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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部から与えられるデータ信号を受ける第１の端子と、
　前記データ信号に同期して前記データ信号の取込み時刻の基準として外部から与えられ
る第１のストローブ信号を受ける第２の端子と、
　前記第１のストローブ信号と相補な第２のストローブ信号を外部から受ける第３の端子
と、
　信号波形が表わす論理値が遷移する部分をエッジと称するとき、前記データ信号がハイ
レベルの場合に、前記第１、第２のストローブ信号の立ち上がりエッジを選択し、前記デ
ータ信号がローレベルの場合に、前記第１、第２のストローブ信号の立下りエッジを選択
して前記データ信号を取込み、内部データ信号を出力するデータ入力回路とを備え、
　前記データ入力回路は、
　前記第１のストローブ信号の立上りエッジおよび前記第２のストローブ信号の立上りエ
ッジに応じて前記データ信号のハイデータを取込むハイデータ取込信号を出力する第１の
取込制御回路と、
　前記第１のストローブ信号の立下りエッジおよび前記第２のストローブ信号の立下りエ
ッジに応じて前記データ信号のローデータを取込むローデータ取込信号を出力する第２の
取込制御回路と、
　前記ハイデータ取込信号に応じて前記ハイデータを取込む第１のデータ取込回路と、
　前記ローデータ取込信号に応じて前記ローデータを取込む第２のデータ取込回路と、



(2) JP 4683690 B2 2011.5.18

10

20

30

40

50

　前記ハイデータ取込信号と前記ローデータ取込信号のうち遅く入力された信号のいずれ
か一方のエッジをデータ取込エッジとして選択する信号選択回路と、
　前記信号選択回路によって選択された取込エッジにより前記第１、第２のデータ取込回
路の出力を取込み、前記内部データ信号を確定させるデータ保持回路とを含み、
　前記内部データ信号に応じて動作する内部回路をさらに備える、半導体装置。
【請求項２】
　前記信号選択回路は、
　前記ハイデータ取込信号のエッジが入力されたことを示す第１の情報を保持する第１の
保持回路と、
　前記ローデータ取込信号のエッジが入力されたことを示す第２の情報を保持する第２の
保持回路と、
　前記第１の保持回路が前記第１の情報を保持しており、かつ、前記第２の保持回路が前
記第２の情報を保持しているときに、前記データ取込エッジを出力するエッジ出力回路と
、
　前記エッジ出力回路の出力に応じて、前記第１、第２の保持回路を初期状態にリセット
するパルス発生回路とを有する、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記データ入力回路は、
　前記第１のストローブ信号を受けて、第１の内部取込信号および前記第１の内部取込信
号と相補な第１の相補内部取込信号を出力する第１の信号発生回路と、
　前記第２のストローブ信号を受けて、第２の内部取込信号および前記第２の内部取込信
号と相補な第２の相補内部取込信号を出力する第２の信号発生回路と、
　前記第１の取込制御回路は、前記第１の内部取込信号の立上りエッジおよび前記第２の
内部取込信号の立上りエッジにおいて前記ハイデータ取込信号を出力し、
　前記第２の取込制御回路は、前記第１の相補内部取込信号の立上りエッジおよび前記第
２の相補内部取込信号の立上りエッジにおいて前記ローデータ取込信号を出力する、請求
項１に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１の取込制御回路は、
　前記第１の内部取込信号の立上りエッジに応じてパルスを発生する第１のパルス発生回
路と、
　前記第２の内部取込信号の立上りエッジに応じてパルスを発生する第２のパルス発生回
路と、
　前記第１、第２のパルス発生回路の出力に応じて前記第１、第２のストローブ信号の立
上りエッジに応じたパルスを出力するパルス合成回路とを含む、請求項３に記載の半導体
装置。
【請求項５】
　前記データ入力回路は、
　前記データ信号を受けて中間データ信号と前記中間データ信号と相補な相補中間データ
信号とを出力する相補データ発生回路をさらに含み、
　前記第１のデータ取込回路は、前記中間データ信号を入力に受け、
　前記第２のデータ取込回路は、前記相補中間データ信号を入力に受ける、請求項１に記
載の半導体装置。
【請求項６】
　前記相補データ発生回路は、
　参照電位を負入力ノードに受け、前記データ信号を正入力ノードに受けて前記中間デー
タ信号を発生する第１の差動増幅回路と、
　前記参照電位を正入力ノードに受け、前記データ信号を負入力ノードに受けて前記相補
中間データ信号を発生する第２の差動増幅回路とを有する、請求項５に記載の半導体装置
。
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【請求項７】
　前記相補データ発生回路は、
　前記データ信号を参照電位と比較して前記中間データ信号および前記相補中間データ信
号を出力する差動増幅回路を有する、請求項５に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第１の端子は、第１の電源電位に抵抗を介して固定される外部データバスに接続さ
れ、
　前記内部回路の出力に応じて前記第１の端子を前記第１の電源電位と異なる第２の電源
電位に結合させるトランジスタをさらに備える、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項９】
　外部から与えられるデータ信号を受ける第１の端子と、
　前記データ信号に同期して前記データ信号の取込み時刻の基準として外部から与えられ
る第１のストローブ信号を受ける第２の端子と、
　前記第１のストローブ信号と相補な第２のストローブ信号を外部から受ける第３の端子
と、
　信号波形が表わす論理値が遷移する部分をエッジと称するとき、前記第１、第２のスト
ローブ信号の立上りエッジまたは立下りエッジから、前記データ信号のレベルに応じてデ
ータ取込エッジを選択し、前記データ取込エッジを基準に前記データ信号を取込み、内部
データ信号を出力するデータ入力回路とを備え、
　前記データ入力回路は、前記データ信号のレベルがハイレベルの場合には、前記第１、
第２のストローブ信号のうちの立上りエッジで前記取込み時刻を示す信号に応じて前記デ
ータ信号を取込み、前記データ信号のレベルがローレベルの場合には、前記第１、第２の
ストローブ信号のうち立下りエッジで前記取込み時刻を示す信号に応じて前記データ信号
を取込む、半導体装置。
【請求項１０】
　前記データ入力回路は、
　前記第１のストローブ信号の立上りエッジおよび前記第２のストローブ信号の立上りエ
ッジに応じて前記データ信号のハイデータを取込む第１のデータ取込回路と、
　前記第１のストローブ信号の立下りエッジおよび前記第２のストローブ信号の立下りエ
ッジに応じて前記データ信号のローデータを取込む第２のデータ取込回路と、
　前記第１、第２のデータ取込回路の出力を取込み、前記内部データ信号を確定させるデ
ータ保持回路とをさらに含む、請求項９に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、半導体装置に関し、より特定的には外部にデータバスが接続されるインター
フェイスを含む半導体装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体装置が用いられるシステムの高速化に伴い、たとえば、半導体装置のなかでも半導
体記憶装置では、データを外部から取込むために、データに同期して周期的に変化するデ
ータストローブ信号を用いる仕様が提案されている。データストローブ信号は、データの
送出側から出力され、プリント基板上をデータバスと平行に配置される信号線上を伝わっ
てデータを受信する半導体装置に入力される。
【０００３】
たとえば、現在の半導体装置、特にＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ（Double Data Rate Synchronous
 Dynamic Random Access Memory）では、データストローブ信号を授受する端子をチップ
に対して１つ備えている。
【０００４】
図３０は、従来のデータストローブ信号とデータの関係を説明するための波形図である。
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【０００５】
図３０を参照して、時刻ｔ１におけるストローブ信号ＳＴＲＢの立下りエッジにおいて、
データ信号ＤＱのＬ（ロー）レベルがラッチされ半導体装置に取込まれる。
【０００６】
時刻ｔ２では、ストローブ信号ＳＴＲＢの立上りエッジにおいて、データ信号ＤＱのＨ（
ハイ）レベルがラッチされ半導体装置に取込まれる。
【０００７】
時刻ｔ３では、時刻ｔ２における場合と異なり、ストローブ信号ＳＴＲＢの立上りエッジ
でデータＤＱのＬレベルを取込み、時刻ｔ４では、時刻ｔ１の場合と異なり、ストローブ
信号ＳＴＲＢの立下りエッジでデータＤＱのＨレベルを取込んでいる。
【０００８】
