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(57)【要約】
【課題】積層型の半導体装置においていずれかのバンク
がアクティブ状態であるか否かを判定する。
【解決手段】バンクアドレス信号ＢＡ及びアクティブ信
号ＡＣＴ０を出力するインターフェースチップＩＦと、
インターフェースチップＩＦに積層され、それぞれ対応
するバンクアドレス信号ＢＡ及びアクティブ信号ＡＣＴ
０を受けて独立にアクティブ状態となる複数のメモリバ
ンクを備えるコアチップＣＣ０～ＣＣ７とを備える。コ
アチップＣＣ０～ＣＣ７は、其々に含まれる複数のメモ
リバンクの少なくとも１つがアクティブ状態であるか否
かを示すローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴをイ
ンターフェースチップＩＦに其々出力し、インターフェ
ースチップＩＦは、ローカルバンクアクティブ信号ＭＣ
ＩＤＴの少なくとも１つが活性状態を示すときにバンク
アクティブ信号ＰＭＣＩＴを活性化させる。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バンクアドレス信号及びアクティブ信号を出力する制御チップと、
　前記制御チップに積層され、其々が前記制御チップからの対応する前記バンクアドレス
信号及び前記アクティブ信号を受けて独立にアクティブ状態となる複数のメモリバンクを
備える２以上の被制御チップと、を備えた半導体装置であって、
　前記２以上の被制御チップは、其々に含まれる前記複数のメモリバンクの少なくとも１
つが前記アクティブ状態であるか否かを示すローカルバンクアクティブ信号を前記制御チ
ップに其々出力し、
　前記制御チップは、前記ローカルバンクアクティブ信号の少なくとも１つが活性状態を
示すときにバンクアクティブ信号を活性化させる、ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記２以上の被制御チップは、該チップを貫通して設けられた複数の貫通電極を備えて
おり、
　前記バンクアドレス信号及びアクティブ信号は、前記複数の貫通電極に含まれる複数の
第１貫通電極を介して前記制御チップから前記２以上の被制御チップに供給され、
　前記ローカルバンクアクティブ信号は、前記複数の貫通電極に含まれる複数の第２貫通
電極を介して前記２以上の被制御チップから前記制御チップに供給される、ことを特徴と
する請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記２以上の被制御チップにそれぞれ設けられた前記複数の第１貫通電極のうち、積層
方向から見て同じ平面位置に設けられた第１貫通電極は互いに短絡されていることを特徴
とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記２以上の被制御チップにそれぞれ設けられた前記複数の第２貫通電極のうち、積層
方向から見て同じ平面位置に設けられた第２貫通電極は互いに短絡されていないことを特
徴とする請求項２又は３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記２以上の被制御チップにそれぞれ設けられた前記複数の第２貫通電極のうち、積層
方向から見て互いに異なる平面位置に設けられた第２貫通電極の一部が互いに短絡されて
いることを特徴とする請求項４に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記制御チップは、外部からアクティブコマンドが発行されたことに応答して前記アク
ティブ信号を活性化させ、前記アクティブ信号を活性化させた後、前記ローカルバンクア
クティブ信号が活性化する前に、前記バンクアクティブ信号を一時的に活性化させること
を特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記２以上の被制御チップの全体によって一つのアドレス空間を構成する第１の動作モ
ードと、前記２以上の被制御チップを互いに同じアドレス空間を有する複数のランクに分
割する第２の動作モードとを有することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記
載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第２の動作モードが選択されている場合、外部から供給されるチップ選択信号に基
づいて前記複数のランクのうちいずれか一つが選択されることを特徴とする請求項７に記
載の半導体装置。
【請求項９】
　前記制御チップは、前記第１の動作モードが選択されている場合、前記２以上の被制御
チップから供給される前記ローカルバンクアクティブ信号の少なくともに１つが活性状態
を示す場合に前記バンクアクティブ信号を活性化させ、
　前記制御チップは、前記第２の動作モードが選択されている場合、一つのランクを構成
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する１又は２以上の被制御チップから供給される前記ローカルバンクアクティブ信号の少
なくとも１つが活性状態を示す場合に、該ランクに対応する前記バンクアクティブ信号を
活性化させる、ことを特徴とする請求項７又は８に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記制御チップは、前記第２の動作モードが選択されている場合、前記２以上の被制御
チップの少なくとも一部が属するランクを切り替えるための論理回路を備えていることを
特徴とする請求項９に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　積層された複数のコアチップであって其々が互いに異なるチップアドレス情報を保持し
且つ其々が複数のメモリバンクを備える複数のコアチップと、前記複数のコアチップを制
御する制御チップとを備えた半導体装置であって、
　前記制御チップは、アクティブコマンド発行時に、前記複数のコアチップに共通にチッ
プアドレス信号を供給して前記チップアドレス情報に対応する少なくとも１つのコアチッ
プを選択すると共に、前記複数のコアチップに共通にバンクアドレス信号を供給して前記
少なくとも１つのコアチップの対応するメモリバンクを選択して前記対応するメモリバン
クをアクティブ状態とし、
　前記複数のコアチップは各々が備える前記複数のメモリバンクのうち少なくとも一つが
前記アクティブ状態であるときに其々ローカルバンクアクティブ信号を活性状態とするこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　前記制御チップは、前記複数のコアチップから複数のローカルバンクアクティブ信号を
其々独立に受けるものであって且つ前記複数のローカルバンクアクティブ信号の少なくと
も１つが活性状態の時にバンクアクティブ信号を活性化させるアクティブ信号生成回路を
備えることを特徴とする請求項１１に記載の半導体装置。
【請求項１３】
　前記複数のコアチップは其々のチップの表面及び裏面を貫通する複数の貫通電極を備え
るものであって、前記複数のコアチップにおいて其々出力されるローカルバンクアクティ
ブ信号は互いに電気的に独立の前記貫通電極を介して前記制御チップに伝送されることを
特徴とする請求項１１に記載の半導体装置。
【請求項１４】
　前記複数のコアチップは積層方向に直線上に連結され電気的に互いに接続された複数の
貫通電極を備え、前記制御チップは前記直線上に連結され電気的に互いに接続された複数
の貫通電極を介して前記チップアドレス信号を前記複数のコアチップに伝送することを特
徴とする請求項１３に記載の半導体装置。
【請求項１５】
　前記複数のコアチップは積層方向に直線上に連結され電気的に互いに接続された複数の
貫通電極を備え、前記制御チップは前記直線上に連結され電気的に互いに接続された複数
の貫通電極を介して前記バンクアドレス信号を前記複数のコアチップに伝送することを特
徴とする請求項１３に記載の半導体装置。
【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、インターフェース機能を有するフロントエンド部と
、メモリコアを含むバックエンド部とがそれぞれ別個の半導体チップに集積されてなる半
導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）などの半導体装置においては、メモリセル
アレイが複数のバンクに分割されていることがある（特許文献１参照）。バンクとは、個
別にコマンドを受け付け可能な単位であり、各バンクは互いに非排他的に独立して動作す
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ることができる。特許文献１に記載された半導体装置では、各バンクをアクティブ状態と
するための信号としてメモリアレイバンクイネーブル信号が用いられており、メモリアレ
イバンクイネーブル信号に応答してアクティブ用アレイ電圧発生器を活性化させている。
このように、各バンクがアクティブ状態であるか否かを示す信号は、半導体装置内の各種
回路ブロックの制御信号として使用される。
【０００３】
　バンクのアクティブ情報は、アクティブ状態において実行不可なコマンドの受付を防止
する目的にも使用される。例えば、リフレッシュコマンドなどは、全てのバンクが非アク
ティブ状態でなければ実行してはならないため、少なくとも一つのバンクがアクティブ状
態であれば、仮にリフレッシュコマンドが発行された場合であってもこれをガードする必
要があり、このような目的にも使用される。
【０００４】
　他方、近年においては、メモリコントローラとのインターフェースを行ういわゆるフロ
ントエンド部と、メモリコアを含むバックエンド部とをそれぞれ別個のチップに集積し、
これらを積層することによって一つの半導体記憶装置を構成する方法が提案されている（
特許文献２参照）。この方法によれば、バックエンド部が集積されたコアチップについて
は、メモリコアに割り当て可能な占有面積が増大することから、１チップ当たり（一つの
コアチップ当たり）の記憶容量を増大させることが可能となる。一方、フロントエンド部
が集積されたインターフェースチップについては、メモリコアとは異なるプロセスで作製
できるため、高速なトランジスタによって回路を形成することが可能となる。しかも、１
つのインターフェースチップに対して複数のコアチップを割り当てることができるため、
全体として非常に大容量且つ高速な半導体記憶装置を提供することが可能となる。
【０００５】
　積層型の半導体装置においては、１チップ構成である通常の半導体装置とは異なり、バ
