの前記第２のサイクルにおけるコマンドは、前記メモ
リアレイにおいて選択された行を特定及び活性化するものであり、
　前記書き込みコマンドシーケンスの前記第３のサイクルにおけるコマンドは、前記メモ
リアレイにおける列を特定し、前記外部データ接続端子に対する書き込みデータを供給す
るものであり、
　前記書き込みコマンドシーケンスの前記第１のサイクルにおけるコマンド、前記第２の
サイクルにおけるコマンド及び前記第３のサイクルにおけるコマンドは、３以上のクロッ
クサイクルに亘る連続的なコマンドである
　ことを特徴とするシンクロナス不揮発性メモリデバイスにおける処理の実行方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、
　前記３つのサイクルからなる書き込みコマンドシーケンスにおける前記連続的なコマン
ドは、４以上のクロックサイクルに亘るものであり、
　処理を行わない１以上のクロックサイクル又はコマンドが禁止された１以上のクロック
サイクルが、前記第２のクロックサイクルと前記第３のクロックサイクルの間、若しくは
前記第３のクロックサイクルと前記第４のクロックサイクルの間、又は前記第２のクロッ
クサイクルと前記第３のクロックサイクルの間及び前記第３のクロックサイクルと前記第
４のクロックサイクルの間に挿入される
　ことを特徴とするシンクロナス不揮発性メモリデバイスにおける処理の実行方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、
　前記外部データ接続端子は、シンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ（ＳＤ
ＲＡＭ）バス上に設けられる
　ことを特徴とするシンクロナス不揮発性メモリデバイスにおける処理の実行方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、
　前記読み出し処理レイテンシは、１クロックサイクル、２クロックサイクル又は３クロ
ックサイクルである
　ことを特徴とするシンクロナス不揮発性メモリデバイスにおける処理の実行方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、
　前記第４のクロックサイクルの前に前記読み出し処理のデータ出力を終了させるステッ
プは、前記第４のクロックサイクルの１クロックサイクル前において、又は前記第４のク
ロックサイクルの２クロックサイクル前において前記読み出し処理のデータ出力を終了さ
せるステップを含む
　ことを特徴とするシンクロナス不揮発性メモリデバイスにおける処理の実行方法。
【請求項６】
　シンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリデバイス（ＳＤＲＡＭ）のメモリシ
ステムにおいて書き込み処理を開始する方法において、
　シンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ（ＳＤＲＡＭ）バス上に設けられた
シンクロナス不揮発性メモリデバイスに、プロセッサからの読み出しコマンドを供給する
ステップと、
　第１のクロックサイクルで前記プロセッサからのメモリアレイアドレスを前記シンクロ
ナス不揮発性メモリデバイスに供給し、前記シンクロナス不揮発性メモリデバイスの不揮
発性メモリアレイにおいて読み出し処理を実行するステップと、
　前記第１のクロックサイクルの直後の第２のクロックサイクルで、３つのサイクルから
なる書き込みコマンドシーケンスにおける第１のサイクルのコマンドを前記プロセッサか
ら前記シンクロナス不揮発性メモリデバイスに供給し、前記不揮発性メモリアレイの書き
込み処理を開始するステップと、
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　前記第２のクロックサイクルに続く第３のクロックサイクルで、前記書き込みコマンド
シーケンスにおける第２のサイクルのコマンドを前記プロセッサから前記シンクロナス不
揮発性メモリに供給するステップと、
　前記第３のクロックサイクルに続く第４のクロックサイクルで、前記書き込みコマンド
シーケンスにおける第３のサイクルのコマンドを前記プロセッサから前記不揮発性メモリ
デバイスに供給するステップと、
　前記第４のクロックサイクルより少なくとも２クロックサイクル前に前記プロセッサか
ら前記シンクロナス不揮発性メモリデバイスにデータマスク信号を供給するステップと
　を含み、
　前記書き込みコマンドシーケンスの前記第１のサイクルにおけるコマンドは、前記書き
込み処理における前記メモリアレイのバンクを特定するものであり、
　前記書き込みコマンドシーケンスの前記第２のサイクルにおけるコマンドは、前記メモ
リアレイにおいて選択された行を特定及び活性化するものであり、
　前記書き込みコマンドシーケンスの前記第３のサイクルにおけるコマンドは、前記メモ
リアレイにおける列を特定し、前記外部データ接続端子に対する書き込みデータを供給す
るものであり、
　前記書き込みコマンドシーケンスの前記第１のサイクルにおけるコマンド、前記第２の
サイクルにおけるコマンド及び前記第３のサイクルにおけるコマンドは、３以上のクロッ
クサイクルに亘る連続的なコマンドである
　ことを特徴とするメモリシステムにおいて書き込み処理を開始する方法。
【請求項７】
　請求項６記載の方法において、
　前記３つのサイクルからなる書き込みコマンドシーケンスにおける前記連続的なコマン
ドは、４以上のクロックサイクルに亘るものであり、
　処理を行わない１以上のクロックサイクル又はコマンドが禁止された１以上のクロック
サイクルが、前記第２のクロックサイクルと前記第３のクロックサイクルの間、若しくは
前記第３のクロックサイクルと前記第４のクロックサイクルの間、又は前記第２のクロッ
クサイクルと前記第３のクロックサイクルの間及び前記第３のクロックサイクルと前記第
４のクロックサイクルの間に挿入される
　ことを特徴とするメモリシステムにおいて書き込み処理を開始する方法。
【請求項８】
　請求項６記載の方法において、
　前記第４のクロックサイクルより少なくとも２クロックサイクル前に前記プロセッサか
ら前記シンクロナス不揮発性メモリデバイスにデータマスク信号を供給するステップでは
、前記第４のクロックサイクルの２クロックサイクル前に前記データマスク信号をアサー
トするステップと、前記第４のクロックサイクルの前に前記データマスク信号のアサート
状態を解除するステップとを含む
　ことを特徴とするメモリシステムにおいて書き込み処理を開始する方法。
【請求項９】
　請求項６記載の方法において、
　前記読み出し処理に応じて、読み出し処理レイテンシの後に前記外部データ接続端子に
データ出力を行うステップと、
　前記第４のクロックサイクルより少なくとも２クロックサイクル前に前記プロセッサか
ら前記シンクロナス不揮発性メモリデバイスにデータマスク信号を供給するステップに対
応して、前記第４のクロックサイクルの前に前記データ出力を終了させるステップとを含
む
　ことを特徴とするメモリシステムにおいて書き込み処理を開始する方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の技術分野
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本発明は、不揮発性メモリに関し、特に、同期式（シンクロナス）の不揮発性フラッシュ
メモリに関する。
【０００２】
発明の背景
通常、メモリデバイスは、コンピュータの内部記憶領域用として提供される。用語「メモ
リ」は、データの記録媒体として用いられる集積回路チップを示す。メモリには幾つかの
種類がある。例えば、ＲＡＭ（random-access memory）は、コンピュータのメインメモリ
として用いられる。ＲＡＭは、読み書き可能なメモリである。つまり、データをＲＡＭに
書き込んだり、データをＲＡＭから読み出したりすることができる。これに対し、ＲＯＭ
は、データの読み出ししかできないメモリである。ＲＡＭの多くは揮発性であり、コンテ
ンツを記憶した状態を維持するためには、保持電流を必要とする。電源が切れれば、ＲＡ
Ｍに記録されたデータが失われる。
【０００３】
ほとんどのコンピュータは、コンピュータを起動するための命令コード群が記録された小
容量のＲＯＭを内蔵している。ＲＡＭとは異なり、ＲＯＭに書き込みを行うことはできな
い。ＥＥＰＲＯＭ（electrically erasable programmable read-only memory）は、特別
な不揮発性メモリであり、電荷を与えることによって（電気的に）データを消去すること
ができる。他のＲＯＭと同様に、本来、ＥＥＰＲＯＭはＲＡＭのように高速なメモリでは
ない。ＥＥＰＲＯＭは、多数のメモリセルを備え、各メモリセルは、電気的に絶縁された
複数のゲート（フローティングゲート）を有する。フローティングゲートの電荷の有無に
応じてメモリセルにデータが記録される。プログラミングや消去処理によって、フローテ
ィングゲートに対して電荷が供給されたり除去されたりする。
【０００４】
また、別の不揮発性メモリの例として、フラッシュメモリが挙げられる。フラッシュメモ
リは、ＥＥＰＲＯＭの一種であり、データの消去やプログラムの更新は、バイト単位では
なく、ブロック単位で行われる。最近のパーソナルコンピュータの多くは、フラッシュメ
モリチップにＢＩＯＳを記録しており、ＢＩＯＳの更新を必要に応じて簡単に行うことが
できる。このようなＢＩＯＳは、フラッシュＢＩＯＳとも呼ばれる。フラッシュメモリは
、モデムにも使用されることが多い。フラッシュメモリを使用することによって、新しい
プロトコルが標準化された際に、モデムの製造元から提供されるファームウェアを更新し
て、このプロトコールをモデムがサポートするようにすることができる。
【０００５】
通常、フラッシュメモリは、メモリアレイを備え、このメモリアレイは、行アドレスおよ
び列アドレスによって指定される多数のメモリセルで構成される。メモリセルの各々には
、フローティングゲートを有して電荷を保持する電界効果トランジスタが設けられる。こ
れらのセルは、ブロック単位のグループに分けられる。ブロックにおける各セルは、フロ
ーティングゲートに電荷を与えることによって、電気的に、ランダムにプログラムするこ
とができる。蓄積電荷は、ブロック単位の消去処理によって、フローティングゲートから
抜き出される。フローティングゲートにおける電荷の有無によってセルのデータが決定す
る。
【０００６】
シンクロナスＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）は、従来のＤＲＡＭメモリよりも高速で動作するＤ
ＲＡＭである。ＳＤＲＡＭは、ＣＰＵのバスと同期して動作する。ＳＤＲＡＭは、従来の
ＦＰＭ（Fast Page Mode）ＲＡＭの約３倍、ＥＤＯ（Extended Data Output）ＤＲＡＭや
ＢＥＤＯ（Burst Extended Data Output）ＤＲＡＭの約２倍の周波数である、１００ＭＨ
ｚで動作する。ＳＤＲＡＭは、高速アクセスが可能であるが、揮発性である。多くのコン
ピュータシステムは、ＳＤＲＡＭを使用して動作するように設計されているが、不揮発性
メモリの利用も期待されている。
【０００７】
上述した理由、または以下に述べる理由により、本技術分野において、ＳＤＲＡＭと同じ
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ように動作する不揮発性メモリデバイスに対する要求が存在する。これらの理由は、当業
者であれば、明細書に記載された内容を理解することによって、明らかとなるであろう。
【０００８】
発明の要旨
本発明は、上述したメモリデバイスの問題等を解決するためのものであり、以下の記載内
容を検討することによって、理解可能となるであろう。
【０００９】
一実施の形態においては、シンクロナスメモリデバイスに対するデータ書き込み処理を行
う方法が提供される。この方法は、第１のクロックサイクルで書き込みデータを受け取り
、データ書き込み処理を実行するステップと、第１のクロックサイクルの直後の次のクロ
ックサイクルでデータの読み出し処理を実行するステップとを含む。
【００１０】
シンクロナスメモリデバイスにおける処理を実行する別の方法は、データ接続端子を通じ
て書き込みデータを受け取るステップと、書き込みデータを書き込みラッチにラッチする
ステップと、書き込みデータをラッチした後に、データ接続端子を開放するステップと、
書き込みデータが前記書き込みラッチからメモリセルに転送されている間にシンクロナス
メモリデバイスに対する読み出し処理を実行するステップとを含む。
【００１１】
また、別の実施の形態においては、シンクロナスメモリデバイスにおける処理を実行する
方法は、第１のクロックサイクルで読み出しコマンドと当該読み出しコマンドに対応する
列アドレスを受け取ってシンクロナスメモリのメモリアレイからの出力データを要求する
ステップを含む。出力データは、第１のクロックサイクルの後、所定数のクロックサイク
ルを経過した後に、外部データ接続端子に供給される。この方法は、第１のクロックサイ
クルの直後の第２のクロックサイクルで、書き込みコマンドシーケンスにおける第１のコ
マンドを受け取ってメモリアレイに対する書き込み処理を開始するステップを含む。書き
込みコマンドの供給は、外部データ接続端子に対する出力データの供給と同時に、または
、外部データ接続端子に対する出力データの供給よりも前に行われる。
【００１２】
一実施の形態においては、シンクロナスメモリデバイスが提供される。シンクロナスデバ
イスは、複数の列および複数の行に配列されたメモリアレイと、外部デバイスと双方向デ
ータ通信を行うためのデータ通信接続端子と、前記データ通信接続端子に接続され、前記
双方向通信を調整するデータバッファと、前記データバッファと前記メモリアレイとの間
に接続され、前記データ通信端子に供給されたデータをラッチする書き込みラッチとを含