このように、データストローブが１本の場合には、データストローブの立上りエッジでデ
ータのＨ（ハイ）データ、Ｌ（ロー）データを取込み、同様に、データストローブの立下
りエッジでもデータのＨデータ、Ｌデータを取込む必要がある。
【０００９】
したがって、データストローブ信号に対して、立上りエッジ、立下りエッジ間のタイミン
グ精度が要求される。
【００１０】
そのため、現在、ストローブ信号を２つ使用してデータを取込むタイミングを決めようと
いうデファレンシャルデータストローブ方式が提案されている。
【００１１】
図３１は、デファレンシャルデータストローブによってデータを取込む説明をするための
動作波形図である。
【００１２】
図３１を参照して、２つのストローブ信号は、データに同期して送られる相補なストロー
ブ信号ＳＴＲＢ１、ＳＴＲＢ２である。半導体装置では、この相補なストローブ信号ＳＴ
ＲＢ１、ＳＴＲＢ２の波形の交点でデータを取込むタイミングを決定する。
【００１３】
時刻ｔ１において、ストローブ信号ＳＴＲＢ１の立下りエッジとストローブ信号ＳＴＲＢ
２の立上りエッジが交差する時刻で、データ信号ＤＱのＬレベルが半導体装置に取込まれ
る。
【００１４】
同様に、時刻ｔ２において、ストローブ信号ＳＴＲＢ１の立上りエッジとストローブ信号
ＳＴＲＢ２の立下りエッジが交差し、その時刻にデータ信号ＤＱのＨレベルが半導体装置
に取込まれる。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、デファレンシャルデータストローブ方式においては、ＳＳＯ（Simultaneo
usly Switching Output）と呼ばれる現象で発生するデータのスキューによりデータスト
ローブ信号の精度を高く保つことができない。
【００１６】
ＳＳＯについて簡単に説明する。半導体記憶装置のように、多数の出力端子を有するデバ
イスにおいては、多数の出力端子が同時にＨデータを出力すると、デバイス内で電源電位
が電圧降下を起こす。このため、出力されるＨデータが遅れる場合がある。また、多数の
出力端子が同時にＬデータを出力すると、デバイス内部で接地電位が浮き上がり、Ｌデー
タが遅れたりする。このような現象をＳＳＯという。
【００１７】
図３２は、ＳＳＯによるスキューを説明するための図である。
図３２を参照して、多数の出力端子が同時にＨデータを出力すると、デバイス内で電源電
位が電圧降下を起こす。このため、出力されるＨデータが遅れる。また、多数の出力端子
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が同時にＬデータを出力すると、デバイス内部で接地電位が浮き上がり、Ｌデータが遅れ
る。
【００１８】
図３３は、ＳＳＯが発生した場合のストローブ信号に対するデータのタイミングマージン
を説明するための図である。
【００１９】
図３３を参照して、データ信号ＤＱ１～ＤＱｎ－１がＨデータを出力し、このときにデー
タ信号ＤＱｎがＬデータを出力する場合を考える。ＳＳＯのため、データ信号ＤＱｎに対
してデータ信号ＤＱ１～ＤＱｎ－１が、スキューＴＤだけ遅れてデータが確定する。した
がって、時刻ｔ１においてデータ信号ＤＱｎがＬレベルに立下り、スキューＴＤ分だけ遅
れた時刻ｔ２においてデータ信号ＤＱ１～ＤＱｎ－１がＨレベルに立上がる。
【００２０】
続いて、データ信号ＤＱ１～ＤＱｎを取込むためのストローブ信号ＤＱＳは、データ信号
ＤＱ１～ＤＱｎが確定してから固定遅延時間Ｔｆｄ後の時刻ｔ３において変化する。
【００２１】
そして、時刻ｔ４においてデータ信号ＤＱｎがＬレベルからＨレベルに立上がる。
【００２２】
このようにデータ信号にＳＳＯによるスキューが生じた場合には、データをストローブ信
号ＤＱＳで取込むことができる有効なウィンドウは、スキューＴＤ分だけ狭まってしまう
。したがって、ストローブ信号の取込エッジに対してセットアップ時間Ｔｓおよびホール
ド時間Ｔｈはともに小さくなってしまう。
【００２３】
つまり、複数の出力端子から出力されるデータの組合せによって、データが出力されるタ
イミングが早かったり遅かったりする。したがって、ストローブ信号ＳＴＲＢ１、ＳＴＲ
Ｂ２が仮に正しいタイミングで出力された場合でも、このＳＳＯによるスキューＴＤ分だ
けデータを取込むタイミングを調整しなければ正しくデータが取込めないという問題点が
あった。
【００２４】
また、従来のシステムでは、端子をプルアップする出力トランジスタおよびプルダウンす
る出力トランジスタを持つデバイスにおいては、両方の特性を合わせる必要がある。しか
し、以下２つの問題があり調整が非常に難しい。
【００２５】
第１には、プルアップトランジスタとプルダウントランジスタの回路特性が異なる点が問
題となる。たとえば、出力トランジスタとして、ＮチャネルＭＯＳトランジスタを使用す
る場合、プルダウン用として使うときには主として非飽和領域で動作する。一方、プルア
ップ用として使うときには、主として飽和領域で動作する。
【００２６】
第２には、プルアップトランジスタとプルダウントランジスタがプロセスによる相異なる
変動をするという点が問題となる。たとえば、プルアップ用としてＰチャネルＭＯＳトラ
ンジスタ、プルダウン用としてＮチャネルＭＯＳトランジスタを使うときには、製造ばら
つきがＰチャネルＭＯＳトランジスタ、ＮチャネルＭＯＳトランジスタで異なってしまう
。
【００２７】
さらに、従来のオープンドレインシステムではプルダウントランジスタしか持っておらず
、立上り時間はターミネーションの抵抗によって定まる。このため、出力信号の立上り波
形と立下り波形の遅延時間を合せ込むことは非常に難しい。
【００２８】
この発明の目的は、出力されるデータの極性によってデータの遅延量が変化する場合でも
正しく高速にデータを取込むことができる半導体装置を提供することである。
【００２９】
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【課題を解決するための手段】
　本発明のある局面における半導体装置は、外部から与えられるデータ信号を受ける第１
の端子と、データ信号に同期してデータ信号の取込み時刻の基準として外部から与えられ
る第１のストローブ信号を受ける第２の端子と、第１のストローブ信号と相補な第２のス
トローブ信号を外部から受ける第３の端子と、信号波形が表わす論理値が遷移する部分を
エッジと称するとき、データ信号がハイレベルの場合に、第１、第２のストローブ信号の
立ち上がりエッジを選択し、データ信号がローレベルの場合に、第１、第２のストローブ
信号の立下りエッジを選択してデータ信号を取込み、内部データ信号を出力するデータ入
力回路とを備え、データ入力回路は、第１のストローブ信号の立上りエッジおよび第２の
ストローブ信号の立上りエッジに応じてデータ信号のハイデータを取込むハイデータ取込
信号を出力する第１の取込制御回路と、第１のストローブ信号の立下りエッジおよび第２
のストローブ信号の立下りエッジに応じてデータ信号のローデータを取込むローデータ取
込信号を出力する第２の取込制御回路と、ハイデータ取込信号に応じてハイデータを取込
む第１のデータ取込回路と、ローデータ取込信号に応じてローデータを取込む第２のデー
タ取込回路と、ハイデータ取込信号とローデータ取込信号のうち遅く入力された信号のい
ずれか一方のエッジをデータ取込エッジとして選択する信号選択回路と、信号選択回路に
よって選択された取込エッジにより第１、第２のデータ取込回路の出力を取込み、内部デ
ータ信号を確定させるデータ保持回路とを含み、内部データ信号に応じて動作する内部回
路をさらに備える。
【００３８】
　この発明の他の局面における半導体装置は、外部から与えられるデータ信号を受ける第
１の端子と、データ信号に同期してデータ信号の取込み時刻の基準として外部から与えら
れる第１のストローブ信号を受ける第２の端子と、第１のストローブ信号と相補な第２の
ストローブ信号を外部から受ける第３の端子と、信号波形が表わす論理値が遷移する部分
をエッジと称するとき、第１、第２のストローブ信号の立上りエッジまたは立下りエッジ
から、前記データ信号のレベルに応じてデータ取込エッジを選択し、データ取込エッジを
基準にデータ信号を取込み、内部データ信号を出力するデータ入力回路とを備え、データ
入力回路は、データ信号のレベルがハイレベルの場合には、第１、第２のストローブ信号
のうちの立上りエッジで取込み時刻を示す信号に応じてデータ信号を取込み、データ信号
のレベルがローレベルの場合には、第１、第２のストローブ信号のうち立下りエッジで取
込み時刻を示す信号に応じてデータ信号を取込む。
【００４８】
【発明の実施の形態】
以下において、本発明の実施の形態について図面を参照して詳しく説明する。なお、図中
同一符号は同一または相当部分を示す。
【００４９】
［実施の形態１］
図１は、本発明の実施の形態１の半導体装置１の構成を示す概略ブロック図である。
【００５０】
図１を参照して、半導体装置１は、各々が行列状に配列される複数のメモリセルを有する
メモリアレイバンク１４＃０～１４＃３と、外部から与えられるアドレス信号Ａ０～Ａ１
２およびバンクアドレス信号ＢＡ０～ＢＡ１をクロック信号ＣＬＫＩに同期して取込み、
内部行アドレス、内部列アドレスおよび内部バンクアドレスを出力するアドレスバッファ