ンクが複数のチップに分散される。このため、インターフェースチップ側において全ての
バンクのアクティブ情報を保持しておけば、リフレッシュコマンドなど全てのバンクが非
アクティブ状態でなければ実行してはならないコマンドをガードすることが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－２０３８７６号公報
【特許文献２】特開２００７－１５８２３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、積層型の半導体装置は、１チップ構成である通常の半導体装置と比べて
バンク数が非常に多いため、インターフェースチップ側において全てのバンクのアクティ
ブ情報を保持すると、インターフェースチップの回路規模が増大するという問題があった
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一側面による半導体装置は、バンクアドレス信号及びアクティブ信号を出力す
る制御チップと、前記制御チップに積層され、其々が前記制御チップからの対応する前記
バンクアドレス信号及び前記アクティブ信号を受けて独立にアクティブ状態となる複数の
メモリバンクを備える２以上の被制御チップと、を備えた半導体装置であって、前記２以
上の被制御チップは、其々に含まれる前記複数のメモリバンクの少なくとも１つが前記ア
クティブ状態であるか否かを示すローカルバンクアクティブ信号を前記制御チップに其々
出力し、前記制御チップは、前記ローカルバンクアクティブ信号の少なくとも１つが活性
状態を示すときにバンクアクティブ信号を活性化させることを特徴とする。
【０００９】
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　本発明の他の側面による半導体装置は、積層された複数のコアチップであって其々が互
いに異なるチップアドレス情報を保持し且つ其々が複数のメモリバンクを備える複数のコ
アチップと、前記複数のコアチップを制御する制御チップとを備えた半導体装置であって
、前記制御チップは、アクティブコマンド発行時に、前記複数のコアチップに共通にチッ
プアドレス信号を供給して前記チップアドレス情報に対応する少なくとも１つのコアチッ
プを選択すると共に、前記複数のコアチップに共通にバンクアドレス信号を供給して前記
少なくとも１つのコアチップの対応するメモリバンクを選択して前記対応するメモリバン
クをアクティブ状態とし、前記複数のコアチップは各々が備える前記複数のメモリバンク
のうち少なくとも一つが前記アクティブ状態であるときに其々ローカルバンクアクティブ
信号を活性状態とすることを特徴とする。
【００１０】
　本発明のさらに他の側面による半導体装置は、積層された複数のコアチップと、前記複
数のコアチップを制御するインターフェースチップとを備え、前記複数のコアチップのそ
れぞれは、それぞれ複数のメモリセルを有する複数のバンクを備え、前記複数のコアチッ
プに設けられた前記複数のバンクは、同じコアチップに属しているか否かにかかわらず互
いに独立にアクティブ状態となり、前記インターフェースチップは、前記複数のコアチッ
プに対してチップアドレス信号、バンクアドレス信号、アクティブ信号及びプリチャージ
信号を共通に供給し、前記複数のコアチップに設けられた前記複数のバンクのそれぞれは
、前記チップアドレス及び前記バンクアドレス信号によって選択され、前記複数のバンク
のうち選択されたバンクは、前記アクティブ信号が活性化した後、前記プリチャージ信号
が活性化するまでの期間において前記アクティブ状態となり、前記複数のコアチップのそ
れぞれは、該コアチップに含まれる前記複数のメモリバンクの少なくとも１つが前記アク
ティブ状態であることに応答してローカルバンクアクティブ信号を活性化させ、前記イン
ターフェースチップは、前記ローカルバンクアクティブ信号の少なくとも１つが活性状態
であることに応答してバンクアクティブ信号を活性化させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、アクティブ状態であるバンクが存在するか否かを制御チップ（コアチ
ップ）ごとに判定することによってローカルバンクアクティブ信号を生成し、各ローカル
バンクアクティブ信号の状態を被制御チップ（インターフェースチップ）にて判定してい
ることから、被制御チップの回路規模を抑制しつつ、アクティブ状態であるバンクが存在
するか否かを正しく判定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の好ましい実施形態による半導体装置１０の構造を説明するための模式的
な断面図である。
【図２】コアチップに設けられた貫通電極ＴＳＶの種類を説明するための図である。
【図３】図２（ａ）に示すタイプの貫通電極ＴＳＶ１の構造を示す断面図である。
【図４】図２（ｂ）に示すタイプの貫通電極ＴＳＶ２の構造を示す断面図である。
【図５】図２（ｃ）に示すタイプの貫通電極ＴＳＶ３の構造を示す断面図である。
【図６】各コアチップにおける貫通電極ＴＳＶ３の接続関係を説明するための模式図であ
る。
【図７】ＬＲＡ－１方式のアドレス割り付けを説明するための模式図である。
【図８】ＬＲＡ－２方式のアドレス割り付けを説明するための模式図である。
【図９】ＬＲＡ－３方式のアドレス割り付けを説明するための模式図である。
【図１０】ＰＲＡ－１方式のアドレス割り付けを説明するための模式図である。
【図１１】ＰＲＡ－２方式のアドレス割り付けを説明するための模式図である。
【図１２】半導体装置１０の構成を示すブロック図である。
【図１３】バンクアクティブ信号生成回路３００の回路図である。
【図１４】ステート回路１００の一例を示す回路図である。
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【図１５】ローカルバンクアクティブ信号生成回路２００の回路図である。
【図１６】ローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０～ＭＣＩＤＴ７を伝送するための
貫通電極ＴＳＶ３の接続関係を説明するための模式図である。
【図１７】ステート回路１００及びローカルバンクアクティブ信号生成回路２００の動作
を説明するためのタイミング図である。
【図１８】バンクアクティブ信号生成回路３００の動作を説明するためのタイミング図で
ある。
【図１９】バンクアクティブ信号生成回路３００ａの回路図である。
【図２０】バンクアクティブ信号生成回路３００ａを用いた場合の動作を説明するための
タイミング図である。
【図２１】使用するコアチップＣＣ０～ＣＣ７とランクとの関係を説明するための模式図
である。
【図２２】バンクアクティブ信号生成回路３００ｂの回路図である。
【図２３】バンクアクティブ信号生成回路３００ｃの回路図である。
【図２４】バンクアクティブ信号生成回路３００ｄの回路図である。
【図２５】バンクアクティブ信号生成回路３００ｄを用いた場合の動作を説明するための
タイミング図である。
【図２６】バンクアクティブ信号生成回路３００ｅの回路図である。
【図２７】バンクアクティブ信号生成回路３００ｆの回路図である。
【図２８】半導体装置１０を用いたデータ処理システムの構成を示す模式的な断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の好ましい実施の形態について詳細に説明する
。
【００１４】
　図１は、本発明の好ましい実施形態による半導体装置１０の構造を説明するための模式
的な断面図である。
【００１５】
　図１に示すように、本実施形態による半導体装置１０は、互いに同一の機能、構造を持
ち、夫々同一の製造マスクで製作された８枚のコアチップ（メモリチップ）ＣＣ０～ＣＣ
７と、コアチップＣＣ０～ＣＣ７とは異なる製造マスクで製作された１枚のインターフェ
ースチップＩＦと、１枚のインターポーザＩＰとが積層された構造を有している。コアチ
ップＣＣ０～ＣＣ７及びインターフェースチップＩＦはシリコン基板を用いた半導体チッ
プであり、いずれもシリコン基板を貫通する多数の貫通電極ＴＳＶ（Through Silicon Vi
a）によって上下に隣接するチップと電気的に接続されている。一方、インターポーザＩ
Ｐは樹脂からなる回路基板であり、その裏面ＩＰｂには複数の外部端子（半田ボール）Ｓ
Ｂが形成されている。
【００１６】
　コアチップＣＣ０～ＣＣ７は、単体で動作する通常のＳＤＲＡＭ（Synchronous Dynami
c Random Access Memory）に含まれる回路ブロックのうち、外部とのインターフェースを
行ういわゆるフロントエンド部が削除された半導体チップである。言い換えれば、バック
エンド部に属する回路ブロックのみが集積されたメモリチップである。フロントエンド部
に含まれる回路ブロックとしては、メモリセルアレイとデータ入出力端子との間で入出力
データのパラレル／シリアル変換を行うパラレルシリアル変換回路や、データの入出力タ
イミングを制御するＤＬＬ（Delay Locked Loop）回路などが挙げられる。詳細について
は後述する。
【００１７】
　一方、インターフェースチップＩＦは、単体で動作する通常のＳＤＲＡＭに含まれる回
路ブロックのうち、フロントエンド部のみが集積された半導体チップである。インターフ
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ェースチップＩＦは、８枚のコアチップＣＣ０～ＣＣ７に対する共通のフロントエンド部
として機能する。したがって、外部からのアクセスは全てインターフェースチップＩＦを
介して行われ、データの入出力もインターフェースチップＩＦを介して行われる。
【００１８】
　本実施形態では、インターポーザＩＰとコアチップＣＣ０～ＣＣ７との間にインターフ
ェースチップＩＦが配置されているが、インターフェースチップＩＦの位置については特
に限定されず、コアチップＣＣ０～ＣＣ７よりも上部に配置しても構わないし、インター
ポーザＩＰの裏面ＩＰｂに配置しても構わない。インターフェースチップＩＦをコアチッ
プＣＣ０～ＣＣ７の上部にフェースダウンで又はインターポーザＩＰの裏面ＩＰｂにフェ
ースアップで配置する場合には、インターフェースチップＩＦに貫通電極ＴＳＶを設ける
必要はない。また、インターフェースチップＩＦは、２つのインターポーザＩＰに挟まれ
るように配置しても良い。
【００１９】
　インターポーザＩＰは、半導体装置１０の機械的強度を確保するとともに、電極ピッチ
を拡大するための再配線基板として機能する。つまり、インターポーザＩＰの上面ＩＰａ
に形成された電極９１をスルーホール電極９２によって裏面ＩＰｂに引き出し、裏面ＩＰ
ｂに設けられた再配線層９３によって、外部端子ＳＢのピッチを拡大している。図１には