む。
【００１３】
発明の実施の形態の説明
添付図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。添付図面は、本明細書の一部
を構成するものであり、本発明の具体的な実施の形態を例示的に示している。実施の形態
の各々は、当業者が発明を実施できるように十分に説明されている。なお、本発明の精神
および範囲を逸脱することなく、論理的、機械的、電気的な変更を加えて発明を実施して
もよいことが理解されよう。従って、以下の詳細な説明は、限定的に解釈されるべきでは
ない。本発明の範囲は、クレームによってのみ定義されるものである。
【００１４】
以下の詳細な説明は、２つの主項目に分かれる。第１の項目（インタフェースの機能説明
）では、ＳＤＲＡＭメモリとの互換性について詳細に説明されている。第２の項目（機能
説明）では、フラッシュアーキテクチャにおける機能的コマンドが定められている。
【００１５】
インタフェースの機能説明
図１Ａは、本発明の一実施の形態を示すブロック図である。メモリデバイス１００は、不
揮発性のフラッシュメモリセル１０２のアレイを含む。このアレイは、アドレス指定が可
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能な複数のバンクに配列されている。本実施の形態においては、４つのメモリバンク１０
４、１０６、１０８、１１０がメモリに含まれている。各メモリバンクは、メモリセルか
らなるアドレス指定が可能な複数のセクタを含む。メモリに保存されたデータは、ロケー
ションアドレスを用いることによってアクセスすることができる。このロケーションアド
レスは、外部から供給され、アドレスレジスタ１１２によって受け取られる。該アドレス
は、行アドレスマルチプレクサ１１４によって解読される。また、前記アドレスは、バン
ク制御ロジック１１６および行アドレスラッチ/デコーダ１１８によって解読される。メ
モリにおける所望の列にアクセスすることを可能にするために、列アドレスカウンタ／ラ
ッチ１２０は、受け取った複数のアドレスを結合し、列デコーダ１２２に出力する。回路
１２４は、入出力ゲート、データマスクロジック、読出しデータラッチ、さらに、書き込
みドライバとしての機能を有する。データは、データ入力レジスタ１２６を通じて入力さ
れ、データ出力レジスタ１２８を通じて出力される。コマンド実行ロジック１３０は、メ
モリデバイスの基本動作を制御する。また、ステートマシン１３２は、メモリアレイおよ
びセル上で実行される特定の処理を制御する。さらに、データ出力のため、ステータスレ
ジスタ１３４およびＩＤレジスタ１３６が設けられる。
【００１６】
図１Ｂは、本発明の一実施の形態における接続ピン配列（入出力コネクタピンアサイン）
を示す。メモリパッケージ１５０は、５４個の接続ピンを有する。ピン構成は、既存のＳ
ＤＲＡＭパッケージのものと概ね同じである。本発明独自の接続ピンは、ＲＰ＃１５２お
よびＶｃｃｐ１５４の２つである。本発明は、ＳＤＲＡＭのものと同じ接続ピンラベルを
使用するが、本明細書において、接続ピンを通じて入出力される信号の機能は、特に説明
がない限りは、ＳＤＲＡＭのものと同じではない。図１Ｃは、一実施の形態におけるメモ
リパッケージ１６０を示す。メモリパッケージ１６０は、ピンによる接続端子ではなく、
バンプによる接続端子を有する。従って、本発明は、特定のパッケージ構成に限定される
ものではない。
【００１７】
メモリデバイスの処理の特徴を説明する前に、接続ピンおよび各接続ピンを通じて入出力
される信号について説明する。入力クロック端子は、クロック信号（ＣＬＫ）を供給する
。クロック信号は、システムクロックによってドライブされる。シンクロナスフラッシュ
メモリの入力信号は、全て、ＣＬＫの立ち上がりエッジ（ポジティブエッジ）でサンプリ
ングされる。また、ＣＬＫは、内部バーストカウンタのカウント値を増加させ、更に、出
力レジスタを制御する。
【００１８】
入力クロックイネーブル（ＣＫＥ）端子は、ＣＬＫ信号入力をアクティブ（活性化したＨ
ＩＧＨ状態）、非アクティブ（活性化していないＬＯＷ状態）にするために使用される。
クロック入力を非アクティブにすることによって、ＰＯＷＥＲ－ＤＯＷＮ＿ＳＴＡＮＤＢ
Ｙ処理（全てのメモリバンクがアイドル状態になる）、ＡＣＴＩＶＥ＿ＰＯＷＥＲ－ＤＯ
ＷＮ処理（メモリ行がいずれかのバンクにおいてＡＣＴＩＶＥになる）、または、ＣＬＯ
ＣＫ＿ＳＵＳＰＥＮＤ処理（バースト／アクセスが続行中である）が可能になる。ＣＫＥ
は、メモリデバイスがパワーダウンモードに入っているとき以外は、同期状態になってい
る。メモリデバイスがパワーダウンモードに入っているときは、ＣＫＥは、非同期状態に
なっている。ＣＬＫ等の入力バッファは、パワーダウンモードでは、無効になっており、
低消費電力のスタンバイ状態になっている。ＣＫＥは、ＲＰ＃がディープパワーダウンで
あるときを除き、パワーダウンモードが要求されていない場合は、システムにおいてＨＩ
ＧＨ状態に維持されていてもよい。
【００１９】
チップセレクト（ＣＳ＃）入力端子には、コマンド実行ロジックに設けられたコマンドデ
コーダを有効、無効にするための信号が入力される。信号がＬＯＷであれば、コマンドデ
コーダが有効となり、信号がＨＩＧＨであれば、コマンドデコーダが無効となる。つまり
、ＣＳ＃がＨＩＧＨであれば、全てのコマンドがマスクされる。さらに、システムにおい
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て複数のバンクが存在する場合、ＣＳ＃によって外部からバンクを選択できるようになる
。従って、ＣＳ＃は、コマンドコードの一部であるとみなすことができる。しかしながら
、このＣＳ＃は、必須のものではない。
【００２０】
入力コマンドを入力するための接続端子ＲＡＳ＃、ＣＡＳ＃およびＷＥ＃は（ＣＡＳ＃、
ＣＳ＃と共に）、後述するように、メモリによって実行されるコマンドを定義する。入出
力マスク（ＤＱＭ）端子は、書き込みアクセスのためのマスク信号を入力し、読み出しア
クセスのためのイネーブル信号を出力するために使用される。ＷＲＩＴＥサイクルの間に
サンプリングされたＤＱＭがＨＩＧＨであった場合には、入力データがマスクされる。Ｒ
ＥＡＤサイクルの間にサンプリングされたＤＱＭがＨＩＧＨであった場合には、２クロッ
クのレイテンシが経過後、出力バッファが高インピーダンス（Ｈｉｇｈ－Ｚ）状態になる
。ＤＱＭＬは、データ端子ＤＱ０～ＤＱ７に対応し、ＤＱＭＨは、データ端子ＤＱ８～Ｄ
Ｑ１５に対応する。ＤＱＭＬおよびＤＱＭＨは、ＤＱＭとして参照されたとき、同一の状
態であると考えられる。
【００２１】
アドレス入力部（接続端子）１３３は、主に、アドレス信号を入力するために使用される
。図示した実施の形態においては、メモリは１２のライン（Ａ０～Ａ１１）を有する。ま
た、後述するように、アドレス端子を通じて他の信号を入力するようにしてもよい。メモ
リバンクのあるロケーションを選択するために、ＡＣＴＩＶＥコマンド（行アドレスＡ０
～Ａ１１）やＲＥＡＤ／ＷＲＩＴＥコマンド（列アドレスＡ０～Ａ７）が発行された際、
アドレス入力部の信号がサンプリングされる。アドレス入力部は、後述するＬＯＡＤ＿Ｃ
ＯＭＭＡＮＤ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ処理の際、処理コード（ＯｐＣｏｄｅ）を入力するため
にも使用される。また、アドレスラインＡ０－Ａ１１は、ＬＯＡＤ＿ＭＯＤＥ＿ＲＥＧＩ
ＳＴＥＲ処理の際に、モード設定を入力するために使用される。
【００２２】
入力リセット／パワーダウン（ＲＰ＃）端子１４０は、リセット処理やパワーダウン処理
を行うために使用される。一実施の形態においては、デバイスを立ち上げる（initial de
vice power-up）ときには、ＲＰ＃がＬＯＷからＨＩＧＨになった後、実行可能なコマン
ドを発行する前に、デバイス内部での初期動作のため、１００μｓの遅延時間が必要とな
る。ＲＰ＃信号がＬＯＷになると、ステータスレジスタがクリアされ、デバイス内のステ
ートマシン（ＩＳＭ）１３２がアレイ読み出しモードに設定される。また、デバイスがデ
ィープパワーダウンモードになる。パワーダウンによって、ＣＳ＃１４２を含む全ての入
力端子が「ドントケア（Don't Care）」に設定され、全ての出力がＨｉｇｈ－Ｚ状態にな
る。ＲＰ＃信号がＶＨＨ電圧（５Ｖ）と同じになると、ＷＲＩＴＥ処理、ＥＲＡＳＥ処理
の間、全ての保護モードが解除される。ＲＰ＃信号によって、デバイス保護ビットが「１
（保護モード）」に設定されるが、ＲＰ＃信号がＶＨＨになったときは、１６ビットレジ
スタのロケーション０および１５に存在するブロック保護ビットの各々が、「０（非保護
モード）」に設定される。保護ビットについては後述する。他の処理モードの全てにおい
て、ＲＰ＃は、ＨＩＧＨに維持される。
【００２３】
バンクアドレス入力端子ＢＡ０およびＢＡ１は、どのバンクに対し、ＡＣＴＩＶＥコマン
ド、ＲＥＡＤコマンド、ＷＲＩＴＥコマンド、または、ＢＬＯＣＫ＿ＰＲＯＴＥＣＴコマ
ンドを発行するかどうかを定義する。ＤＱ０～ＤＱ１５端子１４３は、双方向データ通信
に使用されるデータバス接続端子である。図１Ｂに示すＶＣＣＱ端子は、ノイズの干渉を
受けにくくなるように、ＶＣＣ端子と絶縁された電源をＤＱ端子に供給するために使用さ
れる。一実施の形態においては、ＶＣＣＱ＝Ｖｃｃ、即ち、１．８Ｖ±０．１５Ｖである
。ＶＳＳＱ端子は、ノイズの干渉を受けにくくなるように、ＤＱ端子に対してＶＳＳ端子
と絶縁されたグラウンドとして使用される。ＶＣＣ端子は、例えば、３Ｖの電源供給用で
ある。グラウンドへの接続は、Ｖｓｓ端子を通じて行われる。また、ＶＣＣＰ端子１４４
を通じて別のオプション電圧を供給してもよい。ＶＣＣＰ端子は、デバイスの外部でＶＣ
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Ｃ端子に接続され、デバイスの初期動作、ＷＲＩＴＥ処理、ＥＲＡＳＥ処理に使用される
電流を供給する。つまり、メモリデバイスの書き込み処理や消去処理は、ＶＣＣＰ端子を
通じて供給された電圧を用いて行われ、他の処理は、全て、ＶＣＣ端子を通じて供給され
た電圧を用いて行われる。Ｖｃｃｐ端子は、高圧スイッチ／ポンプ回路１４５に接続され
る。
【００２４】
以下、シンクロナスフラッシュメモリの動作に関するより詳細な説明を行う。本発明の一
実施の形態は、不揮発性であり、セクタ単位で電気的にデータを消去（フラッシュ）可能
であり、プログラム可能なＲＯＭに関する。このメモリは、１６ビット単位の４，１９４
，３０４ワードとして構成される６７，１０８，８６４ビットのデータ容量を有する。他
のデータ容量でもよく、本発明は、例として示したデータ容量に限定されない。メモリバ
ンクの各々は、４つの別個に消去可能なブロックで構成される。つまり、合計１６のブロ
ックが存在する。不慮の消去処理や上書き処理を防いで重要なファームウエアを確実に保
護するために、メモリは、ハードウエアおよびソフトウエアによってロック可能な１６個
のブロックを含み、各ブロックは、２５６Ｋワードのデータ容量を有する。メモリには４
つのバンクが含まれているため、真の並列処理を実現することができる。
【００２５】
バンクに対する読み出しアクセスは、バックグラウンドで他のバンクに対してＷＲＩＴＥ
処理またはＥＲＡＳＥ処理を行っているときに行うことができる。シンクロナスフラッシ
ュメモリは、シンクロナスインタフェースを有し、クロック信号ＣＬＫの立ち上がりエッ
ジ上で全ての信号を登録することができる。また、メモリの読み出しは、バーストモード
で行うことができる。つまり、メモリアクセスは、選択されたロケーションから開始され
、アクセスするロケーションの数は、予めプログラムされている。メモリアクセスは、予
めプログラムされたシーケンスに従って行われる。読み出しアクセスは、ＡＣＴＩＶＥコ
マンドの登録で開始し、ＲＥＡＤコマンドによって続行される。ＡＣＴＩＶＥコマンドと
同時に登録されたアドレスビットは、アクセス対象のバンクと行を選択するために使用さ
れる。ＲＥＡＤコマンドと同時に登録されたアドレスビットは、バーストアクセスを開始
する列のロケーションとバンクを選択するために使用される。
【００２６】
シンクロナスフラッシュメモリは、１つのロケーション、２つのロケーション、４つのロ
ケーション、８つのロケーション、または、フルページに対応するプログラム可能な読み
出しバースト長を提供する。オプションとしてバースト終端を提供するようにしてもよい
。また、シンクロナスフラッシュメモリは、高速処理を達成するために、内部パイプライ
ンアーキテクチャを採用している。シンクロナスフラッシュメモリは、低電力のメモリシ
ステム、例えば、３Ｖで駆動するシステムで動作する。メモリの動作モードとしては、デ
ィープパワーダウンモードが省電力スタンバイモードとして提供される。全ての入出力は
、ＬＶＴＴＬ（low voltage transistor-transistor logic）互換である。シンクロナス
フラッシュメモリは、フラッシュ処理性能を大幅に向上させることができる。ここで、フ
ラッシュ処理性能とは、自動的に列アドレスを生成しながら高速にデータを転送する能力
と、バーストアクセス期間にクロックサイクル毎に列アドレスをランダムに切り換える能
力を含む。
【００２７】
一般的に、シンクロナスフラッシュメモリは、低電圧で駆動し、複数のバンクを備えたＤ
ＲＡＭと同様の構成を有する。バンクの各々は、複数の行と複数の列とで構成される。シ
ンクロナスフラッシュメモリは、通常の処理を行う前に初期化される。以下、デバイスの
初期化、レジスタの定義、コマンドの内容、およびデバイスの動作について詳細に説明す
る。
【００２８】
シンクロナスフラッシュは、所定の方法で起動され（powered up）、初期化される。ＶＣ
Ｃ、ＶＣＣＱ、およびＶＣＣＰに対して（同時に）電源が供給されると、クロック信号が



