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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部クロック信号に遅延同期したロック信号（ＬＣＬＫ）を自己の半導体記憶装置の内
部回路へ出力し、半導体記憶装置間を接続する接続信号線が備える遅延情報に対応する遅
延値分を前記ロック信号（ＬＣＬＫ）よりも早めたクロック信号である外部クロック信号
に遅延同期した信号（「フライングロッククロック信号」という）（ＬＩＯＣＬＫ）を他
の半導体記憶装置へ出力する、ＤＬＬ（遅延同期ループ）回路と、
　前記ＤＬＬ回路の内部信号（ＭＬＣＬＫ）と、他の半導体記憶装置から入力した前記フ
ライングロッククロック信号（ＬＩＯＣＬＫ）のいずれか一方を選択し、前記ロック信号
（ＬＣＬＫ）を出力するロッククロックセレクト回路と、
　を備え、
　前記ロッククロックセレクト回路は、
　前記ＤＬＬ回路が活性に制御される第１状態では、前記内部信号（ＭＬＣＬＫ）を選択
すると共に、前記ＤＬＬ回路が搭載され該ＤＬＬ回路が非活性に制御される第２状態の他
の半導体記憶装置の前記ロッククロックセレクト回路へ前記フライングロッククロック信
号を供給し、
　前記ＤＬＬ回路が非活性に制御される第２状態では、前記ＤＬＬ回路が搭載され該ＤＬ
Ｌ回路が活性に制御される第１状態の他の半導体記憶装置から供給される前記フライング
ロッククロック信号を選択し、該フライングロッククロック信号（ＬＩＯＣＬＫ）から前
記ロック信号（ＬＣＬＫ）を生成する、ことを特徴とする半導体記憶装置。
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【請求項２】
　外部クロック信号に遅延同期したロック信号（ＬＣＬＫ）を自己の半導体記憶装置の内
部回路へ出力し、半導体記憶装置間を接続する接続信号線が備える遅延情報に対応する遅
延値分を前記ロック信号（ＬＣＬＫ）よりも早めたクロック信号である外部クロック信号
に遅延同期した信号（「フライングロッククロック信号」という）（ＬＩＯＣＬＫ）を他
の半導体記憶装置へ出力する、ＤＬＬ（遅延同期ループ）回路と、
　前記ＤＬＬ回路の内部信号（ＭＬＣＬＫ）と、他の半導体記憶装置から入力した前記フ
ライングロッククロック信号（ＬＩＯＣＬＫ）のいずれか一方を選択し、前記ロック信号
（ＬＣＬＫ）を出力するロッククロックセレクト回路と、
　をそれぞれ備える第１及び第２の半導体記憶装置を有し、
　前記第１の半導体記憶装置は、自己の前記フライングロッククロック信号（ＬＩＯＣＬ
Ｋ）を前記第２の半導体記憶装置の前記ロッククロックセレクト回路へ供給し、
　前記第２の半導体記憶装置は、自己の前記ＤＬＬ回路を非活性にすると共に、前記第２
の半導体記憶装置のロッククロックセレクト回路は、前記第１の半導体記憶装置から供給
された前記フライングロッククロック信号（ＬＩＯＣＬＫ）を選択し、該フライングロッ
ククロック信号（ＬＩＯＣＬＫ）から、自己の前記ロック信号（ＬＣＬＫ）を生成する、
ことを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項３】
　外部クロック信号に遅延同期したロック信号（ＬＣＬＫ）を自己の半導体記憶装置の内
部回路へ出力し、半導体記憶装置間を接続する接続信号線が備える遅延情報に対応する遅
延値分を前記ロック信号（ＬＣＬＫ）よりも早めたクロック信号である外部クロック信号
に遅延同期した信号（「フライングロッククロック信号」という）（ＬＩＯＣＬＫ）を他
の半導体記憶装置へ出力する、ＤＬＬ（遅延同期ループ）回路と、
　前記ＤＬＬ回路の内部信号（ＭＬＣＬＫ）と、他の半導体記憶装置から入力した前記フ
ライングロッククロック信号（ＬＩＯＣＬＫ）のいずれか一方を選択し、前記ロック信号
（ＬＣＬＫ）を出力するロッククロックセレクト回路と、
　少なくとも１つの他の半導体記憶装置へ前記フライングロッククロック信号を供給する
か、他の半導体記憶装置のＤＬＬ回路から供給されるフライングロッククロック信号を入
力するパッドと、
　を備え、
　前記ＤＬＬ回路が非活性に制御される自己の半導体記憶装置の前記ロッククロックセレ
クト回路は、前記ＤＬＬ回路が活性に制御される他の半導体記憶装置から、前記パッドに
入力された、フライングロッククロック信号を選択し、該フライングロッククロック信号
から前記ロック信号（ＬＣＬＫ）を生成する、ことを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項４】
　前記ＤＬＬ回路の非活性は、ＤＬＬ制御信号によって前記ＤＬＬ回路内の遅延同期ルー
プを非活性にする、ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の半導体記憶
装置。
【請求項５】
　前記フライングロッククロック信号を、前記パッドとボンディングワイヤで接続された
、前記他の半導体記憶装置のパッドを介して、前記他の半導体記憶装置へ供給するか、又
は、前記他の半導体記憶装置のパッドからボンディングワイヤで接続されたパッドを介し
て、他の半導体記憶装置から、前記フライングロッククロック信号が供給される状態とが
、選択自在とされてなる、ことを特徴とする請求項３記載の半導体記憶装置。
【請求項６】
　前記他の半導体記憶装置との間を接続するパッドを介した接続による前記遅延情報を、
抵抗、容量を用いたレプリカ構成で取得し、前記ロック信号（ＬＣＬＫ）に対して、前記
遅延分早めたクロック信号を、前記フライングロッククロック信号として、前記他の半導
体記憶装置に供給する、構成とされてなる、ことを特徴とする請求項１又は３に記載の半
導体記憶装置。
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【請求項７】
　前記ＤＬＬ回路は、
　前記遅延情報に対応する遅延値分を前記ロック信号（ＬＣＬＫ）よりも早めたクロック
信号である外部クロック信号に遅延同期した別のクロック信号（ＥＬＣＬＫ）を、前記Ｄ
ＬＬ回路から出力し一のパッドからボンディングワイヤで接続された他のパッドを介して
前記ＤＬＬ回路の入力用の第１の端子（ＭＬＣＬＫ）に入力し、
　前記ＤＬＬ回路の入出力用の第２の端子（ＬＩＯＣＬＫ）から、前記他の半導体記憶装
置より供給されるフライングロッククロック信号を前記パッドから配線を介して入力する
か、又は、前記ＤＬＬ回路で生成され、外部クロック信号に遅延同期したフライングロッ
ククロック信号を、配線を介して前記パッドに出力し、
　ＤＬＬの活性化を制御するＤＬＬ制御信号を入力し、
　前記ＤＬＬ制御信号の活性化時には、前記第１の端子に入力されるクロック信号を選択
して、前記ＤＬＬ回路からのロック信号（ＬＣＬＫ）として出力し、前記ＤＬＬ回路の第
２の端子からは、外部クロック信号に遅延同期したフライングロッククロック信号を、前
記パッドに出力し、
　前記ＤＬＬ制御信号の非活性化時には、前記第２の端子の出力をハイインピーダンス状
態とし、前記第２の端子に入力されるフライングロッククロック信号を選択して、前記Ｄ
ＬＬ回路からのロック信号（ＬＣＬＫ）として出力する前記ロッククロックセレクト回路
を備えている、ことを特徴とする請求項３記載の半導体記憶装置。
【請求項８】
　前記外部クロック信号に遅延同期した別のクロック信号（ＥＬＣＬＫ）が、前記ＤＬＬ
回路から出力され配線を介して一のパッドに達し前記一のパッドからボンディングワイヤ
で接続された他のパッド、配線を介して、前記ＤＬＬ回路の第１の端子（ＭＬＣＬＫ）に
入力されるまでの遅延時間と、
　前記ＤＬＬ回路の第２の端子（ＬＩＯＣＬＫ）から出力された、外部クロック信号に遅
延同期したフライングロッククロック信号が、配線、前記パッド、ボンディングワイヤを
介して前記他の半導体装置のパッドに至り、配線を介して、前記他の半導体装置の第２の
端子（ＬＩＯＣＬＫ）に到達するまでの遅延時間と、が互いに等しくなるように設定され
ている、ことを特徴とする請求項７記載の半導体記憶装置。
【請求項９】
　前記ロッククロックセレクト回路において、
　外部クロック信号に遅延同期した外部クロック信号の遅延を可変させる遅延生成回路の
出力である基本信号（ＥＴＣＬＫ）が前記ロッククロックセレクト回路に入力されてから
、前記ＤＬＬ回路のロック信号（ＬＣＬＫ）が出力されるまでの遅延時間は、
　外部クロック信号に遅延同期した外部クロック信号の遅延を可変させる前記遅延生成回
路の出力である前記基本信号（ＥＴＣＬＫ）が、前記ロッククロックセレクト回路に入力
されてから、ＤＬＬ制御信号が非活性状態の前記他の半導体装置のＤＬＬ回路のロック信
