
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
不揮発性動作モードと揮発性動作モードとを有する強誘電体メモリと、
第１および第２の入力信号がそれぞれ与えられる第１および第２の入力端子と、
該不揮発性動作モードの活性化及び不活性化を制御する第１の制御信号を該強誘電体メモ
リに出力する第１の信号発生回路と、
該第１の入力信号および第２の入力信号に基づいて、該不揮発性動作モードの活性化及び
不活性化を制御する第２の制御信号を該第１の信号発生回路に出力する第２の信号発生回
路と、
を備えていて、
第１の信号発生回路は、前記第２の信号発生回路から出力される第２の制御信号に基づい
て、 第１の動作条件または

第２の動作条件に対応する第１の制御信号を
出力するようになっており、
該第１の動作条件では該電源電圧の電圧レベルの変化に応じて該不揮発性動作モードと該
揮発性動作モードとが自動的に切り替えられ、該第２の動作条件では該揮発性動作モード
のみが活性化される、半導体記憶装置。
【請求項２】
前記第２の信号発生回路が、前記不揮発性動作モードが活性化されているか或いは不活性
化されているかを示す情報を保持する保持回路を含んでいる、請求項１に記載の半導体記
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憶装置。
【請求項３】
前記保持回路からの出力信号が前記第２の制御信号として前記第１の信号発生回路に与え
られる、請求項２に記載の半導体記憶装置。
【請求項４】
前記第２の信号発生回路が、前記第１および第２の入力信号の電圧レベルがそれぞれ所定
の電圧レベルよりも高い場合にそれぞれ所定信号を出力する第１および第２の電圧レベル
検出回路をさらに含んでおり、該電圧レベル検出回路からの出力信号が前記保持回路に与
えられる、請求項２に記載の半導体記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体記憶装置に関し、特に、不揮発性動作モードと揮発性動作モードとを有
する強誘電体メモリに関する。さらに詳細には、通常動作時には、読み出し動作及び書き
込み動作を揮発性メモリ（すなわちＤＲＡＭ）として行い、電源のＯＦＦ及びＯＮ時には
、情報の書き込み及び書き込まれた情報の読み出しを不揮発性メモリとして行う、強誘電
体メモリに関する。
【０００２】
【従来の技術】
強誘電体メモリでは、一般に、強誘電体材料から構成される強誘電体膜を含む強誘電体キ
ャパシタを記憶素子として使用する。不揮発性メモリとしての強誘電体メモリの動作にお
いては、データの書き込み及び読み出し時に、強誘電体材料に特有の特性である分極反転
現象を使用する。しかし、書き込み回数の増加に伴って強誘電体キャパシタを構成する強
誘電体膜に疲労が発生し、強誘電体膜の分極保持特性が劣化することがある。
【０００３】
この問題を克服するためには、分極反転現象を使用せずにデータの読み出し及び書き込み
を行うことが考えられる。具体的には、通常動作時には、強誘電体メモリを揮発性メモリ
（すなわちＤＲＡＭ）として機能させて、分極反転現象を利用せずに、電荷の蓄積及び放
出によってデータの書き込み及び読み出しを行う。一方、電源のＯＮ及びＯＦＦに際して
は不揮発性動作モードに切り替えて、強誘電体メモリを分極反転現象を利用する不揮発性
メモリとして機能させる。
【０００４】
加えて、揮発性動作モードにおいて通常のＤＲＡＭとして動作する際には、記憶されてい
る情報をリフレッシュ動作して、強誘電体膜に周期的に分極反転を生じさせる。これによ
る分極の方向を不揮発性情報として、電荷の蓄積及び放出に基づく揮発性情報と併用する
。
【０００５】
以上のように、不揮発性動作モードと揮発性動作モードとを適宜切り替えて分極反転の発
生回数を低減することによって、分極反転現象に基づく強誘電体膜の疲労及びそれによる
メモリの動作特性の劣化を低減することができる。なお、以下では、この不揮発性動作モ
ードと揮発性動作モードとの間の切り替えを、単に「動作モード切り替え」とも称する。
【０００６】