(9) JP 4524439 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

安定し、ＲＰ＃１４０がＬＯＷ状態からＨＩＧＨ状態になる。デバイス内部の初期化を完
了するまでには、ＲＰ＃がＨＩＧＨ状態に移行した後、例えば、１００μｓの遅延時間が
必要である。遅延時間が経過した後、メモリは、アレイ読み出しモードになり、モードレ
ジスタへのプログラミング、または、コマンドの実行可能状態となる。不揮発性モードレ
ジスタ（ＮＶモードレジスタ）１４７に対する最初のプログラミングの後、初期化処理の
間、コンテンツが自動的に揮発性モードレジスタにロードされる。デバイスは、予めプロ
グラムされた状態で起動し（power-up）、処理コマンドを発行する前に再度不揮発性モー
ドレジスタ１４７のリロードを行う必要はない。これについては後述する。
【００２９】
モードレジスタ１４８は、シンクロナスフラッシュメモリの特定の処理モードを定義する
ために使用される。この定義には、図２に示すように、バースト長、バーストタイプ、Ｃ
ＡＳレイテンシ、処理モードの選択が含まれる。モードレジスタは、ＬＯＡＤ＿ＭＯＤＥ
＿ＲＥＳＩＳＴＯＲコマンドに基づいてプログラミングを行い、再プログラミングが行わ
れるまで、格納された情報を保持する。モードレジスタのコンテンツをＮＶモードレジス
タ１４７にコピーしてもよい。ＮＶモードレジスタの設定に基づいて、初期化処理の間、
モードレジスタ１４８が自動的にロードされる。ＥＲＡＳＥ＿ＮＶＭＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳ
ＴＥＲコマンド、ＷＲＩＴＥ＿ＮＶＭＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲコマンドの詳細について
は後述する。当業者であれば、ＳＤＲＡＭにおいては、初期化処理毎に、モードレジスタ
が外部からロードされる必要があることを理解できるであろう。本発明によればデフォル
トモードの設定がＮＶモードレジスタ１４７に登録される。ＮＶモードレジスタのコンテ
ンツは、揮発性モードレジスタ１４８にコピーされ、メモリで各処理が実行されている間
にアクセスされる。
【００３０】
モードレジスタビットＭ０～Ｍ２は、バースト長を定義する。モードレジスタビットＭ３
は、バーストタイプ（シーケンシャル、インターリーブ）を定義する。モードレジスタビ
ットＭ４～６は、ＣＡＳレイテンシを定義する。モードレジスタビットＭ７およびＭ８は
、処理モードを定義する。モードレジスタビットＭ９は１に設定される。モードレジスタ
ビットＭ１０およびＭ１１は、本実施の形態では予備とされている。本実施の形態では、
ＷＲＩＴＥバーストは、実行されないため、Ｍ９は、論理１に設定され、書き込みアクセ
スは、１つのロケーション（非バースト）で行われる。モードレジスタは、全てのバンク
がアイドル状態にあるときにロードされる必要がある。コントローラは、後続の処理を開
始するためには、所定の時間待機しなければならない。
【００３１】
シンクロナスフラッシュメモリに対する読み出しアクセスは、バーストモードで行われる
。バースト長は表１に示すようにプログラム可能である。バースト長は、所定のＲＥＡＤ
コマンドによって自動的にアクセス可能な列ロケーションの最大の数を定義する。バース
トタイプがシーケンシャルの場合でも、インターリーブの場合でも、１つのロケーション
、２つのロケーション、４つのロケーション、８つのロケーションに対応するバースト長
を有する。また、バーストタイプがシーケンシャルである場合には、フルページに対応す
るバースト長を利用できる。バースト長がフルページである場合、ＢＵＲＳＴ＿ＴＥＲＭ
ＩＮＡＴＥコマンドを使用して任意のバースト長を作成してもよい。つまり、バーストを
選択的に終了させることによって、バースト長をカスタマイズすることができる。ＲＥＡ
Ｄコマンドが発行されたとき、バースト長に相当する数の列を含むブロックを選択するこ
とができる。このバーストモードで行われるアクセスは、全て、選択されたブロック内で
行われる。つまり、境界に達するまでそのブロック内を連続してアクセスする。バースト
長が２に設定されている場合は、Ａ１～Ａ７によってブロックが独自に選択される。バー
スト長が４に設定されている場合は、Ａ２～Ａ７によってブロックが選択される。バース
ト長が８に設定されている場合は、Ａ３～Ａ７によってブロックが選択される。残余の下
位アドレスビット（最下位ビットを含む）は、ブロック内での開始位置を選択するために
使用される。フルページバーストは、境界に達するまでそのページ内を連続してアクセス
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する。
【００３２】
所定のバースト内で行われるアクセスは、ビットＭ３によって、シーケンシャル、または
インターリーブのバーストタイプにプログラムされる。バースト内でのアクセスの順序は
、表１に示すように、バースト長、バーストタイプ、開始列アドレスによって決定される
。
【００３３】
【表１】

【００３４】
ＣＡＳ（Column Address Strobe）レイテンシは、ＲＥＡＤコマンドを登録した後、最初
の出力データをＤＱ端子で利用できるまでの遅延時間をクロックサイクルで示している。
レイテンシは、１、２、または３クロックサイクルに設定することができる。例えば、Ｒ
ＥＡＤコマンドがクロックエッジｎで登録され、レイテンシがｍクロックである場合、ク
ロックエッジｎ＋ｍでデータを利用可能になる。ＤＱ接続部は、１サイクル前（ｎ＋ｍ－
１）のクロックエッジでデータのドライブを開始し、アクセスタイムが適切である場合に
は、クロックエッジｎ＋ｍで有効なデータが得られる。例えば、アクセスタイムが適当と
なるようにクロックサイクル時間が設定されていると仮定すると、ＲＥＡＤコマンドがＴ
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１以降にデータのドライブを開始し、Ｔ２で有効なデータが得られる。図３は、異なるク
ロックのレイテンシの設定を使用した場合の動作周期の例を示す。通常の処理モードは、
Ｍ７およびＭ８を０に設定することによって選択される。予めプログラムされたバースト
長がＲＥＡＤバーストに適用される。
【００３５】
以下の真理値表は、本発明のメモリの処理コマンドをより詳細に示している。各コマンド
および真理値表２について説明する。
【００３６】
【表２】