号（ＬＣＬＫ）が出力されるまでの遅延時間と等しくなるように設定されている、ことを
特徴とする請求項７又は８記載の半導体記憶装置。
【請求項１０】
　前記別のクロック信号（ＥＬＣＬＫ）を、前記ＤＬＬ回路から出力し一のパッドからボ
ンディングワイヤで接続された他のパッドを介して前記ＤＬＬ回路の入力用の第１の端子
（ＭＬＣＬＫ）に入力するまでの、配線、パッド、ボンディングワイヤ部のレプリカ遅延
素子を備えている、ことを特徴とする請求項７記載の半導体記憶装置。
【請求項１１】
　前記ロッククロックセレクト回路において、
　外部クロック信号に遅延同期した外部クロック信号の遅延を可変させる遅延生成回路の
出力である基本信号（ＥＴＣＬＫ）が前記ロッククロックセレクト回路に入力されてから
、前記活性化されたＤＬＬ制御信号に対応する前記ＤＬＬ回路のロック信号（ＬＣＬＫ）
が出力されるまでの遅延時間は、



(4) JP 4627286 B2 2011.2.9

10

20

30

40

50

　外部クロック信号に遅延同期した外部クロック信号の遅延を可変させる前記遅延生成回
路の出力である前記基本信号（ＥＴＣＬＫ）が前記ロッククロックセレクト回路に入力さ
れてから、
　ＤＬＬ制御信号が非活性状態の前記他の半導体装置のＤＬＬ回路のロック信号（ＬＣＬ
Ｋ）が出力されるまでの遅延と等しくなるように設定されている、ことを特徴とする請求
項７記載の半導体記憶装置。
【請求項１２】
　前記ＤＬＬ回路は、前記ロッククロックセレクト回路の出力信号を、直接または出力回
路のレプリカ回路を介して、受け、外部クロック信号との位相を検出する位相判定回路と
、
前記位相判定回路の出力を受け、遅延時間を制御する信号を生成する遅延制御回路と、
前記遅延制御回路の信号にしたがって、外部クロック信号の遅延を可変させる遅延生成回
路と、を含む、ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一に記載の半導体記憶装置。
【請求項１３】
　それぞれが、クロック信号を遅延同期させるＤＬＬ（遅延同期ループ）回路を備えた半
導体記憶装置の積層モジュール又は半導体記憶装置を複数有するマルチチップモジュール
構成の半導体装置において、
　それぞれの前記半導体記憶装置の前記ＤＬＬ回路は、
　ＤＬＬ回路の出力信号として外部クロック信号に遅延同期したロック信号（ＬＣＬＫ）
を自己の半導体記憶装置の内部回路へ出力し、前記半導体記憶装置間を接続する接続信号
線が備える遅延情報に対応する遅延値分を前記ロック信号（ＬＣＬＫ）よりも早めたクロ
ック信号である外部クロック信号に遅延同期した信号（「フライングロッククロック信号
」という）（ＬＩＯＣＬＫ）を他の半導体記憶装置へ出力し、
　更に、それぞれの前記半導体記憶装置は、自己の半導体記憶装置のＤＬＬ回路の内部信
号（ＭＬＣＬＫ）と、前記他の半導体記憶装置から入力した前記フライングロッククロッ
ク信号（ＬＩＯＣＬＫ）のいずれか一方を選択し、自己の半導体記憶装置の内部回路へＤ
ＬＬ回路の出力信号として前記ロック信号（ＬＣＬＫ）を出力するロッククロックセレク
ト回路を含み、
　複数の前記半導体記憶装置の中のＤＬＬ回路が活性される１つの半導体記憶装置は、該
ＤＬＬ回路から作られる前記フライングロッククロック信号を、ＤＬＬ回路が非活性状態
とされる少なくとも１つの他の半導体記憶装置に供給すると共に、該ロッククロックセレ
クト回路は、自己のＤＬＬ回路の内部信号（ＭＬＣＬＫ）を前記ロック信号（ＬＣＬＫ）
として選択し、
　前記ＤＬＬ回路が非活性状態とされる少なくとも１つの他の半導体記憶装置のロックク
ロックセレクト回路は、前記ＤＬＬ回路が活性される１つの半導体記憶装置から供給され
たフライングロッククロック信号を前記ロック信号（ＬＣＬＫ）として選択し、
前記半導体記憶装置の搭載数に対して、ＤＬＬ回路の活性数を縮減自在とし、モジュール
全体として、消費電流を低減自在としてなる、ことを特徴とする半導体装置。
【請求項１４】
　それぞれが、ＤＬＬ（遅延同期ループ）回路を備えた半導体記憶装置の積層モジュール
又は半導体記憶装置を複数有するマルチチップモジュール構成の半導体装置において、
　それぞれの前記半導体記憶装置の前記ＤＬＬ回路は、ＤＬＬ回路の出力信号として外部
クロック信号に遅延同期したロック信号（ＬＣＬＫ）を自己の半導体記憶装置の内部回路
へ出力し、前記半導体記憶装置間を接続する接続信号線が備える遅延情報に対応する遅延
値分を前記ロック信号（ＬＣＬＫ）よりも早めたクロック信号である外部クロック信号に
遅延同期した信号（「フライングロッククロック信号」という）（ＬＩＯＣＬＫ）を他の
半導体記憶装置へ出力し、
　更に、それぞれの前記半導体記憶装置は、自己の半導体記憶装置のＤＬＬ回路の内部信
号（ＭＬＣＬＫ）と、前記他の半導体記憶装置から入力した前記フライングロッククロッ
ク信号（ＬＩＯＣＬＫ）のいずれか一方を選択し、自己の半導体記憶装置の内部回路へＤ
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ＬＬ回路の出力信号として前記ロック信号（ＬＣＬＫ）を出力するロッククロックセレク
ト回路を含み、
　前記フライングロッククロック信号を、一の半導体記憶装置と他の半導体記憶装置間で
共用するための、ＤＬＬ回路に専用のパッドを有し、
　一の半導体記憶装置のＤＬＬ回路を選択的に活性化し、
　他の半導体記憶装置では、そのＤＬＬ回路を選択的に非活性状態とし、
　前記一の半導体記憶装置の前記パッドから、前記ＤＬＬ回路で生成されたフライングロ
ッククロック信号を出力し、
　前記他の半導体記憶装置では、前記フライングロッククロック信号を前記パッドから入
力し、
　前記他の半導体記憶装置のロッククロックセレクト回路は、前記入力されたフライング
ロッククロック信号を選択し、前記ロック信号（ＬＣＬＫ）として前記他の半導体記憶装
置内に供給する、ことを特徴とする半導体装置。
【請求項１５】
　前記ＤＬＬ回路は、前記遅延情報に対応する遅延値分を前記ロック信号（ＬＣＬＫ）よ
りも早めたクロック信号である外部クロック信号に遅延同期した別のクロック信号（ＥＬ
ＣＬＫ）を、前記ＤＬＬ回路から出力し一のパッドからボンディングワイヤで接続された
他のパッドを介して前記ＤＬＬ回路の入力用の第１の端子（ＭＬＣＬＫ）に入力し、
　前記ＤＬＬ回路の入出力用の第２の端子（ＬＩＯＣＬＫ）から、前記他の半導体記憶装
置より供給されるフライングロッククロック信号を前記パッドから配線を介して入力する
か、又は、前記ＤＬＬ回路で生成され、外部クロック信号に遅延同期したフライングロッ
ククロック信号を、配線を介して前記パッドに出力し、
　ＤＬＬの活性化を制御するＤＬＬ制御信号を入力し、
　前記ＤＬＬ制御信号の活性化時には、前記第１の端子に入力されるクロック信号を選択
して、前記ＤＬＬ回路からのロック信号（ＬＣＬＫ）として出力し、前記ＤＬＬ回路の第
２の端子からは、外部クロック信号に遅延同期したフライングロッククロック信号を、前
記パッドに出力し、
　前記ＤＬＬ制御信号の非活性化時には、前記第２の端子の出力をハイインピーダンス状
態とし、前記第２の端子に入力されるフライングロッククロック信号を選択して、前記Ｄ
ＬＬ回路からのロック信号（ＬＣＬＫ）として出力する前記ロッククロックセレクト回路
を備えている、ことを特徴とする請求項１４記載の半導体装置。
【請求項１６】
　前記外部クロック信号に遅延同期した別のクロック信号（ＥＬＣＬＫ）が、前記ＤＬＬ
回路から出力され配線を介して一のパッドに達し前記一のパッドからボンディングワイヤ
で接続された他のパッド、配線を介して、前記ＤＬＬ回路の第１の端子（ＭＬＣＬＫ）に
入力されるまでの遅延時間と、
　前記ＤＬＬ回路の第２の端子（ＬＩＯＣＬＫ）から出力された、外部クロック信号に遅
延同期したフライングロッククロック信号が、配線、前記パッド、ボンディングワイヤを
介して前記他の半導体装置のパッドに至り、配線を介して、前記他の半導体装置の第２の
端子（ＬＩＯＣＬＫ）に到達するまでの遅延時間と、が互いに等しくなるように設定され
ている、ことを特徴とする請求項１５記載の半導体装置。
【請求項１７】
　前記ＤＬＬ回路のロッククロックセレクト回路において、
　外部クロック信号に遅延同期した外部クロック信号の遅延を可変させる遅延生成回路の
出力である基本信号（ＥＴＣＬＫ）が前記ロッククロックセレクト回路に入力されてから
、前記ＤＬＬ回路のロック信号（ＬＣＬＫ）が出力されるまでの遅延時間は、
　外部クロック信号に遅延同期した外部クロック信号の遅延を可変させる遅延生成回路の
出力である基本信号（ＥＴＣＬＫ）が前記ロッククロックセレクト回路に入力されてから
、ＤＬＬ制御信号が非活性状態の前記他の半導体装置のＤＬＬ回路のロック信号（ＬＣＬ
