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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のバンクを備え、外部コントローラより入力されるコマンドに従って前記複数のバ
ンクに対する動作が実行される半導体記憶装置において、
　前記複数のバンクを順次リフレッシュするオート・リフレッシュ・コマンドの実行前に
、前記複数のバンクのうち最後にプリチャージが行われたバンクの選択信号をラッチする
ラッチ回路と、
　前記オート・リフレッシュ・コマンドが実行されると、前記ラッチ回路でラッチした選
択信号によって選択されるバンクが最後にリフレッシュされるように、前記オート・リフ
レッシュ・コマンドによりリフレッシュされるバンクの順序を制御するリフレッシュ制御
回路と、を有することを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項２】
　前記複数のバンクは、第１乃至第４のバンクを含み、
　前記ラッチ回路は、
　　前記第１のバンクが最後にプリチャージされた場合に該第１のバンクの選択信号をラ
ッチする第１のラッチ回路と、
　　前記第２のバンクが最後にプリチャージされた場合に該第２のバンクの選択信号をラ
ッチする第２のラッチ回路と、
　　前記第３のバンクが最後にプリチャージされた場合に該第３のバンクの選択信号をラ
ッチする第３のラッチ回路と、
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　　前記第４のバンクが最後にプリチャージされた場合に該第４のバンクの選択信号をラ
ッチする第４のラッチ回路と、を有し、
　前記リフレッシュ制御回路は、
　　前記オート・リフレッシュ・コマンドの実行タイミングを示すタイミング信号を入力
とする、直列に接続された第１乃至第３の遅延回路からなる遅延部と、
　　それぞれが前記第１乃至第４のラッチ回路からのラッチ信号によってオン・オフ制御
される第１乃至第４のスイッチを備え、前記第１乃至第４のバンクをそれぞれ選択するた
めの第１乃至第４のリフレッシュ・バンク選択信号を生成する第１乃至第４の選択回路と
、を有し、
　前記第１の選択回路は、前記タイミング信号が前記第１乃至第３の遅延回路を介して前
記第１乃至第４のスイッチの一端に供給されており、前記第１のスイッチにより前記第１
のリフレッシュ・バンク選択信号が出力され、前記第２のスイッチにより前記第２のリフ
レッシュ・バンク選択信号が出力され、前記第３のスイッチにより前記第３のリフレッシ
ュ・バンク選択信号が出力され、前記第４のスイッチにより前記第４のリフレッシュ・バ
ンク選択信号が出力され、
　前記第２の選択回路は、前記タイミング信号が前記第１乃至第４のスイッチの一端に直
接供給されており、前記第１のスイッチにより前記第２のリフレッシュ・バンク選択信号
が出力され、前記第２のスイッチにより前記第３のリフレッシュ・バンク選択信号が出力
され、前記第３のスイッチにより前記第４のリフレッシュ・バンク選択信号が出力され、
前記第４のスイッチにより前記第１のリフレッシュ・バンク選択信号が出力され、
　前記第３の選択回路は、前記タイミング信号が前記第１の遅延回路を介して前記第１乃
至第４のスイッチの一端に供給されており、前記第１のスイッチにより前記第３のリフレ
ッシュ・バンク選択信号が出力され、前記第２のスイッチにより前記第４のリフレッシュ
・バンク選択信号が出力され、前記第３のスイッチにより前記第１のリフレッシュ・バン
ク選択信号が出力され、前記第４のスイッチにより前記第２のリフレッシュ・バンク選択
信号が出力され、
　前記第４の選択回路は、前記タイミング信号が前記第１および第２の遅延回路を介して
前記第１乃至第４のスイッチの一端に供給されており、前記第１のスイッチにより前記第
４のリフレッシュ・バンク選択信号が出力され、前記第２のスイッチにより前記第１のリ
フレッシュ・バンク選択信号が出力され、前記第３のスイッチにより前記第２のリフレッ
シュ・バンク選択信号が出力され、前記第４のスイッチにより前記第３のリフレッシュ・
バンク選択信号が出力される、請求項１に記載の半導体記憶装置。
                                                                                