２と、外部からクロック信号ＣＬＫおよびクロックイネーブル信号ＣＫＥを受けて半導体
記憶装置内部で用いられるクロック信号ＣＬＫＩ、ＣＬＫＱを出力するクロックバッファ
４と、外部から与えられる制御信号／ＣＳ、／ＲＡＳ、／ＣＡＳ、／ＷＥおよびマスク信
号ＤＱＭＵ／Ｌをクロック信号ＣＬＫＩに同期して取込む制御信号入力バッファ６とを含
む。
【００５１】
半導体記憶装置１は、さらに、アドレスバッファ２から内部アドレス信号を受け、かつ、
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制御信号入力バッファ６からクロック信号に同期化された制御信号ｉｎｔ．ＲＡＳ、ｉｎ
ｔ．ＣＡＳ、ｉｎｔ．ＷＥを受けてクロック信号ＣＬＫＩに同期して各ブロックに制御信
号を出力するコントロール回路と、コントロール回路で認識された動作モードを保持する
モードレジスタとを含む。図１においては、コントロール回路とモードレジスタとを１つ
のブロック８で示す。
【００５２】
コントロール回路は、内部バンクアドレス信号ｉｎｔ．ＢＡ０、ｉｎｔ．ＢＡ１をデコー
ドするバンクアドレスデコーダと制御信号ｉｎｔ．ＲＡＳ、ｉｎｔ．ＣＡＳ、ｉｎｔ．Ｗ
Ｅを受けてデコードするコマンドデコーダとを含んでいる。
【００５３】
半導体記憶装置１は、さらに、メモリアレイバンク１４＃０～１４＃３にそれぞれ対応し
て設けられ、アドレスバッファ２から与えられた行アドレス信号Ｘをデコードする行デコ
ーダと、これらの行デコーダの出力信号に従ってメモリアレイバンク１４＃０～１４＃３
の内部のアドレス指定された行（ワード線）を選択状態へ駆動するためのワードドライバ
とを含む。図１では、行デコーダとワードドライバをまとめてブロック１０＃０～１０＃
３として示す。
【００５４】
半導体記憶装置１は、さらに、アドレスバッファ２から与えられた内部列アドレス信号Ｙ
をデコードして列選択信号を発生する列デコーダ１２＃０～１２＃３と、メモリアレイバ
ンク１４＃０～１４＃３の選択行に接続されるメモリセルのデータの検知および増幅を行
なうセンスアンプ１６＃０～１６＃３とを含む。
【００５５】
半導体記憶装置１は、さらに、外部から書込データを受けて内部書込データを生成する入
力バッファ２２と、入力バッファ２２からの内部書込データを増幅して選択メモリセルへ
伝達するライトドライバと、選択メモリセルから読出されたデータを増幅するプリアンプ
と、このプリアンプからのデータをさらにバッファ処理して外部に出力する出力バッファ
２０とを含む。
【００５６】
プリアンプおよびライトドライバはメモリアレイバンク１４＃０～１４＃３に対応してそ
れぞれ設けられている。図１では、プリアンプとライトドライバは１つのブロックとして
ブロック１８＃０～１８＃３として示される。
【００５７】
入力バッファ２２は、外部から端子に与えられるデータＤＱ０～ＤＱ１５を互いに相補な
ストローブ信号ＳＴＲＢ１、ＳＴＲＢ２に応じて内部に取込む。このストローブ信号ＳＴ
ＲＢ１、ＳＴＲＢ２は、半導体記憶装置１に対してデータを出力する他の半導体装置等が
、データと同期して出力するデータの取込時刻の基準となる信号である。半導体記憶装置
１は、外部からデータと並行して伝達され、２つの端子にそれぞれ与えられるストローブ
信号ＳＴＲＢ１、ＳＴＲＢ２を受けとり、データ信号の取込基準とする。
【００５８】
半導体記憶装置１は、さらに、参照電位Ｖｒｅｆを発生するＶｒｅｆ発生回路２４を含む
。参照電位Ｖｒｅｆは入力バッファに入力され、データを取り込む際のしきい値の基準と
なる。
【００５９】
出力バッファ２０は、半導体記憶装置１が外部にデータを出力するときには、クロック信
号ＣＬＫＱに同期してデータＤＱ０～ＤＱ１５を出力するとともに、このデータ信号を他
の半導体装置が取込むためのストローブ信号ＳＴＲＢ１、ＳＴＲＢ２を外部に出力する。
【００６０】
図２は、図１に示した入力バッファ２２の構成を示す回路図である。
図２を参照して、入力バッファ２２は、ストローブ信号ＳＴＲＢ１および参照電位Ｖｒｅ
ｆを受けて相補な内部ストローブ信号ＩＳＴＲＢ１、／ＩＳＴＲＢ１を出力する内部スト
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ローブ発生回路３４と、ストローブ信号ＳＴＲＢ２および参照電位Ｖｒｅｆを受けて内部
ストローブ信号ＩＳＴＲＢ２、／ＩＳＴＲＢ２を出力する内部ストローブ発生回路３６と
、内部ストローブ信号ＩＳＴＲＢ１、／ＩＳＴＲＢ１、ＩＳＴＲＢ２、／ＩＳＴＲＢ２を
受けてＨデータ取込用のストローブ信号ＳＴＨおよびＬデータ取込用のストローブ信号Ｓ
ＴＬを出力する変換回路３８とを含む。
【００６１】
入力バッファ２２は、さらに、データ信号ＤＱｎおよび参照電位Ｖｒｅｆを受けて相補な
内部データＤＱＨ、ＤＱＬを出力する相補データ発生回路３２と、Ｈデータである内部デ
ータＤＱＨをストローブ信号ＳＴＨに応じて取込むデータ取込回路４０と、Ｌデータであ
る内部データＤＱＬをストローブ信号ＳＴＬに応じて取込むデータ取込回路４２とを含む
。
【００６２】
データがＨレベルである場合はそのままの極性でデータが取り込まれ、データがＬレベル
である場合はデータが反転して内部に取込まれ、データが伝達されるので、データの極性
が内部の処理に与える影響を少なくすることができる。
【００６３】
入力バッファ２２は、さらに、ストローブ信号ＳＴＨ、ＳＴＬのうち遅い方のストローブ
信号を選択する信号選択回路４４と、信号選択回路４４の出力に応じてデータ取込回路４
０、４２のデータを取込むデータラッチ回路４６とを含む。データラッチ回路４６からは
内部データＩＤＱｎが出力される。
【００６４】
相補データ発生回路３２は、データ信号ＤＱｎを＋入力ノードに受け参照電位Ｖｒｅｆを
－入力ノードに受けて内部データ信号ＤＱＨを出力する差動増幅回路４８と、参照電位Ｖ
ｒｅｆを＋入力ノードに受けデータ信号ＤＱｎを－入力ノードに受ける差動増幅回路５０
とを含む。
【００６５】
内部ストローブ発生回路３４は、ストローブ信号ＳＴＲＢ１を＋入力ノードに受け参照電
位Ｖｒｅｆを－入力ノードに受け内部ストローブ信号ＩＳＴＲＢ１を出力する差動増幅回
路５２と、参照電位Ｖｒｅｆを＋入力ノードに受けストローブ信号ＳＴＲＢ１を－入力ノ
ードに受け内部ストローブ信号／ＩＳＴＲＢ１を出力する差動増幅回路５４とを含む。
【００６６】
内部ストローブ発生回路３６は、ストローブ信号ＳＴＲＢ２を＋入力ノードに受け参照電
位Ｖｒｅｆを－入力ノードに受け内部ストローブ信号ＩＳＴＲＢ２を出力する差動増幅回
路５６と、参照電位Ｖｒｅｆを＋入力ノードに受けストローブ信号ＳＴＲＢ２を－入力ノ
ードに受け内部ストローブ信号／ＩＳＴＲＢ２を出力する差動増幅回路５８とを含む。
【００６７】
変換回路３８は、内部ストローブ信号ＩＳＴＲＢ１、ＩＳＴＲＢ２を受けて、Ｈデータを
取込むストローブ信号ＳＴＨを出力する取込制御回路６０と、内部ストローブ信号／ＩＳ
ＴＲＢ１、／ＩＳＴＲＢ２を受けて、Ｌデータを取込むストローブ信号ＳＴＬを出力する
取込制御回路６２とを含む。
【００６８】
図３は、図２における差動増幅回路４８の構成を示す回路図である。
図３を参照して、差動増幅回路４８は、参照電位Ｖｒｅｆをゲートに受けるＮチャネルＭ
ＯＳトランジスタ７６と、ＮチャネルＭＯＳトランジスタ７６のドレインにゲートおよび
ドレインが接続されソースが電源ノードに接続されるＰチャネルＭＯＳトランジスタ７２
と、ＮチャネルＭＯＳトランジスタ７６のドレインとゲートが接続され電源ノードにソー
スが接続されるＰチャネルＭＯＳトランジスタ７４と、入力信号ＩＮをゲートに受けてソ
ースがＮチャネルＭＯＳトランジスタ７６のソースと接続され、ドレインがＰチャネルＭ
ＯＳトランジスタ７４のドレインと接続されるＮチャネルＭＯＳトランジスタ７８と、信
号ＢＩＡＳをゲートに受けＮチャネルＭＯＳトランジスタ７６のソースと接地ノードとの
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間に接続されるＮチャネルＭＯＳトランジスタ８０と、ＮチャネルＭＯＳトランジスタ７
８のドレインの電位を入力に受けて反転し、出力信号ＯＵＴを出力するインバータ８２と
を含む。
【００６９】
なお、図２の差動増幅回路５０～５８は、差動増幅回路４８と同様な構成を有するため説
明は繰返さない。
【００７０】
図４は、図２における変換回路３８の構成を示す回路図である。
図４を参照して、変換回路３８は、取込制御回路６０、６２を含む。
【００７１】
取込制御回路６０は、ストローブ信号ＩＳＴＲＢ１を受けてその立上りに応じてパルスを
発生するパルス発生回路９２と、内部ストローブ信号ＩＳＴＲＢ２の立上りに応じてパル
スを発生するパルス発生回路９４と、パルス発生回路９２、９４の出力を受けてストロー
ブ信号ＳＴＨを出力するＯＲ回路９６とを含む。
【００７２】
取込制御回路６２は、内部ストローブ信号／ＩＳＴＲＢ１の立上りに応じてパルスを発生
するパルス発生回路９８と、内部ストローブ信号／ＩＳＴＲＢ２の立上りに応じてパルス
を発生するパルス発生回路１００と、パルス発生回路９８、１００の出力を受けてストロ
ーブ信号ＳＴＬを出力するＯＲ回路１０２とを含む。
【００７３】
なお、図４では、差動増幅回路の出力からワンショットパルスを生成し、ワンショットパ