強誘電体キャパシタを記憶素子として使用する強誘電体メモリにおいて不揮発性動作モー
ドと揮発性動作モードとを選択できるように構成された半導体メモリは、例えば、特開平
７－１８２８７２号公報に開示されている。この公報に開示されている構成では、電源の
立ち上げを自動的に検出して、半導体メモリを不揮発性動作モードにセットする。その後
に、切り替え信号の作用によって揮発性動作モードに切り替えて、半導体メモリをＤＲＡ
Ｍのように揮発性メモリとして動作させることができる。
【０００７】
具体的には、図６は、上記公報に開示されている半導体メモリに含まれる、動作モード切

10

20

30

40

50

(2) JP 3599300 B2 2004.12.8



り替え信号の発生回路１０の構成図である。この回路１０は、その内部に電源電圧レベル
検出回路２０を含んでいるとともに、後述するＤＲＡＭモード指定信号を制御回路３０か
ら供給される。電源電圧レベル検出回路２０は、図７に模式的に示すように、高電位側の
電源電圧ＶｃｃとノードＶＮ８との間に接続された固定抵抗Ｒと、ノードＶＮ８と接地電
位との間に直列に接続された３つのｎチャネル電界効果トランジスタｎＦＥＴと、ノード
ＶＮ８と出力との間に直列に接続された３つのインバータＩＮＶＡ、ＩＮＶＢ及びＩＮＶ
Ｃと、を含んでいる。
【０００８】
図８は、電源電圧レベル検出回路２０の出力特性を模式的に示す図である。図８に示され
ているように、電源電圧がＬｏｗレベルにある間は、電源電圧レベル検出回路２０の出力
はＬｏｗレベルにある。一方、電源が立ち上がって電源電圧がある一定値を超えると、図
８で傾き１の直線で示されているように、電源電圧レベル検出回路２０は、その時点の電
源電圧値に等しいＨｉｇｈレベルの出力電圧を発生するようになる。
【０００９】
電源電圧レベル検出回路２０の出力がＨｉｇｈレベルに切り替わると、動作モード切り替
え信号発生回路１０に含まれるノードＡの電位が、キャパシタＣ６Ａを介してＨｉｇｈレ
ベルになる。これに応じて、ノードＢから供給される動作モード切り替え信号Ｆ／ＤＳｉ
ｇはＬｏｗレベルになり、半導体メモリは不揮発性動作モードに設定される。一方、この
ように設定された不揮発性動作モードから揮発性動作モードへの切り替えにあたっては、
ＨｉｇｈレベルのＤＲＡＭモード指定信号が、制御回路３０から動作モード切り替え信号
発生回路１０に出力される。この結果、ノードＡに接続されているトランジスタが導通し
て、ノードＡはＬｏｗレベルになる。これに応じて、ノードＢから供給される動作モード
切り替え信号Ｆ／ＤＳｉｇはＨｉｇｈレベルになり、半導体メモリは揮発性動作モードに
設定される。
【００１０】
このように、上記公報に開示されている構成では、電源電圧レベルの変化に応じて、自動
的に動作モードの切り替えが行われる。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
強誘電体メモリの動作特性の評価に際して、通常の使用時よりも広い範囲の電源電圧を印
加して、強誘電体メモリの動作テストを実施することがある。例えば、電源電圧値の設計
仕様値からどの程度のマージンが確保されているかを評価して設計精度の確認を行うため
に、電源電圧レベルの変化から独立して任意に揮発性動作モードを設定し、これに伴うマ
ージン評価を行うことがある。
【００１２】
しかし、先に述べたような構成を有する前記公報に開示された従来技術の強誘電体メモリ
では、電源電圧の変化に応じて自動的に動作モードの切り替えが行われる。従って、上記
のように揮発性動作モードを電源電圧レベルの変化から独立して任意に設定する必要があ
る評価（動作テスト）は、実施することができない。
【００１３】
さらに、強誘電体メモリに実際に印加することができる電源電圧の上限値及び下限値は、
強誘電体膜を構成する強誘電体材料の分極反転特性や電荷保持特性に依存して決定される
。例えば、強誘電体材料を使用して構成されている強誘電体キャパシタでは、キャパシタ
に蓄積される電荷量が増大しすぎると、すなわち強誘電体膜の厚さのばらつきが大きく（
一般的には薄く）なると、強誘電体キャパシタの電荷がスイッチングトランジスタを介し