Ｋ）が出力されるまでの遅延時間と、等しくなるように設定されている、ことを特徴とす
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る請求項１６記載の半導体装置。
【請求項１８】
　前記別のクロック信号（ＥＬＣＬＫ）を、前記ＤＬＬ回路から出力し一のパッドからボ
ンディングワイヤで接続された他のパッドを介して前記ＤＬＬ回路の入力用の第１の端子
（ＭＬＣＬＫ）に入力するまでの、配線、パッド、ボンディングワイヤ部のレプリカ遅延
素子を備えている、ことを特徴とする請求項１５記載の半導体装置。
【請求項１９】
　前記ＤＬＬ回路のロッククロックセレクト回路において、
　外部クロック信号に遅延同期した外部クロック信号の遅延を可変させる遅延生成回路の
出力である基本信号（ＥＴＣＬＫ）が前記ロッククロックセレクト回路に入力されてから
、前記活性化されたＤＬＬ制御信号に対応する前記ＤＬＬ回路のロック信号（ＬＣＬＫ）
が出力されるまでの遅延時間は、
　外部クロック信号に遅延同期した外部クロック信号の遅延を可変させる前記遅延生成回
路の出力である前記基本信号（ＥＴＣＬＫ）が前記ロッククロックセレクト回路に入力さ
れてから、ＤＬＬ制御信号が非活性状態の前記他の半導体装置のＤＬＬ回路のロック信号
（ＬＣＬＫ）が出力されるまでの遅延と等しくなるように設定されている、ことを特徴と
する請求項１５記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、特にクロック同期型半導体記憶装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時、クロック同期型半導体記憶装置等において、ＤＬＬ（Ｄｅｌａｙ　Ｌｏｃｋ　Ｌ
ｏｏｐ；遅延同期ループ）回路を内臓している半導体記憶装置が主流であり、モジュール
においては、搭載する半導体記憶装置数分の、ＤＬＬの消費電流が上乗せされた形となり
、システムとしての消費電力を増加させている一因となっている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　消費電流の増加による温度上昇（発熱）は、システムの不安定化を招くので消費は少な
い方が望ましい。
【０００４】
　したがって、本発明の目的は、ＤＬＬ回路を半導体記憶装置のチップを複数備えた半導
体装置において、備えた消費電力を低減する半導体記憶装置及び半導体装置を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本願で開示される発明は、前記課題を解決するため、概略以下の構成とされる。
【０００６】
　本発明によれば、外部クロック信号に遅延同期したロック信号（ＬＣＬＫ）を自己の半
導体記憶装置の内部回路へ出力し、半導体記憶装置間を接続する接続信号線が備える遅延
情報に対応する遅延値分を前記ロック信号（ＬＣＬＫ）よりも早めたクロック信号である
外部クロック信号に遅延同期した信号（「フライングロッククロック信号」という）（Ｌ
ＩＯＣＬＫ）を他の半導体記憶装置へ出力する、ＤＬＬ（遅延同期ループ）回路と、前記
ＤＬＬ回路の内部信号（ＭＬＣＬＫ）と、他の半導体記憶装置から入力した前記フライン
グロッククロック信号（ＬＩＯＣＬＫ）のいずれか一方を選択し、前記ロック信号（ＬＣ
ＬＫ）を出力するロッククロックセレクト回路と、を備え、前記ロッククロックセレクト
回路は、前記ＤＬＬ回路が活性に制御される第１状態では、前記内部信号（ＭＬＣＬＫ）
を選択すると共に、前記ＤＬＬ回路が搭載され該ＤＬＬ回路が非活性に制御される第２状
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態の他の半導体記憶装置の前記ロッククロックセレクト回路へ前記フライングロッククロ
ック信号を供給し、前記ＤＬＬ回路が非活性に制御される第２状態では、前記ＤＬＬ回路
が搭載され該ＤＬＬ回路が活性に制御される第１状態の他の半導体記憶装置から供給され
る前記フライングロッククロック信号を選択し、該フライングロッククロック信号（ＬＩ
ＯＣＬＫ）から前記ロック信号（ＬＣＬＫ）を生成する半導体記憶装置が提供される。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、専用パッドを介して、ＤＬＬ回路が動作しているチップから、フライ
ングロッククロック信号が供給されるチップでは、そのＤＬＬ回路のほとんどが動作しな
いため、ＤＬＬ回路の消費電流を削減できる。この結果、モジュール全体として消費電流
を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　上記した本発明についてさらに詳細に説述すべく添付図面を参照して以下に説明する。
本発明は、ＤＬＬ（Ｄｅｌａｙ　Ｌｏｃｋ　Ｌｏｏｐ）回路を備えた半導体記憶装置の積
層モジュールまたは半導体記憶装置を複数有するマルチチップモジュール（ＭＣＭ）にお
いて、ＤＬＬで遅延調整されたクロック信号（ＣＬＫ）を、一の半導体記憶装置と他の半
導体記憶装置間で共用するための専用パッド（ＰＡＤ）を有し、一の半導体記憶装置のＤ
ＬＬを動作させ、他の半導体記憶装置ではＤＬＬを動作させず、一の半導体記憶装置の前
記専用パッドから、ＤＬＬで遅延調整されたクロック信号（ＣＬＫ）から作られる、外部
クロック信号（ＣＬＫ、ＣＬＫＢ）に遅延同期したクロック信号（「フライングロックク
ロック信号」という）を出力し、他の半導体記憶装置は、該フライングロッククロック信
号を専用パッドから入力する。専用パッドを介して、ＤＬＬ回路が動作しているチップか
ら、フライングロッククロック信号が供給されるチップでは、そのＤＬＬ回路のほとんど
が動作しないため、ＤＬＬ回路の消費電流を削減できる。この結果、モジュール全体とし
て消費電流を低減することができる。以下実施例に即して説明する。
【実施例】
【００２２】
　図１と図２は、本発明の一実施例の構成を示す図である。図１には、ＤＬＬの専用パッ
ドを有している半導体記憶装置を、２チップ積層化した時のボンディング状態が示されて
いる。図２は、ＤＬＬのロックしたクロック信号から作られる、外部差動クロック信号（
ＣＬＫ、ＣＬＫＢ）に同期したフライングロッククロック信号を受け渡す専用パッド（Ｄ
ＰＩＯ）を有した半導体記憶装置の内部構成、動作を説明するための図である。
【００２３】
　図２を参照すると、モードレジスタセット等の外部コマンドによる、初期設定もしくは
別途設けられたボンディングオプション・パッド（ＰＡＤ）から得られる信号にて、フラ
イングロッククロック（ＬＩＯＣＬＫ）を、専用パッド（専用ＰＡＤ）を介して、別チッ
プに供給されるよう設定されたチップＣ１と、フライングロッククロック（ＬＩＯＣＬＫ
）を外部から取り込むように設定されたチップＣ２と、を備えている。
【００２４】
　チップＣ１とチップＣ２は、ＤＬＬ回路ＤＬ、出力回路群ＤＯ、ＤＱ－パッド群ＰＱ、
専用パッドＤＰ、専用パッドＤＰＩＯを備えている。
【００２５】
　特に制限されないが、本実施例において、ＤＬＬ回路ＤＬは、
　入力信号として、
　差動クロックＣＬＫ、ＣＬＫＢ、
　アウトプットイネーブル信号ＯＥ、
　ＤＬＬイネーブル信号ＤＬＬＥＮ、
　ＤＬＬリセット信号ＤＬＬＲＳＴ、および、
　ＭＬＣＬＫ
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　を入力し、
　出力信号として
　ＬＣＬＫ、および、
　ＥＬＣＬＫを出力し、
　入出力信号として、フライングロッククロック（ＬＩＯＣＬＫ）を入力／出力し、デー
タ出力のタイミング信号を生成する。
【００２６】
　ＣＬＫおよびＣＬＫＢ信号は、外部から差動で入力される基準クロック信号である。
【００２７】
　ＤＬＬＥＮ信号は、外部からのモードレジスタ等により設定させるＤＬＬを活性または
非活性にするかを選択する信号である。
【００２８】
　ＤＬＬＲＳＴ信号は、外部からのモードレジスタ等により設定させるＤＬＬの動作をリ
セットするための信号である。
【００２９】
　ＯＥ信号は、データ出力を有効にするためのアウトプットイネーブル信号である。
【００３０】
　ＬＣＬＫ信号は、データ出力に使用するクロックである。
【００３１】
　ＥＬＣＬＫ信号およびＭＬＣＬＫ信号は、ワイヤの遅延情報を取得するため信号である
。
【００３２】
　ＬＩＯＣＬＫ信号は、他のチップへ、フライングロッククロック信号を受け渡すための
信号である。
【００３３】
　ＰＤ１～ＰＤｓ信号は、データ出力のためのデータ信号である。
【００３４】
　出力回路群ＤＯは、
　　入力信号が、ＰＤ、ＯＥ、および、ＬＣＬＫであり、