、２個の外部端子ＳＢのみを図示しているが、実際には多数の外部端子が設けられている
。外部端子ＳＢのレイアウトは、規格により定められたＳＤＲＡＭにおけるそれと同じで
ある。したがって、外部のコントローラからは１個のＳＤＲＡＭとして取り扱うことがで
きる。
【００２０】
　図１に示すように、最上部のコアチップＣＣ０の上面はＮＣＦ（Non-Conductive Film
）９４及びリードフレーム９５によって覆われており、コアチップＣＣ０～ＣＣ７及びイ
ンターフェースチップＩＦの各チップ間のギャップはアンダーフィル９６で充填され、ま
たその周囲は封止樹脂９７によって覆われている。これにより、各チップが物理的に保護
される。
【００２１】
　コアチップＣＣ０～ＣＣ７に設けられた貫通電極ＴＳＶの大部分は、積層方向から見た
平面視で、すなわち図１に示す矢印Ａから見た場合に、同じ位置に設けられた他層の貫通
電極ＴＳＶと短絡されている。つまり、図２（ａ）に示すように、平面視で同じ位置に設
けられた上下の貫通電極ＴＳＶ１が短絡され、これら貫通電極ＴＳＶ１によって１本の配
線が構成されている。各コアチップＣＣ０～ＣＣ７に設けられたこれらの貫通電極ＴＳＶ
１は、当該コアチップ内の内部回路４にそれぞれ接続されている。したがって、インター
フェースチップＩＦから図２（ａ）に示す貫通電極ＴＳＶ１に供給される入力信号（コマ
ンド信号、アドレス信号など）は、コアチップＣＣ０～ＣＣ７の内部回路４に共通に入力
される。また、コアチップＣＣ０～ＣＣ７から貫通電極ＴＳＶ１に供給される出力信号（
データなど）は、ワイヤードオアされてインターフェースチップＩＦに入力される。
【００２２】
　これに対し、一部の貫通電極ＴＳＶについては、図２（ｂ）に示すように、平面視で同
じ位置に設けられた他層の貫通電極ＴＳＶ２と直接接続されるのではなく、当該コアチッ
プＣＣ０～ＣＣ７に設けられた内部回路５を介して接続されている。つまり、各コアチッ
プＣＣ０～ＣＣ７に設けられたこれら内部回路５が貫通電極ＴＳＶ２を介してカスケード
接続されている。この種の貫通電極ＴＳＶ２は、各コアチップＣＣ０～ＣＣ７に設けられ
た内部回路５に所定の情報を順次転送するために用いられる。このような情報としては、
後述するチップアドレス情報が挙げられる。
【００２３】
　さらに他の一部の貫通電極ＴＳＶについては、図２（ｃ）に示すように、平面視で異な
る位置に設けられた他層の貫通電極ＴＳＶと短絡されている。この種の貫通電極ＴＳＶ群
３に対しては、平面視で所定の位置Ｐに設けられた貫通電極ＴＳＶ３ａに各コアチップＣ
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Ｃ０～ＣＣ７の内部回路６が接続されている。これにより、各コアチップに設けられた内
部回路６に対して選択的に情報を入力することが可能となる。このような情報としては、
不良チップ情報が挙げられる。また、貫通電極ＴＳＶ３を用いれば、各コアチップＣＣ０
～ＣＣ７からインターフェースチップＩＦに対して個別に情報を供給することも可能であ
る。このような情報としては、後述するローカルバンクアクティブ信号が挙げられる。
【００２４】
　このように、コアチップＣＣ０～ＣＣ７に設けられた貫通電極ＴＳＶは、図２（ａ）～
（ｃ）に示す３タイプ（ＴＳＶ１～ＴＳＶ３）が存在する。上述の通り、大部分の貫通電
極ＴＳＶは図２（ａ）に示すタイプであり、アドレス信号、コマンド信号などは図２（ａ
）に示すタイプの貫通電極ＴＳＶ１を介して、インターフェースチップＩＦからコアチッ
プＣＣ０～ＣＣ７に供給される。また、リードデータ及びライトデータについても、図２
（ａ）に示すタイプの貫通電極ＴＳＶ１を介してインターフェースチップＩＦに入出力さ
れる。これに対し、図２（ｂ），（ｃ）に示すタイプの貫通電極ＴＳＶ２，ＴＳＶ３は、
互いに同一の構造を有するコアチップＣＣ０～ＣＣ７に対して、個別の情報を与えるため
に用いられる。
【００２５】
　図３は、図２（ａ）に示すタイプの貫通電極ＴＳＶ１の構造を示す断面図である。
【００２６】
　図３に示すように、貫通電極ＴＳＶ１はシリコン基板８０及びその表面の層間絶縁膜８
１を貫通して設けられている。貫通電極ＴＳＶ１の周囲には絶縁リング８２が設けられて
おり、これによって、貫通電極ＴＳＶ１とトランジスタ領域との絶縁が確保される。図３
に示す例では絶縁リング８２が二重に設けられており、これによって貫通電極ＴＳＶ１と
シリコン基板８０との間の静電容量が低減されている。
【００２７】
　シリコン基板８０の裏面側における貫通電極ＴＳＶ１の端部８３は、裏面バンプ８４で
覆われている。裏面バンプ８４は、下層のコアチップに設けられた表面バンプ８５と接す
る電極である。表面バンプ８５は、各配線層Ｌ０～Ｌ３に設けられたパッドＰ０～Ｐ３及
びパッド間を接続する複数のスルーホール電極ＴＨ１～ＴＨ３を介して、貫通電極ＴＳＶ
１の端部８６に接続されている。これにより、平面視で同じ位置に設けられた表面バンプ
８５と裏面バンプ８４は、短絡された状態となる。尚、図示しない内部回路との接続は、
配線層Ｌ０～Ｌ３に設けられたパッドＰ０～Ｐ３から引き出される内部配線（図示せず）
を介して行われる。
【００２８】
　図４は、図２（ｂ）に示すタイプの貫通電極ＴＳＶ２の構造を示す断面図である。
【００２９】
　図４に示すように、貫通電極ＴＳＶ２は、同じ平面位置にあるパッドＰ１とパッドＰ２
を直接接続するスルーホール電極ＴＨ２が削除されている点において、図３に示した貫通
電極ＴＳＶ１と相違している。パッドＰ１は図２に示す内部回路５の例えば出力ノードに
接続され、パッドＰ２は図２に示す内部回路５の例えば入力ノードに接続される。これに
より、各コアチップＣＣ０～ＣＣ７に設けられた内部回路５が貫通電極ＴＳＶ２を介して
カスケード接続されることになる。
【００３０】
　図５は、図２（ｃ）に示すタイプの貫通電極ＴＳＶ３の構造を示す断面図である。
【００３１】
　図５に示すように、貫通電極ＴＳＶ３は、同じ平面位置にあるパッドＰ１，Ｐ２がスル
ーホール電極ＴＨ２によって接続されるのではなく、異なる平面位置にあるパッドＰ１，
Ｐ２がスルーホール電極ＴＨ２によって接続されている。図５では貫通電極ＴＳＶ３を３
個だけ示しているが、貫通電極ＴＳＶ３は各コアチップＣＣ０～ＣＣ７において１信号当
たりコアチップの枚数分（８個）設けられる。そして、これら８個の貫通電極ＴＳＶ３は
、図６に示すように循環的に接続される。図６において実線で示しているのは表面バンプ
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８５であり、破線で示しているのは裏面バンプ８４である。図６に示すように、貫通電極
ＴＳＶ３を循環的に接続すれば、各コアチップＣＣ０～ＣＣ７の回路構成を互いに同一と
しつつ、インターフェースチップＩＦから各コアチップＣＣ０～ＣＣ７に個別の情報を与
えることができる。例えば、裏面バンプ８４－７の位置に内部回路６を接続した場合、イ
ンターフェースチップＩＦから最下層のコアチップＣＣ７の裏面バンプ８４－０～８４－
７に供給する信号は、それぞれコアチップＣＣ０～ＣＣ７の内部回路６に選択的に供給さ
れることになる。
【００３２】
　ここで、インターフェースチップＩＦ及びコアチップＣＣ０～ＣＣ７の詳細な回路構成
について説明する前に、本実施形態による半導体装置１０のアドレス割り付けについて説
明する。
【００３３】
　本実施形態による半導体装置１０は、モード選択によってアドレス割り付けを変更する
ことが可能である。半導体装置１０には、大きく分けてＬＲＡ（Logical Rank Address）
方式とＰＲＡ（Physical Rank Address）方式が用意されている。ＬＲＡ方式とは、それ
ぞれ異なるコアチップＣＣ０～ＣＣ７に設けられた複数のバンクをコントローラから見て
１つのバンクとして取り扱うアドレス割り付け方式である。これに対し、ＰＲＡ方式とは
、各コアチップＣＣ０～ＣＣ７に設けられた複数のバンクをそれぞれ１つのバンクとして
取り扱うアドレス割り付け方式である。さらに、本実施形態では、ＬＲＡ方式に３タイプ
用意されており、便宜上、それぞれＬＲＡ－１方式、ＬＲＡ－２方式、ＬＲＡ－３方式と
呼ぶ。また、本実施形態では、ＲＲＡ方式に２タイプ用意されており、便宜上、それぞれ
ＰＲＡ－１方式、ＰＲＡ－２方式と呼ぶ。以下、各方式について具体的に説明する。
【００３４】
　図７は、ＬＲＡ－１方式のアドレス割り付けを説明するための模式図である。図７～図
１１においては一つのマス目がバンクを示している。したがって、一つのコアチップには
バンク０～バンク７が含まれていることになる。
【００３５】
　図７に示すように、ＬＲＡ－１方式とは、ロウアクセス時（アクティブコマンドＡＣＴ
の発行時）に供給されるアドレス信号の一部Ｘｎ＋２，Ｘｎ＋１，Ｘｎ（チップアドレス
）に基づいてコアチップＣＣ０～ＣＣ７のいずれかを選択するとともに、ロウアクセス時
及びカラムアクセス時に供給されるバンクアドレス信号ＢＡ０～ＢＡ２に基づいてバンク
０～バンク７のいずれかを選択する方式である。コントローラからは、異なるコアチップ
ＣＣ０～ＣＣ７に含まれる同じ番号の８個のバンクが１つのバンクとして認識される。
【００３６】
　この方式では、カラムアクセス時（カラムコマンド発行時）にチップアドレスは供給さ
れないが、コントローラは異なるコアチップＣＣ０～ＣＣ７に含まれる同じ番号の８個の
バンクを１つのバンクとして認識していることから、カラムアクセス時にチップアドレス
を供給しなくても、どのコアチップＣＣ０～ＣＣ７に対するカラムアクセスであるのか判
別可能である。なぜなら、カラムアクセス時に指定されるバンクがアクティブ状態である
コアチップは、必ず１つだからである。
【００３７】
　例えば、図７において丸印で囲ったバンクがアクティブ状態であるとすると、カラムア
クセス時に指定されるバンクがバンク０であれば、バンク０がアクティブ状態であるコア
チップＣＣ７にてカラムアクセスが行われ、カラムアクセス時に指定されるバンクがバン
ク１であれば、バンク１がアクティブ状態であるコアチップＣＣ５にてカラムアクセスが
行われる、といった具合である。
【００３８】
　このように、ＬＲＡ－１方式においては、コアチップＣＣ０～ＣＣ７の選択がロウアク
セス時に行われる。また、コントローラからは１個のＤＲＡＭとして認識されることから
、使用されるチップ選択信号（ＣＳ）も１ビットとなる。これにより、例えば、１回のロ
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ウアクセスでアクセスされるメモリセル数は１ｋバイトとなり、ランク数は１となる。
【００３９】
　図８は、ＬＲＡ－２方式のアドレス割り付けを説明するための模式図である。