てビット線へ放出されるチャージシェア時に、放出された電荷によってビット線が充電さ
れる。この結果、充電されたビット線の電位と強誘電体キャパシタの電極プレートとの間
の電位差が小さくなるので、メモリセルに含まれるキャパシタへの再書き込みができなく
なることがある。従って、印加できる電源電圧レベルには、上限が存在する。
【００１４】
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このような理由により、実現すべき仕様値として与えられる範囲の電源電圧を、実際には
強誘電体メモリに印加することができない可能性がある。
【００１５】
本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、揮発性動作モー
ドと不揮発性動作モードとの間の切り替えを動作条件に応じて、ある条件下では電源電圧
レベルの変化に応じて自動的に行い、他の条件下では制御信号によって電源電圧レベルの
変化からは独立して強制的に行えるように構成されている半導体記憶装置を提供すること
、である。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
本発明の半導体記憶装置は、不揮発性動作モードと揮発性動作モードとを有する強誘電体
メモリと、第１および第２の入力信号がそれぞれ与えられる第１および第２の入力端子と
、該不揮発性動作モードの活性化及び不活性化を制御する第１の制御信号を該強誘電体メ
モリに出力する第１の信号発生回路と、該第１の入力信号および第２の入力信号に基づい
て、該不揮発性動作モードの活性化及び不活性化を制御する第２の制御信号を該第１の信
号発生回路に出力する第２の信号発生回路と、を備えていて、第１の信号発生回路は、前
記第２の信号発生回路から出力される第２の制御信号に基づいて、

第１の動作条件または
第２の動作条件に対応する第１の制御信号を出力するようになっており

、該第１の動作条件では該電源電圧の電圧レベルの変化に応じて該不揮発性動作モードと
該揮発性動作モードとが自動的に切り替えられ、該第２の動作条件では該揮発性動作モー
ドのみが活性化され、そのことにより上記目的が達成される。
【００１７】
ある実施形態では、前記第２の信号発生回路が、前記不揮発性動作モードが活性化されて
いるか或いは不活性化されているかを示す情報を保持する保持回路を含んでいる。前記保
持回路からの出力信号は、前記第２の制御信号として前記第１の信号発生回路に与えられ
得る。前記第２の信号発生回路が、前記 入力信号の電圧レベルが

所定の電圧レベルよりも高い場合に 電圧
レベル検出回路をさらに含んでおり、該電圧レベル検出回路からの出力信号が前記保持回
路に与えられる。
【００１８】
以下、作用について説明する。
【００１９】
先述の目的を達成するためには、ある動作条件下では、動作モードの切り替えを電源電圧
の変化に応じて自動的に生じさせるようにする必要がある一方で、他の動作条件下、例え
ば通常の動作時には、不揮発性動作を行わずに揮発性動作のみが確実に実施されるように
保証する必要がある。このために本発明では、不揮発性動作モードと揮発性動作モードと
を有する強誘電体メモリを含む半導体記憶装置において、不揮発性動作モードの活性化及
び不活性化を制御する第１の制御信号を強誘電体メモリに出力する第１の信号発生回路と
、電源電圧の電圧レベルを示す入力信号に基づいて、不揮発性動作モードの活性化及び不
活性化を制御する第２の制御信号を第１の信号発生回路に出力する第２の信号発生回路と
、を備えている。そして、第１の動作条件では、電源電圧の電圧レベルの変化に応じて不
揮発性動作モードと揮発性動作モードとを自動的に切り替え、第２の動作条件では、揮発
性動作モードのみを活性化する。
【００２０】
具体的には、動作モード切替信号発生回路システムに含まれる上記第１の信号発生回路と
して、動作モード切り替え信号発生回路を設ける。また、同回路システムに含まれる上記
第２の信号発生回路として、電源電圧レベルが所定の電圧レベル（例えば、高電位側の電
源電圧レベルＶｃｃ）よりも高くなったことを検出する２つの電源電圧レベル検出回路と