　　出力信号が、ＤＯＵＴである、
　データを出力する出力回路のまとまりで構成される。
【００３５】
　ＤＱ－ＰＡＤ（パッド）群ＰＱは、出力回路の出力信号が接続されているパッドである
。
【００３６】
　専用パッドＤＰは、フライングロッククロックの遅延情報を得るために設けられている
。
【００３７】
　専用パッドＤＰＩＯは、フライングロッククロックを入出力するためのパッドである。
【００３８】
　各ブロック間の結線情報としては、ＤＬＬにてロックされた信号から作られるフライン
グロッククロック信号が、出力回路群ＤＯのＬＣＬＫとして入力される。
【００３９】
　出力回路群ＤＯの出力信号であるＤＯＵＴ信号は、ＤＱ－パッド群ＰＱに接続されてい
る。
【００４０】
　ＤＬＬ回路ＤＬの出力信号であるＥＬＣＬＫ信号および入力信号であるＭＬＣＬＫ信号
は、専用パッドＤＰと接続され、２個ある専用パッドＤＰは、ボンディングワイヤを介し
て接続されている。
【００４１】
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　ＤＬＬ回路ＤＬの入出力信号であるＬＩＯＣＬＫ信号は、専用パッドＤＰＩＯと接続さ
れ、チップＣ１の専用パッドＤＰＩＯと、チップＣ２の専用パッドＤＰＩＯとは、ボンデ
ィングワイヤを介して接続されている。
【００４２】
　図１に示したチップの接続形態は、図２のＤＬＬ専用パッドを有している半導体記憶装
置を、２チップ積層化した時のボンディング状態を示している。
【００４３】
　図１に示すように、チップ（半導体記憶装置）Ｃ１とチップＣ２とは、積層化されてお
り、外部信号との接続のためのボンディングパッドであるＢ１と、チップＣ１、Ｃ２上に
あるチップＰＡＤが、ボンディングワイヤによって接続される。
【００４４】
　また、チップＣ１とチップＣ２は、ＤＬＬのロックしたクロック信号から作られる、外
部から入力される差動クロック信号ＣＬＫ、ＣＬＫＢに遅延同期したクロックであるフラ
イングロッククロックを受け渡すための専用パッドＤＰＩＯおよびボンディングワイヤ遅
延情報取得のための専用パッドＤＰを２個有し、フライングロッククロックを受け渡すた
めの専用パッドは、チップＣ１とＣ２間において、ボンディングワイヤにて接続されてい
る。
【００４５】
　また、ボンディングワイヤ遅延情報取得のための専用パッドＤＰ（例えばＥＣＬＫが接
続する専用パッド）は、同一の半導体記憶装置内のボンディングワイヤ遅延情報取得のた
めの専用パッド（ＭＬＣＬＫが接続する専用ＰＡＤ）と、ボンディングワイヤ接続されて
いる。
【００４６】
　図３は、本実施例のＤＬＬ回路の構成および専用パッドとの接続関係の一例を示す図で
ある。
【００４７】
　図３の構成は、ＤＬＬ回路と専用パッド群により構成されている。ＤＬＬ回路は、クロ
ック初段回路ＤＬ０と、遅延生成回路ＤＬ１と、遅延制御回路ＤＬ２と、ロッククロック
セレクト回路ＤＬ３と、出力回路レプリカ回路ＤＬ４と、位相判定回路のＤＬ５と、を備
えている。
【００４８】
　クロック初段回路ＤＬ０は、入力信号であるＣＬＫ、ＣＬＫＢ信号をカレントミラー回
路等により構成される差動増幅回路により増幅し、ＲＣＬＫ信号として出力する。
【００４９】
　遅延生成回路ＤＬ１は、ＲＣＬＫ信号に、ＤＬＴ［ｔ：１］（ｔは遅延の調整精度によ
り決定される正の整数）で決定される遅延を加えた信号ＥＴＣＬＫを生成する。
【００５０】
　遅延制御回路ＤＬ２は、位相判定結果信号であるＤＥＴの状態により、遅延情報のデー
タをＤＬＴ［ｔ：１］信号として出力する。
【００５１】
　ロッククロックセレクト回路ＤＬ３は、出力回路群で供給されるクロック信号ＬＣＬＫ
の元となる信号を、
　　ＤＬＬ活性時には、ＭＬＣＬＫ信号、
　　ＤＬＬ非活性時には、ＬＩＯＣＬＫ信号
　をセレクトする。すなわち、ロッククロックセレクト回路ＤＬ３は、ＤＬＬ非活性時に
は、別チップから専用パッドＤＰＩＯを介してＬＩＯＣＬＫ端子（入出力端子）に入力さ
れるＬＩＯＣＬＫ信号を選択してＬＯＣＫ信号、ＲＬＣＬＫ信号として出力する。
【００５２】
　また、ロッククロックセレクト回路ＤＬ３は、ＤＬＬ活性時には、ＲＬＣＬＫ信号を出
力するようになっている。
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【００５３】
　出力回路レプリカ回路ＤＬ４は、ＲＬＣＬＫ信号に対して、出力回路と同等の遅延を持
たせＭＣＬＫ信号として出力する。
【００５４】
　位相判定回路ＤＬ５は、ＭＣＬＫ信号のエッジと、差動の外部クロック信号ＣＬＫ、Ｃ
ＬＫＢのクロス位置とのズレを検出した結果を、ＤＥＴ信号として出力する。
【００５５】
　本実施例では、ロッククロックセレクト回路ＤＬ３を新規に設け(従来の構成において
は存在しない)、遅延生成回路ＤＬ１の出力信号ＥＴＣＬＫが、ＲＬＣＬＫ信号として、
出力回路レプリカ回路ＤＬ４に接続されている。
【００５６】
　専用パッド群は、ＭＬＣＬＫおよびＥＬＣＬＫ信号が接続されている専用パッドＤＰ、
ＬＩＯＣＬＫ信号が接続されている専用パッドＤＰＩＯを備えている。従来の構成におい
ては、この専用パッドは存在しない。
【００５７】
　クロック初段回路ＤＬ０、遅延生成回路ＤＬ１、遅延制御回路ＤＬ２、ロッククロック
セレクト回路ＤＬ３、および位相判定回路ＤＬ５に入力されているＤＬＬＥＮ信号は、モ
ードレジスタセット等の外部コマンドによる、初期設定、もしくは、別途設けられたボン
ディングオプションＰＡＤから得られる信号である。特に制限されないが、ＤＬＬを活性
化するときには、ＤＬＬＥＮ信号はＨｉｇｈ（”H”）に設定され、ＤＬＬを非活性にす
るときは、ＤＬＬＥＮ信号はＬｏｗ（”L”）に設定される。
【００５８】
　ＤＬＬ回路において、ＤＬＬＥＮ信号がＬｏｗレベルの非活性時には、ＤＬＬＥＮ信号
を入力する各回路の動作を止めるようになっている。
【００５９】
　遅延制御回路ＤＬ２に入力されているＤＬＬＲＳＴ信号は、遅延情報をリセットし、初
期値に戻すための信号である。
【００６０】
　また、ロッククロックセレクト回路ＤＬ３に入力されているＯＥ信号は、出力回路群に
入力されるＬＣＬＫ信号を有効にするためのイネーブル信号である。
【００６１】
　図４は、本実施例のロッククロックセレクト回路ＤＬ３の構成例を示す図である。構成
としては、
　図３の専用パッドＤＰと接続されているＭＬＣＬＫ信号を入力して反転しＭＬＣＬＫＢ
信号を出力するインバータＪ０と、
　図３の専用パッドＤＰＩＯと接続されているＬＩＯＣＬＫ信号を入力して、反転しＬＩ
ＯＣＬＫＢ信号を出力するインバータＪ１（ＩＯＣＬＫ信号の反転レシーバ）と、
　ＤＬＬＥＮ、ＥＴＣＬＫ信号を入力し、ＥＴＣＬＫＬＢ信号を出力する２入力ＮＡＮＤ
回路Ｊ２と、
　ＤＬＬＥＮ、ＥＴＣＬＫ信号を入力しＥＴＣＬＫＥＢ信号を出力する２入力ＮＡＮＤ回
路Ｊ３と、
　ＤＬＬＥＮ信号を入力して反転しＤＬＬＥＮＢ信号を出力するインバータＪ４と、
　ＳＬＣＬＫおよびＯＥ信号を入力しＬＣＬＫＰＢ信号を出力する２入力ＮＡＮＤ回路Ｊ
５と、
　ＬＣＬＫＰＢ信号を入力して反転しＬＣＬＫ信号を出力するインバータＪ６と、
　ＳＬＣＬＫおよびＤＬＬＥＮ信号を入力しＲＬＣＬＫＰＢ信号を出力する２入力ＮＡＮ
Ｄ回路Ｊ７と、
　ＲＬＣＬＫＰＢ信号を入力しＲＬＣＬＫ信号を出力するインバータＪ８と、
　ＥＬＣＬＫを入力とする負荷調整用のインバータＪ９と、
　クロックインバータ（ｃｌｏｃｋｅｄ　ｉｎｖｅｒｔｅｒ　；クロックドインバータと
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もいう）Ｊ１０～Ｊ１４と、
　を備えている。
【００６２】
　クロックインバータＪ１０は、ＭＣＬＫＢ信号がＤＴ（入力）として、ＤＬＬＥＮＢ信
号がＥＮＢ（イネーブル信号ＥＮの反転信号）として、ＤＬＬＥＮ信号がＥＮとして、Ｓ
ＬＣＬＫ信号が出力ＯＢとして接続されている。
【００６３】
　クロックインバータＪ１１は、ＬＩＯＣＬＫＢ信号がＤＴとして、ＤＬＬＥＮ信号がＥ
ＮＢとして、ＤＬＬＥＮＢ信号がＥＮとして、ＳＬＣＬＫがＯＢとして接続されている。
【００６４】
　クロックインバータＪ１２は、ＥＴＣＬＫＬＢ信号がＤＴとして、ＤＬＬＥＮＢ信号が
ＥＮＢとして、ＤＬＬＥＮ信号がＥＮとして、ＬＩＯＣＬＫがＯＢ（専用パッドに接続さ
れる）として接続されている。クロックインバータＪ１２とＮＡＮＤ回路Ｊ２がＬＩＯＣ
ＬＫのトライステート型正転出力バッファを構成している。
【００６５】
　クロックインバータＪ１３は、ＥＴＣＬＫＥＢ信号がＤＴとして、ＧＮＤがＥＮＢとし
て、電源がＥＮとして、ＥＬＣＬＫがＯＢとして接続されている。
【００６６】
　クロックインバータＪ１４は、ＧＮＤがＤＴとして、電源がＥＮＢとして、ＧＮＤがＥ