【００４０】
　図８に示すように、ＬＲＡ－２方式とは、２ビットのチップ選択信号ＣＳ０，ＣＳ１に
基づいてコアチップＣＣ０～ＣＣ３かコアチップＣＣ４～ＣＣ７を選択し、さらに、ロウ
アクセス時に供給されるアドレス信号の一部Ｘｎ＋１，Ｘｎ（チップアドレス）に基づい
て、選択された４つのコアチップの中からいずれか１つのコアチップを選択する方式であ
る。バンクアドレス信号ＢＡ０～ＢＡ２については、ロウアクセス時及びカラムアクセス
時の両方において供給される。
【００４１】
　この方式では、チップ選択信号を用いてコアチップＣＣ０～ＣＣ３又はコアチップＣＣ
４～ＣＣ７を選択していることから、コントローラから見たランク数は２となる。また、
ＬＲＡ－１方式と同様、コアチップＣＣ０～ＣＣ７の選択がロウアクセス時に確定するこ
とから、例えば、１回のロウアクセスでアクセスされるメモリセル数は、ＬＲＡ－１方式
と同様１ｋバイトとなる。尚、この方式においてもカラムアクセス時にはチップアドレス
は供給されないが、これによる問題が生じない点はＬＲＡ－１方式と同様である。
【００４２】
　この方式においては、コアチップＣＣ０～ＣＣ３とコアチップＣＣ４～ＣＣ７とがチッ
プ選択信号ＣＳ０，ＣＳ１によって区別されることから、コアチップＣＣ０～ＣＣ３に属
するバンクと、コアチップＣＣ４～ＣＣ７に属するバンクは、コントローラから見て別の
バンクとして取り扱われる。したがって、図８に示す例のように、コアチップＣＣ２のバ
ンク０とコアチップＣＣ７のバンク０が同時にアクティブ状態となり得る。
【００４３】
　図９は、ＬＲＡ－３方式のアドレス割り付けを説明するための模式図である。
【００４４】
　図９に示すように、ＬＲＡ－３方式とは、ロウアクセス時に供給されるアドレス信号の
一部Ｘｎ＋２，Ｘｎに基づいてコアチップＣＣ０とＣＣ２、コアチップＣＣ１とＣＣ３、
コアチップＣＣ４とＣＣ６、コアチップＣＣ５とＣＣ７のいずれかを選択し、さらに、カ
ラムアクセス時に供給されるアドレス信号の一部Ｙｎ＋１に基づいて、選択された２つの
コアチップの中からいずれか１つのコアチップを選択する方式である。バンクアドレス信
号ＢＡ０～ＢＡ２については、ロウアクセス時及びカラムアクセス時の両方において供給
される。
【００４５】
　この方式では、ロウアクセス時に供給されるアドレス信号の一部Ｘｎ＋２，Ｘｎと、カ
ラムアクセス時に供給されるアドレス信号の一部Ｙｎ＋１によってコアチップＣＣ０～Ｃ
Ｃ７の選択が行われる。このため、チップアドレスはＸｎ＋２，Ｘｎ，Ｙｎ＋１となる。
また、ロウアクセス時には２つのコアチップがアクティブ状態となることから、１回のロ
ウアクセスでアクセスされるメモリセル数は、ＬＲＡ－１方式及びＬＲＡ－２方式の２倍
となり、例えば２ｋバイトである。ランク数は、ＬＲＡ－１方式と同様１ランクである。
【００４６】
　図１０は、ＰＲＡ－１方式のアドレス割り付けを説明するための模式図である。
【００４７】
　図１０に示すように、ＰＲＡ－１方式とは、ロウアクセス時及びカラムアクセス時とも
、アドレス信号の一部であるチップアドレスＳＩＤ（Ｐ２，Ｐ１，Ｐ０）と、バンクアド
レス信号ＢＡ０～ＢＡ２が供給される方式であって、ランク数を１とする方式である。こ
の方式においては、コントローラからは全てのバンクが互いに異なるバンクとして認識さ
れる。つまり、本実施形態では６４バンクとして認識される。したがって、アクティブ状
態となるバンクの数及び組み合わせは任意であり、最大で６４個のバンク全てがアクティ
ブ状態となり得る。
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【００４８】
　図１１は、ＰＲＡ－２方式のアドレス割り付けを説明するための模式図である。
【００４９】
　図１１に示すように、ＰＲＡ－２方式とは、２ビットのチップ選択信号ＣＳ０，ＣＳ１
に基づいてコアチップＣＣ０～ＣＣ３かコアチップＣＣ４～ＣＣ７を選択し、さらに、ロ
ウアクセス時及びカラムアクセス時とも、アドレス信号の一部であるチップアドレスＳＩ
Ｄ（Ｐ１，Ｐ０）と、バンクアドレス信号ＢＡ０～ＢＡ２が供給される方式である。
【００５０】
　この方式では、チップ選択信号を用いてコアチップＣＣ０～ＣＣ３又はコアチップＣＣ
４～ＣＣ７を選択していることから、コントローラから見たランク数は２となる。また、
各ランクに含まれるバンクは、コントローラから見て互いに異なるバンクとして認識され
る。つまり、本実施形態では１ランク当たり３２バンクとして認識される。したがって、
ランク内においてアクティブ状態となるバンクの数及び組み合わせは任意であり、１ラン
ク当たり最大で３２個のバンク全てがアクティブ状態となり得る。
【００５１】
　以上が各アドレス割り付け方式の詳細である。これらのアドレス割り付け方式は、モー
ド選択によって切り替えることが可能である。
【００５２】
　次に、半導体装置１０の具体的な回路構成について説明する。
【００５３】
　図１２は、本発明の好ましい実施形態による半導体装置１０の構成を示すブロック図で
ある。本実施形態においては、半導体装置１０のアドレス割り付けがＰＲＡ－１方式に設
定されている。
【００５４】
　図１２に示すように、インターポーザＩＰに設けられた外部端子には、クロック端子１
１、コマンド端子１２、チップ選択端子１３、クロックイネーブル端子１４、アドレス端
子１５、データ入出力端子１６、データストローブ端子１７が含まれている。その他、キ
ャリブレーション端子や電源端子なども設けられているが、これらについては図示を省略
してある。これら外部端子のうち、電源端子を除く全ての外部端子はインターフェースチ
ップＩＦに接続されており、コアチップＣＣ０～ＣＣ７には直接接続されない。
【００５５】
　クロック端子１１は外部クロック信号ＣＬＫが供給される端子であり、供給された外部
クロック信号ＣＬＫは、入力バッファＩＢを介してクロック生成回路２１に供給される。
クロック生成回路２１は内部クロック信号ＩＣＬＫを生成する回路であり、生成された内
部クロック信号ＩＣＬＫは、インターフェースチップＩＦ内の各種回路ブロックに供給さ
れる。
【００５６】
　内部クロック信号ＩＣＬＫはＤＬＬ回路２２に供給される。ＤＬＬ回路２２は、出力用
クロック信号ＬＣＬＫを生成する回路であり、生成された出力用クロック信号ＬＣＬＫは
、出力バッファ回路５１に供給される。
【００５７】
　コマンド端子１２は、ロウアドレスストローブ信号ＲＡＳＢ、カラムアドレスストロー
ブ信号ＣＡＳＢ、ライトイネーブル信号ＷＥＢなどからなるコマンド信号ＣＯＭが供給さ
れる端子である。また、チップ選択端子１３はチップ選択信号ＣＳ０Ｂ，ＣＳ１Ｂが供給
される端子であり、クロックイネーブル端子１４はクロックイネーブル信号ＣＫＥ０，Ｃ
ＫＥ１が供給される端子である。但し、ＰＲＡ－１方式が選択されている場合はランク数
が１であるため、チップ選択信号ＣＳ１Ｂ及びクロックイネーブル信号ＣＫＥ１は使用さ
れない。これらの信号は、ランク数が２となるＬＲＡ－２方式又はＰＲＡ－２方式が選択
されている場合に使用される。ＰＲＡ－２方式が選択されているケースについては後述す
る。
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【００５８】
　これらのコマンド信号、チップ選択信号及びクロックイネーブル信号は、入力バッファ
３１を介してコマンドデコーダ３２に供給される。
【００５９】
　コマンドデコーダ３２は、入力バッファ３１から出力されたコマンド信号ＣＯＭをデコ
ードすることによって、各種内部コマンドを生成する回路である。コマンドデコーダ３２
から出力される内部コマンドには、アクティブ信号ＡＣＴ０、プリチャージ信号ＰＲＥ０
、リード信号ＲＥＡＤ、ライト信号ＷＲＩＴＥが含まれる。ＬＲＡ－２方式又はＰＲＡ－
２方式が選択されている場合には、アクティブ信号及びプリチャージ信号はランクごとに
生成されるが、これについても後述する。これらの内部信号は、ＴＳＶバッファ６１及び
貫通電極ＴＳＶ１を介してコアチップＣＣ０～ＣＣ７に共通に供給される。尚、リード信
号ＲＥＡＤ及びライト信号ＷＲＩＴＥについては、図示しないレイテンシカウンタによっ
て所定のレイテンシが経過した後、コマンドデコーダ３２から出力される。リード信号Ｒ
ＥＡＤ及びライト信号ＷＲＩＴＥのレイテンシは、アディティブレイテンシＡＬに設定さ
れる。アディティブレイテンシＡＬの値は、モードレジスタ６０の設定値によって変化さ
せることができる。
【００６０】
　さらに、コマンドデコーダ３２が生成するコマンドには、リフレッシュコマンドＲＥＦ
０も含まれる。リフレッシュコマンドＲＥＦ０は、コマンド信号ＣＯＭの組み合わせがリ
フレッシュコマンドであることを示している場合に生成される。リフレッシュコマンドＲ
ＥＦ０は、図１２に示すリフレッシュ制御回路３３に供給される。リフレッシュ制御回路
３３は、リフレッシュコマンドＲＥＦ０及びクロックイネーブル信号ＣＫＥ０に基づいて
リフレッシュコマンドＲＥＦＴ０を生成する。リフレッシュコマンドＲＥＦＴ０は、ＴＳ
Ｖバッファ６１及び貫通電極ＴＳＶ１を介してコアチップＣＣ０～ＣＣ７に共通に供給さ
れる。
【００６１】
　アドレス端子１５は、アドレス信号ＡＤＤ及びバンクアドレス信号ＢＡが供給される端
子であり、供給されたアドレス信号ＡＤＤ及びバンクアドレス信号ＢＡは、入力バッファ
ＩＢを介してアドレスラッチ回路４０及びチップアドレス取得回路４２に供給される。
【００６２】
　チップアドレス取得回路４２は、バンクアドレス信号ＢＡに基づいてチップアドレスＳ
ＩＤを抽出又は生成する回路である。チップアドレスＳＩＤの抽出は、ＰＲＡ－１方式の
ようにカラムアクセス時にチップアドレスＳＩＤが入力される動作モードが選択されてい
る場合において、これを抽出することにより行う。また、チップアドレスＳＩＤの生成は
、ＬＲＡ－１方式のようにカラムアクセス時にチップアドレスＳＩＤが入力されない動作
モードが選択されている場合において、バンクアドレス信号ＢＡに基づいてチップアドレ
スＳＩＤを生成することにより行う。
【００６３】
　チップアドレス取得回路４２から出力されるチップアドレスＳＩＤは、内部クロック信
号ＩＣＬＫに同期してラッチ回路４１にラッチされる。ラッチ回路４１にラッチされたチ
ップアドレスＳＩＤは、ＴＳＶバッファ６１、貫通電極ＴＳＶ及びＴＳＶバッファ６２を
介し、コアチップＣＣ０～ＣＣ７に共通に供給される。また、アドレスラッチ回路４０は
、アドレス信号ＡＤＤ及びバンクアドレス信号ＢＡの別の一部を内部クロック信号ＩＣＬ
Ｋに同期してラッチし、これらをＴＳＶバッファ６１、貫通電極ＴＳＶ及びＴＳＶバッフ
ァ６２を介してコアチップＣＣ０～ＣＣ７に共通に供給する。
【００６４】
　データ入出力端子１６は、リードデータＤＱ又はライトデータＤＱの入出力を行うため