、これらの検出回路からの出力信号を受け取るラッチ回路（保持回路）と、を設ける。但
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し、この２つの電源電圧レベル検出回路は、省略することもできる。ラッチ回路からの出
力信号が、動作モード切り替え信号になる。このような構成とすることによって、強制的
に揮発性動作モードに設定することが可能になり、電源電圧の動作マージンテストの実施
が可能になる。
【００２１】
このように本発明では、動作モード切り替え信号発生回路システムに含まれている２つの
電源電圧レベル検出回路へそれぞれ入力される２つの外部入力信号の組み合わせによって
、電源電圧レベルの変化からは独立して、不揮発性動作モードを強制的に活性化或いは不
活性化することができる。不揮発性動作モードが活性化されているか或いは不活性化され
ているかを示す情報は、ラッチ回路によって保持される。これによって、電源電圧レベル
の変動による動作モードの自動的な切り替えに加えて、所望の時点で揮発性動作モードの
実施を強制的に且つ確実に実現することが可能になる。
【００２２】
また、動作モード切り替え信号発生回路システムにおいて使用されている電源電圧レベル
検出回路は、電源電圧レベルを示す外部入力信号が所定の電圧レベルよりも高い電圧を有
している場合のみに、その外部入力信号がＨｉｇｈレベルであると認識する回路である。
このような機能を有する電源電圧レベル検出回路と電源電圧レベルを示す外部入力信号と
を組み合わせる構成とすれば、外部入力信号のための入力端子を、他の用途で使用される
入力端子と共通のものにすることができて、回路構成の簡略化を図ることができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を具体化した実施形態を、図面を参照して説明する。
【００２４】
図１は、本発明の原理に従った動作モード切り替え信号発生回路システム１００の構成を
示す回路図である。
【００２５】
図１に示される回路システム１００は、強誘電体メモリ（図１には不図示、以下では半導
体メモリとも称する）へ動作モード切り替え信号Ｆ／ＤＳｉｇを供給する。具体的には、
実際に半導体メモリに動作モード切り替え信号Ｆ／ＤＳｉｇ（第１の制御信号）を与える
第１の信号発生回路４０と、２つの外部入力信号を受け取って第１の信号発生回路４０に
出力を与える第２の信号発生回路５０と、を含んでいる。電源電圧レベルを示す外部入力
信号ＩＮ１及びＩＮ２が第２の信号発生回路５０に入力されると、第１の信号発生回路４
０の活性／不活性が制御されて、それに応じて半導体メモリの動作モードが設定される。
【００２６】
第１の信号発生回路４０の詳細な構成については、後述する。
【００２７】
第２の信号発生回路５０は、電源電圧レベル検出回路５及び６と、保持回路（ラッチ回路
）４と、インバータ回路１１及び１２と、を含んでいる。電源電圧レベル検出回路５及び
６は、電源電圧レベルを示すそれぞれの外部入力信号ＩＮ１及びＩＮ２が所定の電圧レベ
ル、例えば高電位側の電源電圧レベルＶｃｃよりも高くなると、出力端子１及び２からＨ
ｉｇｈレベルの出力信号ＳＥＴ及びＲＥＳＥＴを供給する機能を有している。例えば、電
源電圧レベル検出回路５への外部入力信号ＩＮ１が所定の電圧レベル以上になると、電源
電圧レベル検出回路５の出力端子１からＨｉｇｈレベルの出力信号ＳＥＴが供給される。
同様に、電源電圧レベル検出回路６への外部入力信号ＩＮ２が所定の電圧レベル以上にな
ると、電源電圧レベル検出回路６の出力端子２からＨｉｇｈレベルの出力信号ＲＥＳＥＴ
が供給される。
【００２８】
出力信号ＳＥＴ及びＲＥＳＥＴは、それぞれＮＯＲ型ラッチ回路４の入力端子に入力され
る。ラッチ回路４の出力端子３からは出力信号ＰＭＴが出力されて、直列に接続されてい
るインバータ回路１１及び１２を介して、第１の信号発生回路４０に供給される。
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【００２９】