ルスのＯＲを取る方法を示したが、他にも、データの取込トリガにストローブ信号ＳＴＲ
Ｂ１、ＳＴＲＢ２のエッジを使ったトリガ方式、すなわちいわゆるエッジトリガ方式を用
いる回路を使用しても良い。
【００７４】
図５は、図２におけるデータ取込回路４０の構成を示す回路図である。
図５を参照して、データ取込回路４０は、データ入力ＤＩＮを受けて反転するインバータ
１１２と、ストローブ信号入力ＳＴを受けて反転するインバータ１１４と、インバータ１
１２の出力を一方の入力に受けるＮＡＮＤ回路１１８と、インバータ１１４の出力および
ＮＡＮＤ回路１１８の出力を受けてデータ出力信号ＤＯＵＴを出力するＮＡＮＤ回路１１
６とを含む。
【００７５】
ＮＡＮＤ回路１１８の他方の入力には、データ出力信号ＤＯＵＴが与えられる。
【００７６】
なお、図２におけるデータ取込回路４２は、データ取込回路４０と同様な構成を有するた
め説明は繰返さない。
【００７７】
図６は、図２における信号選択回路４４の構成を示す回路図である。
図６を参照して、信号選択回路４４は、ストローブ信号ＳＴＨを受けて反転するインバー
タ１３２と、ストローブ信号ＳＴＬを受けて反転するインバータ１３４と、交差結合型の
フリップフロップを構成するＮＡＮＤ回路１３８、１３６と、交差結合型のフリップフロ
ップを構成するＮＡＮＤ回路１４２、１４０と、ＮＡＮＤ回路１３８の出力およびＮＡＮ
Ｄ回路１４２の出力を受けて、信号選択回路４４の出力である信号ＯＵＴを出力するＮＯ
Ｒ回路１４４と、信号ＯＵＴを受けて遅延させる遅延回路１４６と、遅延回路１４６の出
力から一定幅のＬレベルのパルスを発生するパルス発生回路１４８とを含む。
【００７８】
ＮＡＮＤ回路１３８、１４２にはパルス発生回路１４８の出力が与えられ、ＮＡＮＤ回路
１３６にはインバータ１３２の出力が与えられ、ＮＡＮＤ回路１４０にはインバータ１３
４の出力が与えられる。
【００７９】
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信号選択回路４４の動作を簡単に説明する。
初期状態において、パルス発生回路１４８の出力は図示しないパワーオンリセット信号等
により一旦Ｌレベルにされる。ＮＡＮＤ回路１３８、１３６により構成されるフリップフ
ロップ、ＮＡＮＤ回路１４０、１４２により構成されるフリップフロップは、ともに出力
がＨレベルとなり、信号ＯＵＴはＬレベルとなる。
【００８０】
その後、パルス発生回路１４８のリセットが解除され出力はＨレベルになる。この状態で
選択回路４４はストローブ信号の入力を待つ待機状態となる。
【００８１】
次に、ストローブ信号ＳＴＨがＨレベルになると、ＮＡＮＤ回路１３８の出力は、Ｌレベ
ルになる。この時は、まだ信号ＯＵＴは変化しない。
【００８２】
さらに、ストローブ信号ＳＴＬがＨレベルになると、ＮＡＮＤ回路１４２の出力は、Ｌレ
ベルになる。すると、ＮＯＲ回路１４４の入力はともにＬレベルとなり信号ＯＵＴは、Ｈ
レベルに立上がる。すなわち、２つのストローブ信号のうち遅く入力されたストローブ信
号のエッジで信号ＯＵＴが立上がる。
【００８３】
信号ＯＵＴは遅延回路１４６を経由して、パルス発生回路１４８に伝達される。パルス発
生回路１４８は、信号ＯＵＴの立上りに応じて所定時間Ｌレベルとなるパルスを発生する
。すると、ＮＡＮＤ回路１３８、１３６により構成されるフリップフロップ、ＮＡＮＤ回
路１４０、１４２により構成されるフリップフロップは、ともに出力がＨレベルとなり、
信号ＯＵＴはＬレベルとなる。そして、再び、選択回路４４はストローブ信号の入力を待
つ待機状態となる。
【００８４】
図７は、データラッチ回路４６の構成を示す回路図である。
図７を参照して、データラッチ回路４６は、３入力のＮＡＮＤ回路１２２、１２４を含む
。ＮＡＮＤ回路１２２は、ＮＡＮＤ回路１２４の出力、データ取込回路４０の出力および
信号選択回路４４の出力を受けて内部データ信号ＩＤＱｎを出力する。ＮＡＮＤ回路１２
４は、データ取込回路４２の出力、信号選択回路４４の出力および内部データ信号ＩＤＱ
ｎを受けＮＡＮＤ回路１２２の入力に対して信号を出力する。
【００８５】
図８は、図２に示した入力バッファ２２が信号を取込む説明をするための動作波形図であ
る。
【００８６】
図２、図８を参照して、時刻ｔ１において外部からＬレベルのデータ信号ＤＱｎが与えら
れると、信号選択回路４４によって、ストローブＳＴＲＢ１の立下りに応じて発生された
信号によってデータ信号ＤＱｎのＬレベルが内部データＩＤＱｎとして内部に取込まれる
。
【００８７】
時刻ｔ２において、データ信号ＤＱｎがＨレベルになるときには、信号選択回路４４によ
ってストローブ信号ＳＴＲＢ１の立上りに応じて発生された信号によってデータ信号ＤＱ
ｎのＨレベルが内部データ信号ＩＤＱｎとして取込まれる。
【００８８】
時刻ｔ３においても、同様に、ストローブ信号ＳＴＲＢ１の立下りエッジに応じてデータ
信号ＤＱｎのＬレベルが取込まれる。
【００８９】
時刻ｔ４では、データ信号がＬレベルであるが、データストローブ信号ＳＴＲＢ１のエッ
ジは立上りエッジである。このような場合には、ストローブ信号ＳＴＲＢ２の立下りエッ
ジに応じて発生される信号でデータ信号ＤＱｎのＬレベルが半導体装置に取込まれる。
【００９０】
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また、時刻ｔ５においては、データ信号ＤＱｎはＨレベルであり、このときストローブ信
号ＳＴＲＢ１は立下りエッジである。このような場合には、ストローブ信号ＳＴＲＢ２の
立上りエッジに応じてデータ信号ＤＱｎのＨレベルが取込まれる。
【００９１】
すなわち、Ｈデータの取込は、その時点におけるデータストローブ信号ＳＴＲＢ１、ＳＴ
ＲＢ２のうちの立上りエッジであるものを使用してデータを取込む。反対に、データがＬ
である場合には、データストローブ信号ＳＴＲＢ１、ＳＴＲＢ２のうち立下りエッジであ
るものを使いデータを取込む。
【００９２】
このように、入力されたデータに応じてデータストローブ信号の取込エッジを選択する。
【００９３】
図９は、取込エッジとデータの遅延との関係を説明するための図である。
図９を参照して、時刻ｔ１においては、入力されてくるＬデータが半導体装置に到達する
。このときＬデータに対するＳＳＯやシステムバス線上での悪影響は、ストローブ信号Ｓ
ＴＲＢ１の立下りエッジに対する影響と同じである。
【００９４】
したがって、データの遅延時間とストローブ信号ＳＴＲＢ１の遅延時間は同じであるため
、内部取込タイミングの調整をほとんどする必要がなくなる。
【００９５】
同様に、Ｈデータが伝達されてきた場合には、２つの相補なストローブ信号のうち立上り
エッジにあるものを使用すれば、同様に、伝達されたデータの取込のミスを少なくするこ
とができる。
【００９６】
［実施の形態２］
図１０は、本発明の実施の形態２において用いられる入力バッファ１２２の構成を示す回
路図である。
【００９７】
図１０を参照して、入力バッファ１２２は、図２に示した入力バッファ２２の構成におい
て、相補データ発生回路３２に代えて差動増幅回路１５２を備え、内部ストローブ発生回
路３４に代えて差動増幅回路１５４を備え、内部ストローブ発生回路３６に代えて差動増
幅回路１５６を備える点が実施の形態１の半導体装置と異なる。
【００９８】
他の構成は、図２に示した入力バッファ２２と同様であるので説明は繰返さない。
【００９９】
図１１は、図１０における差動増幅回路１５２の構成を示す回路図である。
図１１を参照して、差動増幅回路１５２は、参照電位Ｖｒｅｆをゲートに受けるＮチャネ
ルＭＯＳトランジスタ１７６と、ゲートおよびドレインがＮチャネルＭＯＳトランジスタ
１７６のドレインと接続されソースが電源ノードに接続されるＰチャネルＭＯＳトランジ
スタ１７２と、ゲートがＮチャネルＭＯＳトランジスタ１７６のドレインと接続されソー
スが電源ノードに接続されるＰチャネルＭＯＳトランジスタ１７４と、ゲートに入力信号
ＩＮを受けＰチャネルＭＯＳトランジスタ１７４のドレインとＮチャネルＭＯＳトランジ
スタ１７６のソースとの間に接続されるＮチャネルＭＯＳトランジスタ１７８と、Ｎチャ
ネルＭＯＳトランジスタ１７６のソースと接地ノードとの間に接続され、ゲートに信号Ｂ
ＩＡＳを受けるＮチャネルＭＯＳトランジスタ１８０とを含む。
【０１００】
ＮチャネルＭＯＳトランジスタ１７６のドレインからは出力信号ＯＵＴが出力され、Ｎチ
ャネルＭＯＳトランジスタ１７８のドレインからは出力信号ＯＵＴと相補な反転出力信号
／ＯＵＴが出力される。差動増幅回路１５４および１５６も同様の構成である。
【０１０１】
以上説明したような構成を取ることにより、実施の形態１の場合よりも回路規模を削減し
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、同様な効果を得ることができる。
【０１０２】
［実施の形態３］
図１２は、実施の形態３の半導体装置１８２の構成を示す回路図である。
【０１０３】
図１２を参照して、半導体装置１８２は、端子から入力されてくるデータを内部に取込む
入力バッファ１８６と、データ端子を駆動するためにデータ端子と接地ノードとの間に接
続されるＮチャネルＭＯＳトランジスタ１８４とを含む。