の端子であり、出力バッファ回路５１及び入力バッファ回路５２に接続されている。出力
バッファ回路５１は、パラレルシリアル変換回路５４を介して供給されるリードデータを
受け、これを出力用クロック信号ＬＣＬＫに同期してデータ入出力端子１６に出力する回
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路である。一方、入力バッファ回路５２は、データ入出力端子１６を介して供給されるラ
イトデータを受け、これをシリアルパラレル変換回路５５に出力する回路である。入力バ
ッファ回路５２の動作は、データストローブ端子１７より供給されるデータストローブ信
号ＤＱＳに同期して行われる。パラレルシリアル変換回路５４は、貫通電極ＴＳＶ１を介
してコアチップＣＣ０～ＣＣ７から供給されるパラレルなリードデータをシリアル変換す
る回路である。また、シリアルパラレル変換回路５５は、入力バッファ回路５２から供給
されるシリアルなライトデータをパラレルに変換する回路である。
【００６５】
　このように、コアチップＣＣ０～ＣＣ７とインターフェースチップＩＦとの間において
は、基本的にシリアル変換されていないパラレルデータが入出力される。つまり、単独で
動作する通常のＳＤＲＡＭでは、チップ外部との間でのデータの入出力がシリアルに行わ
れる（つまり、データ入出力端子は１ＤＱ当たり１個である）のに対し、コアチップＣＣ
０～ＣＣ７とインターフェースチップＩＦとの間においては、データの入出力がパラレル
に行われる。この点は、通常のＳＤＲＡＭとコアチップＣＣ０～ＣＣ７との重要な相違点
である。但し、プリフェッチしたパラレルデータを全て異なる貫通電極ＴＳＶを用いて入
出力することは必須でなく、コアチップＣＣ０～ＣＣ７側にて部分的なパラレル／シリア
ル変換を行うことによって、１ＤＱ当たり必要な貫通電極ＴＳＶの数を削減しても構わな
い。例えば、インターフェースチップＩＦとコアチップＣＣ０～ＣＣ７との間のリードデ
ータ又はライトデータの転送を２回に分けて行っても構わない。
【００６６】
　本実施形態においては、リードデータとライトデータに対して同じ貫通電極ＴＳＶ１を
用いているが、リードデータ専用の貫通電極ＴＳＶ１とライトデータ専用の貫通電極ＴＳ
Ｖ１を用いても構わない。この場合、リードデータとライトデータが互いに異なる信号パ
スを介して転送されることになり、ランク間におけるリードデータとライトデータの衝突
が生じないことから、カラム系コマンドの発行間隔をより短縮することが可能となる。
【００６７】
　また、インターフェースチップＩＦにはパワーダウン制御回路３４がさらに備えられて
いる。パワーダウン制御回路３４は、クロックイネーブル信号ＣＫＥ０がローレベルに非
活性化された場合、パワーダウンコマンドＰＷＤＮ０を活性化させる回路である。図１２
に示すように、パワーダウンコマンドＰＷＤＮ０は、ＴＳＶバッファ６１及び貫通電極Ｔ
ＳＶ１を介してコアチップＣＣ０～ＣＣ７に共通に供給される。
【００６８】
　さらに、インターフェースチップＩＦには、モードレジスタ６０が備えられている。モ
ードレジスタ６０は、本実施形態による半導体装置の動作モードが設定されるレジスタで
ある。設定される動作モードにはアドレス割り付け方式、つまり、ＬＲＡ－１方式、ＬＲ
Ａ－２方式、ＬＲＡ－３方式、ＰＲＡ－１方式及びＰＲＡ－２方式の区別も含まれる。モ
ードレジスタ６０の出力であるモード信号ＭＯＤＥは各種回路ブロックに供給されるとと
もに、貫通電極ＴＳＶを介してコアチップＣＣ０～ＣＣ７にも供給される。例えば、入力
バッファ３１は、モード信号ＭＯＤＥがＰＲＡ－２方式を示している場合にはチップ選択
信号ＣＳ１及びクロックイネーブル信号ＣＫＥ１を有効とし、逆に、モード信号ＭＯＤＥ
がＰＲＡ－１方式を示している場合にはチップ選択信号ＣＳ１及びクロックイネーブル信
号ＣＫＥ１を無効化する。また、チップアドレス取得回路４２は、モード信号ＭＯＤＥが
どのアドレス割り付け方式を指定しているかに応じて、アドレス信号ＡＤＤの異なる一部
を抽出し、これに基づきチップアドレスを生成する。
【００６９】
　さらに、インターフェースチップＩＦには、バンクアクティブ信号生成回路３００が備
えられている。バンクアクティブ信号生成回路３００は、コアチップＣＣ０～ＣＣ７から
それぞれ供給されるローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０～ＭＣＩＤＴ７を受け、
これらローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０～ＭＣＩＤＴ７の少なくとも一つがロ
ーレベルであるか否かを判定する回路である。したがって、バンクアクティブ信号生成回
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路３００としては、図１３に示すように、ローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０～
ＭＣＩＤＴ７を受ける８入力のＡＮＤゲート回路を用いることができる。
【００７０】
　ローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０～ＭＣＩＤＴ７の詳細については後述する
が、当該コアチップにおいてアクティブ状態であるバンクが存在する場合にはローレベル
となり、当該コアチップにおいてアクティブ状態であるバンクが存在しない場合にはハイ
レベルとなる信号である。したがって、ローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０～Ｍ
ＣＩＤＴ７の少なくとも一つがローレベルであるということは、少なくとも一つのコアチ
ップＣＣ０～ＣＣ７において少なくとも一つのバンクがアクティブ状態であることを意味
する。
【００７１】
　バンクアクティブ信号生成回路３００は、ローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０
～ＭＣＩＤＴ７の少なくとも一つがローレベルである場合には、アクティブ状態において
実行すべきでない各種の動作を禁止する。このような動作としては、リフレッシュ動作や
パワーダウン動作が挙げられる。バンクアクティブ信号生成回路３００は、ローカルバン
クアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０～ＭＣＩＤＴ７の少なくとも一つがローレベルであること
に応答してバンクアクティブ信号ＰＭＣＩＴを活性化させ、これをリフレッシュ制御回路
３３及びパワーダウン制御回路３４に供給する。バンクアクティブ信号ＰＭＣＩＴが活性
化している場合、リフレッシュ制御回路３３はリフレッシュコマンドＲＥＦ０が活性化し
た場合であってもリフレッシュ信号ＲＥＦＴ０の生成を行わず、また、パワーダウン制御
回路３４はクロックイネーブル信号ＣＫＥ０が非活性化された場合であってもパワーダウ
ン信号の生成を行わない。
【００７２】
　以上がインターフェースチップＩＦの概要である。次に、コアチップＣＣ０～ＣＣ７の
回路構成について説明する。
【００７３】
　図１２に示すように、コアチップＣＣ０～ＣＣ７に含まれるメモリセルアレイ７０は、
８つのバンクＢａｎｋ０～Ｂａｎｋ７に分割されている。尚、バンクとは、個別にコマン
ドを受け付け可能な単位である。言い換えれば、夫々のバンクは互いに非排他的に独立し
て動作することができる。メモリセルアレイ７０内においては、複数のワード線ＷＬと複
数のビット線ＢＬが交差しており、その交点にはメモリセルＭＣが配置されている（図１
２においては、１本のワード線ＷＬ、１本のビット線ＢＬ及び１個のメモリセルＭＣのみ
を示している）。ワード線ＷＬの選択はロウデコーダ７１によって行われる。また、ビッ
ト線ＢＬはセンス回路７２内の対応するセンスアンプに接続されている。センスアンプの
選択はカラムデコーダ７３によって行われる。
【００７４】
　ロウデコーダ７１には、ロウアドレス制御回路７４を介してロウアドレスＲＡが供給さ
れる。ロウアドレス制御回路７４には、貫通電極ＴＳＶ１を介してアドレス信号ＡＤＤ及
びバンクアドレスＢＡが供給されるとともに、ロウ比較回路６３からアクティブ信号ＡＣ
Ｔ及びリフレッシュ信号ＲＥＦが供給される。
【００７５】
　ロウアドレス制御回路７４は、アクティブ信号ＡＣＴが活性化している場合には、バン
クアドレス信号ＢＡに基づき選択されたバンクのロウデコーダ７１にアドレス信号ＡＤＤ
を供給する。これにより、指定されたバンクの指定されたワード線が活性化される。つま
り、ロウアクセスが行われる。一方、ロウアドレス制御回路７４は、リフレッシュ信号Ｒ
ＥＦが活性化している場合には、図示しないリフレッシュカウンタのカウント値を全ての
バンクのロウデコーダ７１に供給する。これにより、全てのバンクの指定されたワード線
が活性化され、リフレッシュ動作が行われる。
【００７６】
　また、ロウ比較回路６３からは、プリチャージ信号ＰＲＥ，ＰＲＥＡも出力される。プ
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リチャージ信号ＰＲＥ，ＰＲＥＡは、プリチャージ制御回路７７に供給される。プリチャ
ージ制御回路７７は、プリチャージ信号ＰＲＥが活性化している場合にはバンクアドレス
信号ＢＡにより指定されるバンクをプリチャージし、プリチャージコマンドＰＲＥＡが活
性化している場合には全てのバンクをプリチャージする。
【００７７】
　カラムデコーダ７３には、カラムアドレス制御回路７５を介してカラムアドレスＣＡが
供給される。カラムアドレス制御回路７５には、貫通電極ＴＳＶ１を介してアドレス信号
ＡＤＤ及びバンクアドレス信号ＢＡが供給されるとともに、カラム比較回路６４からリー
ド信号ＲＥＡＤ及びライト信号ＷＲＩＴＥが供給される。
【００７８】
　カラムアドレス制御回路７５は、リード信号ＲＥＡＤ又はライト信号ＷＲＩＴＥが活性
化している場合、バンクアドレス信号ＢＡに基づき選択されたバンクのカラムデコーダ７
３にアドレス信号ＡＤＤを供給する。これにより、指定されたバンクの指定されたセンス
アンプがリードライトアンプ７８に接続される。したがって、リード信号ＲＥＡＤが活性
化している場合、センス回路７２を介してメモリセルアレイ７０から読み出されたリード
データは、リードライトアンプ７８及び貫通電極ＴＳＶ１を介してインターフェースチッ
プＩＦに転送される。また、ライト信号ＷＲＩＴＥが活性化している場合、貫通電極ＴＳ
Ｖ１を介してインターフェースチップＩＦから転送されたライトデータは、リードライト
アンプ７８及びセンス回路７２を介してメモリセルアレイ７０に書き込まれる。
【００７９】
　ロウ比較回路６３は、貫通電極ＴＳＶ１を介してインターフェースチップＩＦより供給