Ｎとして、ＭＬＣＬＫがＯＢとして接続されている。
【００６７】
　クロックインバータＪ１０～Ｊ１４は同一構成とされ、それぞれ、
　ソースが電源、ゲートがＥＮＢに接続されているＰＭＯＳトランジスタＱ１Ｉ（Ｉ＝１
～５）と、
　ソースがＰＭＯＳトランジスタＱ１Ｉ（Ｉ＝１～５）のドレインに接続され、ゲートが
ＤＴ信号に接続され、ドレインが出力のＯＢに接続されているＰＭＯＳトランジスタＱ２
Ｉ（Ｉ＝１～５）と、
　ドレインが出力ＯＢに接続され、ゲートが入力ＤＴに接続されているＮＭＯＳトランジ
スタＱ３Ｉ（Ｉ＝１～５）、
　ソースがＧＮＤに接続され、ゲートがＥＮに接続され、ドレインがＮＭＯＳトランジス
タＱ３Ｉ（Ｉ＝１～５）のソースに接続されているＮＭＯＳトランジスタＱ４Ｉ（Ｉ＝１
～５）と、
　を備えている。
【００６８】
　図５は、本実施例のＤＬＬ回路におけるロッククロックセレクト回路ＤＬ３の別の構成
例を示す図である。図５を参照すると、図４の構成に対して、入力がＥＬＣＬＫ信号で出
力がＭＬＣＬＫ信号である、配線、パッド、ボンディングワイヤ部のレプリカ遅延素子Ｊ
１５が追加されている。これ以外の構成は、図４の構成と同様である。レプリカ遅延素子
Ｊ１５は、ＥＬＣＬＫの等価遅延素子Ｋ０、パッドの等価遅延素子Ｋ１、ボンディングワ
イヤの等価遅延素子Ｋ２、パッドの等価遅延素子Ｋ３、ＭＬＣＬＫ配線の等価遅延素子Ｋ
４を直列形態に接続して構成され、各々は、それぞれの遅延を複製するための回路（抵抗
とＭＯＳキャパシタの積分回路）から構成されている。
【００６９】
　次に、本実施例の動作を説明する。
【００７０】
　図２において、チップＣ１はモードレジスタセット等の外部コマンドによる初期設定も
しくは別途設けられたボンディングオプションＰＡＤから得られる信号にて、フライング
ロッククロックを、パッドＤＰＩＯを介して、別チップＣ２に供給するように設定されて
いる。
【００７１】
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　チップＣ２は、フライングロッククロックＬＩＯＣＬＫを外部から取り込むように設定
された場合を示している。
【００７２】
　チップＣ１におけるＤＬＬＥＮ信号はＨｉｇｈレベルに、チップＣ２におけるＤＬＬＥ
Ｎ信号はＬｏｗレベルに設定される。
【００７３】
　この状態で、ＤＬＬＥＮ信号がＨｉｇｈとなっているチップＣ１のＤＬＬ回路ＤＬは、
活性状態となり、データ出力の遅延を、外部ＣＬＫ、ＣＬＫＢ信号と位相同期させるため
の動作を行い、位相同期されたロック状態となる。
【００７４】
　また、フライングロッククロックＬＩＯＣＬＫと同位相同遅延の信号を、ＥＬＣＬＫ信
号として出力する。
【００７５】
　チップＣ１におけるＥＬＣＬＫ信号は、専用パッドＤＰにおいて、ボンディングワイヤ
を介して、ＭＬＣＬＫ信号と接続され、ＭＬＣＬＫ信号はＤＬＬ回路ＤＬに入力されてい
る。
【００７６】
　一方、ＤＬＬＥＮ信号がＬｏｗと設定されたチップＣ２におけるＤＬＬ回路ＤＬは、非
活性状態となり、ＤＬＬ回路において、ＥＬＣＬＫ信号はＬｏｗとなり（ＤＬＬＥＮがＬ
ｏｗのため、クロックドインバータＪ１３において、ＮＡＮＤ回路Ｊ３の出力はＨｉｇｈ
となり、トランジスタＱ３４がオンし、ＥＬＣＬＫ信号はＬｏｗレベル）、ＥＬＣＬＫ信
号は、専用パッドＤＰを介してＭＬＣＬＫ信号に接続されているため、Ｌｏｗ状態として
、ＤＬＬ回路のＤＬに入力される。
【００７７】
　また、チップＣ２におけるＬＩＯＣＬＫ信号は、ＤＬＬＥＮ信号によりハイインピーダ
ンス状態となる（ＤＬＬＥＮがＬｏｗのため、クロックドインバータＪ１２において、Ｅ
ＮはＬｏｗ、ＤＬＬＥＮＢはＨｉｇｈとなり、クロックドインバータＪ１２はオフする）
。ここで、チップＣ１における出力信号のＬＩＯＣＬＫは、チップＣ１、Ｃ２の専用パッ
ドＤＰＩＯを介して、チップＣ２のＬＩＯＣＬＫ信号と接続されているため、チップＣ２
におけるＬＩＯＣＬＫは、チップＣ１のＬＩＯＣＬＫにより駆動されることになる。
【００７８】
　上記したボンディング接続したチップは、図１のＤＬＬ専用パッドを有した半導体記憶
装置を２チップ積層化した時のボンディング状態の図として表されている。専用パッドＤ
Ｐは、チップ内でボンディングされ、専用パッドＤＰＩＯは、チップ間で接続された状態
となっている。
【００７９】
　各チップ内におけるＬＩＯＣＬＫ、ＭＬＣＬＫおよびＥＬＣＬＫ信号は、配線遅延が等
しくなるように同じ負荷で配線されている。
【００８０】
　ＬＩＯＣＬＫの配線負荷による遅延をＴＳＬ、ＭＬＣＬＫの配線負荷による遅延をＴＳ
Ｍ、ＥＬＣＬＫの配線負荷による遅延をＴＳＥとすると、
　　ＴＳＬ＝ＴＳＭ＝ＴＳＥ　　　　・・・（１）
　となる。
【００８１】
　また、各チップにおける、ボンディングワイヤ遅延情報取得のための専用パッドＤＰ間
を接続しているボンディングワイヤ（専用パッドＤＰとボンディングワイヤの負荷による
遅延をＴＷ１とする）と、
　ＬＩＯＣＬＫ信号をチップ間で専用パッドＤＰＩＯを介して接続しているボンディング
ワイヤ（負荷による遅延をＴＷ２とする）とは、
　遅延時間が等しくなるようにボンディングされている。
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【００８２】
　　ＴＷ１＝ＴＷ２　　　　　　　　・・・（２）
【００８３】
　以上により、
　チップＣ１のＤＬＬ回路ＤＬから出力されているＥＬＣＬＫから専用パッドＤＰ（ボン
ディングワイヤ遅延情報取得のための専用パッドＤＰ）によるボンディングワイヤを介し
て、ＭＬＣＬＫとしてＤＬＬ回路ＤＬに入力されるまでの遅延（＝ＴＳＥ＋ＴＷ１＋ＴＳ
Ｍ）と、
　チップＣ１から出力されたＬＩＯＣＬＫ信号が、チップＣ１の専用パッドＤＰＩＯとチ
ップＣ２の専用パッドＤＰＩＯとをつなぐボンディングワイヤを介してチップＣ２のＬＩ
ＯＣＬＫとしてチップＣ２のＤＬＬ回路ＤＬに入力されるまでの遅延（＝ＴＳＬ＋ＴＷ２
＋ＴＳＬ）は
　互いに等しいことがわかる。
【００８４】
　すなわち、関係式（１）、（２）より、
　ＴＳＥ＋ＴＷ１＋ＴＳＭ＝ＴＳＬ＋ＴＷ２＋ＴＳＬ　　　　　　　・・・（３）
　となる。
【００８５】
　チップＣ１では、ＭＬＣＬＫ信号から作られる信号をＬＣＬＫとして、チップＣ２では
、ＬＩＯＣＬＫ信号から作られる信号をＬＣＬＫとして選択して出力することで、ＬＣＬ
Ｋは、チップＣ１とＣ２で同一の波形（遷移タイミング等が同一）とすることができる。
【００８６】
　次に、このチップ内でのＭＬＣＬＫ信号から作られる信号をＬＣＬＫとして、ＬＩＯＣ
ＬＫ信号から作られる信号をＬＣＬＫとして選択するための構成を図３を参照して説明す
る。
【００８７】
　図３において、ＤＬＬが活性状態にあり、出力回路レプリカ回路ＤＬ４の出力信号ＭＣ
ＬＫのエッジとＣＬＫおよびＣＬＫＢ信号のクロス位置の位相がロックした状態において
説明する。
【００８８】
　この場合、遅延制御回路ＤＬ２は、前述したように、出力回路レプリカ回路ＤＬ４の出
力信号ＭＣＬＫのエッジと、ＣＬＫおよびＣＬＫＢ信号のクロス位置の位相がロックした
状態となるように調整された遅延情報信号ＤＬＴ［ｔ：１］を、遅延生成回路ＤＬ１に対
して出力する。この情報をもとに、遅延生成回路ＤＬ１は、ＭＣＬＫのエッジと、ＣＬＫ
およびＣＬＫＢ信号のクロス位置の位相がロックした状態となるように、入力信号ＲＣＬ
Ｋに対して遅延を付加してＥＴＣＬＫ信号を生成する。
【００８９】
　このロック状態では、ＲＬＣＬＫ信号は、ＭＣＬＫに対して、出力回路と同遅延を有し
た出力回路レプリカ回路ＤＬ４の遅延分（遅延量を「ＴＲＥＰ」とする）だけ、早い（位
相が進んだ）クロック信号となる。
【００９０】
　ここで、図３および図４に示した、ロッククロックセレクト回路の構成例から、ＥＴＣ
ＬＫ信号は、図４の２入力ＮＡＮＤ回路Ｊ３、クロックインバータＪ１３を介してＥＬＣ
ＬＫ信号（ＥＴＣＬＫからＥＬＣＬＫまでの遅延を「ＴＥＥ」とする）となり、このＥＬ
ＣＬＫ信号は、図３の専用パッドＤＰ、専用パッドＤＰ同士を接続しているボンディング
ワイヤ、専用パッドを介して、ＭＬＣＬＫ信号として、ロッククロックセレクト回路に入
力される。この遅延は、前述したように、
　　ＴＳＥ＋ＴＷ１＋ＴＳＭ
　で表せる。
【００９１】
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　さらに、ＭＬＣＬＫ信号が、図４のインバータＪ０、クロックインバータＪ１０、２入
力ＮＡＮＤ回路Ｊ７およびインバータＪ８を通って、ＲＬＣＬＫ信号と接続されている。
【００９２】
　ロッククロックセレクト回路内のＭＬＣＬＫからＲＬＣＬＫまでの遅延をＴＭＲとする
。
【００９３】