【０１０４】
入力バッファ１８６は、実施の形態１および実施の形態２で示したようなストローブ信号
に応じてデータを取込む入力バッファである。
【０１０５】
データ端子に接続されるデータバスは抵抗１８８によって所定の電位に結合されている。
このようなデータバスに用いられる出力として、データ端子を内部で接地ノードに結合す
る素子のみを設けた出力端子をオープンドレイン端子といい、このようなインターフェイ
スをオープンドレイン型インターフェイスと呼ぶ。
【０１０６】
データバスには、他の半導体装置１９０が接続されており、この他の半導体装置１９０も
ストローブ信号によりデータを取込む入力バッファ１９４と、端子を接地ノードに内部で
結合するためのトランジスタ１９２とを含む。
【０１０７】
このようなオープンドレイン型インターフェイスにおいては、データの立上り時間は、抵
抗１８８で決定され、データの立下り時間は、トランジスタ１８４、１９２によって決定
される。データバスの放電はデータ出力を行なう半導体装置の出力トランジスタにより行
なわれ、データバスの充電は抵抗１８８によって行なわれるため、データの立上り時の遅
延時間と立下り時の遅延時間との間に差が出やすい。このようなインターフェイスにおい
ては、データの極性によりストローブ信号のエッジを選択することは特に有効である。
【０１０８】
［実施の形態４］
図１３は、入力されるデータの特性に応じてストローブ信号の極性を選択して取込動作を
行なう説明をするための波形図である。
【０１０９】
図１３を参照して、図３３で説明されたように、データ信号ＤＱ１～ＤＱｎの間にはスキ
ューＴＤが生じている。ストローブ信号ＤＱＳ，／ＤＱＳは、データ信号の有効な部分を
取込むためにデータ信号の確定に対して所定の固定遅延時間Ｔｆｄだけ遅れて取込エッジ
が受信側に到達するように考慮されている。
【０１１０】
しかし、ストローブ信号の極性によってデータ信号の場合と同様なスキューが生じるため
、ストローブ信号ＤＱＳとストローブ信号／ＤＱＳとの間にもスキューＴＤが生する。
【０１１１】
　ただし、ＳＳＯによってデータとストローブ信号に生じる遅延時間は、データの極性に
よって双方にほぼ一律に生じると考えられる。そこで、ＬレベルからＨレベルに立上がる
データ信号ＤＱ１～ＤＱｎ－１に対しては、確定するデータに対応してＬレベルからＨレ
ベルに立上がるエッジが入力されるストローブ信号ＤＱＳを使用すれば、データの確定し
た時刻ｔ２とストローブ信号の取込エッジの時刻ｔ３との時間差はＳＳＯが発生しても固
定遅延時間Ｔｆｄにほぼ保たれる。
【０１１２】
同様に、ＨレベルからＬレベルに立下がるデータ信号ＤＱｎとストローブ信号／ＤＱＳと
の間にも同様の関係がある。
【０１１３】
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時刻ｔ１においてデータ信号ＤＱｎがＨレベルからＬレベルに立下り、続いて時刻ｔ２に
おいてスキューＴＤだけ遅れてデータ信号ＤＱ１～ＤＱｎ－１が立上がる。
【０１１４】
　図１３では、スキューＴＤと固定遅延時間Ｔｆｄとがちょうど同じ時間となっているの
で、時刻ｔ２において、ストローブ信号／ＤＱＳがＨレベルからＬレベルに立下がってい
る。このストローブ信号／ＤＱＳの立下りエッジでデータ信号ＤＱｎを取込めば、セット
アップ時間はＴｓ１となり、ホールド時間はＴｈ１となる。
【０１１５】
続いてストローブ信号／ＤＱＳからスキュー時間ＴＤだけ遅れて時刻ｔ３にストローブ信
号ＤＱＳがＬレベルからＨレベルに立上がる。ストローブ信号ＤＱＳの立上りエッジでデ
ータ信号ＤＱ１～ＤＱｎ－１を取込めば、セットアップ時間はＴｓ２となり、ホールド時
間はＴｈ２となる。
【０１１６】
このようにデータの極性によって取込に使用するストローブ信号を選択すれば、図３３に
示した場合よりもセットアップ時間およびホールド時間のマージンが広がることになる。
【０１１７】
しかし、必ずしも常にデータの極性によって取込むストローブ信号を選択する必要はない
。ある時刻においてデータがＬレベルであったとすると、続いて出力されるデータによっ
て波形に生じる変化はＬレベルからＨレベルに遷移するか、それともＬレベルのままデー
タが保持されるかのどちらかである。
【０１１８】
データがＬレベルのまま保持される場合には、データはストローブ信号の前は１データ区
間変化していないということであるので、ストローブ信号はどちらの極性のものを用いて
も先に説明したセットアップ時間には問題は生じない。
【０１１９】
一方、データがＬレベルからＨレベルに遷移した場合には、図１３で説明したように、デ
ータと同様にＬレベルからＨレベルに遷移するストローブ信号でデータを取込むべきであ
る。
【０１２０】
同様に考えて、前状態のデータがＨレベルの場合に、引続きデータとしてＨレベルが出力
される場合にはストローブ信号はいずれの極性のストローブ信号を用いてもよい。データ
がＨレベルからＬレベルに遷移する場合にはストローブ信号もＨレベルからＬレベルに遷
移するものを用いるべきである。
【０１２１】
図１４は、本発明の実施の形態４の入力バッファ２００の構成を示すブロック図である。
【０１２２】
図１４を参照して、入力バッファ２００は、ストローブ信号ＳＴＲＢ１と参照電位Ｖｒｅ
ｆとを受けて相補なストローブ信号ＤＱＳ１およびＺＤＱＳ１を出力する差動増幅回路２
０２と、ストローブ信号ＳＴＲＢ２と参照電位Ｖｒｅｆとを受けて相補なストローブ信号
ＤＱＳ２，ＺＤＱＳ２を出力する差動増幅回路２０４と、参照電位Ｖｒｅｆを第１の入力
に受けデータ信号ＤＱ１～ＤＱｎを第２の入力にそれぞれ受けるデータ入力回路２０６～
２１０とを含む。データ入力回路２０６～２１０は、４つのストローブ信号ＤＱＳ１、Ｚ
ＤＱＳ１、ＤＱＳ２、ＺＤＱＳ２に応じてデータを取り込み、それぞれ内部データ信号Ｉ
Ｄ１ａ，ＩＤ１ｂ～ＩＤｎａ，ＩＤｎｂを出力する。
【０１２３】
差動増幅回路２０２，２０４は、図１１に示した差動増幅回路１５２と同様な構成を示し
ており、説明は繰返さない。
【０１２４】
図１５は、図１４に示したデータ入力回路２１０の構成を示したブロック図である。
【０１２５】
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図１５を参照して、データ入力回路２１０は、データ信号ＤＱｎと参照電位Ｖｒｅｆとを
受けて信号Ｓ１を出力する差動増幅回路２１２と、信号Ｓ１をストローブ信号ＤＱＳ１，
ＺＤＱＳ１に応じて取込むラッチ回路２１４と、信号Ｓ１をストローブ信号ＤＱＳ２，Ｚ
ＤＱＳ２に応じて取込むラッチ回路２１６と、ラッチ回路２１４の出力およびラッチ回路
２１６の出力を受け、いずれか一方を出力するセレクタ２１７と、セレクタ２１７の出力
を保持して内部データ信号ＩＤｎａ，ＩＤｎｂとして出力するラッチ回路２２１とを含む
。
【０１２６】
データ入力回路２１０は、さらに、ストローブ信号ＤＱＳ１，ＺＤＱＳ１，ＤＱＳ２，Ｚ
ＤＱＳ２を受けてそれぞれの波形のエッジでパルス信号を発生するパルス発生回路２２６
と、パルス発生回路２２６の出力および内部データ信号ＩＤｎａ，ＩＤｎｂを受けて選択
信号ＳＥＬ１Ｒ，ＳＥＬ２Ｆ，ＳＥＬ１Ｆ，ＳＥＬ２Ｒを出力する選択信号発生回路２２
８とを含む。
【０１２７】
セレクタ２１７は、ラッチ回路２１４の出力する信号Ｓ２およびラッチ回路２１６の出力
する信号Ｓ５を受け、選択信号ＳＥＬ１Ｒ，ＳＥＬ２Ｆに応じていずれか一方を信号Ｓ６
として出力するセレクタ２１８と、ラッチ回路２１４の出力する信号Ｓ３とラッチ回路２
１６の出力する信号Ｓ４とを受け、いずれか一方を選択信号ＳＥＬ１Ｆ，ＳＥＬ２Ｒに応
じて信号Ｓ７として出力するセレクタ２２０とを含む。
【０１２８】
ラッチ回路２２１は、信号Ｓ６を保持して内部データ信号ＩＤｎａとして出力するラッチ
回路２２２と、信号Ｓ７を保持して内部データ信号ＩＤｎｂとして出力するラッチ回路２
２４とを含む。
【０１２９】
図１６は、図１５におけるラッチ回路２１４の構成を示す回路図である。
図１６を参照して、ラッチ回路２１４は、信号Ｓ１を受けて信号Ｓ２を出力するラッチ回
路２３０と、信号Ｓ１を受けて信号Ｓ３を出力するラッチ回路２３２とを含む。
【０１３０】
ラッチ回路２３０は、信号Ｓ１をストローブ信号ＺＤＱＳ１に応じて取込むＤフリップフ
ロップ２４０と、Ｄフリップフロップ２４０の出力をストローブ信号ＤＱＳ１に応じて取
込むＤフリップフロップ２４２とを含む。Ｄフリップフロップ２４２は信号Ｓ２を出力す
る。
【０１３１】
ラッチ回路２３２は、信号Ｓ１をストローブ信号ＤＱＳ１に応じて取込むＤフリップフロ
ップ２４４と、Ｄフリップフロップ２４４の出力をストローブ信号ＺＤＱＳ１に応じて取
込むＤフリップフロップ２４６とを含む。Ｄフリップフロップ２４６は信号Ｓ３を出力す
る。
【０１３２】
図１７は、図１５におけるラッチ回路２１６の構成を示した回路図である。
図１７を参照して、ラッチ回路２１６は、信号Ｓ１を受けて信号Ｓ４を出力するラッチ回
路２３４と、信号Ｓ１を受けて信号Ｓ５を出力するラッチ回路２３６とを含む。
【０１３３】
ラッチ回路２３４は、信号Ｓ１をストローブ信号ＺＤＱＳ２に応じて取込むＤフリップフ
ロップ２５０と、Ｄフリップフロップ２５０の出力をストローブ信号ＤＱＳ２に応じて取