されるチップアドレスＳＩＤ（ＩＦ）と、当該コアチップＣＣ０～ＣＣ７に割り当てられ
た固有のチップアドレスＳＩＤ（ＣＯＲＥ）とを比較し、両者が一致した場合に、アクテ
ィブ信号ＡＣＴ０、リフレッシュ信号ＲＥＦ０及びプリチャージ信号ＰＲＥ０に基づいて
、アクティブ信号ＡＣＴ、リフレッシュ信号ＲＥＦ、プリチャージ信号ＰＲＥ又はプリチ
ャージ信号ＰＲＥＡを活性化させる。固有のチップアドレスＳＩＤ（ＣＯＲＥ）は、チッ
プアドレス保持回路７６に保持されている。チップアドレス保持回路７６は、図２（ｂ）
に示したタイプの貫通電極ＴＳＶ２を介してコアチップＣＣ０～ＣＣ７間で縦続接続され
ており、これにより、各コアチップＣＣ０～ＣＣ７にそれぞれ異なるチップアドレスＳＩ
Ｄが設定される。
【００８０】
　カラム比較回路６４は、貫通電極ＴＳＶ１を介してインターフェースチップＩＦより供
給されるチップアドレスＳＩＤ（ＩＦ）と、当該コアチップＣＣ０～ＣＣ７に割り当てら
れた固有のチップアドレスＳＩＤ（ＣＯＲＥ）とを比較し、両者が一致した場合にリード
信号ＲＥＡＤ又はライト信号ＷＲＩＴＥを活性化させる。具体的には、チップアドレスＳ
ＩＤ（ＩＦ）とチップアドレスＳＩＤ（ＣＯＲＥ）とが一致した場合に、インターフェー
スチップＩＦより供給されるリード信号ＲＥＡＤ又はライト信号ＷＲＩＴＥをそのまま通
過させ、これをカラムアドレス制御回路７５及びリードライトアンプ７８に供給する。
【００８１】
　また、コアチップＣＣ０～ＣＣ７にはパワーダウン回路６５が含まれている。パワーダ
ウン回路６５は、チップアドレスＳＩＤ（ＩＦ）、チップアドレスＳＩＤ（ＣＯＲＥ）及
びパワーダウンコマンドＰＷＤＮ０に基づき、当該コアチップをパワーダウンモードにエ
ントリさせる回路である。具体的には、チップアドレスＳＩＤ（ＩＦ）とチップアドレス
ＳＩＤ（ＣＯＲＥ）とが一致した場合に、パワーダウンコマンドＰＷＤＮ０に応答して当
該コアチップをパワーダウンモードにエントリさせる。
【００８２】
　さらに、コアチップＣＣ０～ＣＣ７にはステート回路１００が含まれている。ステート
回路１００は、アクティブ信号ＡＣＴ、プリチャージ信号ＰＲＥ，ＰＲＥＡ及びバンクア
ドレス信号ＢＡに基づいてアクティブステートＭＳＡＣＴを生成する回路である。アクテ
ィブステートＭＳＡＣＴは、それぞれバンクＢａｎｋ０～Ｂａｎｋ７に対応する８ビット
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のステートＭＳＡＣＴ０～ＭＳＡＣＴ７からなり、現在どのバンクがアクティブ状態であ
るのかを示す信号として用いられる。具体的には、アクティブ信号ＡＣＴが活性化した場
合、バンクアドレス信号ＢＡが示すバンクに対応したアクティブステートＭＳＡＣＴ０～
ＭＳＡＣＴ７のいずれかを活性化させ、プリチャージ信号ＰＲＥが活性化した場合、バン
クアドレス信号ＢＡが示すバンクに対応したアクティブステートＭＳＡＣＴ０～ＭＳＡＣ
Ｔ７のいずれかを非活性化させる。プリチャージ信号ＰＲＥＡが活性化した場合には、ア
クティブステートＭＳＡＣＴ０～ＭＳＡＣＴ７のすべてを非活性化させる。
【００８３】
　図１４は、ステート回路１００の一例を示す回路図である。
【００８４】
　図１４に示すように、ステート回路１００は８つのラッチ回路１１０～１１７からなる
。ラッチ回路１１０～１１７は、それぞれ対応するバンク選択信号Ｂ０～Ｂ７によって活
性化され、活性化されたラッチ回路１１０～１１７はアクティブ信号ＡＣＴによってセッ
トされプリチャージ信号ＰＲＥによってリセットされる。また、プリチャージ信号ＰＲＥ
Ａが活性化した場合には、バンク選択信号Ｂ０～Ｂ７に関わらずラッチ回路１１０～１１
７はリセットされる。各ラッチ回路１１０～１１７からの出力は、それぞれアクティブス
テートＭＳＡＣＴ０～ＭＳＡＣＴ７として用いられる。これにより、アクティブステート
ＭＳＡＣＴ０～ＭＳＡＣＴ７を参照すれば、どのバンクがアクティブ状態であるのかを知
ることができる。尚、アクティブ状態とは、ロウアドレスＲＡに基づいてワード線ＷＬが
選択された状態であり、この状態でリード信号が活性化するとリード動作を行い、ライト
信号が活性化するとライト動作を行うことができる。
【００８５】
　アクティブステートＭＳＡＣＴ０～ＭＳＡＣＴ７は、図１２に示すローカルバンクアク
ティブ信号生成回路２００に供給される。ローカルバンクアクティブ信号生成回路２００
は、８ビットのアクティブステートＭＳＡＣＴ０～ＭＳＡＣＴ７を受け、これらの少なく
とも１ビットが活性化しているか否かを判定する回路である。
【００８６】
　図１５は、ローカルバンクアクティブ信号生成回路２００の回路図である。
【００８７】
　図１５に示すように、ローカルバンクアクティブ信号生成回路２００は、アクティブス
テートＭＳＡＣＴ０～ＭＳＡＣＴ７を受ける８入力のＮＯＲゲート回路からなる。かかる
構成により、アクティブステートＭＳＡＣＴ０～ＭＳＡＣＴ７の少なくとも一つがハイレ
ベルに活性化している場合には、ローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴはローレベル
となる。これに対し、アクティブステートＭＳＡＣＴ０～ＭＳＡＣＴ７の全てがローレベ
ルに非活性化している場合には、ローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴはハイレベル
となる。
【００８８】
　ローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴは、コアチップＣＣ０～ＣＣ７から貫通電極
ＴＳＶ３を介してインターフェースチップＩＦに供給される。貫通電極ＴＳＶ３とは、図
２（ｃ）及び図５に示したタイプの貫通電極であり、図６を用いて説明したようにコアチ
ップ間における循環的な接続により、インターフェースチップＩＦと各コアチップＣＣ０
～ＣＣ７との間で個別の信号パスを形成することができる。
【００８９】
　図１６は、ローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０～ＭＣＩＤＴ７を伝送するため
の貫通電極ＴＳＶ３の接続関係を説明するための模式図である。図１６に示すように、ロ
ーカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０～ＭＣＩＤＴ７を伝送するための貫通電極ＴＳ
Ｖ３は各コアチップＣＣ０～ＣＣ７において８個使用され、このうち図１６に示す左端の
貫通電極ＴＳＶ３ａにローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０～ＭＣＩＤＴ７が供給
される。これにより、例えば最上層のコアチップＣＣ０から出力されるローカルバンクア
クティブ信号ＭＣＩＤＴ０は、各コアチップＣＣ０～ＣＣ７に設けられた互いに平面位置
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の異なる貫通電極ＴＳＶ３を経由し、最終的にインターフェースチップＩＦ上の入力ノー
ドＮ０に供給される。他のコアチップＣＣ１～ＣＣ７においても同様であり、これにより
、コアチップＣＣ０～ＣＣ７から出力されるローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０
～ＭＣＩＤＴ７は、それぞれインターフェースチップＩＦの入力ノードＮ０～Ｎ７に供給
されることになる。
【００９０】
　以上がコアチップＣＣ０～ＣＣ７の回路構成である。次に、本実施形態による半導体装
置１０の動作について説明する。
【００９１】
　図１７は、ステート回路１００及びローカルバンクアクティブ信号生成回路２００の動
作を説明するためのタイミング図であり、各コアチップＣＣ０～ＣＣ７に共通の動作を示
している。
【００９２】
　図１７に示す例では、外部クロック信号ＣＬＫのアクティブエッジ＃０，＃１に同期し
てアクティブコマンドが発行され、アクティブエッジ＃２，＃３に同期してプリチャージ
コマンドが発行されている。また、アクティブエッジ＃０，＃２のコマンド発行時にはバ
ンクアドレス信号ＢＡによってバンク０が指定されており、アクティブエッジ＃１，＃３
のコマンド発行時にはバンクアドレス信号ＢＡによってバンク１が指定されている。上述
の通り、アクティブコマンドが発行されると、選択されたコアチップ内のロウ比較回路６
３はアクティブ信号ＡＣＴを生成し、プリチャージコマンドが発行されると、選択された
コアチップ内のロウ比較回路６３はプリチャージ信号ＰＲＥを生成する。
【００９３】
　アクティブエッジ＃０，＃１にて応答してアクティブコマンドが発行されると、アクテ
ィブステートＭＳＡＣＴ０，ＭＳＡＣＴ１が順次ハイレベルに活性化する。アクティブス
テートＭＳＡＣＴ０が活性化すると、ローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴはローレ
ベルに変化する。
【００９４】
　その後、アクティブエッジ＃２，＃３にて応答してプリチャージコマンドが発行される
と、アクティブステートＭＳＡＣＴ０，ＭＳＡＣＴ１が順次ローレベルに非活性化する。
その結果、アクティブステートＭＳＡＣＴ１が非活性化すると、ローカルバンクアクティ
ブ信号ＭＣＩＤＴはハイレベルに戻る。
【００９５】
　このように、ローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴは、当該コアチップに含まれる
いずれかのバンクがアクティブ状態であればローレベルとなり、当該コアチップに含まれ
る全てのバンクが非アクティブ状態であればハイレベルとなる。このようにして生成され
るローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴは、貫通電極ＴＳＶ３を介してインターフェ
ースチップＩＦに供給される。
【００９６】
　図１８は、バンクアクティブ信号生成回路３００の動作を説明するためのタイミング図
である。
【００９７】
　図１８に示す例においても、外部クロック信号ＣＬＫのアクティブエッジ＃０，＃１に
同期してアクティブコマンドが発行され、アクティブエッジ＃２，＃３に同期してプリチ
ャージコマンドが発行されている。また、アクティブエッジ＃０，＃２のコマンド発行時
にはチップアドレスＳＩＤによってコアチップＣＣ０が指定されており、アクティブエッ
ジ＃１，＃３のコマンド発行時にはチップアドレスＳＩＤによってコアチップＣＣ４が指
定されている。バンクアドレス信号ＢＡにより指定されるバンクはいずれもバンク０であ
る。
【００９８】
　アクティブエッジ＃０にて応答してアクティブコマンドが発行されると、コアチップＣ