【請求項３】
　複数のバンクを備え、外部コントローラより入力されるコマンドに従って前記複数のバ
ンクに対する動作が実行される半導体記憶装置において行われるバンク・リフレッシュ方
法であって、
　前記複数のバンクを順次リフレッシュするオート・リフレッシュ・コマンドの実行前に
、前記複数のバンクのうち最後にプリチャージが行われたバンクの選択信号をラッチする
第１のステップと、
　前記オート・リフレッシュ・コマンドが実行されると、前記第１のステップでラッチし
た選択信号によって選択されるバンクが最後にリフレッシュされるように、前記オート・
リフレッシュ・コマンドによりリフレッシュされるバンクの順序を制御する第２のステッ
プとを含むバンク・リフレッシュ方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）などの半導体記憶装置に関し、
特にＳＤＲＡＭ（SynchronousＤＲＡＭ）に代表される、複数のバンクを備える半導体記
憶装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ＤＲＡＭは、１つのキャパシタと１つのトランジスタからなるメモリ・セルを行列状に
複数配置した構成で、各セルのキャパシタに電荷を蓄積することで情報の記憶が行われる
。このＤＲＡＭにおいては、キャパシタに蓄積された電荷が時間の経過とともに減少する
ため、通常、一定時間毎に記憶保持のためのリフレッシュ（再書き込み）が行われる。
【０００３】
　ＤＲＡＭの１つに、メモリ・チップを複数のバンクに分割し、各バンクで、メモリ・セ
ルを独立して駆動することが可能なＳＤＲＡＭがある。このＳＤＲＡＭでは、外部コント
ローラより入力されるコマンドに従ってバンク毎にメモリ・セルの動作が実行される（特
許文献１参照）。
【特許文献１】特開２０００－２１５６６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＳＤＲＡＭで使用されるコマンドには、いくつかのコマンドがあり、その一つに、オー
ト・リフレッシュ・コマンドがある。ＳＤＲＡＭでは、オート・リフレッシュ・コマンド
が実行されると、各バンクが順次リフレッシュされる。オート・リフレッシュ・コマンド
の実行前に、各バンクは、オール・バンク・プリチャージ・コマンドなどによりプリチャ
ージされる。
【０００５】
　オート・リフレッシュ・コマンドによる各バンクのリフレッシュは、通常、オート・リ
フレッシュ・コマンド実行前に行われた各バンクのプリチャージの順番に関係なく、所定
の順番で実行される。図６に、４つのバンクＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄを有するＳＤＲＡＭに用いら
れている従来のリフレッシュ制御回路を示す。
【０００６】
　図６に示すリフレッシュ制御回路は、遅延回路１００～１０１を直列に接続したもので
あって、オート・リフレッシュ・コマンドの実行タイミングを示す「ＲＥＦ」を入力とす
る。このリフレッシュ制御回路では、タイミング信号「ＲＥＦ」がアクティブになるタイ
ミングでリレフレッシュ・バンク選択信号である「ＲＥＦＡ」、「ＲＥＦＢ」、「ＲＥＦ
Ｃ」、「ＲＥＦＤ」が順に出力され、この順番は固定である。このため、最後にプリチャ
ージが行われたバンクがバンクＡ～Ｄのいずれであっても、リフレッシュ動作は、バンク
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの順番で行われる。したがって、例えば、バンクＡが最後にプリチャージ
され、その後に、オート・リフレッシュ・コマンドが実行された場合は、図７示すように
、バンクＡがプリチャージされた直後に、バンクＡがリフレッシュされることになる。こ
の場合は、バンクＡの内部ｔＲＰ(RAS Precharge Time)が他のバンクに比べて短くなって
しまい、安定した情報の記憶動作の提供が困難になる。
【０００７】
　本発明の目的は、上記問題を解決し、十分な内部ｔＲＰを確保することのできる、半導