【００３７】
【表３】
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【００３８】
ＣＯＭＭＡＮＤ＿ＩＮＨＩＢＩＴ機能は、ＣＬＫ信号が有効であるかどうかにかかわらず
、シンクロナスフラッシュメモリによって新しいコマンドが実行されるのを禁止する。シ
ンクロナスフラッシュメモリは、非選択状態となるが、既に実行中の処理には影響を与え
ない。
【００３９】
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ＮＯ＿ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ（ＮＯＰ）コマンドは、ＣＳ＃がＬＯＷとされて選択されたシ
ンクロナスフラッシュメモリに対してＮＯＰを実行するために使用される。ＮＯＰの実行
によって、アイドル状態、または待機状態の間に希望しないコマンドが登録されることを
防ぐことができる。但し、既に実行中の処理には影響を与えない。
【００４０】
モードレジスタに対するデータは、入力端子Ａ０～Ａ１１を通じてロードされる。全ての
アレイバンクがアイドル状態にあるときにのみ、ＬＯＡＤ＿ＭＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ
コマンドが発行され、所定の遅延時間（ＭＲＤ）が経過した後、次に実行されるべき処理
のコマンドが発行される。ＮＶモードレジスタ１４７が保持するデータは、ＬＯＡＤ＿Ｍ
ＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲコマンドによって動的に変更されない限り、電源立ち上げ時の
初期化処理の際(upon power-up initialization)、自動的にモードレジスタ１４８にデフ
ォルトデータとしてロードされる。
【００４１】
ＡＣＴＩＶＥコマンドは、アクセスが可能となるように、特定のアレイバンクの行を開く
（アクティブにする）。入力端子ＢＡ０、ＢＡ１からの入力値によって、バンクが選択さ
れ、入力端子Ａ０～Ａ１１から入力されるアドレスによって行が選択される。次のＡＣＴ
ＩＶＥコマンド、パワーダウンコマンド、または、ＲＥＳＥＴコマンドが登録されるまで
、この行は、アクセスが可能となるようにアクティブになっている。
【００４２】
ＲＥＡＤコマンドは、アクティブな行に対してバーストモードで読み出しアクセスを開始
するために使用される。入力端子ＢＡ０、ＢＡ１からの入力値によってバンクが選択され
、入力端子Ａ０～Ａ７から入力されるアドレスによって開始列ロケーションが選択される
。ＤＱ端子上の読み出しデータは、２クロック前におけるデータマスク（ＤＱＭ）入力端
子上でのロジックレベルに依存する。与えられたＤＱＭ信号の登録がＨＩＧＨであった場
合には、２クロック後の対応するＤＱ端子は、Ｈｉｇｈ－Ｚ（高インピーダンス）になる
。与えられたＤＱＭ信号の登録がＬＯＷであった場合には、ＤＱ端子は有効なデータを保
持する。従って、読み出し処理の間、ＤＱＭ入力端子を用いて出力データをマスクするこ
とができる。
【００４３】
ＷＲＩＴＥコマンドは、アクティブな行の１つのロケーションで行われる書き込みアクセ
スを開始するために使用される。ＷＲＩＴＥコマンドを発行する前に、ＷＲＩＴＥ＿ＳＥ
ＴＵＰコマンドを発行する必要がある。入力端子ＢＡ０、ＢＡ１からの入力値によってバ
ンクが選択され、入力端子Ａ０～Ａ７から入力されるアドレスによって、列ロケーション
が選択される。ＤＱ端子上の入力データは、メモリアレイに書き込まれる。入力データは
、該入力データと同時に現れるＤＱＭ入力のロジックレベルに依存する。与えられたＤＱ
Ｍ信号の登録がＬＯＷであった場合には、対応するデータがメモリに書き込まれる。ＤＱ
Ｍ信号の登録がＨＩＧＨであった場合には、対応するデータの入力が無視され、書き込み
対象となっているワード／列ロケーションでのＷＲＩＴＥ処理は実行されない。ＷＲＩＴ
Ｅコマンドが発行され、ＤＱＭ信号の登録がＨＩＧＨであった場合には、ＮＯＰコマンド
が発行されたものとみなされる。
【００４４】
ＡＣＴＩＶＥ＿ＴＥＲＭＩＮＡＴＥコマンドは、シンクロナスフラッシュメモリに必須の
ものではないが、ＳＤＲＡＭのＰＲＥＣＨＡＲＧＥコマンドと同様の方法で読み出し処理
を終了させるために用いることができる。ＡＣＴＩＶＥ＿ＴＥＲＭＩＮＡＴＥコマンドは
、実行中のＢＵＲＳＴ＿ＲＥＡＤを終了させるために発行されるが、特定のバンクに対し
て発行されてもよいし、特定のバンクに対して発行されなくてもよい。
【００４５】
ＢＵＲＳＴ＿ＴＥＲＭＩＮＡＴＥコマンドは、固定長、またはフルページにわたるバース
トをトランケートする（truncate）ために使用される。ＢＵＲＳＴ＿ＴＥＲＭＩＮＡＴＥ
コマンドを登録する直前に登録されたＲＥＡＤコマンドがトランケートされる。ＢＵＲＳ
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Ｔ＿ＴＥＲＭＩＮＡＴＥコマンドは、特定のバンクに対して発行されるものではない。
【００４６】
ロードコマンドレジスタ処理は、コマンド実行ロジック（ＣＥＬ）１３０に対するフラッ
シュメモリの制御コマンドの出力を開始するために使用される。ＣＥＬは、デバイスに対
するコマンドの受け取りおよび解読を行う。このコマンドによって内部ステートマシン（
ＩＳＭ）１３２の動作、読み出しパス（即ち、メモリアレイ１０２、ＩＤレジスタ１３６
、またはステータスレジスタ１３４）に対する制御が行われる。
【００４７】
シンクロナスフラッシュメモリ内でバンクに対するＲＥＡＤコマンドまたはＷＲＩＴＥコ
マンドが発行される前に、このバンクにおいて処理の対象となる行が「開かれる（アクテ
ィブにする）」必要がある。これは、図４に示すように、ＣＳ＃、ＷＥ＃、ＲＡＳ＃、Ｃ
ＡＳ＃によって定義されるＡＣＴＩＶＥコマンドによって行われ、アクティブにするバン
クや行の双方が選択される。
【００４８】
ＡＣＴＩＶＥコマンドを発行して行を開いた後、この行に対し、ＲＥＡＤコマンドやＷＲ
ＩＴＥコマンドが発行される。ＲＥＡＤコマンドやＷＲＩＴＥコマンドを発行するまでの
時間は、所定の期間（ｔＲＣＤの仕様）に基づいて決められる。ｔＲＣＤ（ＭＩＮ）をク
ロック周期で分割した値を切り上げ、整数にする。この整数に基づいて、ＡＣＴＩＶＥコ
マンドが発行された後、ＲＥＡＤコマンドやＷＲＩＴＥコマンドが発行される最初のクロ
ックエッジが求められる。例えば、ｔＲＣＤの仕様が３０ｎｓであり、クロックが９０Ｍ
ＨＺ（１１．１１ｎｓクロック周期）であれば、計算された値は２．７クロックであるた
め、「３」に切り上げられる。この場合、つまり、２＜ｔＲＣＤ（ＭＩＮ）／ｔＣＫ≦３
の場合を図５に示す（ｔＲＣＤの仕様条件が異なる場合にも、同様の方法を用いて時間の
単位をクロックサイクルに変換することができる）。
【００４９】
同一のバンクにおける異なる行に対する次のＡＣＴＩＶＥコマンドの発行は、このバンク
に対する連続するＡＣＴＩＶＥコマンドの最小間隔がｔＲＣＤで定義されていれば、前回
アクティブにした行を閉じることなく行うことができる。
【００５０】
別のバンクに対する次のＡＣＴＩＶＥコマンドは、最初のバンクがアクセスされている間
に発行することができる。従って、行のアクセスにおける合計のオーバーヘッドを減らす
ことができる。異なるバンクに対する連続するＡＣＴＩＶＥコマンドの最小間隔は、期間
ｔＲＣＤで定義される。
【００５１】
ＲＥＡＤバーストは、図６に示すＣＳ＃、ＷＥ＃、ＲＡＳ＃、ＣＡＳ＃によって定義され
るＲＥＡＤコマンドによって開始される。ＲＥＡＤコマンドによって、開始列とバンクア
ドレスが選択される。ＲＥＡＤバーストの間において、ＲＥＡＤコマンドの発行後、ＣＡ
Ｓレイテンシが経過した後、開始列のアドレスからの有効なデータ出力要素（data-out e
lement）を利用できる。続くデータ出力要素の各々は、それぞれ次のポジティブクロック
エッジで有効となる。バースト終了後、他のコマンドが開始されていなければ、ＤＱ端子
はＨＩＧＨ－Ｚ状態になる。フルページバーストは、終了まで継続的に実行される（ペー
ジの最後で列０に戻り、処理が継続する）。ＲＥＡＤバーストからのデータは、次のＲＥ
ＡＤコマンドが発行されるとトランケート（truncate）される。固定長ＲＥＡＤバースト
からのデータの直後には、次のＲＥＡＤコマンドからのデータが続いている。いずれの場
合であっても、継続的なデータの流れが保たれる。新たなバーストの第１番目のデータ要
素は、終了したバーストの最後のデータ要素、または、固定長よりも長いバースト（途中
でトランケートされている）の場合は、最後の所望のデータ要素の後に続く。新たなＲＥ
ＡＤコマンドは、最後の所望のデータ要素が有効となるクロックエッジのｘサイクル前に
発行される。ｘは、ＣＡＳレイテンシより１だけ少ない。図７において、ＣＡＳレイテン
シが１、２、３の場合、データ要素ｎ＋３は、４つのバーストの最後であるか、固定長よ
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りも長いバーストの最後である。シンクロナスフラッシュメモリは、パイプライン・アー
キテクチャを採用しているため、プリフェッチ・アーキテクチャのように２ｎルールを必
要としない。前回のＲＥＡＤコマンドの後、どのクロックサイクルにおいてもＲＥＡＤコ
マンドを開始することができる。ページ内における最高速度のランダム読み出しアクセス
は、図８に示すように行われる。後続する各ＲＥＡＤ処理を異なるバンクに対して実行し
てもよい。
【００５２】
ＲＥＡＤバーストからのデータは、次のＷＲＩＴＥコマンドによってトランケートされる
。なお、ＷＲＩＴＥコマンドの前には、ＷＲＩＴＥ＿ＳＥＴＵＰを実行する必要がある。
固定長ＲＥＡＤバーストからのデータの直後には、次のＷＲＩＴＥコマンドからのデータ
が続いている。ＷＲＩＴＥコマンドは、バスのターンアラウンドの制約を受ける。入出力
の競合を回避することができれば、ＲＥＡＤバーストからの最後の（最後の所望の）デー
タ要素の直後のクロックエッジでＷＲＩＴＥ処理が開始する。システムの設計によっては
、シンクロナスフラッシュメモリのＤＱ端子がＨｉｇｈ－Ｚになる前に、入力データをド
ライブする装置がＬｏｗ－Ｚになることがある。この場合、少なくとも１サイクルの遅延
が最後に読み出したデータとＷＲＩＴＥコマンドとの間に発生する。
【００５３】
ＤＱＭ入力は、図９に示す入出力の競合を回避するために使用される。ＤＱＭ信号は、Ｗ
ＲＩＴＥコマンド（出力バッファに対するＤＱＭレイテンシは２クロックである）の少な
くとも２クロック前にアサートされ（ＨＩＧＨ）、ＲＥＡＤからのデータ出力が抑制され
る。ＷＲＩＴＥコマンドが登録されると、ＤＱＭ信号の状態に関わらず、ＤＱ端子は、Ｈ
ｉｇｈ－Ｚになる（または、Ｈｉｇｈ－Ｚの状態を維持する）。ＷＲＩＴＥコマンド（入
力バッファに対するＤＱＭレイテンシはゼロクロックである）の前にＤＱＭ信号のアサー
ト状態を解除し、書き込みデータのマスクを解除しなければならない。図９は、クロック
周波数がＮＯＰサイクルを付加することなくバスの競合を回避できるように設定されてい
る場合を示す。
【００５４】
固定長またはフルページのＲＥＡＤバーストは、ＡＣＴＩＶＥ＿ＴＥＲＭＩＮＡＴＥコマ
ンド（特定のバンクに対するものでもよく、特定のバンクに対するものでなくともよい）
、ＢＵＲＳＴ＿ＴＥＲＭＩＮＡＴＥコマンド（特定のバンクに対するものではない）のい
ずれによってもトランケートされる。ＡＣＴＩＶＥ＿ＴＥＲＭＩＮＡＴＥコマンドやＢＵ
ＲＳＴ＿ＴＥＲＭＩＮＡＴＥコマンドは、最後の所望のデータ要素が有効であるクロック
エッジのｘサイクル前に発行される。ｘは、ＣＡＳレイテンシより１少ない。これを、異
なるＣＡＳレイテンシの場合の各々について、図１０に示す。データ要素ｎ＋３は、４つ
のバーストのうち最後の望ましいデータ要素でもよく、固定長よりも長いバーストにおけ
る最後の所望のデータ要素でもよい。
【００５５】
１つのロケーションでのＷＲＩＴＥ処理は、図１１に示すＣＳ＃、ＷＥ＃、ＲＡＳ＃、Ｃ
ＡＳ＃によって定義されるＷＲＩＴＥコマンドによって開始される。ＷＲＩＴＥコマンド
によって、開始列とバンクアドレスが選択される。ＷＲＩＴＥコマンドが登録されると、
真理値表４および５によって定義されるようにＲＥＡＤコマンドが実行される。図１２に
一例を示す。ＷＲＩＴＥ処理の間、ＷＲＩＴＥコマンドと同時に有効なデータ入力（data
-in）が登録される。
【００５６】
ＳＤＲＡＭとは異なり、シンクロナスフラッシュメモリは、特定のバンクの開いている行
、あるいは全てのバンクにおける開いている行を非アクティブにするのにＰＲＥＣＨＡＲ
ＧＥコマンドを必要としない。ＡＣＴＩＶＥ＿ＴＥＲＭＩＮＡＴＥコマンドは、ＢＵＲＳ
Ｔ＿ＴＥＲＭＩＮＡＴＥコマンドに類似するが、ＡＣＴＩＶＥ＿ＴＥＲＭＩＮＡＴＥコマ
ンドは、特定のバンクに対するものでもよく、特定のバンクに対するものでなくてもよい
。ＡＣＴＩＶＥ＿ＴＥＲＭＩＮＡＴＥコマンドの実行中に入力Ａ１０がアサートされてＨ
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ＩＶＥ＿ＴＥＲＭＩＮＡＴＥコマンドの実行中に入力Ａ１０がＬＯＷであれば、ＢＡ０、
ＢＡ１によってどのバンクを終了するかが指定される。ＡＣＴＩＶＥ＿ＴＥＲＭＩＮＡＴ
Ｅは、Ａ１０、ＢＡ０、ＢＡ１によってアドレス指定されないバンクに対するＮＯＰであ
るとみなされる。
【００５７】
アクセスが行われていないときに、ＮＯＰまたはＣＯＭＭＡＮＤ＿ＩＮＨＩＢＩＴに一致
するクロックイネーブルＣＫＥがＬＯＷに登録されると、パワーダウンが発生する。パワ
ーダウンが発生すると、ＷＲＩＴＥ処理を含む内部ステートマシンによる処理の後、ＣＫ
Ｅを除き、入力バッファと出力バッファが非アクティブになる。つまり、省電力モードの
スタンバイ状態となる。
【００５８】
パワーダウン状態は、ＮＯＰまたはＣＯＭＭＡＮＤ＿ＩＮＨＩＢＩＴが登録され、所望の
クロックエッジでＣＫＥがＨＩＧＨになる（ｔＣＫＳを満たす）と終了する。図１３にパ
ワーダウン処理の例を示す。
【００５９】
列アクセス／バーストの実行中にＣＫＥ端子がＬＯＷに登録されるとクロックサスペンド
モードになる。クロックサスペンドモードにおいては、内部クロックが非アクティブにな
り、シンクロナスロジックが「フリーズ」する。それぞれのクロックの立ち上がりエッジ
においてＣＫＥがＬＯＷにサンプリングされると、次の内部クロックの立ち上がりエッジ
がサスペンドされる。内部クロックエッジがサスペンドされているときには、入力端子に
保持されているコマンドやデータは無視される。クロックがサスペンドされている限り、
図１４の例に示すように、ＤＱ端子が保持するデータは、そのドライブされた状態を維持
し、バーストカウンタは増加されない。クロックサスペンドモードは、ＣＫＥ端子がＨＩ
ＧＨに登録されると終了し、次のクロックの立ち上がりエッジで内部クロックによる処理
が再開する。
【００６０】
バースト読み出し／シングル書き込みモードは、一実施の形態におけるデフォルトモード
である。ＷＲＩＴＥコマンドの全ては、単一の列ロケーションでのアクセス（１つのバー
スト）を発生させるものであり、ＲＥＡＤコマンドは、予めプログラムされたバースト長
、シーケンスに従って各列に対するアクセスを発生させるものである。次の真理値表３は
、ＣＫＥ信号を用いたメモリ処理を示す。
【００６１】
【表４】
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【表５】



(18) JP 4524439 B2 2010.8.18

10

20

30

40
【００６３】
【表６】
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【００６４】
機能説明
シンクロナスフラッシュメモリは、多くの機能を有し、ＳＤＲＡＭバス上でのコードの格
納や、ＸＩＰ技術（execute in place）技術を利用したアプリケーションに最適である。
メモリアレイは、個々の消去ブロックに細分化される。各々のブロックに保持されたデー
タは、他のブロックに保持されたデータに影響を与えることなく消去することができる。
これらのメモリブロックの読み出し、書き込み、消去は、コマンド実行ロジック（ＣＥＬ
）１３０に対するコマンドの発行によって実行することができる。ＣＥＬは、内部ステー
トマシン（ＩＳＭ）１３２の処理を制御する。ＣＥＬは、ＥＲＡＳＥ＿ＮＶＭＯＤＥ＿Ｒ
ＥＧＩＳＴＥＲ処理、ＷＲＩＴＥ＿ＮＶＭＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ処理、ＷＲＩＴＥ処
理、ＢＬＯＣＫ＿ＥＲＡＳＥ処理、ＢＬＯＣＫ＿ＰＲＯＴＥＣＴ処理、ＤＥＶＩＣＥ＿Ｐ
ＲＯＴＥＣＴ処理、ＵＮＰＲＯＴＥＣＴ＿ＡＬＬ＿ＢＬＯＣＫＳ処理、およびＶＥＲＩＦ
Ｙ処理の全てを完全に制御する。ＩＳＭ１３２は、各々のメモリロケーションで過剰消去
がなされないように保護し、各々のメモリロケーションでデータの保持が最大限に行われ