込むＤフリップフロップ２５２とを含む。Ｄフリップフロップ２５２は信号Ｓ４を出力す
る。
【０１３４】
ラッチ回路２３６は、信号Ｓ１をストローブ信号ＤＱＳ２に応じて取込むＤフリップフロ
ップ２５４と、Ｄフリップフロップ２５４の出力をストローブ信号ＺＤＱＳ２に応じて取
込むＤフリップフロップ２５６とを含む。Ｄフリップフロップ２５６は信号Ｓ５を出力す
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る。
【０１３５】
図１８は、図１５におけるセレクタ２１８の構成を示す回路図である。
図１８を参照して、セレクタ２１８は、選択信号ＳＥＬ１Ｒに応じて導通し信号Ｓ２を信
号Ｓ６として出力するためのＮチャネルＭＯＳトランジスタ２６２と、選択信号ＳＥＬ２
Ｆに応じて導通し信号Ｓ５を信号Ｓ６として出力するためのＮチャネルＭＯＳトランジス
タ２６４とを含む。
【０１３６】
図１９は、図１５におけるセレクタ２２０の構成を示す回路図である。
図１９を参照して、セレクタ２２０は、選択信号ＳＥＬ２Ｒに応じて導通し信号Ｓ４を信
号Ｓ７として出力するためのＮチャネルＭＯＳトランジスタ２６６と、選択信号ＳＥＬ１
Ｆに応じて導通し信号Ｓ３を信号Ｓ７として出力するためのＮチャネルＭＯＳトランジス
タ２６８とを含む。
【０１３７】
図２０は、図１５におけるパルス発生回路２２６の構成を示した回路図である。
【０１３８】
図２０を参照して、パルス発生回路２２６は、ストローブ信号ＤＱＳ１を受けてパルス信
号Ｓ１Ｒを出力するパルス発生回路２７０と、ストローブ信号ＺＤＱＳ１を受けてパルス
信号Ｓ１Ｆを出力するパルス発生回路２７２と、ストローブ信号ＤＱＳ２を受けてパルス
信号Ｓ２Ｒを出力するパルス発生回路２７４と、ストローブ信号ＺＤＱＳ２を受けてパル
ス信号Ｓ２Ｆを出力するパルス発生回路２７６とを含む。
【０１３９】
パルス発生回路２７６は、ストローブ信号ＺＤＱＳ２を受ける直列に接続されたインバー
タ２８２，２８４，２８６と、インバータ２８６の出力とストローブ信号ＺＤＱＳ２とを
受けるＡＮＤ回路２８８とを含む。ＡＮＤ回路２８８はパルス信号Ｓ２Ｆを出力する。
【０１４０】
パルス発生回路２７０，２７２，２７４はパルス発生回路２７６と同様な構成を有するた
め説明は繰返さない。
【０１４１】
図２１は、図１５における選択信号発生回路２２８の構成を示す回路図である。
【０１４２】
図２１を参照して、選択信号発生回路２２８は、内部データ信号ＩＤｎｂに応じてパルス
信号Ｓ１Ｒ、Ｓ２Ｆのいずれかを選択的に出力するゲート回路２９０と、内部データ信号
ＩＤｎａに応じてパルス信号Ｓ１Ｆ、Ｓ２Ｒのいずれかを選択的に出力するゲート回路２
９１とを含む。
【０１４３】
ゲート回路２９０は、内部データ信号ＩＤｎｂを受けるインバータ２９２と、パルス信号
Ｓ１Ｒとインバータ２９２の出力とを受けるＮＡＮＤ回路２９４と、ＮＡＮＤ回路２９４
の出力を受けて反転し選択信号ＳＥＬ１Ｒを出力するインバータ２９６と、内部データ信
号ＩＤｎｂとパルス信号Ｓ２Ｆとを受けるＮＡＮＤ回路２９８と、ＮＡＮＤ回路２９８の
出力を受けて反転し選択信号ＳＥＬ２Ｆを出力するインバータ３００とを含む。
【０１４４】
ゲート回路２９１は、内部データ信号ＩＤｎａを受けて反転するインバータ３０２と、パ
ルス信号Ｓ１Ｆと内部データ信号ＩＤｎａとを受けるＮＡＮＤ回路３０４と、ＮＡＮＤ回
路３０４の出力を受けて反転し選択信号ＳＥＬ１Ｆを出力するインバータ３０６と、イン
バータ３０２の出力とパルス信号Ｓ２Ｒとを受けるＮＡＮＤ回路３０８と、ＮＡＮＤ回路
３０８の出力を受けて反転し選択信号ＳＥＬ２Ｒを出力するインバータ３１０とを含む。
【０１４５】
選択信号発生回路２２８は、内部データ信号ＩＤｎａ，ＩＤｎｂがＨレベルであるときに
は、次にスキューが問題となるＬレベルのデータが入力された場合のために、Ｈレベルか
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らＬレベルに立下がるストローブ信号をデータの取込みに使用するため選択する。Ｓ１Ｆ
、Ｓ２Ｆはそれぞれストローブ信号ＳＴＲＢ１，ＳＴＲＢ２の立下りに応じて発生するパ
ルス信号であり、これらのパルス信号がそれぞれ、以前に保持している内部データ信号Ｉ
Ｄｎａ，ＩＤｎｂがＨレベルであるときに選択される。
【０１４６】
一方、選択信号発生回路２２８は、内部データ信号ＩＤｎａ，ＩＤｎｂがＬレベルである
ときには、次にスキューが問題となるＨレベルのデータが入力された場合のために、Ｌレ
ベルからＨレベルに立上がるストローブ信号をデータの取込みに使用するため選択する。
Ｓ１Ｒ、Ｓ２Ｒはそれぞれストローブ信号ＳＴＲＢ１，ＳＴＲＢ２の立上りに応じて発生
するパルス信号であり、これらのパルス信号がそれぞれ、以前に保持している内部データ
信号ＩＤｎａ，ＩＤｎｂがＬレベルであるときに選択される。
【０１４７】
図２２は、実施の形態４の半導体装置において入力バッファの動作を説明するための動作
波形図である。
【０１４８】
図１５、図２２を参照して、データ入力回路２１０は、外部から入力されたデータ信号Ｄ
Ｑｎを２ビットの内部データ信号ＩＤｎａ，ＩＤｎｂにシリアル－パラレル変換して出力
するデータ入力回路である。
【０１４９】
時刻ｔ１において、データ入力回路２１０の内部データ信号ＩＤｎａはＬレベルであり、
入力されたＨレベルのデータ信号ＤＱｎがラッチ２２４に取込まれて、内部データ信号Ｉ
ＤｎｂはＨレベルになったとする。
【０１５０】
時刻ｔ１に入力されたデータ信号ＤＱｎがＨレベルであったことが、内部データ信号ＩＤ
ｎｂを参照することによってわかる。この場合、次にデータ信号を内部に取込む時刻ｔ２
でストローブ信号として使用されるべき信号は、ＨレベルからＬレベルに立下がるストロ
ーブ信号である。したがって、図２１に示した選択信号発生回路２２８はパルス信号Ｓ２
Ｆによって選択信号ＳＥＬ２Ｆを活性化する。応じて図１８に示したセレクタ２１８は信
号Ｓ５をラッチ回路２２２に出力する。
【０１５１】
　この信号Ｓ５はラッチ回路２３６によってラッチされた信号である。ラッチ回路２３６
は時刻ｔ２において、ストローブ信号ＺＤＱＳ２に従い、つまりＨレベルからＬレベルに
立下がるストローブ信号ＳＴＲＢ２に応じて信号Ｓ１を取込みＨデータを保持している。
したがって、セレクタ２１８はＨデータを出力し、応じて内部データ信号ＩＤｎａはＬレ
ベルからＨレベルに変化する。
【０１５２】
　次に、時刻ｔ３におけるデータ信号ＤＱｎの取込みについて説明する。時刻ｔ２に入力
されたデータ信号ＤＱｎがＨレベルであったことが、内部データ信号ＩＤｎａを参照する
ことによってわかる。この場合、次にデータ信号を内部に取込む時刻ｔ３でストローブ信
号として使用されるべき信号は、ＨレベルからＬレベルに立下がるストローブ信号である
。したがって、図２１に示した選択信号発生回路２２８はパルス信号Ｓ１Ｆによって選択
信号ＳＥＬ１Ｆを活性化する。応じて図１９に示したセレクタ２２０は信号Ｓ３をラッチ
回路２２４に伝達する。信号Ｓ３は時刻ｔ３においてラッチ回路２３２によりストローブ
信号ＺＤＱＳ１に従い、つまりＨレベルからＬレベルに立下がるストローブ信号ＳＴＲＢ
１に応じて取込まれた信号であるため、スキューによってマージンが減少することはない
。
【０１５３】
以降同様にして、時刻ｔ３において取込まれ、ラッチ回路２２４に保持されていた内部デ
ータ信号ＩＤｎｂがＬレベルであるので、時刻ｔ４においては、ＬレベルからＨレベルに
立上がるストローブ信号ＳＴＲＢ１に応じてラッチ回路２３０でラッチされた信号Ｓ２が
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、内部データ信号ＩＤｎａとなる。また、時刻ｔ４において取込まれ、ラッチ回路２２２
に保持されていた内部データ信号ＩＤｎａがＨレベルであるので、時刻ｔ５においては、
ＨレベルからＬレベルに立下がるストローブ信号ＳＴＲＢ１に応じてラッチ回路２３２で
ラッチされた信号Ｓ３が、内部データ信号ＩＤｎｂとなる。
【０１５４】
以上、データの取込について説明したが、ここで１つ注意しなければならない点がある。
それは、シンクロナスＤＲＡＭでバーストリードやバーストライト時にデータの出力を開
始する際の先頭のデータをどのように扱うかについてである。以前にデータが出力されて
いない先頭のデータでは当然ながら前状態は不定である。
【０１５５】
図２３は、半導体装置のデータ授受を行なうデータバスを説明するための図である。
【０１５６】
図２３を参照して、半導体装置ＬＳＩ１と半導体装置ＬＳＩ２との間のデータ授受はデー
タバス３５０によって行なわれる。この場合、データバス３５０は、通常は抵抗３５２に
よって所定の固定電位Ｖｔｔに結合されている。したがって、半導体装置ＬＳＩ１，ＬＳ
Ｉ２の双方がデータをデータバスに出力していない場合には、データバス３５０の電位は
固定電位Ｖｔｔとなる。
【０１５７】
しかしながら、一般のＤＲＡＭの場合では、固定電位ＶｔｔはデータのＨレベルの電位と
Ｌレベルの電位との中間電位に設定される場合が多いため、バースト長に相当するデータ
を出力する前に強制的に前状態を決定する必要がある。すなわち、バースト動作開始前の
データのスタンバイ電位をＬレベルもしくはＨレベルのいずれかに固定する必要がある。