体記憶装置およびバンク・リフレッシュ方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明は、複数のバンクを備え、外部コントローラより入力
されるコマンドに従って前記複数のバンクに対する動作が実行される半導体記憶装置にお
いて、前記複数のバンクを順次リフレッシュするオート・リフレッシュ・コマンドの実行
前に、前記複数のバンクのうち最後にプリチャージが行われたバンクの選択信号をラッチ
するラッチ回路と、前記オート・リフレッシュ・コマンドが実行されると、前記ラッチ回
路でラッチした選択信号によって選択されるバンクが最後にリフレッシュされるように、
前記オート・リフレッシュ・コマンドによりリフレッシュされるバンクの順序を制御する
リフレッシュ制御回路と、を有することを特徴とする。この構成によれば、最後にプリチ
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ャージが行われたバンクが必ず最後にリフレッシュされるので、内部ｔＲＰを確保するこ
とが可能である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、十分な内部ｔＲＰを確保することのできるので、情報の書き込みおよ
び読み出しの安定した動作を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　次に、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１１】
　図２に、本発明の一実施形態であるＳＤＲＡＭの概略構成を示す。図２を参照すると、
ＳＤＲＡＭは、クロック発生器１、カラム・デコーダ２、モード・レジスタ３、制御ロジ
ック４、ロウ・アドレス・バッファ／リフレッシュ・カウンタ５、カラム・アドレス・バ
ッファ／バースト・カウンタ６、メモリ部７、データ制御ロジック８、ラッチ回路９、Ｄ
ＬＬ（Delay Locked Loop）１０およびＩ／Ｏバッファ１１を有する。
【００１２】
　クロック発生器１は、クロック信号ＣＫ、／ＣＫおよびクロック・イネーブル信号ＣＫ
Ｅを入力とし、これら入力信号に基づいて基準となるクロックを生成する。クロック発生
器１からのクロックは、カラム・デコーダ２および制御ロジック４に供給されるとともに
、メモリ部７、データ制御ロジック８およびラッチ回路９に供給される。ここで、クロッ
ク信号／ＣＫは、クロック信号ＣＫと同周期で、位相がクロック信号ＣＫと逆になってい
る。クロック・イネーブル信号ＣＫＥは、クロック信号ＣＫの有効・無効の決定を行うた
めの信号である。
【００１３】
　カラム・デコーダ２は、チップ・セレクト信号／ＣＳ、ロウ・アドレス・ストローブ信
号／ＲＡＳ、カラム・アドレス・ストローブ信号／ＣＡＳ、ライト・イネーブル信号／Ｗ
Ｅ、バンク・アドレス信号ＢＡ０、ＢＡ１を入力としており、これら入力信号に基づいて
、コマンドやアドレスの取りこみが行われる。コマンドは各信号（ＣＫ、／ＣＫ、ＣＫＥ
、／ＣＳ、／ＲＡＳ、／ＣＡＳ、／ＷＥ）の論理レベルの組み合わせで指定されるもので
ある。コマンドとしては、バンクを選択するためのアクティブ・コマンド、バンクからデ
ータを読み出すリード・コマンド、バンクをプリチャージするためのプリチャージ・コマ
ンド、バンクをリフレッシュするためのオート・リフレッシュ・コマンドなどがある。
【００１４】
　モード・レジスタ３は、アドレス信号Ａ０～Ａ１１を入力とし、この入力信号に基づい
てレーテンシ、バースト長、バースト・シーケンスなどの動作モードを設定する。ロウ・
アドレス・バッファ／リフレッシュ・カウンタ５は、アドレス信号Ａ０～Ａ１１およびバ
ンク・アドレス信号ＢＡ０、ＢＡ１を入力とし、これら入力信号に基づいてロウ・アドレ
スを生成する。カラム・アドレス・バッファ／バースト・カウンタ６は、アドレス信号Ａ
０～Ａ１１およびバンク・アドレス信号ＢＡ０、ＢＡ１を入力とし、これら入力信号に基
づいてカラム・アドレスを生成する。この生成されたロウ・アドレスおよびカラム・アド
レスはそれぞれ、メモリ部７の各バンクＡ～Ｄのロウ・デコーダおよびカラム・デコーダ
に供給される。
【００１５】
　制御ロジック４は、モード・レジスタ３で設定された動作モードとカラム・デコーダ２
で取り込んだコマンドやアドレスに基づいて、ロウ・アドレス・バッファ／リフレッシュ