(20) JP 4524439 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

るように最適化する。さらに、ＩＳＭによって、システム内でのデバイスの書き込み、ま
たは、外部のプログラマによるデバイスの書き込みに必要な制御が大幅に簡略化する。
【００６５】
シンクロナスフラッシュメモリは、１６個の別個の消去可能なブロックで構成される。メ
モリブロックに保持されたデータは、他のメモリブロックに保持されたデータに影響を与
えることなく、部分的に消去可能である。メモリブロックは、ハードウエアによって不慮
のデータ消去や書き込みから保護されるようにしてもよい。ブロックを保護する場合には
、当該ブロックのデータが改変される前に、ＲＰ＃端子の電圧をＶＨＨ（比較的に高電圧
）にドライブする必要がある。ロケーション０および１５の２５６Ｋワードの容量を有す
るブロックは、別のハードウエアによる保護手段を備えていてもよい。これらのブロック
に対してＰＲＯＴＥＣＴコマンドが一旦実行されると、ＵＮＰＲＯＴＥＣＴ＿ＡＬＬ＿Ｂ
ＬＯＣＫＳコマンドによって、ＲＰ＃がＶＨＨでなければ、ロケーション０およびロケー
ション１５以外の全てのブロックの保護を解除する。これにより、システム内でのファー
ムウエアのアップデートの際、不慮の電力障害やシステムリセットが発生した場合であっ
ても、重要なコードに対するセキュリティが高められる。
【００６６】
電源立ち上げ時の初期化、ＥＲＡＳＥ処理、ＷＲＩＴＥ処理およびＰＲＯＴＥＣＴ処理の
タイミングは、メモリアレイ内の全てのプログラミングのアルゴリズムを制御するＩＳＭ
を用いることによって簡略化される。ＩＳＭによって、過剰消去を防止してデータが保護
され、各セルに対する書き込みマージンが最適化される。ＷＲＩＴＥ処理の間、ＩＳＭは
、自動的に、ＷＲＩＴＥ処理の試行回数のインクリメントおよび監視を行い、各メモリセ
ルにおける書き込みマージンを認証し、ＩＳＭステータスレジスタを更新する。ＢＬＯＣ
Ｋ＿ＥＲＡＳＥ処理を実行するとき、ＩＳＭは、自動的にアドレスブロック全体を上書き
して過剰消去を防止し、ＷＲＩＴＥ処理の試行回数のインクレメントおよび監視を行い、
ＩＳＭステータスレジスタのビットをセットする。
【００６７】
８ビットのＩＳＭステータスレジスタ１３４は、外部プロセッサ２００にＷＲＩＴＥ処理
、ＥＲＡＳＥ処理、ＰＲＯＴＥＣＴ処理時のＩＳＭのステータスを監視させる。８ビット
のステータスレジスタのうち、１ビット（ＳＲ７）のセットおよびクリア（設定解除）は
、ＩＳＭによって完全に行われる。このビットは、ＩＳＭがＥＲＡＳＥ処理、ＷＲＩＴＥ
処理、または、ＰＲＯＴＥＣＴ処理でビジーになっているか否かを示す。また、他のエラ
ー情報、即ち、書き込み保護ブロックエラー、消去非保護全ブロックエラー、デバイス保
護エラーは、別の３つのビット（ＳＲ３、ＳＲ４、ＳＲ５）で設定する。ステータスレジ
スタビットＳＲ０、ＳＲ１およびＳＲ２により、実行中のＩＳＭの処理の詳細な情報が得
られる。ユーザは、デバイスレベルでのＩＳＭの処理が進行中であるのか、バンクレベル
でのＩＳＭ処理が進行中であるのかを確認でき、どのバンクがＩＳＭによって制御されて
いるかも確認できる。これらの６個のビット（ＳＲ３～ＳＲ５）は、ホストシステムによ
ってクリアされなければならない。表２を参照してステータスレジスタについてより詳細
に説明する。
【００６８】
ＣＥＬ１３０は、デバイスに対するコマンドの受け取りおよび解読を行う。各コマンドは
、ＩＳＭの処理および読み出しパス（即ち、メモリアレイ、デバイス構成、または、ステ
ータスレジスタ）を制御する。ＩＳＭがアクティブになっているとき、ＣＥＬに対するコ
マンドが発行される。
【００６９】
節電効果を高めるために、シンクロナスフラッシュは、極めて低電流のディープパワーダ
ウンモードに対応している。このモードに入るためには、ＲＰ＃端子１４０（リセット／
パワーダウン）をＶＳＳ±０．２Ｖにする必要がある。不慮のＲＥＳＥＴを回避するため
、ＲＰ＃がＶｓｓで１００ｎｓの間維持されなければデバイスはリセットモードに入らな
い。ＲＰ＃がＶｓｓに維持されると、デバイスは、ディープパワーダウンモードに入る。
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デバイスがディープパワーダウンモードに入った後にＲＰ＃がＬＯＷからＨＩＧＨに変化
すると、本明細書中で概略説明しているように、デバイスの起動初期化シーケンスが実行
される。リセットモードに入った後にＲＰ＃がＬＯＷからＨＩＧＨに変化しても、ディー
プパワーダウンモードに入っていなかった場合には、実行可能なコマンドの発行までに１
μｓの遅延時間が必要となる。デバイスがディープパワーダウンモードに入ると、ＲＰ＃
バッファを除く全てのバッファが不作動（disable）になり、電流量が少なくなり、例え
ば、３．３ＶのＶＣＣで最大５０μＡになる。ディープパワーダウンモードの間、ＲＰ＃
への入力はＶｓｓに維持されなければならない。ＲＥＳＥＴモードに入ると、ステータス
レジスタ１３４がクリアされ、ＩＳＭ１３２がアレイ読み出しモードにセットされる。
【００７０】
シンクロナスフラッシュメモリアーキテクチャによれば、各セクタのデータを消去する際
、アレイの他の部分に影響を与えることがない。アレイは、１６個のアドレス指定可能な
「ブロック」に分けられており、これらのブロックは、別個に消去可能である。アレイ全
体ではなく、ブロック単位でデータの消去が可能であるため、デバイス全体の耐久性およ
びシステムの柔軟性が向上する。ＥＲＡＳＥ機能およびＢＬＯＣＫ＿ＰＲＯＴＥＣＴ機能
のみがブロック単位で実行される。１６個のアドレス指定可能なブロックは、４つのバン
ク１０４、１０６、１０８、１１０に等分される。つまり、各バンク１０４、１０６、１
０８、１１０は、４つのブロックからなる。４つのバンクに対し、一方では読み出し、他
方では書き込みを同時に行うことができる。あるバンクに対し、ＩＳＭによるＷＲＩＴＥ
処理またはＥＲＡＳＥ処理を行っているときに別のバンクに対してＲＥＡＤ処理を行うこ
とができる。ステータスレジスタ１３４をポーリングすることによって、どのバンクに対
してＩＳＭの処理が実行されているかを判定することができる。シンクロナスフラッシュ
メモリは、単一のバックグランド処理を行うＩＳＭを備える。このＩＳＭは、電源立ち上
げ時の初期化処理、ＥＲＡＳＥ処理、ＷＲＩＴＥ処理およびＰＲＯＴＥＣＴ処理を制御す
る。どのような場合であっても、ＩＳＭによる処理は1つしか実行することができない。
しかしながら、ＲＥＡＤ処理を含む他の特定のコマンドは、ＩＳＭ処理を行っている間に
実行することができる。ＩＳＭによって制御される処理コマンドは、バンクレベルの処理
、またはデバイスレベルの処理である。ＷＲＩＴＥ処理やＥＲＡＳＥ処理は、バンクレベ
ルで行われるＩＳＭ処理である。バンクレベルで行われるＩＳＭ処理が開始されると、こ
のバンクにおいては、どのロケーションに対してＲＥＡＤ処理が行われても無効データが
出力されるが、他のバンクに対してＲＥＡＤ処理が行われると、そのアレイが読み出され
る。ＲＥＡＤ＿ＳＴＡＴＵＳ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲコマンドが実行されると、ステータスレ
ジスタ１３４が保持するコンテンツが出力される。ＩＳＭステータスビットは、ＩＳＭ処
理の終了を示す（ＳＲ７＝１）。ＩＳＭ処理が終了すると、バンクが自動的にアレイ読み
出しモードに入る。ＥＲＡＳＥ＿ＮＶＭＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ処理、ＷＲＩＴＥ＿Ｎ
ＶＭＯＤＥ ＲＥＧＩＳＴＥＲ処理、ＢＬＯＣＫ＿ＰＲＯＴＥＣＴ処理、ＤＥＶＩＣＥ＿
ＰＲＯＴＥＣＴ処理、およびＵＮＰＲＯＴＥＣＴ＿ＡＬＬ＿ＢＬＯＣＫＳ処理は、デバイ
スレベルで行われるＩＳＭ処理である。デバイスレベルで行われるＩＳＭ処理が一旦開始
されると、どのバンクに対してＲＥＡＤ処理が行われてもアレイが保持するコンテンツが
出力される。ＲＥＡＤ＿ＳＴＡＴＵＳ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲコマンドは、ＩＳＭ処理の終了
を判定するために発行される。ＳＲ７＝１であるとき、ＩＳＭ処理は終了し、次のＩＳＭ
処理が開始される。ハードウエア回路によって意図しないＥＲＡＳＥ処理またはＷＲＩＴ
Ｅ処理が行われるのを防いでブロックのデータを保護する場合には、以下に述べるように
、ＷＲＩＴＥ処理またはＥＲＡＳＥ処理が行われる前にＲＰ＃をＶＨＨにドライブする必
要がある。
【００７１】
ファームウエアの最も重要な部分に対するセキュリティを高めるために、ブロックのデー
タをハードウエアによって保護する場合がある。ハードウエアによって保護されているブ
ロックに対してＷＲＩＴＥ処理またはＥＲＡＳＥ処理が行われている間には、即ち、ＷＲ
ＩＴＥ処理またはＥＲＡＳＥ処理が終了するまでは、ＲＰ＃は、ＶＨＨに維持されなけれ
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ばならない。ＲＰ＃＝ＶＨＨでない場合、保護されたブロックに対するＷＲＩＴＥ処理ま
たはＥＲＡＳＥ処理は禁止され、書き込みエラーまたは消去エラーとなる。ロケーション
０および１５のブロックは、予期しないＷＲＩＴＥ処理あるいはＥＲＡＳＥ処理を保護す
るために、別のハードウエア保護機能を有する。本実施の形態において、これらのブロッ
クは、ＲＰ＃＝ＶＨＨでない場合には、ＵＮＰＲＯＴＥＣＴ＿ＡＬＬ＿ＢＬＯＣＫＳコマ
ンドの発行に基づくソフトウエアによる保護解除ができないようになっている。ブロック
の保護ステータスは、ＲＥＡＤ＿ＳＴＡＴＵＳ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲコマンドを発行し、ブ
ロックの保護ビットを読み取ることによって確認することができる。また、ブロックを保
護するためには、対象となるブロックアドレスに対し、３サイクルのコマンドシーケンス
を発行しなければならない。
【００７２】
シンクロナスフラッシュメモリは、３つの異なるモードのＲＥＡＤ処理に対応している。
モードに応じたＲＥＡＤ処理によって、メモリアレイ、ステータスレジスタ、または、デ
バイスコンフィグレーションレジスタの1つからデータが作成される。デバイスコンフィ
グレーションレジスタまたはステータスレジスタに対するＲＥＡＤ処理は、ＬＣＲ－ＡＣ
ＴＩＶＥサイクルの後に行われる。データ出力（data out）のバースト長は、モードレジ
スタの設定によって定義される。ＬＣＲ－ＡＣＴＩＶＥサイクルの後のＲＥＡＤ処理、ま
たはＬＣＲ－ＡＣＴＩＶＥサイクルを必要としないで行われるＲＥＡＤ処理によって、ア
レイが読み出される。しかしながら、読み出し動作には幾つかのバリエーションが存在す
るため、以下の項目で説明する。
【００７３】
バンクに対するＲＥＡＤコマンドの実行によって、メモリアレイのコンテンツが出力され
る。ＩＳＭによるＷＲＩＴＥ処理またはＥＲＡＳＥ処理が行われている間は、ＩＳＭの制
御下にあるバンク内のどのロケーションに対してＲＥＡＤ処理が行われても無効データが
出力される。ＲＥＳＥＴ処理を終了すると、デバイスが自動的にアレイ読み出しモードに
入る。
【００７４】
ステータスレジスタ１３４のＲＥＡＤ処理を実行するためには、アレイの読み出し時と同
様の入力シーケンスが必要であるが、ＬＣＲ＿ＲＥＡＤ＿ＳＴＡＴＵＳ＿ＲＥＧＩＳＴＥ
Ｒ（７０Ｈ）サイクルがＡＣＴＩＶＥ ＲＥＡＤサイクルの前でなければならない。ステ
ータスレジスタによるデータ出力（data out）のバースト長は、モードレジスタ１４８に
よって定義される。ステータスレジスタが保持するコンテンツは、ＣＡＳレイテンシが経
過した後、クロックの次の立ち上がりエッジで更新され、ラッチされる。デバイスは、自
動的にアレイ読み出しモードに入り、次のＲＥＡＤ処理が可能な状態になる。
【００７５】
デバイスコンフィグレーションレジスタ１３６の読み出しには、ステータスレジスタの読
み出しと同様の入力シーケンスが必要であるが、特定のアドレスを指定しなければならな
い。ＷＥ＃は、ＨＩＧＨでなければならず、ＤＱＭおよびＣＳ＃はＬＯＷでなければなら
ない。メーカ互換ＩＤを読み出すためには、アドレスは、００００００Ｈに指定されてい
なければならない。デバイスＩＤを読み出すためには、アドレスは、０００００１Ｈに指
定されていなければならない。各消去ブロック（ｘｘ０００２Ｈ）内での第三のアドレス
ロケーションでブロック保護ビットは読み出され、デバイス保護ビットは、ロケーション
０００００３Ｈから読み出される。
【００７６】
ＤＱ端子は、アレイにデータを入力するためにも用いられる。アドレス端子は、アドレス
ロケーションを指定するため、または、ＬＯＡＤ＿ＣＯＭＭＡＮＤ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲサ
イクルの間にＣＥＬに対してコマンドを入力するために用いられる。コマンド入力によっ
て、ＣＥＬに対して８ビットのコマンドが発行され、デバイスの処理モードが制御される
。ＷＲＩＴＥ処理は、メモリアレイにデータを入力するために使用される。以下、入力タ
イプの両方について説明する。
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コマンド入力を実行するためには、ＤＱＭはＬＯＷでなければならず、ＣＳ＃およびＷＥ
＃も、ＬＯＷでなければならない。アドレス端子やＤＱ端子は、各コマンドの入力に用い
られる。コマンドの入力に使用されないアドレス端子は「ドントケア」であって、状態が
維持されていなければならない。８ビットコマンドは、ＤＱ０～ＤＱ７、または、Ａ０～
Ａ７に対する入力であり、クロックの立ち上がりエッジでラッチされる。
【００７８】
メモリアレイに対するＷＲＩＴＥ処理によって、所望のビットが論理０に設定されるが、
論理０に設定されているビットを論理１に変更することはできない。いずれかのビットを
論理１に設定すると、ブロック全体のデータが消去される。ＷＲＩＴＥ処理を実行するた
めには、ＤＯＱは、ＬＯＷでなければならず、ＣＳ＃およびＷＥ＃も、ＬＯＷでなければ
ならない。また、ＶＣＣＰをＶＣＣに保持しなければならない。保護されたブロックに対
して書き込みを行うには、ＲＰ＃をＶＨＨにする必要がある。Ａ０～Ａ１１によって書き
込みアドレスが指定され、アレイに書き込まれるデータは、ＤＱ端子に入力される。デー
タおよびアドレスは、クロックの立ち上がりエッジでラッチされる。ＷＲＩＴＥ処理の前
には、ＷＲＩＴＥ＿ＳＥＴＵＰコマンドを発行する必要がある。
【００７９】
メモリブロックの書き込みを簡略化するために、シンクロナスフラッシュメモリのＩＳＭ
は、ＷＲＩＴＥサイクルおよびＥＲＡＳＥサイクルの内部アルゴリズムの全てを制御する
。デバイスの制御には、８ビットのコマンドセットが使用される。真理値表１および２に
有効なコマンドのリストを示す。
【００８０】
８ビットのＩＳＭステータスレジスタ１３４（表２）に対してポーリングを行うことによ
って、ＥＲＡＳＥ＿ＮＶＭＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ処理、ＷＲＩＴＥ＿ＮＶＭＯＤＥ＿
ＲＥＧＩＳＴＥＲ処理、ＷＲＩＴＥ処理、ＥＲＡＳＥ処理、ＢＬＯＣＫ＿ＰＲＯＴＥＣＴ
処理、ＤＥＶＩＣＥ＿ＰＲＯＴＥＣＴ処理、または、ＵＮＰＲＯＴＥＣＴ＿ＡＬＬ＿ＢＬ
ＯＣＫＳ処理が終了されたかどうか、また、これらの処理の際にエラーが発生したかどう
かがチェックされる。ＩＳＭ処理の終了は、ＲＥＡＤ＿ＳＴＡＴＵＳ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ
（７０Ｈ）コマンドの発行によって監視される。ステータスレジスタのコンテンツは、Ｄ
Ｑ０～ＤＱ７に出力され、ＣＡＳレイテンシが経過した後、次のクロックの立ち上がりエ
ッジで、モードレジスタの設定によって定義される固定バースト長の分だけ更新される。
ＩＳＭ処理は、ＳＲ７＝１となったときに終了する。ビットで定義されるブロックは全て
ＩＳＭによって設定されるが、ＩＳＭのステータスビットのみがＩＳＭによってリセット
される。消去／非保護ブロック、書き込み／保護ブロック、デバイス保護は、ＣＬＥＡＲ
＿ＳＴＡＴＵＳ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ（５０Ｈ）コマンドによってクリアされなければなら
ない。これによってユーザがポーリングを行ってステータスレジスタをクリアするタイミ
ングを選択することができる。例えば、ホストシステムは、個々のＷＲＩＴＥ処理が行わ
れた後にステータスレジスタをチェックするのではなく、複数のＷＲＩＴＥ処理が行われ
た後にステータスレジスタをチェックすることができる。ＲＰ＃信号のアサート、デバイ
スのパワーダウンによってもステータスレジスタがクリアされる。
【００８１】
【表７】
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【００８２】
デバイスＩＤ、製造メーカー互換ＩＤ、デバイス保護ステータス、およびブロック保護ス
テータスは、全て、ＲＥＡＤ＿ＤＥＶＩＣＥ＿ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ（９０Ｈ）コ
マンドを発行することによって読み出される。所望のレジスタを読み出すために、特定の
アドレスがアサートされなければならない。様々なデバイスのコンフィグレーションレジ
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スタ１３６についての詳細を表３に示す。
【００８３】
【表８】