ラッチ回路４からの出力信号ＰＭＴ（第２の制御信号）は、第１の信号発生回路４０を活
性化するか或いは非活性化するか、すなわち、動作モードの切り替えを電源電圧レベルに
基づいて自動的に行うか或いは強制的に揮発性動作モードに設定するかという情報を示す
信号である。第１の信号発生回路４０は、受け取った第２の制御信号ＰＭＴに応じて、あ
る場合には、半導体メモリの不揮発性動作モードと揮発性動作モードとを電源電圧レベル
に応じて自動的に切り替えるための信号を、動作モード切り替え信号Ｆ／ＤＳｉｇとして
発生して、半導体メモリに供給する。或いは、電源電圧レベルに基づいた自動的な動作モ
ードの切り替えの代わりに、強制的な動作モードの切り替えを行う信号を動作モード切り
替え信号Ｆ／ＤＳｉｇとして発生して、半導体メモリに供給することもできる。動作モー
ドの切り替え制御のために第１の信号発生回路４０から半導体メモリに与えられる上記の
ような動作モード切り替え信号Ｆ／ＤＳｉｇを、第１の制御信号とも称する。
【００３０】
動作モードの切り替えを自動的に行うか或いは強制的に設定するかは、外部入力信号ＩＮ
１及びＩＮ２によって決定される。具体的には、例えば、外部入力信号ＩＮ１がＨｉｇｈ
レベル（後述するように電源電圧Ｖｃｃよりも大きいスーパーボルテージレベル）であり
外部入力信号ＩＮ２がＬｏｗレベルである場合に、強制的に揮発性動作モードに設定し、
外部入力信号ＩＮ１がＬｏｗレベルであり外部入力信号ＩＮ２がＨｉｇｈレベル（スーパ
ーボルテージレベル）である場合に、自動的な切り替えを可能にすることができる。
【００３１】
上記のような構成を有する回路システム１００の動作を、以下に更に具体的に説明する。
【００３２】
電源電圧レベル検出回路５への外部入力信号ＩＮ１が所定のレベル以上の電圧レベルを有
し、且つ、電源電圧レベル検出回路６への外部入力信号ＩＮ２が所定のレベル以下の電圧
レベル（例えば接地電位ＧＮＤ）を有していると、電源電圧レベル検出回路５からの出力
信号ＳＥＴはＨｉｇｈレベルになり、一方で、電源電圧レベル検出回路６からの出力信号
ＲＥＳＥＴはＬｏｗレベルを維持する。このとき、ラッチ回路４からの出力信号ＰＭＴは
Ｈｉｇｈレベルになり、不揮発性動作モードが不活性化されて揮発性動作モードが活性化
される。従って、回路システム１００の上記の動作の終了後に、半導体メモリの通常の動
作モード、すなわち揮発性動作モードの評価を開始することができる。
【００３３】
通常の動作の終了後に、電源電圧レベル検出回路６への外部入力信号ＩＮ２の電圧レベル
が所定のレベルよりも高くなると、電源電圧レベル検出回路６からの出力信号ＲＥＳＥＴ
はＨｉｇｈレベルに変化する。この結果、ラッチ回路４からの出力信号ＰＭＴはＬｏｗレ
ベルに変化して、半導体メモリの不揮発性動作モードを活性化させる。このとき、この動
作モードの切り替えは、もう一つの電源電圧レベル検出回路５への外部入力信号ＩＮ１の
状態には依存しない。
【００３４】
以上のように、図１に示す回路システム１００では、２つの電源電圧レベル検出回路５及
び６に電源電圧レベルを示す外部入力信号ＩＮ１及びＩＮ２をそれぞれ入力することによ
って、半導体メモリの不揮発性動作モードの活性化／不活性化を制御する。外部入力信号
ＩＮ１及びＩＮ２としては、電源電圧が所定の電圧レベル（典型的には、高電位側の電源
電圧レベルＶｃｃ）よりも高くなったときに所定のレベル以上の電圧レベルを有する電圧
信号が、供給されれば良い。従って、外部入力信号ＩＮ１及びＩＮ２の入力端子は、電源
電圧Ｖｃｃと接地電位ＧＮＤとの間に相当する電圧レベルを有する電圧信号が入力される
他の用途の入力端子（例えばアドレス入力端子やコントロール信号入力端子など）と共用
することができる。
【００３５】
図２は、電源電圧レベル検出回路５及び６の具体的回路構成をさらに詳細に示した、回路
システム１００の構成図である。
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【００３６】
電源電圧レベル検出回路５において、外部入力信号ＩＮ１が与えられる入力端子と接地電
位ＧＮＤとの間に、３つのトランジスタＴｒ１～Ｔｒ３が直列に接続されている。このう