このようにバースト動作開始前のデータを固定した部分は、プリアンブルと一般に呼ばれ
る。したがって、バースト動作時に有効なデータを出力する前にプリアンブルを出力する
出力バッファ回路を備える必要がある。
【０１５８】
図２４は、一般のＤＤＲ（ダブルデータレート）シンクロナスＤＲＡＭのストローブ信号
ＤＱＳとデータ信号ＤＱとの関係を示した図である。
【０１５９】
図２４を見てわかるように、バースト出力動作時の先頭データ以前にストローブ信号ＤＱ
ＳはＬレベルに確定している。すなわち、ストローブ信号ＤＱＳは、時刻ｔ１において先
頭データが取込まれるタイミングに対して、ｔＤＳＬで示される時間分前からＬレベルに
確定していなければならない。したがって半導体装置がデータ信号を出力する際にも、ス
トローブ信号ＤＱＳが出力しているＬレベルのプリアンブルをデータ信号にも加えてやれ
ばよい。
【０１６０】
図２５は、プリアンブルを出力するための出力バッファ４００の構成を示した回路図であ
る。
【０１６１】
図２５を参照して、出力バッファ４００は、クロック信号ＣＬＫを受けてバースト長に相
当する時刻をカウントするバースト長カウンタ４０２と、バースト長カウンタのカウント
値に応じてリセット信号ＲＥＳＥＴを出力するリセット回路４０４と、バースト長カウン
タのカウント値に応じて出力制御信号ＯＥを出力する出力制御回路４０５と、出力制御信
号ＯＥとクロック信号ＣＬＫとを受けて出力クロック信号／ＣＬＫＤを出力するＮＡＮＤ
回路４０６と、出力クロック信号／ＣＬＫＤを受けて反転して出力クロック信号ＣＬＫＤ
を出力するインバータ４０７とを含む。
【０１６２】
出力バッファ４００は、さらに、リセット信号ＲＥＳＥＴに応じてＬレベルに出力がリセ
ットされ、内部データ信号Ｄｉを受けて保持するラッチ回路４０８と、ラッチ回路の出力
信号Ｄｏを受けて反転するインバータ４１０と、出力クロック信号ＣＬＫＤ，／ＣＬＫＤ
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に応じて活性化され、インバータ４１０の出力を反転して外部端子にデータ信号ＤＱとし
て出力するクロックドインバータ４１２とを含む。
【０１６３】
クロックドインバータ４１２の出力は、図１の出力バッファ２０に図２５の出力バッファ
４００を使用する場合にはデータ入出力端子ＤＱに接続される場合が一般的であるが、入
力端子と出力端子とを分離した場合には出力端子に接続される。
【０１６４】
図２６は、出力バッファ４００の動作を説明するための動作波形図である。
図２５、図２６を参照して、時刻ｔ１においてバースト長カウンタ４０２にクロック信号
が入力され、時刻ｔ２～ｔ３の間、リセット回路４０４はバースト長カウンタ４０２のカ
ウント値に応じてリセット信号ＲＥＳＥＴを活性化する。応じてラッチ回路４０８はリセ
ットされ出力信号ＤｏはＬレベルとなる。このとき出力制御回路４０５は出力制御信号Ｏ
Ｅを活性化しており、したがってＬレベルとなっている出力信号Ｄｏは、インバータ４１
０およびクロックドインバータ４１２によって外部に出力されデータ信号ＤＱはＬレベル
になる。
【０１６５】
続いて、時刻ｔ３においてリセット回路４０４はリセット信号ＲＥＳＥＴをリセットし、
ラッチ回路４０８にはデータＤ１が入力され、インバータ４１０およびクロックドインバ
ータ４１２によって外部に対してデータＤ１が出力される。
【０１６６】
続いて時刻ｔ４において内部データ信号ＤｉにデータＤ２が入力され、同様に外部に対し
てデータＤ２が出力される。このようにすることによりデータ信号ＤＱに有効なデータの
前状態としてＬレベルのプリアンブルを付加することができる。
【０１６７】
図２７は、プリアンブルが付加されたデータを受ける半導体装置に設けられるプリセット
回路４１０の構成を示す回路図である。
【０１６８】
図２７を参照して、プリセット回路４１０は、ライト命令信号ＺＷＲＩＴＥをクロック信
号ＺＣＬＫに同期して受けるＤフリップフロップ４１１と、Ｄフリップフロップ４１１の
出力をクロック信号ＣＬＫに同期して受けるＤフリップフロップ４１２と、Ｄフリップフ
ロップ４１２の出力を受けて反転し内部ライト信号ＩＷＲＩＴＥを出力するインバータ４
１３と、クロック信号ＣＬＫ、ＺＣＬＫに応じて内部ライト信号ＩＷＲＩＴＥを受けてか
らの書込サイクルをカウントする２ＢＩＴカウンタ４１４と２ＢＩＴカウンタ４１４の出
力するカウント値Ａ０，Ａ１がともに“１”になった時にリセットパルスＲＳＴを出力す
るゲート回路４１６と、内部ライト信号ＩＷＲＩＴＥによりセットされ、リセット信号Ｒ
ＳＴによりリセットされ信号ＷＣＹＣＬＥを出力するラッチ回路４１８と、信号ＷＣＹＣ
ＬＥを受けて立ち下がりエッジを検出しパルス信号ＰＲＥＲＳＴを出力するパルス発生回
路４２０とを含む。
【０１６９】
２ＢＩＴカウンタ４１４は、内部ライト信号ＩＷＲＩＴＥを受けて反転するインバータ４
３８と、クロック信号ＺＣＬＫを一方の入力に受けるＮＡＮＤ回路４２２と、クロック信
号ＺＣＬＫと信号Ａ０とを受けるＮＡＮＤ回路４２４と、交差結合されるＮＡＮＤ回路４
２６、４２８とを含む。ＮＡＮＤ回路４２８は、３入力のＮＡＮＤ回路であり、第２、第
３の入力にはそれぞれインバータ４３８の出力とＮＡＮＤ回路４２４の出力とを受ける。
ＮＡＮＤ回路４２６は、２入力のＮＡＮＤ回路であり、第２の入力にはＮＡＮＤ回路４２
２の出力を受ける。
【０１７０】
２ＢＩＴカウンタ４１４は、さらに、クロック信号ＣＬＫとＮＡＮＤ回路４２６の出力と
を受けるＮＡＮＤ回路４３０と、クロック信号ＣＬＫとＮＡＮＤ回路４２８の出力とを受
けるＮＡＮＤ回路４３２と、交差結合されるＮＡＮＤ回路４３４、４３６とを含む。ＮＡ
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ＮＤ回路４３４は、２入力のＮＡＮＤ回路であり、第２の入力にはＮＡＮＤ回路４３０の
出力を受ける。ＮＡＮＤ回路４３６は、２入力のＮＡＮＤ回路であり、第２の入力にはＮ
ＡＮＤ回路４３２の出力を受ける。ＮＡＮＤ回路４３４は、信号Ａ０を出力し、ＮＡＮＤ
回路４３６の出力は、ＮＡＮＤ回路４２２の第２の入力に与えられる。
【０１７１】
２ＢＩＴカウンタ４１４は、さらに、内部ライト信号ＩＷＲＩＴＥを受けて反転するイン
バータ４５８と、クロック信号ＺＣＬＫ、信号Ａ０をそれぞれ第１、第２の入力に受ける
３入力のＮＡＮＤ回路４４２と、クロック信号ＺＣＬＫと信号Ａ１とを受けるＮＡＮＤ回
路４４４と、交差結合されるＮＡＮＤ回路４４６、４４８とを含む。ＮＡＮＤ回路４４８
は、３入力のＮＡＮＤ回路であり、第２、第３の入力にはそれぞれインバータ４５８の出
力とＮＡＮＤ回路４４４の出力とを受ける。ＮＡＮＤ回路４４６は、２入力のＮＡＮＤ回
路であり、第２の入力にはＮＡＮＤ回路４４２の出力を受ける。
【０１７２】
２ＢＩＴカウンタ４１４は、さらに、クロック信号ＣＬＫとＮＡＮＤ回路４４６の出力と
を受けるＮＡＮＤ回路４５０と、クロック信号ＣＬＫとＮＡＮＤ回路４４８の出力とを受
けるＮＡＮＤ回路４５２と、交差結合されるＮＡＮＤ回路４５４、４５６とを含む。ＮＡ
ＮＤ回路４５４は、２入力のＮＡＮＤ回路であり、第２の入力にはＮＡＮＤ回路４５０の
出力を受ける。ＮＡＮＤ回路４５６は、２入力のＮＡＮＤ回路であり、第２の入力にはＮ
ＡＮＤ回路４５２の出力を受ける。ＮＡＮＤ回路４５４は、信号Ａ１を出力し、ＮＡＮＤ
回路４５６の出力は、ＮＡＮＤ回路４４２の第３の入力に与えられる。
【０１７３】
ゲート回路４１６は、信号Ａ０、Ａ１を受けるＮＡＮＤ回路４６０と、ＮＡＮＤ回路４６
０の出力を受けて反転しリセット信号ＲＳＴを出力するインバータ４６２とを含む。
【０１７４】
ラッチ回路４１８は、内部ライト信号ＩＷＲＩＴＥを受けて反転するインバータ４６６と
、リセット信号ＲＳＴを受けて反転するインバータ４６４と、インバータ４６６、４６４
の出力をそれぞれ受ける交差結合されたＮＡＮＤ回路４６８，４７０とを含む。ＮＡＮＤ
回路４６８は信号ＷＣＹＣＬＥを出力する。
【０１７５】
パルス発生回路４２０は、信号ＷＣＹＣＬＥを受けて反転するインバータ４７２と、イン
バータ４７２の出力を受ける直列に接続されたインバータ４７４，４７６，４７８と、イ
ンバータ４７２，４７８の出力を受けるＮＡＮＤ回路４８０と、ＮＡＮＤ回路４８０の出
力を受けて反転し、パルス信号ＰＲＥＲＳＴを出力するインバータ４８２とを含む。
【０１７６】
　図２８は、図１５に示したラッチ回路２２４の構成を示す回路図である。
　図２８を参照して、ラッチ回路２２４は、パルス信号ＰＲＥＲＳＴを受けて反転するイ
ンバータ４９２と、信号Ｓ７とインバータ４９２の出力を受けるＮＡＮＤ回路４９４とＮ
ＡＮＤ回路４９４の出力を受けて信号Ｓ７に帰還するインバータ４９６と、ＮＡＮＤ回路
４９４の出力を受けて反転し内部データ信号ＩＤｎｂを出力するインバータ４９８とを含
む。
【０１７７】
図２９は、プリセット回路４１０とラッチ回路２２４の動作を説明するための動作波形図
である。
【０１７８】
図２９を参照して、時刻ｔ１のライトコマンドにより書込みが開始される。２ＢＩＴカウ
ンタのカウント値Ａ１，Ａ０はクロック信号ＣＬＫに応じて“００”，“０１”，“１０
”とカウントアップされ、時刻ｔ４には“１１”となる。
【０１７９】