【００８４】
デバイスの処理モードを変更するためのコマンドを発行することもできる。各モードでは
、そのモード特有の処理が行われる。幾つかのモードでは、処理の実行の前に、一連のコ
マンドを書き込む必要がある。以下、各モードの特性について説明する。真理値表１およ
び２は、所望の処理を行うために必要なコマンドシーケンスのリストである。読み出しと
書き込みを同時に行う機能によって、バックグランド処理であるバンクに対して書き込み
処理または消去処理を行っている間に他のバンクに読み出し処理を行うことができる。書
き込み処理では、真理値表２に記載されたＬＣＲ－ＡＣＴＩＶＥ－ＷＲＩＴＥコマンドシ
ーケンスを連続したクロックサイクルで終了させなければならない。しかしながら、シン
クロナスフラッシュコントローラの処理を簡略化するために、このコマンドシーケンスの
間、ＮＯＰコマンドまたはＣＯＭＭＡＮＤ＿ＩＮＨＩＢＩＴコマンドを数に制限なく発行
するようにしている。さらに、データの保護機能を高めるために、これらのコマンドシー
ケンスは、３サイクルの間、同一のバンクアドレスに指定しなければならない。ＬＣＲ－
ＡＣＴＩＶＥ－ＷＲＩＴＥコマンドシーケンスの間にバンクアドレスが変更される場合、
または、コマンドシーケンスが連続していない場合（コマンドシーケンスの間に、コマン
ドの発行が許されているＮＯＰコマンドおよびＣＯＭＭＡＮＤ＿ＩＮＨＩＢＩＴコマンド
以外のコマンドが発行された場合）、書き込みステータスビットおよび消去ステータスビ
ット（ＳＲ４およびＳＲ５）が設定され、処理が禁止される。
【００８５】
パワーアップ（電源立ち上げ）後、処理コマンドがデバイスに対して発行される前に、シ
ンクロナスフラッシュメモリが初期化される。ＶＣＣ、ＶＣＣＱ、およびＶＣＣＰに対し
て（同時に）電源が供給された後、クロックが安定し、ＲＰ＃がＬＯＷからＨＩＧＨに変
化する。ＲＰ＃がＨＩＧＨに移行した後、デバイス内部の初期化が終了するには、遅延時
間（一実施の形態においては、１００μｓの遅延時間）が必要である。デバイスの初期化
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が終了すると、デバイスは、アレイ読み取りモードになり、実行可能なコマンドがデバイ
スに対して発行される。
【００８６】
デバイスＩＤ、メーカー互換ＩＤ、デバイス保護ビットおよびブロック保護ビットの各々
を読み出すためには、ＲＥＡＤ＿ＤＥＶＩＣＥ＿ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ（９０Ｈ）
コマンドが発行される。このモードにおいては、所望の情報を読み出すために特定のアド
レスが指定される。メーカー互換ＩＤは、００００００Ｈで読み出される。デバイスＩＤ
は、０００００１Ｈで読み出される。メーカー互換およびデバイスＩＤは、ＤＱ０～ＤＱ
７に出力される。デバイス保護ビットは、０００００３Ｈで読み出される。ブロック保護
ビットの各々は、各ブロックにおける３番目のアドレスロケーション（ｘｘ０００２Ｈ）
で読み出される。デバイス保護ビットおよびブロック保護ビットは、ＤＱ０に出力される
。
【００８７】
アレイに対してデータを入力するには、連続的なクロックエッジで３つの連続的なコマン
ドを発行する必要がある（各サイクルの間において、ＮＯＰコマンドおよびＣＯＭＭＡＮ
Ｄ＿ＩＮＨＩＢＩＴコマンドの発行が許されている）。初めのサイクルにおいては、Ａ０
～Ａ７に対し、ＬＯＡＤ＿ＣＯＭＭＡＮＤ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲコマンドがＷＲＩＴＥ＿Ｓ
ＥＴＵＰコマンド（４０Ｈ）とともに発行され、ＢＡ０、ＢＡ１に対し、バンクアドレス
が発行される。次のサイクルにおいては、ＡＣＴＩＶＥコマンドが発行され、行アドレス
がアクティブとなり、バンクアドレスが確認される。３番目のサイクルは、ＷＲＩＴＥコ
マンドであり、開始列、バンクアドレスおよびデータが発行される。ＣＡＳレイテンシが
経過した後、次のクロックエッジでＩＳＭステータスビットが設定される。ＩＳＭがＷＲ
ＩＴＥ処理を実行している間、ＩＳＭステータスビット（ＳＲ７）は０になる。ＩＳＭの
制御下では、バンクに対してＲＥＡＤ処理が行われると、無効なデータが作成される。Ｉ
ＳＭステータスビット（ＳＲ７）が論理１に設定されると、ＷＲＩＴＥ処理が終了し、こ
のバンクはアレイ読み出しモードとなり、コマンドの実行が可能となる。ハードウエアに
よって保護されたブロックに書き込みをする場合にも、第３のサイクルであるＷＲＩＴＥ
処理を実行する前にＲＰ＃がＶＨＨに設定される必要があり、ＩＳＭによるＷＲＩＴＥ処
理が終了するまで、ＲＰ＃は、ＶＨＨに保持されなければならない。連続するサイクルで
ＬＣＲ－ＡＣＴＩＶＥ－ＷＲＩＴＥコマンドシーケンスが終了していない場合、または、
バンクアドレスが３サイクルのいずれかにおいて変更された場合には、書き込みステータ
スビットおよび消去ステータスビット（ＳＲ４およびＳＲ５）が設定される。ＩＳＭがＷ
ＲＩＴＥ処理を開始すると、このＷＲＩＴＥ処理は、ＲＥＳＥＴ処理が行われるか、パワ
ーダウンが行われることがない限り、中止することはない。ＲＥＳＥＴ処理が行われたり
、パワーダウンが行われたりすると、いずれの場合にも、書き込み中のデータが破壊され
る可能性がある。
【００８８】
ＥＲＡＳＥシーケンスを実行すると、ブロック内の全てのビットが論理１に設定される。
ＥＲＡＳＥ処理を実行するのに必要なコマンドシーケンスは、ＷＲＩＴＥ処理を実行する
ためのものと同様である。予期しないブロック消去が行われるのを防止してセキュリティ
を高めるために、あるブロックのＥＲＡＳＥ処理を開始するには、連続的なクロックエッ
ジで３つの連続的なコマンドを発行する必要がある。初めのサイクルにおいては、Ａ０～
Ａ７に対してＬＯＡＤ＿ＣＯＭＭＡＮＤ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲコマンドがＥＲＡＳＥ＿ＳＥ
ＴＵＰコマンド（２０Ｈ）と共に発行され、ＢＡ０、ＢＡ１に対して消去されるブロック
のバンクアドレスが発行される。次のサイクルにおいては、ＡＣＴＩＶＥコマンドが発行
され、Ａ１０、Ａ１１、ＢＡ０、ＢＡ１によって消去されるブロックのアドレスが指定さ
れる。３番目のサイクルではＷＲＩＴＥコマンドが発行され、その間に、ＤＱ０～ＤＱ７
に対してＥＲＡＳＥ＿ＣＯＮＦＩＲＭコマンド（Ｄ０Ｈ）が発行され、バンクアドレスが
再発行される。ＣＡＳレイテンシが経過した後、次のクロックエッジでＩＳＭステータス
ビットが設定される。ＥＲＡＳＥ＿ＣＯＮＦＩＲＭコマンド（Ｄ０Ｈ）が発行された後、
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ＩＳＭは、アドレスが指定されたブロックのＥＲＡＳＥ処理を開始する。アドレスが指定
されているブロックが存在するバンクに対してＲＥＡＤ処理が行われると、無効なデータ
が出力される。ＥＲＡＳＥ処理が終了すると、バンクはアレイ読み出しモードになり、コ
マンドの実行が可能となる。ハードウエアによって保護されたブロックを消去する場合に
も、第３のサイクルであるＷＲＩＴＥ処理を実行する前にＲＰ＃がＶＨＨに設定される必
要があり、ＩＳＭによるＥＲＡＳＥ処理が終了する（ＳＲ７＝１）まで、ＲＰ＃は、ＶＨ
Ｈに保持されなければならない。連続的なサイクルでＬＣＲ－ＡＣＴＩＶＥ－ＷＲＩＴＥ
コマンドシーケンスが終了していない場合（各サイクルの間において、ＮＯＰコマンドお
よびＣＯＭＭＡＮＤ＿ＩＮＨＩＢＩＴコマンドの発行が許されている）、または、１つ以
上のコマンドサイクルでバンクアドレスが変更されている場合には、書き込みステータス
ビットおよび消去ステータスビット（ＳＲ４およびＳＲ５）が設定され、処理が禁止され
る。
【００８９】
モードレジスタ１４８のコンテンツをＷＲＩＴＥ＿ＮＶＭＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲコマ
ンドによってＮＶモードレジスタにコピーしてもよい。ＮＶモードレジスタに対して書き
込みを行う前に、ＥＲＡＳＥ＿ＮＶＭＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲコマンドシーケンスを終
了させ、ＮＶモードレジスタ内の全てのビットを論理１に設定する必要がある。ＥＲＡＳ
Ｅ＿ＮＶＭＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ処理およびＷＲＩＴＥ＿ＮＶＭＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳ
ＴＥＲ処理を実行するのに必要なコマンドシーケンスは、ＷＲＩＴＥ処理を実行するため
のものと同様である。ＥＲＡＳＥ＿ＮＶＭＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ処理およびＷＲＩＴ
Ｅ＿ＮＶＭＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ処理を終了させるのに必要なＬＣＲ－ＡＣＴＩＶＥ
－ＷＲＩＴＥコマンドについての詳細な情報は、真理値表２に示されている。ＥＲＡＳＥ
＿ＮＶＭＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲコマンドシーケンスまたはＷＲＩＴＥ＿ＮＶＭＯＤＥ
ＲＥＧＩＳＴＥＲコマンドシーケンスのＷＲＩＴＥサイクルが登録された後、ＲＥＡＤコ
マンドがアレイに対して発行される。現在実行中のＩＳＭ処理が終了し、ＳＲ７＝１とな
るまでは、新たなＷＲＩＴＥ処理は許可されない。
【００９０】
ＢＬＯＣＫ＿ＰＲＯＴＥＣＴシーケンスを実行することにより、所定のブロックに対する
第１レベルのソフトウエア／ハードウエア保護を行うことができる。メモリは、１つのビ
ットで１６個のブロックを保護する１６ビットレジスタを有する。また、メモリは、書き
込み処理や消去処理を防止してデバイス全体のデータを保護するためのデバイスビットを
提供するレジスタを備える。ＢＬＯＣＫ＿ＰＲＯＴＥＣＴ処理を実行するのに必要なコマ
ンドシーケンスは、ＷＲＩＴＥ処理を実行するためのものと同様である。予期しないブロ
ック消去が行われるのを防止してセキュリティを高めるために、ＢＬＯＣＫ＿ＰＲＯＴＥ
ＣＴ処理を開始するには、３つの連続的なコマンドを発行する必要がある。初めのサイク
ルにおいては、Ａ０～Ａ７に対してＬＯＡＤ＿ＣＯＭＭＡＮＤ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲコマン
ドがＰＲＯＴＥＣＴ＿ＳＥＴＵＰコマンド（６０Ｈ）と共に発行され、ＢＡ０、ＢＡ１に
対して保護すべきブロックのバンクアドレスが発行される。次のサイクルにおいては、Ａ
ＣＴＩＶＥコマンドが発行され、保護されるべきブロックの行がアクティブになり、バン
クアドレスが確認される。３番目のサイクルでは、ＷＲＩＴＥコマンドが発行され、その
間に、ＤＱ０～ＤＱ７に対してＢＬＯＣＫ＿ＰＲＯＴＥＣＴ＿ＣＯＮＦＩＲＭコマンド（
０１Ｈ）が発行され、バンクアドレスが再発行される。ＣＡＳレイテンシが経過した後、
次のクロックエッジでＩＳＭステータスビットが設定される。そして、ＩＳＭは、ＰＲＯ
ＴＥＣＴ処理を開始する。連続的なサイクルでＬＣＲ－ＡＣＴＩＶＥ－ＷＲＩＴＥコマン
ドシーケンスが終了していない場合、（各サイクルの間において、ＮＯＰコマンドおよび
ＣＯＭＭＡＮＤ＿ＩＮＨＩＢＩＴコマンドの発行が許されている）、または、バンクアド
レスが変更された場合には、ＷＲＩＴＥステータスビットおよび消去ステータスビット（
ＳＲ４およびＳＲ５）が設定され、処理が禁止される。ＩＳＭステータスビット（ＳＲ７
）が論理１に設定されると、ＰＲＯＴＥＣＴ処理が終了し、そのバンクはアレイ読み出し
モードとなり、コマンドの実行が可能となる。ブロック保護ビットが一旦１（保護）に設
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する以外には、この保護ビットを変更できなくなる。ＵＮＰＲＯＴＥＣＴ＿ＡＬＬ＿ＢＬ
ＯＣＫＳコマンドシーケンスは、ＢＬＯＣＫ＿ＰＲＯＴＥＣＴコマンドに類似しているが
、第３のサイクルでは、ＷＲＩＴＥコマンドがＵＮＰＲＯＴＥＣＴ＿ＡＬＬ＿ＢＬＯＣＫ
Ｓ＿ＣＯＮＦＩＲＭコマンド（Ｄ０Ｈ）と共に発行され、アドレスが「ドントケア」に指
定される。真理値表２には、さらに他の情報も含まれている。ロケーション０および１５
のブロックでは、さらにセキュリティが高まっている。ロケーション０および１５のブロ
ック保護ビットが一旦１（保護）に設定されると、各ビットは、ＵＮＰＲＯＴＥＣＴ処理
の３番目のサイクルの前にＲＰ＃をＶＨＨにし、ＢＬＯＣＫ＿ＰＲＯＴＥＣＴ処理または
ＵＮＰＲＯＴＥＣＴ ＡＬＬ＿ＢＬＯＣＫＳ処理が終了するまで（ＳＲ７＝１）ＶＨＨに
保持されなければ、ビットが０にリセットされない。さらに、デバイス保護ビットがセッ
トされた場合、前記３番目のサイクルの前にＲＰ＃をＶＨＨにし、ＢＬＯＣＫ＿ＰＲＯＴ
ＥＣＴ処理又はＵＮＰＲＯＴＥＣＴ＿ＡＬＬ＿ＢＬＯＣＫＳ処理が終了するまでＶＨＨに
保持させる必要がある。ブロックの保護ステータスの確認は、ＲＥＡＤ＿ＤＥＶＩＣＥ＿
ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮコマンド（９０Ｈ）を発行することによって行われる。
【００９１】
ＤＥＶＩＣＥ＿ＰＲＯＴＥＣＴシーケンスを実行すると、デバイスの保護ビットが１に設
定され、ブロック保護ビットの変更が防止される。ＤＥＶＩＣＥ＿ＰＲＯＴＥＣＴ処理を
実行するのに必要なコマンドシーケンスは、ＷＲＩＴＥ処理を実行するためのものと同様
である。ＤＥＶＩＣＥ＿ＰＲＯＴＥＣＴシーケンスを開始するには３つの連続したコマン
ドサイクルが必要となる。初めのサイクルでは、Ａ０～Ａ７に対してＬＯＡＤ＿ＣＯＭＭ
ＡＮＤ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲコマンドがＰＲＯＴＥＣＴ＿ＳＥＴＵＰコマンド（６０Ｈ）と
共に発行され、ＢＡ０、ＢＡ１に対してバンクアドレスが発行される。バンクアドレスは
、「ドントケア」であるが、３つのサイクルの全てに対して同一のバンクアドレスを使用
しなければならない。次のコマンドは、ＡＣＴＩＶＥである。３番目のサイクルは、ＷＲ
ＩＴＥサイクルである。ＷＲＩＴＥサイクルの間、ＤＱ０～ＤＱ７に対してＤＥＶＩＣＥ
＿ＰＲＯＴＥＣＴコマンド（Ｆ１Ｈ）が発行され、ＲＰ＃がＶＨＨになる。ＣＡＳレイテ
ンシが経過した後、次のクロックエッジでＩＳＭステータスビットが設定される。デバイ
スに対して実行可能なコマンドを発行することが可能になる。ＲＰ＃は、ＷＲＩＴＥ処理
が終了する（ＳＲ７＝１）までは、ＶＨＨに保持されなければならない。現在実行中のＩ
ＳＭ処理が終了するまでは、新たなＷＲＩＴＥ処理の実行は許されない。デバイス保護ビ
ットが一旦１に設定されると、ＲＰ＃がＶＨＨにならない限り、ＢＬＯＣＫ＿ＰＲＯＴＥ
ＣＴ処理やＢＬＯＣＫ＿ＵＮＰＲＯＴＥＣＴ処理は実行することができない。デバイス保
護ビットは、ＷＲＩＴＥ処理またはＥＲＡＳＥ処理に影響を与えない。ブロック保護処理
およびデバイス保護処理についてのより詳細な情報を表４に示す。
【００９２】
【表９】
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【００９３】
ＩＳＭステータスビット（ＳＲ７）が設定された後、デバイス／バンク（ＳＲ０）、デバ
イス保護（ＳＲ３）、バンクＡ０（ＳＲ１）、バンクＡ１（ＳＲ２）、書き込み／保護ブ
ロック（ＳＲ４）および消去／非保護（ＳＲ５）の各ステータスビットがチェックされる
。ＳＲ３、ＳＲ４、ＳＲ５のステータスビットのうちの1つ、またはこれらのステータス
ビットの組み合わせ（幾つか）が設定されている場合には、処理の際にエラーが発生する
。ＩＳＭはＳＲ３、ＳＲ４、ＳＲ５のビットをリセットすることはできない。これらのビ
ットをクリアするためには、ＣＬＥＡＲ＿ＳＴＡＴＵＳ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲコマンド（５
０Ｈ）を発行する必要がある。表５は、ＳＲ３、ＳＲ４、ＳＲ５の組み合わせによるエラ
ーを示す。
【００９４】
【表１０】
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【００９５】
シンクロナスフラッシュメモリは、コードおよびデータストレージの高度な要求を満たす
ように設計、製造される。このようなレベルの信頼性を確保するため、ＷＲＩＴＥサイク
ル間またはＥＲＡＳＥサイクル間において、ＶＣＣＰは、Ｖｃｃに保持されなければなら
ない。この制約が満たされることなく処理が実行される場合には、デバイスにおいて実行
されるＷＲＩＴＥサイクルの回数やＥＲＡＳＥサイクルの回数が減少する。各ブロックは
、最低で１００，０００回の書き込み／消去が可能なように設計、製造される。
【００９６】