ち、トランジスタＴｒ２には、基板電圧として、高電位側の電源電圧Ｖｃｃよりもさらに
高い電圧レベルを有するブーストされた電源電圧Ｖｐｐが供給されている。一方、トラン
ジスタＴｒ２及びＴｒ３のゲートは、それぞれ高電位側の電源電圧Ｖｃｃに接続されてい
る。出力信号ＳＥＴは、トランジスタＴｒ２及びＴｒ３の間に設けられた出力端子１から
外部に出力される。
【００３７】
同様に、電源電圧レベル検出回路６において、外部入力信号ＩＮ２が与えられる入力端子
と接地電位ＧＮＤとの間に、３つのトランジスタＴｒ４～Ｔｒ６が直列に接続されている
。このうち、トランジスタＴｒ５には、バックゲート電圧として、高電位側の電源電圧Ｖ
ｃｃよりもさらに高い電圧レベルを有するブーストされた電源電圧Ｖｐｐが供給されてい
る。一方、トランジスタＴｒ５及びＴｒ６のゲートは、それぞれ高電位側の電源電圧Ｖｃ
ｃに接続されている。また、出力信号ＲＥＳＥＴは、トランジスタＴｒ５及びＴｒ６の間
に設けられた出力端子２から外部に出力される。
【００３８】
ここで、トランジスタＴｒ１、Ｔｒ３、Ｔｒ４及びＴｒ６はＮチャネルトランジスタであ
り、トランジスタＴｒ２及びＴｒ５はＰチャネルトランジスタである。従って、Ｎチャネ
ルトランジスタ及びＰチャネルトランジスタのしきい値電圧をそれぞれＶｔｎ及びＶｔｐ
とすると、電源電圧レベル検出回路５においては、外部入力信号ＩＮ１が電源電圧Ｖｃｃ
とそれぞれのしきい値電圧Ｖｔｎ及びＶｔｐとの合計（すなわち、Ｖｃｃ＋Ｖｔｎ＋Ｖｔ
ｐ）よりも高いレベルになれば、３つのトランジスタＴｒ１～Ｔｒ３がすべてＯＮする。
このとき、それぞれのトランジスタＴｒ１～Ｔｒ３のＯＮ抵抗比を適切に設定することに
よって、出力信号ＳＥＴがＨｉｇｈレベルに設定されるようにする。一方、電源電圧レベ
ル検出回路５への外部入力信号ＩＮ１がＬｏｗレベルになると、トランジスタＴｒ１及び
Ｔｒ２はＯＦＦになる一方で、Ｔｒ３はＯＮに維持される。この結果、出力信号ＳＥＴが
Ｌｏｗレベルに変化する。
【００３９】
同様に、電源電圧レベル検出回路６においては、外部入力信号ＩＮ２が電源電圧Ｖｃｃと
それぞれのしきい値電圧Ｖｔｎ及びＶｔｐとの合計（すなわち、Ｖｃｃ＋Ｖｔｎ＋Ｖｔｐ
）よりもＨｉｇｈレベルになれば、３つのトランジスタＴｒ４～Ｔｒ６がすべてＯＮする
。このとき、それぞれのトランジスタＴｒ４～Ｔｒ６のＯＮ抵抗比を適切に設定すること
によって、出力信号ＲＥＳＥＴがＨｉｇｈレベルに設定されるようにする。電源電圧レベ
ル検出回路６への外部入力信号ＩＮ２がＬｏｗレベルになると、トランジスタＴｒ４及び
Ｔｒ５はＯＦＦになる一方で、Ｔｒ６はＯＮに維持される。この結果、出力信号ＳＥＴが
Ｌｏｗレベルに変化する。
【００４０】
以上に説明した本発明による動作モード切り替え信号発生回路システム１００の構成は、
本発明の一実施形態に過ぎない。他の構成への改変も容易に行うことができる。例えば、
不揮発性動作モードの活性或いは不活性状態を示す情報のラッチの手法や、電源電圧レベ
ルの検出手法、或いはその検出結果に基づいた動作モードの設定手法などは、以上に説明
したものとは異なった手法で実現することが可能である。
【００４１】
或いは、図３に示す動作モード切り替え信号発生回路システム２００では、図１の第２の
信号発生回路５０に対応する第２の信号発生回路５５から、図１の回路構成では含まれて
いた電源電圧レベル検出回路５及び６が省略されて、外部入力信号ＩＮ１及びＩＮ２を直
接にラッチ回路４に入力するようにした構成を有する。このような構成であっても、以上
に説明した回路システム１００と同様の効果を得ることができる。
【００４２】
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但し、この回路システム２００の構成の場合には、外部入力信号ＩＮ１及びＩＮ２の入力
端子は、他用途の入力端子とは独立して設ける必要がある。これは、通常の電源電圧レベ
ル（Ｖｃｃ及びＶｓｓ）を有する外部入力信号ＩＮ１及びＩＮ２によって、半導体メモリ
の不揮発性動作モードが活性化或いは不活性化されないようにするためである。