　また、ＥＴＣＬＫ信号は、図４の２入力ＮＡＮＤ回路Ｊ２、クロックインバータＪ１２
を介してＬＩＯＣＬＫ信号（このＥＴＣＬＫからＬＩＯＣＬＫまでの遅延を「ＴＥＬ」と
する）となり、このＬＩＯＣＬＫ信号は、前記したように、チップＣ１の専用パッドＤＰ
ＩＯ、専用パッドＤＰＩＯ間を接続するボンディングワイヤ、チップＣ２の専用パッドＤ
ＰＩＯを介して、チップＣ２のＤＬＬ回路のＬＩＯＣＬＫ信号を入力する、ＤＬＬ回路の
入出力端子（ロッククロックセレクト回路ＤＬ３の入出力端子）に接続される。この遅延
は、前記したように、
　ＴＳＬ＋ＴＷ２＋ＴＳＬ
　となる。
【００９４】
　さらに、このＬＩＯＣＬＫ信号は、図４のロッククロックセレクト回路内のインバータ
Ｊ１、クロックインバータＪ１１、２入力ＮＡＮＤ回路Ｊ７およびインバータＪ８を通っ
てＲＬＣＬＫ信号と接続されている。ロッククロックセレクト回路内のＬＩＯＣＬＫから
ＲＬＣＬＫまでの遅延を「ＴＬＲ」とする。前記した図４内の遅延値においては、構成が
同一であることから、
　　ＴＥＥ＝ＴＥＬ　　　　　　・・・（４）
　　ＴＭＲ＝ＴＬＲ　　　　　　・・・（５）
　が成り立つ。
【００９５】
　また出力を、イネーブルにするＯＥ信号がＨｉｇｈ時のＬＩＯＣＬＫ信号からＬＣＬＫ
までの遅延（「ＴＬＬ」とする）は、回路構成が同じであるため、前記遅延のＴＬＲと等
しくなる。
【００９６】
　すなわち、
　ＴＭＲ＝ＴＬＲ＝ＴＬＬ　　　・・・（６）
【００９７】
　前述したように、図５のロッククロックセレクト回路ＤＬ３の構成例２は、図４の構成
例１に対して、配線、パッド、ボンディングワイヤ部のレプリカ遅延素子Ｊ１５が追加さ
れた形である。図５の構成は、図２、図３で示していたＥＬＣＬＫ、ＭＬＣＬＫの配線、
専用パッドＤＰ、専用パッドＤＰを接続しているボンディングワイヤをトランジスタで構
成した容量や抵抗素子により等価の遅延（このＪ１５による遅延を、ＴＳＥ＋ＴＷ１＋Ｔ
ＳＭと等しくする）を持たせた構成である。
【００９８】
　かかる構成により、ＥＬＣＬＫ、ＭＬＣＬＫの配線、専用パッドＤＰ、専用パッドＤＰ
を接続しているボンディングワイヤを設けなくですむという利点がある。ただし、予め、
ボンディングワイヤの材質やボンディングされたときの長さの情報をもとに、等価遅延素
子を調整しておく必要がある。
【００９９】
　以上の遅延関係を踏まえて、図２でＤＬＬイネーブル信号ＤＬＬＥＮがＨｉｇｈと設定
され、フライングロッククロックＬＩＯＣＬＫを供給するように設定されたチップＣ１に
おける、図４のロッククロックセレクト回路の構成例１の動作を示す。
【０１００】
　ＨｉｇｈレベルのＤＬＬＥＮ信号と、インバータＪ４により生成されるＤＬＬＥＮの逆
データのＬｏｗである、ＤＬＬＥＮＢ信号により、クロックインバータＪ１１およびＪ１
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０は、それぞれ、Ｊ１１では、ＥＮがＬｏｗとなり、ＥＮＢがＨｉｇｈとなるので、入力
信号のＬＩＯＣＬＫＢ信号は、ＳＬＣＬＫとして出力されず、Ｊ１０では、ＥＮがＨｉｇ
ｈとなり、ＥＮＢがＬｏｗとなるので、入力信号のＭＬＣＬＫＢが、逆データのＳＬＣＬ
Ｋ信号として出力される。
【０１０１】
　ＳＬＣＬＫ信号は、２入力ＮＡＮＤ回路Ｊ７の入力ＤＬＬＥＮ信号がＨｉｇｈであるた
め、ＳＬＣＬＫ信号の逆データが、ＲＬＣＬＫＰＢ信号として出力され、インバータＪ８
により、ＲＬＣＬＫＰＢ信号の逆データがＲＬＣＬＫ信号として出力される。
【０１０２】
　同様に、ＳＬＣＬＫ信号が入力されている２入力ＮＡＮＤ回路Ｊ５においては、出力を
有効にするためのイネーブル信号ＯＥがＨｉｇｈ時に、ＳＬＣＬＫ信号の逆データがＬＣ
ＬＫＰＢ信号として出力され、インバータＪ６により、ＬＣＬＫＰＢ信号の逆データがＬ
ＣＬＫ信号として出力され、図２の出力回路群のＬＣＬＫとして入力される。
【０１０３】
　ＯＥ信号がＬｏｗの時には、２入力ＮＡＮＤ回路Ｊ５の出力ＬＣＬＫＰＢは、Ｈｉｇｈ
となり、インバータＪ６の出力ＬＣＬＫはＬｏｗとなる。
【０１０４】
　２入力ＮＡＮＤ回路Ｊ３は、入力のＤＬＬＥＮがＨｉｇｈのため、ＥＴＣＬＫの逆デー
タがＥＴＣＬＫＥＢ信号として出力され、クロックインバータＪ１３においては、ＥＮが
Ｈｉｇｈ、ＥＮＢがＬｏｗのため、ＥＴＣＬＫＥＢ信号の逆データがＥＬＣＬＫとして出
力され、図２の専用パッドＤＰに接続される。
【０１０５】
　ＥＬＣＬＫに接続されているインバータＪ９は、ＬＩＯＣＬＫに接続されているインバ
ータＪ１により生じる負荷と、同じ負荷を付けるために設けられている。
【０１０６】
　クロックインバータJ１４は、ＥＮがＬｏｗで、ＥＮＢがＨｉｇｈのため、入力のＧＮ
Ｄレベルは出力されない。このクロックインバータＪ１４は、クロックインバータＪ１２
によるＬＩＯＣＬＫの負荷と、ＭＬＣＬＫの負荷の等価化ために設けられた素子である。
【０１０７】
　以上の動作より、ＤＬＬＥＮがＨｉｇｈと設定されたチップＣ１における、図４のＥＴ
ＣＬＫ信号からＲＬＣＬＫ信号までの遅延ＴＤＬＥ（ＯＥがＨｉｇｈ時は、ＥＴＣＬＫ信
号からＬＣＬＫまでの遅延も同値となる）は、
　図４の２入力ＮＡＮＤ回路Ｊ３およびクロックインバータＪ１３の遅延（ＴＥＥ）と、
　ＥＬＣＬＫ信号の配線遅延（ＴＳＥ）と、
　専用パッドＤＰおよびＤＰを接続しているボンディングワイヤの遅延（ＴＷ１）と、
　ＭＬＣＬＫ信号の配線遅延（ＴＳＭ）と、
　図４のクロックインバータＪ１４の負荷による遅延を含むインバータＪ０、クロックイ
ンバータＪ１０、２入力ＮＡＮＤ回路Ｊ７、インバータＪ８によるＭＬＣＬＫからＲＬＣ
ＬＫまでの遅延（ＴＭＲ）
　の和
　　ＴＤＬＥ＝ＴＥＥ＋ＴＳＥ＋ＴＷ１＋ＴＳＭ＋ＴＭＲ　　　　　・・・（７）
　と表すことができる。
【０１０８】
　ＯＥ信号がＨｉｇｈ状態における、ＥＴＣＬＫからＬＣＬＫに信号が伝わるまでの遅延
は、このＥＴＣＬＫからＲＬＣＬＫに信号が伝わるまでの遅延と同じである。
【０１０９】
　よって、ロック状態であるチップＣ１でのＥＴＣＬＫ信号は、外部差動クロック信号Ｃ
ＬＫ、ＣＬＫＢと位相同期された、ＭＣＬＫに対して、
　ＴＲＥＰ＋ＴＤＬＥ
　だけ早い信号となる。
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【０１１０】
　また、同時に、クロックインバータＪ１２のＥＮがＨｉｇｈでＥＮＢがＬｏｗであるこ
とから、ＬＩＯＣＬＫ信号は、ＥＴＣＬＫに対して遅延ＴＥＬを持った信号として出力さ
れる。
【０１１１】
　次に、図２において、ＤＬＬイネーブル信号ＤＬＬＥＮがＬｏｗと設定され、フライン
グロッククロックが供給されるように設定されたチップＣ２における、図４のロッククロ
ックセレクト回路の構成例１の動作を示す。
【０１１２】
　ＤＬＬＥＮがＬｏｗから、インバータＪ４の出力信号ＤＬＬＥＮＢ信号はＨｉｇｈとな
り、クロックインバータＪ１０およびＪ１１はそれぞれ、Ｊ１０ではＥＮがＬｏｗとなり
、ＥＮＢがＨｉｇｈとなるので、入力信号のＭＬＣＬＫＢ信号はＳＬＣＬＫとして出力さ
れず、Ｊ１１ではＥＮがＨｉｇｈとなりＥＮＢがＬｏｗとなるので、入力信号のＬＩＯＣ
ＬＫＢが逆データのＳＬＣＬＫ信号として出力される。
【０１１３】
　ＳＬＣＬＫ信号は２入力ＮＡＮＤ回路Ｊ７の入力ＤＬＬＥＮ信号がＬｏｗであるため、
ＲＬＣＬＫＰＢ信号はＨｉｇｈとして出力され、インバータＪ８の出力のＲＬＣＬＫ信号
はＬｏｗとして出力される。
【０１１４】
　ＳＬＣＬＫ信号が入力されている２入力ＮＡＮＤ回路Ｊ５においては、出力を有効にす
るためのアウトプットイネーブル信号ＯＥがＨｉｇｈ時にＳＬＣＬＫ信号の逆データがＬ
ＣＬＫＰＢ信号として出力され、インバータＪ６により、ＬＣＬＫＰＢ信号の逆データが
ＬＣＬＫ信号として出力され、図２の出力回路群のＬＣＬＫとして入力される。
【０１１５】
　ＯＥ信号がＬｏｗの時には、２入力ＮＡＮＤ回路Ｊ５の出力ＬＣＬＫＰＢは、Ｈｉｇｈ
となり、インバータＪ６の出力ＬＣＬＫはＬｏｗとなる。
【０１１６】
　２入力ＮＡＮＤ回路Ｊ３は、入力のＤＬＬＥＮがＬｏｗのため、出力のＥＴＣＬＫＥＢ
はＨｉｇｈとなり、クロックインバータＪ１３の出力であるＥＬＣＬＫはＬｏｗとなる。
【０１１７】
　ＥＬＣＬＫ信号は、専用パッドＤＰに接続されているボンディングワイヤを介してＭＬ
ＣＬＫとして、図４のロッククロックセレクト回路に入力されているため、同様にＬｏｗ
レベルとなる。
【０１１８】
　２入力ＮＡＮＤ回路Ｊ２は、入力のＤＬＬＥＮ信号がＬｏｗのため、出力のＥＴＣＬＫ
ＬＢはＨｉｇｈとなる。
【０１１９】
　ＥＴＣＬＫＬＢ信号が入力のクロックインバータＪ１２は、ＥＮがＬｏｗでＥＮＢがＨ
ｉｇｈとなるため、入力データは出力されず、出力信号のＬＩＯＣＬＫ信号はハイインピ