・カウンタ５、カラム・アドレス・バッファ／バースト・カウンタ６、メモリ部７の各バ
ンクＡ～Ｄのロウ・デコーダおよびセンス・アンプ、データ制御ロジック８、ラッチ回路
９のそれぞれの動作を制御するための制御信号を生成する。
【００１６】
　データ制御ロジック８は、メモリ部７の各バンクＡ～Ｄに対してデータの書き込みおよ
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び読み出しの制御を行うための回路である。ラッチ回路９は、クロック発生器１からのク
ロック信号に基づいて制御ロジック４からの制御信号をラッチし、クロック信号に同期し
てデータ制御ロジック８を通じたデータの入出力を行う。
【００１７】
　ＤＬＬ１０は、外部クロックと内部クロックとの間に生じる時間差を調整・制御するた
めのものである。このＤＬＬ１０では、クロック信号ＣＫ、／ＣＫに対するデータ入出力
ＤＱ、データ・ストローブ信号ＤＱＳのスキューが最小となるように調整される。Ｉ／Ｏ
バッファ１１は、データ入出力用バッファである。
【００１８】
　上述したＳＤＲＡＭでは、不図示のコントローラから各信号（ＣＫ、／ＣＫ、ＣＫＥ、
／ＣＳ、／ＲＡＳ、／ＣＡＳ、／ＷＥ、ＢＡ０、ＢＡ１、Ａ０～Ａ１１）が供給され、ロ
ウ・アドレス・バッファ／リフレッシュ・カウンタ５により、バンクおよびロウ・アドレ
スが指定され、カラム・アドレス・バッファ／バースト・カウンタ６によりカラム・アド
レスが指定される。そして、指定されたバンク、ロウ・アドレス、カラム・アドレスにし
たがって、データの書き込みおよび読み出しや指定されたコマンドに対応する動作が実行
される。オート・リフレッシュ・コマンドの実行により、各バンクのリフレッシュが行わ
れる。オート・リフレッシュ・コマンドの実行前には、必ず各バンクに対してプリチャー
ジ・コマンド（オール・バンク・プリチャージ・コマンド）が実行され、各バンクがプリ
チャージされる。
【００１９】
　本実施形態のＳＤＲＡＭでは、リフレッシュが行われるバンクの順番を、その前に実行
されたプリチャージの順番に基づいて制御するリフレッシュ制御部がロウ・アドレス・バ
ッファ／リフレッシュ・カウンタ５内に組み込まれている。
【００２０】
　図１に、リフレッシュ制御部の構成を示す。図１を参照すると、リフレッシュ制御部は
、ラッチ回路２０およびリフレッシュ制御回路３０からなる。ラッチ回路２０は、プリチ
ャージ・コマンドの実行タイミングを示すＰＲＥＣＭＤ信号、プリチャージが行われたバ
ンクの選択信号（図１中の「ＢａｎｋＡ」、「ＢａｎｋＢ」、「ＢａｎｋＣ」、「Ｂａｎ
ｋＤ」）をそれぞれ入力としており、最後にプリチャージされたバンクの選択信号をラッ
チして出力する（図１中の「ＰＲＥＡ」、「ＰＲＥＢ」、「ＰＲＥＣ」、「ＰＲＥＤ」）
。プリチャージ・バンク選択信号は、プリチャージ・コマンドの実行に際して制御ロジッ
ク４から供給される制御信号であって、例えば、バンクを指定するアクティブ・コマンド
に対応する。
【００２１】
　リフレッシュ制御回路３０は、オート・リフレッシュ・コマンドの実行タイミングを示
すＲＥＦ信号およびラッチ回路２０からのラッチ信号をそれぞれ入力としており、これら
入力信号に基づいて、リフレッシュするバンクの順番を制御するためのリフレッシュ・バ
ンク選択信号（図１中の「１ｓｔＲＥＦ」、「２ｎｄＲＥＦ」、「３ｒｄＲＥＦ」、「４
ｔｈＲＥＦ」）を出力する。
【００２２】
　図３は、リフレッシュ制御部によるリフレッシュ・バンク選択信号の出力動作を示す。
バンクＡが最後にプリチャージされた場合は、ラッチ信号「ＰＲＥＡ」がラッチ回路２０
からリフレッシュ制御回路３０に供給される。オート・リフレッシュ・コマンドが実行さ
れ、ＲＥＦ信号がアクティブになると、ラッチ回路２０からラッチ信号「ＰＲＥＡ」が供
給されたリフレッシュ制御回路３０が、「１ｓｔＲＥＦ」として「ＲＥＦＢ」を、「２ｎ
ｄＲＥＦ」として「ＲＥＦＣ」を、「３ｒｄＲＥＦ」として「ＲＥＦＤ」を、「４ｔｈＲ
ＥＦ」として「ＲＥＦＡ」を順次出力する。これにより、メモリ部７では、バンクＢ、バ
ンクＣ、バンクＤ、バンクＡの順番でリフレッシュが実行される。
【００２３】
　バンクＢが最後にプリチャージされた場合は、ラッチ信号「ＰＲＥＢ」がラッチ回路２