【００４３】
図４は、回路システム１００及び２００に含まれ得る第１の信号発生回路４０の構成を模
式的に示す図である。
【００４４】
第１の信号発生回路４０は、動作モード切り替え信号発生回路１０、制御回路３０、及び
１対のトランジスタを含んでいる。これらの構成要素のうちで、動作モード切り替え信号
発生回路１０及び制御回路３０は、図６及び図７を参照して説明した特開平７－１８２８
７２号公報に開示されているものと同じ構成にすることができる。
【００４５】
具体的には、動作モード切り替え信号発生回路１０には、ＤＲＡＭモード指示信号を供給
する制御回路３０が接続されている。制御回路３０と動作モード切り替え信号発生回路１
０との間にはノードＣが設けられており、電源電圧ＶｃｃとノードＣとの間にはＮチャネ
ルトランジスタ７が設けられ、接地電位ＧＮＤとノードＣとの間にはＰチャネルトランジ
スタ８が設けられている。これらのトランジスタ７及び８のゲートには、先に説明したラ
ッチ回路４の出力信号ＰＭＴがそれぞれ入力されている。
【００４６】
図４の構成から明らかなように、ラッチ回路４からの出力信号ＰＭＴがＨｉｇｈレベルに
なると、Ｎチャネルトランジスタ７が導通してノードＣの電位がＨｉｇｈレベルになり、
結果としてＤＲＡＭモード指定信号がＨｉｇｈレベルになる。この結果、動作モード切り
替え信号発生回路１０から出力される切り替え信号は、揮発性動作モードを活性化するよ
うに設定される。一方、ラッチ回路４からの出力信号ＰＭＴがＬｏｗレベルになると、Ｐ
チャネルトランジスタ８が導通してノードＣの電位がＬｏｗレベルになり、結果としてＤ
ＲＡＭモード指定信号がＬｏｗレベルになる。この結果、動作モード切り替え信号発生回
路１０から出力される切り替え信号は、揮発性動作モードを不活性化するように設定され
る。
【００４７】
このように、図４の回路構成では、ラッチ回路４からの出力信号ＰＭＴがＨｉｇｈレベル
になるとＤＲＡＭモード指定信号が自動的にＨｉｇｈレベルになって、揮発性動作モード
が活性化される。
【００４８】
図５は、回路構成要素の動作モード切り替え信号発生回路１０への接続の仕方が図４の場
合とは異なっている、他の第１の信号発生回路４５の構成を模式的に示す図である。
【００４９】
この場合にも、動作モード切り替え信号発生回路１０に、ＤＲＡＭモード指示信号を供給
する制御回路３０が接続されている。動作モード切り替え信号発生回路１０とその出力端
子との間にはノードＤが設けられており、電源電圧ＶｃｃとノードＤとの間にはＮチャネ
ルトランジスタ７が設けられ、接地電位ＧＮＤとノードＤとの間にはＰチャネルトランジ
スタ８が設けられている。これらのトランジスタ７及び８のゲートには、先に説明したラ
ッチ回路４の出力信号ＰＭＴがそれぞれ入力されている。
【００５０】
図５の構成から明らかなように、ラッチ回路４からの出力信号ＰＭＴがＨｉｇｈレベルに
なると、Ｎチャネルトランジスタ７が導通してノードＤの電位がＨｉｇｈレベルになる。
その結果として、動作モード切り替え信号発生回路１０から出力されるモード切り替え信
号がＨｉｇｈレベルになり、揮発性動作モードを活性化する。一方、ラッチ回路４からの
出力信号ＰＭＴがＬｏｗレベルになると、Ｐチャネルトランジスタ８が導通してノードＤ
の電位がＬｏｗレベルになる。その結果として、動作モード切り替え信号発生回路１０か
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ら出力されるモード切り替え信号がＬｏｗレベルになり、揮発性動作モードを不活性化す
る。
【００５１】
このように、図５の回路構成では、ラッチ回路４からの出力信号ＰＭＴがＨｉｇｈレベル
になるとモード切り替え信号が自動的にＨｉｇｈレベルになって、揮発性動作モードが活
性化される。特に図５の構成では、不揮発性動作モードと揮発性動作モードとの間の切り
替えを、切り替え信号発生回路１０の影響を受けずに自動的に行うことが可能になる。
【００５２】
【発明の効果】
以上に説明したように本発明の半導体記憶装置においては、電源電圧レベルを示す外部入
力信号を入力されて不揮発性動作モード及び揮発性動作モードの切り替えを行う動作モー