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Ｃ０から出力されるローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０がローレベルに変化する
。ローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０がローレベルになると、バンクアクティブ
信号ＰＭＣＩＴがローレベルに変化する。次に、アクティブエッジ＃１にて応答してアク
ティブコマンドが発行されると、コアチップＣＣ４から出力されるローカルバンクアクテ
ィブ信号ＭＣＩＤＴ４がローレベルに変化する。
【００９９】
　その後、アクティブエッジ＃２，＃３にて応答してプリチャージコマンドが発行される
と、ローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０，ＭＣＩＤＴ４が順次ハイレベルに変化
する。その結果、ローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ４がハイレベルになると、バ
ンクアクティブ信号ＰＭＣＩＴはハイレベルに戻る。
【０１００】
　このように、バンクアクティブ信号ＰＭＣＩＴは、いずれかのコアチップＣＣ０～ＣＣ
７に含まれるいずれかのバンクがアクティブ状態であればローレベルとなり、全てのコア
チップＣＣ０～ＣＣ７に含まれる全てのバンクが非アクティブ状態であればハイレベルと
なる。このようにして生成されるバンクアクティブ信号ＰＭＣＩＴは、図１２に示したよ
うに、リフレッシュ制御回路３３やパワーダウン制御回路３４などに供給され、アクティ
ブ状態において実行すべきでないコマンドをガードする。
【０１０１】
　このように、本実施形態においては、アクティブ状態であるバンクが存在するか否かを
コアチップ側で判定し、その結果得られたローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０～
ＭＣＩＤＴ７をインターフェースチップＩＦ側で処理している。このため、インターフェ
ースチップＩＦ側に設けるバンクアクティブ信号生成回路３００の回路規模を大幅に縮小
することが可能となる。また、インターフェースチップＩＦ側においては、いずれのバン
クがアクティブ状態であるのか記憶する手段を設ける必要もない。その分、コアチップＣ
Ｃ０～ＣＣ７側にステート回路１００及びローカルバンクアクティブ信号生成回路２００
が必要となるが、これらの回路は８ビットのアクティブステートＭＳＡＣＴ０～ＭＳＡＣ
Ｔ７を処理するだけの回路であることから、個々のコアチップＣＣ０～ＣＣ７にて生じる
回路規模の増大は最小限に抑えられる。
【０１０２】
　図１９は、変形例によるバンクアクティブ信号生成回路３００ａの回路図である。
【０１０３】
　図１９に示すバンクアクティブ信号生成回路３００ａは、ローカルバンクアクティブ信
号ＭＣＩＤＴ０～ＭＣＩＤＴ７を受ける８入力のＮＡＮＤゲート回路３０１と、ワンショ
ットパルスであるアクティブ信号ＡＣＴ０のパルス幅を拡大するパルス幅拡大回路３０２
と、ＮＡＮＤゲート回路３０１及びパルス幅拡大回路３０２の出力を受けるＮＯＲゲート
回路３０３とを備えて構成される。
【０１０４】
　図２０は、変形例によるバンクアクティブ信号生成回路３００ａを用いた場合の動作を
説明するためのタイミング図である。発行されるコマンド及びアドレスは図１８に示した
例と同じである。
【０１０５】
　本例においては、外部クロック信号ＣＬＫのアクティブエッジ＃０に同期してアクティ
ブコマンドが発行され、インターフェースチップＩＦの内部でアクティブ信号ＡＣＴ０が
生成されると、バンクアクティブ信号ＰＭＣＩＴが直ちにローレベルに変化する。つまり
、アクティブ信号ＡＣＴ０が貫通電極ＴＳＶ１を介してコアチップＣＣ０～ＣＣ７に供給
され、その結果、選択されたコアチップから貫通電極ＴＳＶ３を介してローカルバンクア
クティブ信号ＭＣＩＤＴが供給される前に、バンクアクティブ信号ＰＭＣＩＴを先行して
一時的にローレベルとすることができる。
【０１０６】
　つまり、本実施形態による半導体装置１０は積層型であるため、インターフェースチッ
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プＩＦの内部でアクティブ信号ＡＣＴ０が生成されてから、ローカルバンクアクティブ信
号ＭＣＩＤＴが供給されるまでにはある程度のタイムラグが生じる。このため、１チップ
構成である通常の半導体メモリと比べるとバンクアクティブ信号ＰＭＣＩＴがローレベル
に変化するタイミングが遅くなり、場合によっては、リフレッシュコマンドなどの不正な
コマンドを実行してしまう可能性がある。これに対し、本例のようにバンクアクティブ信
号生成回路３００ａを用いれば、アクティブコマンドが発行されるとバンクアクティブ信
号ＰＭＣＩＴが直ちにローレベルに変化することから、このような問題を解決することが
できる。したがって、パルス幅拡大回路３０２による拡大量は、上記のタイムラグを考慮
して設計すればよい。
【０１０７】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
【０１０８】
　第２の実施形態は、アドレス割り付けがＰＲＡ－２方式に設定されている場合の実施形
態である。アドレス割り付けがＰＲＡ－２方式に設定されている場合、８つのコアチップ
ＣＣ０～ＣＣ７は互いに同じアドレス空間を有する２つのランクに分割され、各ランクは
チップ選択信号ＣＳ０，ＣＳ１によって独立に選択される。アドレス割り付けがＰＲＡ－
２方式に設定されている場合には、図２１（ａ）に示すように４つのコアチップＣＣ０～
ＣＣ３がランク１を構成し、残りの４つのコアチップＣＣ４～ＣＣ７がランク２を構成す
る。
【０１０９】
　図２２は、本実施形態にて使用するバンクアクティブ信号生成回路３００ｂの回路図で
ある。
【０１１０】
　図２２に示すバンクアクティブ信号生成回路３００ｂは、ローカルバンクアクティブ信
号ＭＣＩＤＴ０～ＭＣＩＤＴ７を受けてバンクアクティブ信号ＰＭＣＩＴ，ＰＭＣＩ０Ｔ
，ＰＭＣＩ１Ｔを生成する論理回路である。具体的な動作を説明すると、ローカルバンク
アクティブ信号ＭＣＩＤＴ０～ＭＣＩＤＴ７の少なくとも一つがローレベルであれば、バ
ンクアクティブ信号ＰＭＣＩＴはローレベルとなり、ローカルバンクアクティブ信号ＭＣ
ＩＤＴ０～ＭＣＩＤＴ７の全てがハイレベルであれば、バンクアクティブ信号ＰＭＣＩＴ
がハイレベルとなる。この点は、既に説明したバンクアクティブ信号生成回路３００と同
じである。
【０１１１】
　これに加え、図２２に示すバンクアクティブ信号生成回路３００ｂでは、ランク０に対
応するローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０～ＭＣＩＤＴ３の少なくとも一つがロ
ーレベルであれば、バンクアクティブ信号ＰＭＣＩ０Ｔはローレベルとなり、ローカルバ
ンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０～ＭＣＩＤＴ３の全てがハイレベルであれば、バンクア
クティブ信号ＰＭＣＩ０Ｔがハイレベルとなる。同様に、ランク１に対応するローカルバ
ンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ４～ＭＣＩＤＴ７の少なくとも一つがローレベルであれば
、バンクアクティブ信号ＰＭＣＩ１Ｔはローレベルとなり、ローカルバンクアクティブ信
号ＭＣＩＤＴ４～ＭＣＩＤＴ７の全てがハイレベルであれば、バンクアクティブ信号ＰＭ
ＣＩ１Ｔがハイレベルとなる。
【０１１２】
　かかる動作により、アドレス割り付けがＰＲＡ－２方式に設定されている場合、ランク
ごとにバンクアクティブ信号ＰＭＣＩ０Ｔ，ＰＭＣＩ１Ｔを生成することができるため、
リフレッシュコマンドなどの不正なコマンドのガードをランクごとに行うことが可能とな
る。もちろん、アドレス割り付けがＰＲＡ－１方式に設定されれば、バンクアクティブ信
号ＰＭＣＩＴを用いて上記実施形態と同様の制御を行えばよい。
【０１１３】
　図２３は、変形例によるバンクアクティブ信号生成回路３００ｃの回路図である。
【０１１４】
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　図２３に示すバンクアクティブ信号生成回路３００ｃは、バンクアクティブ信号ＰＭＣ
ＩＴとバンクアクティブ信号ＰＭＣＩ０Ｔが兼用されている点において、図２２に示した
バンクアクティブ信号生成回路３００ｂの論理と異なっている。バンクアクティブ信号生
成回路３００ｃにはモード信号ＭＯＤＥの一部であるランク信号ＴＲＡＮＫ１Ｔが供給さ
れる。ランク信号ＴＲＡＮＫ１Ｔは、アドレス割り付けがＰＲＡ－１方式に設定されてい
る場合にハイレベルとなり、アドレス割り付けがＰＲＡ－２方式に設定されている場合に
ローレベルとなる信号である。
【０１１５】
　これにより、アドレス割り付けがＰＲＡ－１方式に設定されている場合には、バンクア
クティブ信号ＰＭＣＩ０Ｔをバンクアクティブ信号ＰＭＣＩＴとして用いることができる
。また、アドレス割り付けがＰＲＡ－２方式に設定されている場合には、ランクごとにバ
ンクアクティブ信号ＰＭＣＩ０Ｔ，ＰＭＣＩ１Ｔを用いればよい。
【０１１６】
　図２４は、他の変形例によるバンクアクティブ信号生成回路３００ｄの回路図である。
【０１１７】
　図２４に示すバンクアクティブ信号生成回路３００ｃは、アクティブ信号ＡＣＴ０，Ａ
ＣＴ１のパルス幅を拡大するパルス幅拡大回路３１０，３１１が追加されている点におい
て、図２３に示したバンクアクティブ信号生成回路３００ｃと異なっている。その他の論
理は、図２３に示したバンクアクティブ信号生成回路３００ｃの論理と同じである。アク
ティブ信号ＡＣＴ０は、ＰＲＡ－１方式に設定されている場合にアクティブコマンドに応
答して活性化されるとともに、ＰＲＡ－２方式に設定されている場合にランク０を指定し
たアクティブコマンドに応答して活性化される信号である。一方、アクティブ信号ＡＣＴ
１は、ＰＲＡ－２方式に設定されている場合にランク１を指定したアクティブコマンドに
応答して活性化される信号である。
【０１１８】
　図２５は、変形例によるバンクアクティブ信号生成回路３００ｄを用いた場合の動作を
説明するためのタイミング図である。発行されるコマンド及びアドレスは図１８に示した
例と同じである。
【０１１９】
　本例においては、外部クロック信号ＣＬＫのアクティブエッジ＃０に同期してランク０
を指定したアクティブコマンドが発行されると、インターフェースチップＩＦの内部でア
クティブ信号ＡＣＴ０が生成され、ランク０に対応するバンクアクティブ信号ＰＭＣＩ０
Ｔが直ちにローレベルに変化する。また、外部クロック信号ＣＬＫのアクティブエッジ＃