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０からリフレッシュ制御回路３０に供給される。オート・リフレッシュ・コマンドが実行
され、ＲＥＦ信号がアクティブになると、ラッチ回路２０からラッチ信号「ＰＲＥＢ」が
供給されたリフレッシュ制御回路３０は、「１ｓｔＲＥＦ」として「ＲＥＦＣ」を、「２
ｎｄＲＥＦ」として「ＲＥＦＤ」を、「３ｒｄＲＥＦ」として「ＲＥＦＡ」を、「４ｔｈ
ＲＥＦ」として「ＲＥＦＢ」を順次出力する。これにより、メモリ部７では、バンクＣ、
バンクＤ、バンクＡ、バンクＢの順番でリフレッシュが実行される。
【００２４】
　バンクＣが最後にプリチャージされた場合は、ラッチ信号「ＰＲＥＣ」がラッチ回路２
０からリフレッシュ制御回路３０に供給される。オート・リフレッシュ・コマンドが実行
され、ＲＥＦ信号がアクティブになると、ラッチ回路２０からラッチ信号「ＰＲＥＣ」が
供給されたリフレッシュ制御回路３０は、「１ｓｔＲＥＦ」として「ＲＥＦＤ」を、「２
ｎｄＲＥＦ」として「ＲＥＦＡ」を、「３ｒｄＲＥＦ」として「ＲＥＦＢ」を、「４ｔｈ
ＲＥＦ」として「ＲＥＦＣ」を順次出力する。これにより、メモリ部７では、バンクＤ、
バンクＡ、バンクＢ、バンクＣの順番でリフレッシュが実行される。
【００２５】
　バンクＤが最後にプリチャージされた場合は、ラッチ信号「ＰＲＥＤ」がラッチ回路２
０からリフレッシュ制御回路３０に供給される。オート・リフレッシュ・コマンドが実行
され、ＲＥＦ信号がアクティブになると、ラッチ回路２０からラッチ信号「ＰＲＥＤ」が
供給されたリフレッシュ制御回路３０は、「１ｓｔＲＥＦ」として「ＲＥＦＡ」を、「２
ｎｄＲＥＦ」として「ＲＥＦＢ」を、「３ｒｄＲＥＦ」として「ＲＥＦＣ」を、「４ｔｈ
ＲＥＦ」として「ＲＥＦＤ」を順次出力する。これにより、メモリ部７では、バンクＡ、
バンクＢ、バンクＣ、バンクＤの順番でリフレッシュが実行される。
【００２６】
　図４は、ラッチ回路２０およびリフレッシュ制御回路３０の具体的な構成を示す回路図
である。図３を参照すると、ラッチ回路２０は、プリチャージ・バンク選択信号「Ｂａｎ
ｋＡ」がスイッチ２５を介して入力されたラッチ回路２１、プリチャージ・バンク選択信
号「ＢａｎｋＢ」がスイッチ２６を介して入力されたラッチ回路２２、プリチャージ・バ
ンク選択信号「ＢａｎｋＣ」がスイッチ２７を介して入力されたラッチ回路２３、および
プリチャージ・バンク選択信号「ＢａｎｋＤ」がスイッチ２８を介して入力されたラッチ
回路２４を備える。スイッチ２５～２８は、ＰＲＥＣＭＤ信号に基づいてそのオン・オフ
の動作が制御されるようになっている。
【００２７】
　リフレッシュ制御回路３０は、ラッチ回路２１～２４の出力（ラッチ信号）に基づいて
リフレッシュ・バンク選択信号を出力する第１～第４の選択回路と、ＲＥＦ信号を入力と
する、遅延回路３５ａ～３５ｃを直接に接続した遅延回路とからなる。
【００２８】
　第１の選択回路は、ラッチ回路２１の出力（ラッチ信号「ＰＲＥＡ」）によってオン・
オフ制御されるスイッチ３１ａと、ラッチ回路２２の出力（ラッチ信号「ＰＲＥＢ」）に
よってオン・オフ制御されるスイッチ３１ｂと、ラッチ回路２３の出力（ラッチ信号「Ｐ
ＲＥＣ」）によってオン・オフ制御されるスイッチ３１ｃと、ラッチ回路２４の出力（ラ
ッチ信号「ＰＲＥＤ」）によってオン・オフ制御されるスイッチ３１ｄとからなる。各ス
イッチ３１ａ～３１ｄは、一端にＲＥＦ信号が遅延回路３５ａ～３５ｃを介して供給され
ている。スイッチ３１ａは、オン状態時にＲＥＦ信号がアクティブになるとバンク選択信
号「ＲＥＦＡ」を出力する。スイッチ３１ｂは、オン状態時にＲＥＦ信号がアクティブに
なるとバンク選択信号「ＲＥＦＢ」を出力する。スイッチ３１ｃは、オン状態時にＲＥＦ
信号がアクティブになるとバンク選択信号「ＲＥＦＣ」を出力する。スイッチ３１ｄは、
オン状態時にＲＥＦ信号がアクティブになるとバンク選択信号「ＲＥＦＤ」を出力する。
【００２９】
　第２の選択回路は、ラッチ回路２１の出力（ラッチ信号「ＰＲＥＡ」）によってオン・
オフ制御されるスイッチ３２ａと、ラッチ回路２２の出力（ラッチ信号「ＰＲＥＢ」）に
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よってオン・オフ制御されるスイッチ３２ｂと、ラッチ回路２３の出力（ラッチ信号「Ｐ