シンクロナスフラッシュメモリは、幾つかの省電力機能を有し、この省電力機能はアレイ
読み出しモードで使用することで、電力を節約することができる。ディープパワーダウン
モードは、ＲＰ＃をＶＳＳ±０．２Ｖにすることによって実行することができる。このモ
ードでは、電流量（ＩＣＣ）が小さく、例えば、最大で５０μＡである。ＣＳ＃がＨＩＧ
Ｈになると、デバイスは、アクティブスタンバイモードに入る。このモードにおいても、
低電流であり、電流量（ＩＣＣ）は、例えば、最大で３０ｍＡである。ＣＳ＃が書き込み
処理、消去処理、または、保護処理中にＨＩＧＨになると、ＩＳＭはＷＲＩＴＥ処理を続
行し、デバイスは、処理が終了するまでアクティブＩｃｃｐ電力を消費する。
【００９７】
図１６は、本発明の一実施の形態に係る自己同期（self-timed）書き込みシーケンスのフ
ローチャートである。このシーケンスは、コマンドレジスタ（コード４０Ｈ）のロード、
アクティブコマンドおよび行アドレスの受け取り、書き込みコマンドおよび列アドレスの
受け取りを含む。そして、このシーケンスでは、ステータスレジスタに対してポーリング
が行われ、書き込みが終了しているかどうかが判定される。ポーリングによってステータ
スレジスタビット７（ＳＲ７）が監視され、ステータスレジスタビット７が１に設定され
ているかどうかが判定される。また、オプションとして、ステータスチェックを実行する
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ようにしてもよい。書き込み処理が終了すると、アレイがアレイ読み出しモードに入る。
【００９８】
図１７は、本発明の一実施の形態に係る完全な読み出しステータスチェックシーケンスの
フローチャートを示す。このシーケンスでは、ステータスレジスタビット４（ＳＲ４）が
チェックされ、０に設定されているかどうか判定される。ＳＲ４が１であれば、書き込み
処理の際にエラーが発生したとされる。そして、このシーケンスでは、ステータスレジス
タビット３（ＳＲ３）がチェックされ、０に設定されているかどうかが判定される。ＳＲ
３が１であれば、書き込み処理の際に無効書き込みエラーが発生したとされる。
【００９９】
図１８は、本発明の一実施の形態に係る自己同期ブロック消去シーケンスのフローチャー
トを示す。このシーケンスは、コマンドレジスタ（コード２０Ｈ）のロード、アクティブ
コマンドおよび行アドレスの受け取りを含む。そして、メモリは、ブロックが保護されて
いるかどうかを判定する。ブロックが保護されていなければ、メモリはブロックに対して
書き込み処理（Ｄ０Ｈ）を実行し、ステータスレジスタを監視し、処理が終了しているか
どうかを判定する。また、オプションとして、ステータスチェックを実行するようにして
もよい。消去処理が終了すると、メモリはアレイ読み出しモードに入る。ブロックが保護
されていれば、ＲＰ＃信号が高電圧（ＶＨＨ）になっていない限り、消去処理を実行する
ことはできない。
【０１００】
図１９は、本発明の一実施の形態に係る完全なブロック消去ステータスチェックシーケン
スのフローチャートを示す。このシーケンスでは、ステータスレジスタが監視され、コマ
ンドシーケンスエラーが発生したかどうかが確認される（ＳＲ４＝１またはＳＲ５＝１）
。ＳＲ３が１に設定されていれば、無効消去エラーまたは非保護エラー（保護違反エラー
）が発生する。ＳＲ５が１に設定されていれば、ブロック消去エラーまたは非保護エラー
（保護違反エラー）が発生する。
【０１０１】
図２０は、本発明の一実施の形態に係るブロック保護シーケンスのフローチャートを示す
。このシーケンスは、コマンドレジスタ（コード６０Ｈ）のロード、アクティブコマンド
および行アドレスの受け取りを含む。そして、メモリは、ブロックが保護されているかど
うかを判定する。ブロックが保護されていなければ、ブロックに対してメモリは書き込み
処理（０１Ｈ）を実行し、ステータスレジスタを監視し、処理が終了しているかどうかを
チェックする。また、オプションとして、ステータスチェックを実行するようにしてもよ
い。ブロック保護処理が終了すると、メモリはアレイ読み出しモードに入る。ブロックが
保護されていれば、ＲＰ＃信号が高電圧（ＶＨＨ）になっていない限り、消去処理を実行
することはできない。
【０１０２】
図２１は、本発明の一実施の形態に係る完全なブロックステータスチェックシーケンスの
フローチャートを示す。このシーケンスでは、ステータスレジスタビット３、４、５が監
視され、エラーが検出されたかどうかが判定される。
【０１０３】
図２２は、本発明の一実施の形態に係るデバイス保護シーケンスのフローチャートを示す
。このシーケンスは、コマンドレジスタ（コード６０Ｈ）のロード、アクティブコマンド
および行アドレスの受け取りを含む。そして、メモリは、ＲＰ＃がＶＨＨになっているか
どうかを判定する。メモリは、書き込み処理（Ｆ１Ｈ）を実行し、ステータスレジスタを
監視し、書き込み処理が終了しているかどうかをチェックする。また、オプションとして
、ステータスチェックを実行するようにしてもよい。デバイス保護処理が終了すると、メ
モリはアレイ読み出しモードに入る。
【０１０４】
図２３は、本発明の一実施の形態に係るブロック保護解除シーケンスのフローチャートを
示す。このシーケンスは、コマンドレジスタのロード（コード６０Ｈ）、アクティブコマ
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ンドおよび行アドレスの受け取りを含む。そして、メモリは、当該メモリデバイスが保護
されているかどうかを判定する。保護されていない場合、メモリは、ブートロケーション
（ブロック０および１５）が保護されているかどうかを判定する。いずれのブロックも保
護されていない場合、メモリはブロックに対して書き込み処理（Ｄ０Ｈ）を実行し、ステ
ータスレジスタを監視し、書き込み処理が終了しているかどうかをチェックする。オプシ
ョンとして、ステータスチェックを実行するようにしてもよい。全ブロック保護解除処理
が終了すると、メモリはアレイ読み出しモードになる。デバイスが保護されている場合、
ＲＰ＃信号が高電圧（ＶＨＨ）になっていない限り、消去処理を実行することはできない
。同様に、各ブートロケーションが保護されている場合には、メモリは、全てのブロック
の保護を解除するべきかどうかを判定する。
【０１０５】
図２４は、モードレジスタを初期化およびロードする処理のタイミングを示す。モードレ
ジスタは、ロードモードレジスタコマンドの発行と、アドレスラインに対する処理コード
（オペコード：opcode）の発行によってプログラムされる。オペコードは、モードレジス
タにロードされる。上述したように、不揮発性モードレジスタのコンテンツは、立ち上が
り（power-up）の際に、自動的にモードレジスタにロードされ、ロードモードレジスタ処
理が必要とならない場合もある。
【０１０６】
図２５は、クロックサスペンドモード処理のタイミングを示し、図２６は、別のバースト
読み出し処理のタイミングを示している。図２７は、バンク読み出しアクセスを交互に行
う際のタイミングを示している。ここで、バンクアドレスを変更するためには、アクティ
ブコマンドが必要である。図２８は、フルページバースト読み出し処理を示す。フルペー
ジバーストは、自己同期方式で行われることなく、終了コマンドの発行を必要とする。
【０１０７】
図２９は、データマスク信号を使用した読み出し処理のタイミングを示す。ＤＱＭ信号は
、ＤＱ端子にＤｏｕｔ　ｍ＋ｌが出力されないように、データ出力をマスクするために使
用される。
【０１０８】
図３０は、書き込み処理を行った後、異なるバンクに対して読み出し処理を行う場合のタ
イミングを示している。この処理においては、書き込み処理が、バンクａに対して行われ
、その後、読み出し処理が、バンクｂに対して行われる。各々のバンクにおいて同一の行
がアクセスされる。
【０１０９】
図３１は、書き込み処理を行った後、同一のバンクに対して読み出し処理を行う場合のタ
イミングを示している。この処理においては、書き込み処理が、バンクａに対して行われ
、その後、読み出し処理が、バンクａに対して行われる。読み出し処理において、別の行
がアクセスされ、メモリは、書き込み処理が終了するのを待機する必要がある。これは、
図３０に示すような読み出し処理の場合、即ち、読み出し処理の開始の際に書き込み処理
による遅延時間が生じない場合とは異なる。
【０１１０】
ゼロレイテンシ書き込み処理／ゼロバスターンアラウンド
シンクロナスフラッシュメモリは、書き込み処理にレイテンシを必要としない。つまり、
読み出し処理と同様に書き込み処理にレイテンシを必要とするＳＤＲＡＭとは異なる。Ｓ
ＤＲＡＭの場合に較べ、システムバスにおける書き込み処理のサイクルが少ないため、シ
ステムの読み出しスループットが向上する。図１２に示すように、書き込みデータＤｉｎ
の供給と、書き込みコマンドおよび列アドレスの供給とは、同一のクロックサイクルで行
われる。図１２において、クロックサイクルＴ１は、ＮＯＰコマンドでなくともよい（図
３０参照）。読み出しコマンドは、書き込みデータの供給後の次のクロックサイクルで供
給される。従って、読み出し処理においては、読み出しコマンドが供給された後、所定の
サイクル数にわたってＤＱ接続端子が利用可能である必要があるが（レイテンシ有り）、
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書き込み処理においては、書き込みコマンドが供給された直後にＤＱ接続端子が利用可能
となる（レイテンシ無し）。つまり、本発明は、ゼロバスターンアラウンド機能を提供す
る。この機能は、読み出し処理と書き込み処理とを交互に行う際、システムバスにおいて
複数の待機時間を必要とするＳＤＲＡＭの場合とは大幅に異なる。シンクロナスフラッシ
ュにおけるこれらの２つの特徴によってバスのスループットが向上する
図３２に本発明のシステム３００を例示する。システム３００は、シンクロナスメモリ３
０２を有する。このようなシンクロナスメモリ３０２は、ＤＱ入力端子３０６に供給され
た書き込みデータを格納するための書き込みラッチ３０４を内部に有する。書き込みラッ
チ３０４は、メモリアレイ３１０に接続される。また、メモリアレイは、数多くのアドレ
ス指定可能なブロックに配列される。あるバンクでデータを書き込みしている間に他のブ
ロックに対する読み出し処理を実行することができる。アレイのメモリセルは、不揮発性
メモリセルを使用してもよい。データ通信接続端子３０６は、プロセッサ３２０や他のメ
モリコントローラなどの外部デバイスと双方向通信を行うために使用される。
【０１１１】
データバッファ３３０は、データ通信端子に接続され、双方向データ通信の調整を行う。
このバッファは、従来のＦＩＦＯバッファ回路でもよく、パイプライン入出力バッファ回
路でもよい。書き込みラッチは、データバッファとメモリアレイとの間に接続され、デー
タ通信接続端子に供給されたデータをラッチする。また、制御回路は、アレイに対する読
み出し処理および書き込み処理を制御する。
【０１１２】
入力書き込みデータをラッチすることによって、データバス３０６（ＤＱ）が開放され、
このラッチされたデータを用いて書き込み処理が実行される。メモリに対する最初の書き
込み処理が実行されている間は、このメモリに対する後続する書き込み処理は禁止される
。しかしながら、バスは、メモリに対し、遅延時間を必要とすることなく、即座に読み出
し処理を実行することができる。
【０１１３】
本発明は、従来の入出力バッファアーキテクチャとは異なるアーキテクチャを有する。つ
まり、従来のメモリデバイスは、ＤＱ入力パスに入力バッファ、ＤＱ出力パスに出力バッ
ファを使用しているが、読み出し処理と書き込み処理の双方に同じクロックレイテンシを
必要とする。本発明では、ＤＱ接続端子と外部プロセッサとの間のインタフェースとして
機能する入出力バッファ回路を用いることができる。さらに、書き込みラッチにより、書
き込みパス（処理）をメモリの一領域に制限することができるとともに、データの読み出
し処理を他の領域で行うことができる。
【０１１４】
一実施の形態においては、シンクロナスメモリデバイスに対するデータ書き込み処理を行
う方法が提供される。この方法は、第１のクロックサイクルでプロセッサからの書き込み
コマンドおよび書き込みデータをシンクロナスメモリデバイスに供給するステップを含む
。次に、書き込みデータは、シンクロナスメモリデバイスの書き込みラッチに格納される
。書き込みデータは、書き込みラッチからシンクロナスメモリデバイスのメモリアレイに
コピーされ、書き込み処理が実行される。第１のクロックサイクルの直後の第２のクロッ
クサイクルでプロセッサからの読み出しコマンドがシンクロメモリデバイスに転送され、
メモリアレイに対する読み出し処理が開始する。
【０１１５】
さらに、本発明は、読み出し処理と、後続する書き込み処理との間にクロックレイテンシ
、即ち、ＣＡＳレイテンシを必要としない。図９に示すように、列読み出しサイクル（Ｔ
０）の直後のクロックサイクルＴ１でＬＣＲコマンド（４０Ｈ）が供給される。上述した
ように、書き込み処理コマンドシーケンスは、少なくとも３つのクロックサイクル、即ち
、ＬＣＲサイクル、活性化／行サイクル、さらに、書き込み／列サイクルを含む。読み出
し処理のレイテンシに応じて、バスの競合を回避するため、１つ以上のＮＯＰクロックサ
イクルを使用してもよい。つまり、本発明では、列読み出しコマンドサイクルとＬＣＲ書
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き込みサイクルとの間にレイテンシを必要としない。従って、本発明では、読み出し処理
から書き込み処理に切り替える際にレイテンシが存在せず、書き込み処理から読み出し処
理に切り替える際にクロックサイクル遅延が存在しないため、データバスの利用を効率化
することができる。
【０１１６】
結論
上述したように、シンクロナスフラッシュメモリは、不揮発性メモリセルのアレイを含む
。メモリアレイは、複数の行および複数の列に配列され、さらに、アドレスを指定可能な
ブロックに配列される。プロセッサやメモリコントローラ等の外部デバイスと双方向デー
タ通信を行うためにデータ通信接続端子が使用される。このデータ通信接続端子にデータ
バッファを接続することにより、双方向データ通信の調整を行うことができる。データバ
ッファとメモリアレイの間には、データ通信接続端子に供給されるデータをラッチするた
めの書き込みラッチが接続される。
【０１１７】
上述したように、メモリは、書き込みデータサイクルの後、ゼロバスターンアラウンドを
可能にする。つまり、書き込みデータサイクルの直後に読み出し処理を開始することがで
きる。シンクロナスメモリデバイスにおける処理を実行する方法の１つは、データ接続端
子で書き込みデータを受け取るステップと、書き込みデータを書き込みラッチにラッチす
るステップと、書き込みデータをラッチした後、データ接続端子を開放するステップとを
含む。書き込みデータが書き込みラッチからメモリセルに転送されている間にシンクロナ
スメモリデバイスに対する読み出し処理を実行することができる。さらに、メモリデバイ
スは、書き込み処理の間にクロックレイテンシを必要としない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１Ａは、本発明に係るシンクロナスフラッシュメモリを示すブロック図であ
り、図１Ｂは、本発明の一実施の形態に係る集積回路の端子接続を示す図であり、図１Ｃ
は、本発明の一実施の形態に係る集積回路のバンプグリッドアレイの配列を示す図である
。
【図２】　本発明の一実施の形態に係るモードレジスタを示す説明図である。
【図３】　ＣＡＳレイテンシが１、２、３クロックサイクルのときの読み出し処理を示す
動作説明図である。
【図４】　本発明の一実施の形態に係るメモリのバンクの特定の行を活性化する処理を示
す動作説明図である。
【図５】　活性化コマンドと読み出しコマンドまたは書き込みコマンドとの間のタイミン
グを示す説明図である。
【図６】　読み出しコマンドを示す説明図である。
【図７】　本発明の一実施の形態に係る連続した読み出しバーストのタイミングを示す図
である。
【図８】　本発明の一実施の形態に係るページ内でのランダム読み取りアクセスのタイミ
ングを示す図である。
【図９】　読み出し処理に続いて行われる書き込み処理のタイミングを示す図である。
【図１０】　本発明の一実施の形態において、バーストターミネートコマンドを用いて読
み出しバースト処理が終了するタイミングを示す図である。
【図１１】　書き込みコマンドを示す説明図である。
【図１２】　書き込み処理に続いて行われる読み出し処理のタイミングを示す図である。
【図１３】　本発明の一実施の形態に係るパワーダウン処理のタイミングを示す図である
。
【図１４】　バースト読み出しの際のクロックサスペンド処理のタイミングを示す図であ
る。
【図１５】　メモリが２つのブートセクタを有する実施の形態におけるメモリアドレスマ
ップを示す説明図である。