ド切り替え信号発生回路システムを備えている。動作モード切り替え信号発生回路システ
ムは、具体的には、第１の信号発生回路として動作モード切り替え信号発生回路を備え、
さらに第２の信号発生回路として、例えば電源電圧検出回路とラッチ回路（保持回路）と
を備えている。これによって、不揮発性動作モードと揮発性動作モードとを電源電圧のレ
ベルに応じて自動的に切り替える場合と、揮発性動作モードのみで使用する場合とを、選
択することができる。
【００５３】
この結果、通常の動作時には、揮発性動作モードを選択して半導体メモリを揮発性メモリ
（例えばＤＲＡＭ）として機能させ、電荷の蓄積及び放出によって情報の書き込み及び読
み出しを行うことができる。このため、強誘電体膜の分極反転回数が低減されるので、強
誘電体膜の動作特性の劣化の抑制、さらには半導体メモリの長寿命化などの効果が達成さ
れる。
【００５４】
さらに、上記の構成によれば、電源電圧レベルの変化からは独立して、任意に揮発性動作
モードを設定することができる。そのため、通常の動作において印加される電源電圧の幅
よりも広い範囲の印加電圧に対して実施する半導体メモリの動作テスト、例えば設計仕様
値からのマージンを確認する評価テストの実施が可能になる。
【００５５】
動作モードの切り替えの制御に使用する外部入力信号としては、電源電圧レベルの変化に
応じて、所定のレベル、例えば高電位側の電源電圧Ｖｃｃよりも高い電圧レベルを有する
ことができる電圧信号を使用すればよい。このとき、電源電圧レベル検出回路を設ければ
、特別に他の入力端子を設けなくても、電源電圧Ｖｃｃと接地電圧ＧＮＤとの間の電圧レ
ベルを有する他用途の電圧信号が入力される入力端子を、この入力信号の入力端子と兼用
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の半導体記憶装置である強誘電体メモリに含まれる動作モード切り替え信
号発生回路システムの構成の一例を模式的に示す回路図である。
【図２】図１の動作モード切り替え信号発生回路システムの詳細な回路構成の一例を示す
回路図である。
【図３】本発明の半導体記憶装置である強誘電体メモリに含まれる動作モード切り替え信
号発生回路システムの構成の他の例を模式的に示す回路図である。
【図４】本発明の半導体記憶装置である強誘電体メモリに含まれる第１の信号発生回路の
構成の一例を模式的に示す回路図である。
【図５】本発明の半導体記憶装置である強誘電体メモリに含まれる第１の信号発生回路の
構成の他の例を模式的に示す回路図である。
【図６】強誘電体メモリの動作モード切り替え信号発生回路の構成の一例を模式的に示す
回路図である。
【図７】図６の動作モード切り替え信号発生回路に含まれる電源電圧レベル検知回路の構
成の一例を模式的に示す回路図である。
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【図８】図７の電源電圧レベル検知回路の出力特性を模式的に示すグラフである。
【符号の説明】
１、２、３　出力端子
４　ラッチ回路
５、６　電源電圧レベル検出回路
７　Ｎチャネルトランジスタ
８　Ｐチャネルトランジスタ
１０　動作モード切り替え信号発生回路
１１、１２　インバータ素子
２０　電源電圧レベル検出回路
３０　制御回路
４０、４５　第１の信号発生回路
５０、５５　第２の信号発生回路
１００、２００　動作モード切り替え信号発生回路システム
ＩＮ１、ＩＮ２　外部入力信号
ＳＥＴ、ＲＥＳＥＴ　電源電圧レベル検出回路の出力信号
ＰＭＴ　ラッチ回路の出力信号（第２の制御信号）
Ｖｃｃ　高電位側電源電圧
Ｖｓｓ　低電位側電源電圧
ＧＮＤ　接地電位
Ｆ／ＤＳｉｇ　動作モード切り替え信号
Ｖｐｐ　ブーストされた電源電圧
Ｔｒ１、Ｔｒ３、Ｔｒ４、Ｔｒ６　Ｎチャネルトランジスタ
Ｔｒ２、Ｔｒ５　Ｐチャネルトランジスタ
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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