ＲＥＣ」）によってオン・オフ制御されるスイッチ３２ｃと、ラッチ回路２４の出力（ラ
ッチ信号「ＰＲＥＤ」）によってオン・オフ制御されるスイッチ３２ｄとからなる。各ス
イッチ３２ａ～３２ｄは、一端にＲＥＦ信号が直接供給されている。スイッチ３２ａは、
オン状態時にＲＥＦ信号がアクティブになるとバンク選択信号「ＲＥＦＢ」を出力する。
スイッチ３２ｂは、オン状態時にＲＥＦ信号がアクティブになるとバンク選択信号「ＲＥ
ＦＣ」を出力する。スイッチ３２ｃは、オン状態時にＲＥＦ信号がアクティブになるとバ
ンク選択信号「ＲＥＦＤ」を出力する。スイッチ３２ｄは、オン状態時にＲＥＦ信号がア
クティブになるとバンク選択信号「ＲＥＦＡ」を出力する。
【００３０】
　第３の選択回路は、ラッチ回路２１の出力（ラッチ信号「ＰＲＥＡ」）によってオン・
オフ制御されるスイッチ３３ａと、ラッチ回路２２の出力（ラッチ信号「ＰＲＥＢ」）に
よってオン・オフ制御されるスイッチ３３ｂと、ラッチ回路２３の出力（ラッチ信号「Ｐ
ＲＥＣ」）によってオン・オフ制御されるスイッチ３３ｃと、ラッチ回路２４の出力（ラ
ッチ信号「ＰＲＥＤ」）によってオン・オフ制御されるスイッチ３３ｄとからなる。各ス
イッチ３３ａ～３３ｄは、一端にＲＥＦ信号が遅延回路３５ａを介して供給されている。
スイッチ３３ａは、オン状態時にＲＥＦ信号がアクティブになるとバンク選択信号「ＲＥ
ＦＣ」を出力する。スイッチ３３ｂは、オン状態時にＲＥＦ信号がアクティブになるとバ
ンク選択信号「ＲＥＦＤ」を出力する。スイッチ３３ｃは、オン状態時にＲＥＦ信号がア
クティブになるとバンク選択信号「ＲＥＦＡ」を出力する。スイッチ３３ｄは、オン状態
時にＲＥＦ信号がアクティブになるとバンク選択信号「ＲＥＦＢ」を出力する。
【００３１】
　第４の選択回路は、ラッチ回路２１の出力（ラッチ信号「ＰＲＥＡ」）によってオン・
オフ制御されるスイッチ３４ａと、ラッチ回路２２の出力（ラッチ信号「ＰＲＥＢ」）に
よってオン・オフ制御されるスイッチ３４ｂと、ラッチ回路２３の出力（ラッチ信号「Ｐ
ＲＥＣ」）によってオン・オフ制御されるスイッチ３４ｃと、ラッチ回路２４の出力（ラ
ッチ信号「ＰＲＥＤ」）によってオン・オフ制御されるスイッチ３４ｄとからなる。各ス
イッチ３４ａ～３４ｄは、一端にＲＥＦ信号が遅延回路３５ａ、３５ｂを介して供給され
ている。スイッチ３４ａは、オン状態時にＲＥＦ信号がアクティブになるとバンク選択信
号「ＲＥＦＤ」を出力する。スイッチ３４ｂは、オン状態時にＲＥＦ信号がアクティブに
なるとバンク選択信号「ＲＥＦＡ」を出力する。スイッチ３４ｃは、オン状態時にＲＥＦ
信号がアクティブになるとバンク選択信号「ＲＥＦＢ」を出力する。スイッチ３４ｄは、
オン状態時にＲＥＦ信号がアクティブになるとバンク選択信号「ＲＥＦＣ」を出力する。
【００３２】
　上述したリフレッシュ制御部では、プリチャージ・コマンド（ここでは、オール・バン
ク・プリチャージ・コマンド）の実行タイミングであるＰＲＥＣＭＤ信号がアクティブに
なるタイミングでスイッチ２５～２８が全てオン状態となる。
【００３３】
　バンクＡのプリチャージが最後に行われた場合は、ラッチ回路２１にてバンク選択信号
「ＢａｎｋＡ」がラッチされ、ラッチ回路２１の出力であるラッチ信号「ＰＲＥＡ」がハ
イ・レベルになる。ラッチ回路２１の出力がハイ・レベルになると、第１の選択回路のス
イッチ３１ａ、第２の選択回路のスイッチ３２ａ、第３の選択回路のスイッチ３３ａ、第
４の選択回路のスイッチ３４ａがそれぞれオン状態となる。各スイッチ３１ａ、３２ａ、
３３ａ、３４ａは、オン状態になると、一端に供給されるＲＥＦ信号がアクティブになる
タイミングでリフレッシュ・バンク選択信号である「ＲＥＦＡ」、「ＲＥＦＢ」、「ＲＥ
ＦＣ」、「ＲＥＦＤ」をそれぞれ出力する。この場合は、ＲＥＦ信号はスイッチ３２ａ、
スイッチ３３ａ、スイッチ３４ａ、スイッチ３１ａの順番でアクティブになるため、「１
ｓｔＲＥＦ」として「ＲＥＦＢ」が、「２ｎｄＲＥＦ」として「ＲＥＦＣ」が、「３ｒｄ
ＲＥＦ」として「ＲＥＦＤ」が、「４ｔｈＲＥＦ」として「ＲＥＦＡ」が順次出力される
ことになる。
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【００３４】