ーダンス状態となる。
【０１２０】
　ここで、ＤＬＬＥＮがＨｉｇｈと設定されたチップＣ１のＬＩＯＣＬＫ信号は、出力状
態であり、ＬＩＯＣＬＫ信号は、チップＣ１の専用パッドＤＰＩＯとチップＣ２の専用パ
ッドＤＰＩＯを接続しているボンディングワイヤを介して、チップＣ２のＬＩＯＣＬＫに
接続されていることから、チップＣ２でのＬＩＯＣＬＫは、チップＣ１のＬＩＯＣＬＫに
より駆動されていることになる。
【０１２１】
　この状態のチップＣ１のＥＴＣＬＫから、チップＣ２のＬＣＬＫまでの遅延ＴＤＬＤは
、
　チップＣ１における、図４の２入力ＮＡＮＤ回路Ｊ２およびクロックインバータＪ１２
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の遅延（ＴＥＬ）、
　ＬＩＯＣＬＫ信号の配線遅延（ＴＳＬ）、チップＣ１の専用パッドＤＰＩＯとチップＣ
２の専用パッドＤＰＩＯを接続しているボンディングワイヤおよび専用パッドの負荷によ
る遅延（ＴＷ２）、
　チップＣ２のＬＩＯＣＬＫ信号の配線遅延（ＴＳＬ）、
　チップＣ２における、図４のクロックインバータＪ１２の負荷による遅延を含むインバ
ータＪ１、クロックインバータＪ１１、２入力ＮＡＮＤ回路Ｊ５、インバータＪ６による
ＬＩＯＣＬＫからＬＣＬＫまでの遅延（ＴＬＬ）
　の和
　　ＴＤＬＤ＝ＴＥＬ＋ＴＳＬ＋ＴＷ２＋ＴＳＬ＋ＴＬＬ　　　　　・・・（８）
　と表すことができる。
【０１２２】
　ここで、ＴＤＬＥの遅延（式（７））とＴＤＬＤ（式（８））の遅延は、前記した関係
式の
　ＴＥＥ＝ＴＥＬ、
　ＴＳＥ＝ＴＳＬ、
　ＴＷ１＝ＴＷ２、
　ＴＳＭ＝ＴＳＬ、
　ＴＭＲ＝ＴＬＬ
　より、
　ＴＤＬＥ＝ＴＤＬＤ　　　　　　・・・（９）
　となり、互いに等しいことがわかる。
【０１２３】
　図６は、本実施例における、上記タイミング関係を示したタイミングダイアグラムであ
る。
【０１２４】
　図６のタイミングダイアグラムにおいて、チップＣ１をモードレジスタセット等の外部
コマンドによる初期設定もしくは別途設けられたボンディングオプションＰＡＤから得ら
れる信号にて、フライングロッククロックがパッドを介して別チップに供給するように設
定し（ＤＬＬＥＮ＝Ｈｉｇｈ）、チップＣ２は、フライングロッククロックを外部から取
り込むように設定した場合（ＤＬＬＥＮ＝Ｌｏｗ）を示している。
【０１２５】
　また、出力をイネーブルにするためのＯＥ信号がＨｉｇｈ状態の場合を示している。
【０１２６】
　図６のタイミングダイアグラム、および、前記説明より、チップＣ１からフライングロ
ッククロックを供給されたチップＣ２におけるデータ出力タイミングは、チップＣ１と同
じになっている。
【０１２７】
　チップＣ２のこの状態におけるＤＬＬ回路の動作は、図３のロッククロックセレクト回
路ＤＬ３の一部のみしか動作していないため、チップＣ２のＤＬＬ回路の消費電流は大幅
に低減できることになる。
【０１２８】
　第１の実施例においては、チップＣ１とＣ２において同状態のボンディング接続関係に
あるため、チップＣ１とチップＣ２のＤＬＬの状態を入れ換えることが可能である。
【０１２９】
　従来の構成では、各半導体記憶装置に搭載されているＤＬＬ回路が全て動作している。
これは、積層モジュールにおいても同様である。
【０１３０】
　これに対して、本実施例では、積層やマルチチップモジュールにおいては、隣接する半
導体記憶装置が近いことを利用して、近傍にある半導体記憶装置間では、いずれか１つの
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半導体記憶装置のＤＬＬのみを動作させ、ロックしたＤＬＬ回路から作られるフライング
ロッククロックを、近傍にあるチップに供給することで、半導体記憶装置の搭載数に対し
てＤＬＬの活性数を少なくできるため、モジュール全体として、消費電流を低減すること
ができる。
【０１３１】
　図７は、本発明の第２の実施例の構成を示す図である。図７には、ＤＬＬのロックした
クロック信号ＣＬＫから作られる外部ＣＬＫ、ＣＬＫＢに同期したクロック信号ＣＬＫの
入力・出力専用パッドを有している半導体記憶装置のｎ個チップＣ１～Ｃｎ（ｎは２以上
）の接続構成およびＤＬＬ～出力までの接続構成が示されている。
【０１３２】
　それぞれのチップの内部構成は、入力が外部から入力されるＣＬＫ、ＣＬＫＢ、ＤＬＬ
の活性化信号であるＤＬＬＥＮ、出力を有効にするためのＯＥ、ＣＬＫおよびＣＬＫＢ信
号に位相同期化された信号から作られるＬＣＬＫ、ＬＯＣＬＫ１～ＬＯＣＬＫｎ（フライ
ングロッククロックＬＯＣＬＫ１～ＬＯＣＬＫｎを「ＬＯＣＬＫ信号群」ともいう）、他
のチップからＤＬＬのロッククロックから作られた信号が入力されるＬＩＣＬＫ信号を有
するＤＬＬ回路ＤＬ、ＤＬＬ回路によりＣＬＫおよびＣＬＫＢに位相同期化された信号か
ら作られる出力回路の出力用ＣＬＫであるＬＣＬＫ信号、出力を有効にするＯＥ信号およ
び出力するデータ信号であるＰＤが入力で、出力信号がＤＱ－パッドであるＰＱに接続さ
れている出力回路群ＤＯ、出力回路群ＤＯから出力された信号が接続されているＤＱ－パ
ッド群ＰＱ、ＤＬＬ回路ＤＬから出力されたフライングロッククロックのＬＯＣＬＫ信号
群およびＤＬＬ回路に入力されるＬＩＣＬＫ信号に接続されているフライングロッククロ
ック入出力パッド群ＰＤＬにより構成される。
【０１３３】
　また、チップＣ１～Ｃｍ－１およびＣｍ＋１～Ｃｎ　ＭＲＳ等の外部からのコマンドで
フライングロッククロックが供給されるように設定され、チップＣｍはＭＲＳ等の外部か
らのコマンドでフライングロッククロックを他のチップに供給するように設定されている
（ただし、
　　ｎ＝２の場合、ｎ＝ｍとなり、Ｃ１チップのみ、
　　ｎ＝３の場合、ｍ＝２、
　　ｎ＞＝４の場合、ｍ＜＝ｎ－１）。
【０１３４】
　この場合のチップ間の接続は、チップＣｍの出力専用パッドＬＯｕ（ｕ＝１～ｍ）はチ
ップの入力専用パッドＬＩＮにボンディングワイヤで接続されている。
【０１３５】
　ここで、ｕ＝ｍ時は、同一のチップ上でボンディングされることになる。
【０１３６】
　図８は、本発明の第２の実施例のＤＬＬ回路の構成およびパッドとの接続関係図を示し
ている。
【０１３７】
　図８と、図３に示した構成（ＤＬＬ回路の構成およびパッドとの接続関係図）との相違
点は、図３のロッククロックセレクタ回路ＤＬ３の代わりに、図８のロッククロックセレ
クタ回路ＤＬ３Ａが設けられ、図３の専用パッド群（ＤＰ、ＤＰＩＯ）の代わりに、図８
では、フライングロッククロック入出力パッド群が設けられている。
【０１３８】
　結線情報として異なるのは、以下の２点（Ａ）、（Ｂ）である。
【０１３９】
　（Ａ）ロッククロックセレクタ回路ＤＬ３Ａから出力されるフライングロッククロック
（ＬＯＣＬＫ信号群）が、ＤＬＬ回路でロックされたクロック信号から作られるフライン
グロッククロックを共有しようとするチップ数分出力され、それぞれがフライングロック
クロック入出力パッド群ＬＯｕと接続されている。
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【０１４０】
　（Ｂ）図３では、ＥＬＣＬＫ信号が専用パッドＤＰ同士を接続しているボンディングワ
イヤを介してＤＬＬ回路にＭＬＣＬＫとして入力されていたのが、図８では、フライング
ロッククロックを供給するように設定されたＣｍチップ上で、ＬＯＣＬＫｍ信号が出力パ
ッドＬＯｍと入力パッドＬＩＮを接続しているボンディングワイヤを介して、ＬＩＣＬＫ
としてＤＬＬに入力されている。
【０１４１】
　図９は、図８のロッククロックセレクト回路ＤＬ３Ａの構成例を示す図である。図９の
構成は、
　ＬＩＣＬＫ信号およびＯＥ信号を入力とし、出力がＬＣＬＫＳＢ信号の２入力ＮＡＮＤ
回路Ｒ１と、
　ＬＣＬＫＳＢ信号を入力とし、出力がＬＣＬＫ信号のインバータＲ２と、
　ＬＩＣＬＫ信号およびＤＬＬＥＮ信号を入力とし、出力がＲＬＣＬＫＳＢ信号である２
入力ＮＡＮＤ回路Ｒ３と、
　ＲＬＣＬＫＳＢ信号を入力とし、出力がＲＬＣＬＫ信号のインバータＲ４と、
　ＤＬＬＥＮ信号およびＥＴＣＬＫ信号を入力とし、出力がＥＮＣＬＫＢ信号である２入
力ＮＡＮＤ回路Ｒ５と、
　ＥＮＣＬＫＢ信号を入力とし、ＬＯＣＬＫ信号群が出力であるインバータＲ６＿１～Ｒ
６＿ｎと、
　を備えている。
【０１４２】
　次に、本発明の第２の実施例の動作説明をする。図７におけるチップＣｍは、ＭＲＳ等
の外部コマンドにより、フライングロッククロックを、ＰＡＤおよびボンディングワイヤ
を介して、別チップであるＣ１～Ｃｍ－１、および別チップＣｍ＋１～Ｃｎに供給するよ
うに設定され、ＤＬＬが活性状態（ＤＬＬＥＮ＝Ｈｉｇｈ状態）となる。