１に同期してランク１を指定したアクティブコマンドが発行されると、インターフェース
チップＩＦの内部でアクティブ信号ＡＣＴ１が生成され、ランク１に対応するバンクアク
ティブ信号ＰＭＣＩ１Ｔが直ちにローレベルに変化する。その意義は、図２０を用いて説
明したとおりである。
【０１２０】
　そして、外部クロック信号ＣＬＫのアクティブエッジ＃２に同期してランク０を指定し
たプリチャージコマンドが発行されると、ローカルバンクアクティブ信号ＭＣＩＤＴ０が
ハイレベルに変化するため、ランク０に対応するバンクアクティブ信号ＰＭＣＩ０Ｔもハ
イレベルに戻る。同様に、外部クロック信号ＣＬＫのアクティブエッジ＃３に同期してラ
ンク１を指定したプリチャージコマンドが発行されると、ローカルバンクアクティブ信号
ＭＣＩＤＴ４がハイレベルに変化するため、ランク１に対応するバンクアクティブ信号Ｐ
ＭＣＩ１Ｔもハイレベルに戻る。
【０１２１】
　このように、本実施形態では、アドレス割り付けがＰＲＡ－２方式に設定されている場
合、ランクごとにバンクアクティブ信号ＰＭＣＩ０Ｔ，ＰＭＣＩ１Ｔを生成することがで
きるため、ランクごとに不正なコマンドのガードを行うことが可能となる。
【０１２２】
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　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
【０１２３】
　第３の実施形態は、コアチップＣＣ０～ＣＣ７の一部のみを使用する場合の実施形態で
ある。例えば、８枚のコアチップＣＣ０～ＣＣ７の一部に不良が存在する場合、半導体装
置１０の全体を不良品として廃棄するのではなく、正しく動作する残りのコアチップを用
いれば、良品として取り扱うことが可能となる。本実施形態は、このようなケースを想定
している。
【０１２４】
　図２１（ｂ），（ｃ）は、８枚のコアチップＣＣ０～ＣＣ７のうち４枚のみを使用する
場合のランク分けを説明するための模式図であり、図２１（ｄ）～（ｇ）は、８枚のコア
チップＣＣ０～ＣＣ７のうち２枚のみを使用する場合のランク分けを説明するための模式
図である。図２１において網掛け表示しているコアチップが使用しないコアチップである
。尚、使用しないコアチップとは、必ずしも不良のあるコアチップであるとは限らない。
例えば、１枚のコアチップのみが不良であっても、残りの７枚のコアチップを全て使用す
ると制御が複雑となる。この場合には、不良のある１枚のコアチップとともに正常な３枚
のコアチップも不使用とし、これによって４枚のコアチップを用いて製品を構成すること
が考えられる。このように、使用するコアチップの枚数を２のべき乗とすれば、制御が複
雑化することがない。
【０１２５】
　図２１（ｂ）に示す例はコアチップＣＣ０～ＣＣ３を使用するケースを示しており、ア
ドレス割り付けがＰＲＡ－２方式に設定されている場合、コアチップＣＣ０，ＣＣ１がラ
ンク０を構成し、コアチップＣＣ２，ＣＣ３がランク１を構成する。一方、図２１（ｃ）
に示す例はコアチップＣＣ４～ＣＣ７を使用するケースを示しており、アドレス割り付け
がＰＲＡ－２方式に設定されている場合、コアチップＣＣ４，ＣＣ５がランク０を構成し
、コアチップＣＣ６，ＣＣ７がランク１を構成する。
【０１２６】
　図２１（ｄ）に示す例はコアチップＣＣ０，ＣＣ１を使用するケースを示しており、ア
ドレス割り付けがＰＲＡ－２方式に設定されている場合、コアチップＣＣ０がランク０を
構成し、コアチップＣＣ１がランク１を構成する。図２１（ｅ）に示す例はコアチップＣ
Ｃ２，ＣＣ３を使用するケースを示しており、アドレス割り付けがＰＲＡ－２方式に設定
されている場合、コアチップＣＣ２がランク０を構成し、コアチップＣＣ３がランク１を
構成する。図２１（ｆ）に示す例はコアチップＣＣ４，ＣＣ５を使用するケースを示して
おり、アドレス割り付けがＰＲＡ－２方式に設定されている場合、コアチップＣＣ４がラ
ンク０を構成し、コアチップＣＣ５がランク１を構成する。図２１（ｇ）に示す例はコア
チップＣＣ６，ＣＣ７を使用するケースを示しており、アドレス割り付けがＰＲＡ－２方
式に設定されている場合、コアチップＣＣ６がランク０を構成し、コアチップＣＣ７がラ
ンク１を構成する。
【０１２７】
　図２６は、本実施形態にて使用するバンクアクティブ信号生成回路３００ｅの回路図で
ある。
【０１２８】
　図２６に示すバンクアクティブ信号生成回路３００ｅは、ランク切り替え信号ＴＣＳＴ
１～ＴＣＳ６Ｔを受ける論理が追加されている点において、図２３に示したバンクアクテ
ィブ信号生成回路３００ｃの論理と異なっている。その他の論理は、図２３に示したバン
クアクティブ信号生成回路３００ｃの論理と同じである。ランク切り替え信号ＴＣＳＴ１
～ＴＣＳ６Ｔは、それぞれコアチップＣＣ１～ＣＣ６に対応する信号であり、ハイレベル
とすることにより当該コアチップが属するランクを切り替えることができる。
【０１２９】
　図２１（ａ）に示すように、全てのコアチップＣＣ０～ＣＣ７を使用する場合は、アド
レス割り付けがＰＲＡ－２方式に設定されていると、コアチップＣＣ０～ＣＣ３がランク
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０を構成し、コアチップＣＣ４～ＣＣ７がランク１を構成する。この状態を基本とすると
、図２１（ｂ）に示す状態で使用する場合には、コアチップＣＣ２，ＣＣ３が属するラン
クをランク０からランク１に変更させる必要がある。同様に、図２１（ｃ）に示す状態で
使用する場合には、コアチップＣＣ４，ＣＣ５が属するランクをランク１からランク０に
変更させる必要がある。さらに、図２１（ｄ），（ｅ）に示す状態で使用する場合には、
コアチップＣＣ１，ＣＣ３が属するランクをランク０からランク１に変更させる必要があ
る。同様に、図２１（ｆ），（ｇ）に示す状態で使用する場合には、コアチップＣＣ４，
ＣＣ６が属するランクをランク１からランク０に変更させる必要がある。
【０１３０】
　このようなランクの変更を行う必要がある場合、当該コアチップに対応するランク切り
替え信号ＴＣＳＴ１～ＴＣＳ６Ｔがハイレベルに活性化される。これにより、コアチップ
ＣＣ０～ＣＣ７の一部のみを使用する場合であってもＰＲＡ－２方式に設定することがで
き、しかも、ランクごとに不正なコマンドのガードを行うことが可能となる。
【０１３１】
　尚、コアチップＣＣ０，ＣＣ７に対応するランク切り替え信号が不要なのは、最上層の
コアチップＣＣ０及び最下層のコアチップＣＣ７については、図２１（ａ）～（ｇ）のい
ずれのケースにおいてもランクが変化しないからである。
【０１３２】
　図２７は、変形例によるバンクアクティブ信号生成回路３００ｆの回路図である。
【０１３３】
　図２７に示すバンクアクティブ信号生成回路３００ｆは、アクティブ信号ＡＣＴ０，Ａ
ＣＴ１のパルス幅を拡大するパルス幅拡大回路３２０，３２１が追加されている点におい
て、図２６に示したバンクアクティブ信号生成回路３００ｅと異なっている。その他の論
理は、図２６に示したバンクアクティブ信号生成回路３００ｅの論理と同じである。パル
ス幅拡大回路３２０，３２１を用いる意義は図２０を用いて説明したとおりであり、アク
ティブコマンドが発行されてからバンクアクティブ信号ＰＭＣＩ０Ｔ又はＰＭＣＩ１Ｔを
ローレベルに変化させるタイミングを早めることが可能となる。
【０１３４】
　図２８は、本実施形態による半導体装置１０を用いたデータ処理システムの構成を示す
模式的な断面図である。
【０１３５】
　図２８に示すデータ処理システムは、メイン基板４００上に半導体装置１０とこれを制
御するメモリコントローラ４１０とが搭載された構成を有している。図２８に示す例では
、メイン基板４００上に半導体装置１０が直接搭載されているが、メイン基板４００にソ
ケットを設け、ソケットに半導体装置１０が搭載されたモジュール基板を挿し込んでも構
わない。この場合、モジュール基板には、複数の半導体装置１０を搭載することができる
。
【０１３６】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は、上記の実施形態に限
定されることなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能であり、それらも
本発明の範囲内に包含されるものであることはいうまでもない。
【符号の説明】
【０１３７】
４～６　　内部回路
１０　　　半導体装置
１１　　　クロック端子
１２　　　コマンド端子
１３　　　チップ選択端子
１４　　　クロックイネーブル端子
１５　　　アドレス端子
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１６　　　データ入出力端子
１７　　　データストローブ端子
２１　　　クロック生成回路
２２　　　ＤＬＬ回路
３１　　　入力バッファ
３２　　　コマンドデコーダ
３３　　　リフレッシュ制御回路
３４　　　パワーダウン制御回路
４０，４１　　ラッチ回路
４２　　　チップアドレス取得回路
５１　　　出力バッファ回路
５２　　　入力バッファ回路
５４　　　パラレルシリアル変換回路
５５　　　シリアルパラレル変換回路
６０　　　モードレジスタ
６１，６２　　ＴＳＶバッファ
６３　　　ロウ比較回路
６４　　　カラム比較回路
６５　　　パワーダウン回路
７０　　　メモリセルアレイ
７１　　　ロウデコーダ
７２　　　センス回路
７３　　　カラムデコーダ
７４　　　ロウアドレス制御回路
７５　　　カラムアドレス制御回路
７６　　　チップアドレス保持回路
７８　　　リードライトアンプ
８０　　　シリコン基板
８１　　　層間絶縁膜
８２　　　絶縁リング
８３　　　端部
８４　　　裏面バンプ
８５　　　表面バンプ
８６　　　端部
９１　　　電極
９２　　　スルーホール電極
９３　　　再配線層
９４　　　ＮＣＦ
９５　　　リードフレーム
９６　　　アンダーフィル
９７　　　封止樹脂
１００　　ステート回路
２００　　ローカルバンクアクティブ信号生成回路
３００，３００ａ～３００ｆ　　バンクアクティブ信号生成回路
３０２，３１０，３１１，３２０，３２１　　パルス幅拡大回路
４００　　メイン基板
４１０　　メモリコントローラ
ＣＣ０～ＣＣ７　　コアチップ
ＩＦ　　　インターフェースチップ
ＩＰ　　　インターポーザ
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ＳＢ　　　　外部端子
ＳＩＤ　　　チップアドレス
ＴＳＶ１～ＴＳＶ３　　貫通電極

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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