　バンクＢのプリチャージが最後に行われた場合は、ラッチ回路２２にてバンク選択信号
「ＢａｎｋＢ」がラッチされ、ラッチ回路２２の出力であるラッチ信号「ＰＲＥＢ」がハ
イ・レベルになる。ラッチ回路２２の出力がハイ・レベルになると、第１の選択回路のス
イッチ３１ｂ、第２の選択回路のスイッチ３２ｂ、第３の選択回路のスイッチ３３ｂ、第
４の選択回路のスイッチ３４ｂがそれぞれオン状態となる。各スイッチ３１ｂ、３２ｂ、
３３ｂ、３４ｂは、オン状態になると、一端に供給されるＲＥＦ信号がアクティブになる
タイミングでリフレッシュ・バンク選択信号である「ＲＥＦＢ」、「ＲＥＦＣ」、「ＲＥ
ＦＤ」、「ＲＥＦＡ」をそれぞれ出力する。この場合は、ＲＥＦ信号は、スイッチ３２ｂ
、スイッチ３３ｂ、スイッチ３４ｂ、スイッチ３１ｂの順番でアクティブになるため、「
１ｓｔＲＥＦ」として「ＲＥＦＣ」が、「２ｎｄＲＥＦ」として「ＲＥＦＤ」が、「３ｒ
ｄＲＥＦ」として「ＲＥＦＡ」が、「４ｔｈＲＥＦ」として「ＲＥＦＢ」が順次出力され
ることになる。
【００３５】
　バンクＣのプリチャージが最後に行われた場合は、ラッチ回路２３にてバンク選択信号
「ＢａｎｋＣ」がラッチされ、ラッチ回路２３の出力であるラッチ信号「ＰＲＥＣ」がハ
イ・レベルになる。ラッチ回路２３の出力がハイ・レベルになると、第１の選択回路のス
イッチ３１ｃ、第２の選択回路のスイッチ３２ｃ、第３の選択回路のスイッチ３３ｃ、第
４の選択回路のスイッチ３４ｃがそれぞれオン状態となる。各スイッチ３１ｃ、３２ｃ、
３３ｃ、３４ｃは、オン状態になると、一端に供給されるＲＥＦ信号がアクティブになる
タイミングでリフレッシュ・バンク選択信号である「ＲＥＦＣ」、「ＲＥＦＤ」、「ＲＥ
ＦＡ」、「ＲＥＦＢ」をそれぞれ出力する。この場合は、ＲＥＦ信号は、スイッチ３２ｃ
、スイッチ３３ｃ、スイッチ３４ｃ、スイッチ３１ｃの順番でアクティブになるため、「
１ｓｔＲＥＦ」として「ＲＥＦＤ」が、「２ｎｄＲＥＦ」として「ＲＥＦＡ」が、「３ｒ
ｄＲＥＦ」として「ＲＥＦＢ」が、「４ｔｈＲＥＦ」として「ＲＥＦＣ」が順次出力され
ることになる。
【００３６】
　バンクＤのプリチャージが最後に行われた場合は、ラッチ回路２４にてバンク選択信号
「ＢａｎｋＤ」がラッチされ、ラッチ回路２４の出力であるラッチ信号「ＰＲＥＤ」がハ
イ・レベルになる。ラッチ回路２４の出力がハイ・レベルになると、第１の選択回路のス
イッチ３１ｄ、第２の選択回路のスイッチ３２ｄ、第３の選択回路のスイッチ３３ｄ、第
４の選択回路のスイッチ３４ｄがそれぞれオン状態となる。各スイッチ３１ｄ、３２ｄ、
３３ｄ、３４ｄは、オン状態になると、一端に供給されるＲＥＦ信号がアクティブになる
タイミングでリフレッシュ・バンク選択信号である「ＲＥＦＤ」、「ＲＥＦＡ」、「ＲＥ
ＦＢ」、「ＲＥＦＣ」をそれぞれ出力する。この場合は、ＲＥＦ信号は、スイッチ３２ｄ
、スイッチ３３ｄ、スイッチ３４ｄ、スイッチ３１ｄの順番でアクティブになるため、「
１ｓｔＲＥＦ」として「ＲＥＦＡ」が、「２ｎｄＲＥＦ」として「ＲＥＦＢ」が、「３ｒ
ｄＲＥＦ」として「ＲＥＦＣ」が、「４ｔｈＲＥＦ」として「ＲＥＦＤ」が順次出力され
ることになる。
【００３７】
　図５は、図４に示したリフレッシュ制御部の動作を説明するためのタイミングチャート
図である。アクティブ・コマンドＡでバンクＡが選択され、「ＰＲＥＡ」によりバンクＡ
が最後にプリチャージされた場合は、バンク選択信号「ＲＥＦＢ」、「ＲＥＦＣ」、「Ｒ
ＥＦＤ」、「ＲＥＦＡ」によりバンクＢ、バンクＣ、バンクＤ、バンクＡの順番でリフレ
ッシュが行われる。このバンク選択信号「ＲＥＦＢ」、「ＲＥＦＣ」、「ＲＥＦＤ」、「
ＲＥＦＡ」によるリフレッシュ動作が、オート・リフレッシュ・コマンドによるリフレッ
シュ動作である。この場合、最後にプリチャージされたバンクＡに対する内部ｔＲＰは、
「ＰＲＥＡ」の立ち上がりタイミングから「ＲＥＦＡ」の立ち上がりタイミングまでの時
間とされる。このようにバンクＡに対する内部ｔＲＰとして、安定した動作を実現するこ
とができる十分な時間を確保することが可能になっている。
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【００３８】