(35) JP 4524439 B2 2010.8.18

10

20

【図１６】　本発明の一実施の形態に係る自己同期書き込みシーケンスを示すフローチャ
ートである。
【図１７】　本発明の一実施の形態に係る完全な書き込みステータスチェックシーケンス
を示すフローチャートである。
【図１８】　本発明の一実施の形態に係る自己同期消去シーケンスを示すフローチャート
である。
【図１９】　本発明の一実施の形態に係る完全なブロック消去ステータスチェックシーケ
ンスを示すフローチャートである。
【図２０】　本発明の一実施の形態に係るブロック保護シーケンスを示すフローチャート
である。
【図２１】　本発明の一実施の形態に係る完全なブロックステータスチェックシーケンス
を示すフローチャートである。
【図２２】　本発明の一実施の形態に係るデバイス保護シーケンスを示すフローチャート
である。
【図２３】　本発明の一実施の形態に係るブロック保護解除シーケンスを示すフローチャ
ートである。
【図２４】　モードレジスタの初期化、ロード処理のタイミングを示す図である。
【図２５】　クロックサスペンドモード処理のタイミングを示す図である。
【図２６】　バースト読み出し処理のタイミングを示す図である。
【図２７】　バンク読み出しアクセスを交互に行うタイミングを示す図である。
【図２８】　フルページバースト読み出し処理のタイミングを示す図である。
【図２９】　データマスク信号を用いて行われるバースト読み出し処理のタイミングを示
す図である。
【図３０】　読み出し処理に続いて異なるバンクに対して読み出し処理を行うタイミング
を示す図である。
【図３１】　書き込み処理に続いて同一のバンクに対して読み出し処理を行うタイミング
を示す図である。
【図３２】　本発明のメモリシステムを示す図である。
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