【０１４３】
　チップＣ１～Ｃｍ－１およびＣｍ＋１～Ｃｎは、フライングロッククロックを、パッド
、および、ボンディングワイヤを介して、チップＣｍから供給されるように設定され、Ｄ
ＬＬが非活性（ＤＬＬＥＮ＝Ｌｏｗ状態）となる。
【０１４４】
　この状態で、チップＣｍにおけるＤＬＬがロック状態となると、図８で示されているチ
ップＣｍのＤＬＬ回路の構成から、ＭＣＬＫのエッジと、外部入力信号であるＣＬＫおよ
びＣＬＫＢのクロス位置との位相が同期された状態となる。そのため、ＲＬＣＬＫ信号は
ＭＣＬＫに対して、出力回路レプリカ回路ＤＬ４Ａの遅延（ＴＲＥＰ）分早い信号となる
。
【０１４５】
　チップＣｍにおけるＤＬＬ回路においては、ＤＬＬＥＮ信号がＨｉｇｈであるため、ロ
ッククロックセレクト回路ＤＬ３Ａに入力されているＥＴＣＬＫ信号は、
　ＲＬＣＬＫに対して、図９のＥＴＣＬＫ信号からＬＯＣＬＫｍまでの遅延である２入力
ＮＡＮＤ回路Ｒ５、インバータＲ６＿ｍの遅延（遅延量を「ＴＥＬｍ」とする）と、
　図８のＬＯＣＬＫｍの配線遅延（ＴＳＬＯｍ）と、
　ＬＯＣＬＫｍが接続されている出力パッドＬＯｍと、入力パッドＬＩＮを接続している
ボンディングワイヤと出力パッドＬＯｍと、入力パッドＬＩＮの負荷による遅延（遅延量
を「ＴＢｍ」とする）と、
　入力パッドＬＩＮに接続されているＬＩＣＬＫ信号の配線遅延（ＴＳＬＩｍ）、
　図９のＬＩＣＬＫからＲＬＣＬＫまでのインバータＲ４、２入力ＮＡＮＤ回路Ｒ３の遅
延（遅延量を「ＴＬＲｍ」とする）と
　の和
　ＴＤＬＥｍ＝ＴＥＬｍ＋ＴＳＬＯｍ＋ＴＢｍ＋ＴＳＬＩｍ＋ＴＬＲｍ　・・・（１０）
　の遅延分だけ、早い信号となる。
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【０１４６】
　すなわち、チップＣｍにおける、ＥＴＣＬＫの入力からＬＣＬＫ（ロッククロックセレ
クト回路ＤＬ３Ａの出力）までの遅延は、ＴＤＬＥｍとなる。
【０１４７】
　出力をイネーブルにするＯＥ信号がＨｉｇｈの場合、ＬＩＣＬＫからＬＣＬＫまでの２
入力ＮＡＮＤ回路Ｒ１が有効になるため、２入力ＮＡＮＤ回路Ｒ１とインバータＲ２との
遅延（ＴＬＬｍ）は、ＴＬＲ２の遅延における構成と同じため、同遅延となる。
【０１４８】
　　ＴＬＬｍ＝ＴＬＲｍ　　　・・・（１１）
【０１４９】
　すなわち、ＥＴＣＬＫからＬＣＬＫまでの遅延も、ＴＤＬＥｍとなる。
【０１５０】
　一方、チップＣｍのＥＴＣＬＫ信号からのフライングロッククロックのＬＯＣＬＫ信号
を供給されるように設定されたチップＣ１～Ｃｍ－１およびチップＣｍ＋１～Ｃｎのチッ
プＣｕ（ｕは１～ｍ－１、ｍ＋１～ｎの正の整数）における、ＬＣＬＫまでの遅延ＴＤＬ
Ｄｕは、
　チップＣｍにおける図９のロッククロックセレクト回路における２入力ＮＡＮＤ回路Ｒ
５、インバータＲ６＿ｕの遅延（ＴＥＬｕ）と、
　ＬＯＣＬＫ群が接続されているフライングロッククロック入出力パッド群ＰＤＬまでの
遅延（ＴＳＬＯｕ）と、
　フライングロッククロック入出力パッド群の出力パッドＬＯｕと、チップＣｕのフライ
ングロッククロック入出力パッド群の入力パッドＬＩＮに接続されているボンディングワ
イヤと、出力パッドＬＯｕと、入力パッドＬＩＮの負荷による遅延（遅延量を「ＴＢｕ」
とする）と、
　チップＣｕにおける、図７のＬＩＣＬＫの配線遅延（ＴＳＬＩｕ）と、
　図９の２入力ＮＡＮＤ回路Ｒ１とインバータＲ２の遅延（ＴＬＬｕ）
　の和で与えられ、
　ＴＤＬＤｕ＝ＴＥＬｕ＋ＴＳＬＯｕ＋ＴＢｕ＋ＴＳＬＩｕ＋ＴＬＬｕ　・・・（１２）
　となる。
【０１５１】
　ここで、ＴＥＬｋ（ｋ＝１～ｎ）は同一構成であるので、同一の遅延値となる。
【０１５２】
　また、ＬＯＣＬＫ信号群とＬＩＣＬＫ信号は同配線遅延となるように配線し、ＴＳＬＯ
ｋ（ｋ＝１～ｎ）とＴＳＬＩｋ（ｋ＝１～ｎ）の遅延を同一にする。
【０１５３】
　ＴＢｋ（ｋ＝１～ｎ）の遅延は、ボンディングによる遅延が等しくなるようにボンディ
ングすることで、等しくする。
【０１５４】
　図９の２入力ＮＡＮＤ回路Ｒ１とインバータＲ２の遅延であるＴＬＬｋ（ｋ＝１～ｎ）
は同一構成であるため遅延は同じである。また前記したようにＴＬＬｋ＝ＴＬＲｋである
。
【０１５５】
　以上から、
　　ＴＤＬＥｍ＝ＴＤＬＤｋ
　（ｋ＝１～ｍ－１、ｍ＋１～ｎ）　　　・・・（１３）
　となり、各チップにおける、ＬＣＬＫ信号のタイミングを同一にすることができる。
【０１５６】
　本実施例において、ｎチップ内でＤＬＬ回路が活性となっているのは１チップであり、
このチップにおいては、ロッククロックから作られるフライングロッククロックを他のチ
ップに供給するため、消費電力は増加する。
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【０１５７】
　一方、他のチップのＤＬＬ回路は非活性であるため、ＤＬＬ回路の消費電力は、ロック
クロックセレクト回路の一部のみが動作しているのみであるため、大幅に低減できること
になる。
【０１５８】
　消費電力の増加分とこの低減分において、
　増加分＜低減分は、動作回路の比率から容易に推測できるので、本実施例の構成により
、モジュール全体におけるＤＬＬの消費電流を大幅に低減できる。
【０１５９】
　第２の実施例においては、ボンディング構成が、第１の実施例と異なるため、ボンディ
ング後にフライングロッククロックを供給するチップと供給されるチップを入れ換えるこ
とはできない。
【０１６０】
　本発明は、ＤＬＬを備えたＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　ＲＡＭ）、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔ
ｉｃ　ＲＡＭ）等の半導体装置に適用可能である。
【０１６１】
　以上、本発明を上記実施例に即して説明したが、本発明は上記実施例の構成にのみ制限
されるものでなく、本発明の範囲内で当業者であればなし得るであろう各種変形、修正を
含むことは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【０１６２】
【図１】本発明の第１の実施例において２チップ積層時のボンディング状態を示す図であ
る。
【図２】本発明の第１の実施例の半導体記憶装置と専用パッドとの接続構成を示す図であ
る。
【図３】本発明の第１の実施例のＤＬＬ回路の構成と専用パッドとの接続関係を示す図で
ある。
【図４】本発明の第１の実施例のロッククロックセレクト回路の構成例を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施例のロッククロックセレクト回路の別の構成例を示す図であ
る。
【図６】本発明の第１の実施例の動作を示すタイミングダイアグラムである。
【図７】本発明の第２の実施例の半導体記憶装置と専用パッドとの接続構成を示す図であ
る。
【図８】本発明の第２の実施例のＤＬＬ回路の構成と専用パッドとの接続関係を示す図で
ある。
【図９】本発明の第２の実施例のロッククロックセレクト回路の構成例を示す図である。
【符号の説明】
【０１６３】
　Ｂ１　ボンディングパッド（ＰＡＤ）
　Ｃ１、Ｃ２、Ｃｍ、Ｃｎ　チップ
　ＤＬ　ＤＬＬ回路
　ＤＬ０、ＤＬ０Ａ　クロック初段回路（ＣＬＫ初段回路）
　ＤＬ１、ＤＬ１Ａ　遅延生成回路
　ＤＬ２、ＤＬ２Ａ　遅延制御回路
　ＤＬ３、ＤＬ３Ａ　ロッククロックセレクト回路（ロックＣＬＫセレクト回路）
　ＤＬ４、ＤＬ４Ａ　出力回路レプリカ回路
　ＤＬ５、ＤＬ５Ａ　位相判定回路
　ＤＯ　出力回路群
　ＤＰ　専用パッド
　ＤＰＩＯ　専用パッド
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　Ｊ０、Ｊ１、Ｊ４、Ｊ６、Ｊ８、Ｊ９　インバータ
　Ｊ２、Ｊ３、Ｊ５、Ｊ７　２入力ＮＡＮＤ回路
　Ｊ１０～Ｊ１４　クロックドインバータ
　Ｊ１５　レプリカ遅延素子
　Ｋ０　ＥＬＣＬＫの等価遅延素子
　Ｋ１　パッドの等価遅延素子
　Ｋ２　ボンディングワイヤの等価遅延素子
　Ｋ３　パッドの等価遅延素子
　Ｋ４　ＭＬＣＬＫ配線の等価遅延素子
　ＬＩＮ　入力パッド
　ＬＯ１－ＬＯｎ　出力パッド
　ＰＱ　出力パッド群（ＤＱ－ＰＡＤ群）
　Ｑ１１－Ｑ１５、Ｑ２１－Ｑ２５　ＰｃｈＭＯＳトランジスタ
　Ｑ３１－Ｑ３５、Ｑ４１－Ｑ４５　ＮｃｈＭＯＳトランジスタ
　Ｒ１、Ｒ３、Ｒ５　２入力ＮＡＮＤ回路
　Ｒ２、Ｒ４、Ｒ６　インバータ回路

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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