　「ＰＲＥＢ」によりバンクＢが最後にプリチャージされた場合は、バンク選択信号「Ｒ
ＥＦＣ」、「ＲＥＦＤ」、「ＲＥＦＡ」、「ＲＥＦＢ」によりバンクＣ、バンクＤ、バン
クＡ、バンクＢの順番でリフレッシュが行われる。この場合、最後にプリチャージされた
バンクＢに対する内部ｔＲＰは、「ＰＲＥＢ」の立ち上がりタイミングから「ＲＥＦＢ」
の立ち上がりタイミングまでの時間とされる。このようにバンクＢについても、安定した
動作を実現することができる十分な内部ｔＲＰを確保することが可能になっている。
【００３９】
　「ＰＲＥＣ」によりバンクＣが最後にプリチャージされた場合は、バンク選択信号「Ｒ
ＥＦＤ」、「ＲＥＦＡ」、「ＲＥＦＢ」、「ＲＥＦＣ」によりバンクＤ、バンクＡ、バン
クＢ、バンクＣの順番でリフレッシュが行われる。この場合、内部ｔＲＰは、「ＰＲＥＣ
」の立ち上がりタイミングから「ＲＥＦＣ」の立ち上がりタイミングまでの時間とされる
。このようにバンクＣについても、安定した動作を実現することができる十分な内部ｔＲ
Ｐを確保することが可能になっている。
【００４０】
　「ＰＲＥＤ」によりバンクＤが最後にプリチャージされた場合は、バンク選択信号「Ｒ
ＥＦＡ」、「ＲＥＦＢ」、「ＲＥＦＣ」、「ＲＥＦＤ」によりバンクＡ、バンクＢ、バン
クＣ、バンクＤの順番でリフレッシュが行われる。この場合、内部ｔＲＰは、「ＰＲＥＤ
」の立ち上がりタイミングから「ＲＥＦＤ」の立ち上がりタイミングまでの時間とされる
。このようにバンクＤについても、安定した動作を実現することができる十分な内部ｔＲ
Ｐを確保することが可能になっている。
【００４１】
　ラッチ回路２０におけるラッチの状態は、オート・リフレッシュ終了後に解除される。
【００４２】
　以上のように、本実施形態のＳＤＲＡＭにおいては、オート・リフレッシュの実行に際
して、最後にプリチャージが行われたバンクに対するリフレッシュ動作は、かならず、最
後に行われるようになっているので、十分な内部ｔＲＰを確保することができ、安定した
記憶動作を提供することができる。
【００４３】
　なお、以上説明した実施形態のＳＤＲＡＭは、本発明の一例であり、その構成および動
作は適宜変更することができる。例えば、バンクの数は４つに限られるものではなく、バ
ンクは複数であればよい。
【００４４】
　また、本発明は、ＳＤＲＡＭに限定されるものではなく、複数のバンクで構成される他
の半導体記憶装置にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の一実施形態であるＳＤＲＡＭのリフレッシュ制御部の構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】図１に示すリフレッシュ制御部を備えるＳＤＲＡＭの概略構成を示すブロック図
である。
【図３】図１に示すリフレッシュ制御部によるリフレッシュ・バンク選択信号の出力動作
を説明するための図である。
【図４】図１に示すリフレッシュ制御部のラッチ回路およびリフレッシュ制御回路の具体
的な構成を示す回路図である。
【図５】図４に示すリフレッシュ制御部の動作を説明するためのタイミングチャート図で
ある。
【図６】４つのバンクＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄを有するＳＤＲＡＭに用いられている従来のリフレ
ッシュ制御回路を示すブロック図である。
【図７】図６に示すリフレッシュ制御回路の動作を説明するためのタイミングチャート図
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である。
【符号の説明】
【００４６】
　１　クロック発生器
　２　カラムでコーダ
　３　モードレジスタ
　４　制御ロジック
　５　ロウ・アドレス・バッファ／リフレッシュ・カウンタ
　６　カラム・アドレス・バッファ／バースト・カウンタ
　７　メモリ部
　８　データ制御ロジック
　９ラッチ回路
　１０　ＤＬＬ
　１１　Ｉ／Ｏバッファ
　２０　ラッチ回路
　３０　リフレッシュ制御回路

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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