時刻ｔ４には、リセット信号ＲＳＴが出力され、応じて信号ＷＣＹＣＬＥは立下り、パル
ス信号ＰＲＥＲＳＴが出力される。このパルス信号ＰＲＥＲＳＴによって、ライトサイク
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ルが終了する度に、内部データ信号ＩＤｎｂはＬレベルにセットされる。
【０１８０】
このようにしておけば、プリアンブルでＤＱにＬレベルを出力する図２６に示したような
波形が入力された時に、プリアンブルのＬレベルを取込む準備ができる。したがって、プ
リアンブルのＬレベルデータを正常に図１５のラッチ回路２２２に取込むことができ、プ
リアンブルに引き続き入力されるデータを高速に受信することができる。
【０１８１】
以上説明したように、実施の形態４では、ストローブ信号の立上りエッジと立下りエッジ
の両方でデータを保持しておき、以前に受信したデータの極性に応じて、保持したデータ
のいずれを有効なデータとして内部回路に伝達するかを決定する。したがって、セットア
ップ時間のマージンを広げることができるので、より高速な動作が可能となる。
【０１８２】
なお、実施の形態４では、１ビットの入力データを２ビットにシリアル－パラレル変換し
て内部に伝達する入力バッファ回路について説明したが、１ビットのまま内部に伝達する
入力バッファ回路に対しても適用は可能である。また、シリアル－パラレル変換をたとえ
ば１ビットから４ビットに変換するように、さらに多ビットに変換して内部に伝達する入
力バッファ回路に対しても適用は可能である。
【０１８３】
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される
。
【０１８４】
【発明の効果】
　本発明のある局面における半導体装置は、相補なストローブ信号のエッジの遅いほうを
使用してデータの取込を行なう。したがって、出力されるデータの極性によってデータの
遅延量が変化する場合でも内部取込タイミングの調整をほとんどする必要がなく、正しく
高速にデータを取込むことができる。
【０１８５】
　さらに、データがＨレベルである場合とＬレベルである場合で別々にデータを取込むた
め、確実に必要なデータを取込むことができるという効果を奏する場合がある。
【０１８６】
　さらに、データがＨレベルである場合とＬレベルである場合でデータが反転して内部に
データが伝達されるので、データの極性に依存する内部の処理の影響を少なくすることが
できるという効果を奏する場合がある。
【０１８７】
　さらに、より少ない回路規模で処理を実現できるという効果を奏する場合がある。
【０１８８】
　さらに、オープンドレイン型インターフェイスのようにデータの立上りと立下りとの遅
延時間に差が出やすい場合に、特に有効にデータ伝送を正確に速く行えるという効果を奏
する場合がある。
【０１８９】
　さらに、出力されるデータの極性によってデータの遅延量が変化する場合でも内部取込
タイミングの調整をほとんどする必要がなく、正しく高速にデータを取込むことができる
という効果を奏する場合がある。
【０１９０】
　さらに、以前に受信していたデータの極性で次に受信するためのデータを取込むストロ
ーブ信号を選択する。したがって、データの受信のタイミングマージンが改善され高速動
作が可能となるという効果を奏する場合がある。
【０１９１】
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　さらに、シリアル－パラレル変換して内部にデータを伝達する入力バッファ回路の動作
速度をさらに改善することができるという効果を奏する場合がある。
【０１９２】
　さらに、データ出力の際に、前もって所定の論理に外部に接続されるデータバスを固定
するので、非活性化時のデータバスの論理レベルがハイ、ローいずれのレベルでもない場
合においても第１番目に受信するデータの前状態が決まるのでデータ受信側の高速化を図
ることができるという効果を奏する場合がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１の半導体装置１の構成を示す概略ブロック図である。
【図２】　図１に示した入力バッファ２２の構成を示す回路図である。
【図３】　図２における差動増幅回路４８の構成を示す回路図である。
【図４】　図２における変換回路３８の構成を示す回路図である。
【図５】　図２におけるデータ取込回路４０の構成を示す回路図である。
【図６】　図２における信号選択回路４４の構成を示す回路図である。
【図７】　データラッチ回路４６の構成を示す回路図である。
【図８】　図２に示した入力バッファ２２が信号を取込む説明をするための動作波形図で
ある。
【図９】　取込エッジとデータの遅延との関係を説明するための図である。
【図１０】　本発明の実施の形態２において用いられる入力バッファ１２２の構成を示す
回路図である。
【図１１】　図１０における差動増幅回路１５２の構成を示す回路図である。
【図１２】　実施の形態３の半導体装置１８２の構成を示す回路図である。
【図１３】　入力されるデータの特性に応じてストローブ信号の極性を選択して取込動作
を行なう説明をするための波形図である。
【図１４】　本発明の実施の形態４の入力バッファ２００の構成を示すブロック図である
。
【図１５】　図１４に示したデータ入力回路２１０の構成を示したブロック図である。
【図１６】　図１５におけるラッチ回路２１４の構成を示す回路図である。
【図１７】　図１５におけるラッチ回路２１６の構成を示した回路図である。
【図１８】　図１５におけるセレクタ２１８の構成を示す回路図である。
【図１９】　図１５におけるセレクタ２２０の構成を示す回路図である。
【図２０】　図１５におけるパルス発生回路２２６の構成を示した回路図である。
【図２１】　図１５における選択信号発生回路２２８の構成を示す回路図である。
【図２２】　実施の形態４の半導体装置において入力バッファの動作を説明するための動
作波形図である。
【図２３】　半導体装置のデータ授受を行なうデータバスを説明するための図である。
【図２４】　一般のＤＤＲ（ダブルデータレート）シンクロナスＤＲＡＭのストローブ信
号ＤＱＳとデータ信号ＤＱとの関係を示した図である。
【図２５】　プリアンブルを出力するための出力バッファ４００の構成を示した回路図で
ある。
【図２６】　出力バッファ４００の動作を説明するための動作波形図である。
【図２７】　プリアンブルが付加されたデータを受ける半導体装置に設けられるプリセッ
ト回路４１０の構成を示す回路図である。
【図２８】　図１５に示したラッチ回路２２４の構成を示す回路図である。
【図２９】　プリセット回路４１０とラッチ回路２２４の動作を説明するための動作波形
図である。
【図３０】　従来のデータストローブ信号とデータの関係を説明するための波形図である
。
【図３１】　デファレンシャルデータストローブによってデータを取込む説明をするため
の動作波形図である。
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【図３２】　ＳＳＯによるスキューを説明するための図である。
【図３３】　ＳＳＯが発生した場合のストローブ信号に対するデータのタイミングマージ
ンを説明するための図である。
【符号の説明】
１，１８２　半導体装置、２２，１８６，１９４　入力バッファ、２０　出力バッファ、
４　クロックバッファ、３２　相補データ発生回路、３４，３６　内部ストローブ発生回
路、４０，４２　データ取込回路、３８　変換回路、６０，６２　取込制御回路、４６　
データラッチ回路、４４　信号選択回路、７２，７４，１７２，１７４　ＰチャネルＭＯ
Ｓトランジスタ、１６，７８，８０，１７６，１７８，１８０，１８４，１９２　Ｎチャ
ネルＭＯＳトランジスタ、８２，１１２，１１４，１３２，１３４　インバータ、９２，
９４，９８，１００　パルス発生回路、９６，１０２　ＯＲ回路、１２２，１２４，１１
６，１１８，１３８，３６，１４２，１４０　ＮＡＮＤ回路、１４４　ＮＯＲ回路、１４
６　遅延回路、１４８　パルス発生回路、４８，５０，５２～５８，１５２～１５６　差
動増幅回路、１８８　抵抗、２０２，２０４，２１２　差動増幅回路、２００入力バッフ
ァ、２０６，２１０　データ入力回路、２１４，２１６，２２２，２２４，２３０～２３
６，４０８　ラッチ回路、２１８，２２０　セレクタ、２２６，２７０～２７６　パルス
発生回路、２２８　選択信号発生回路、２４０～２５６　Ｄフリップフロップ、２６２～
２６８　ＮチャネルＭＯＳトランジスタ、２８２，２８４，２８６，２９２，２９６，３
００，３０２，３０６，３１０，４１０　インバータ、２８８　ＡＮＤ回路、２９４，２
９８，３０４，３０８ＮＡＮＤ回路、２０２，２０４　差動増幅回路、２７０，２７２，
２７４　パルス発生回路、３５０　データバス、３５２　抵抗、４００　出力バッファ、
４０２　バースト長カウンタ、４０４　リセット回路、４０５　出力制御回路、４１２　
クロックドインバータ。

【図１】 【図２】
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【図２７】 【図２８】
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