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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コマンド信号及びアドレス信号が供給されるコマンド・アドレス外部端子群、データ信
号の授受を行うデータ入出力外部端子群、並びに、単一のチップ選択外部端子を有するベ
ース基板と、
　前記ベース基板上に積層され、それぞれ単独で読み出し動作及び書き込み動作が可能な
複数のメモリチップとを備え、
　前記コマンド・アドレス外部端子群を構成する複数の端子、前記データ外部端子群を構
成する複数の端子、並びに、前記単一のチップ選択外部端子は、いずれも、インターフェ
ース機能を有する単一のチップに接続されており、
　前記インターフェース機能を有する単一のチップは、少なくとも、前記コマンド・アド
レス外部端子群を介して供給される前記アドレス信号及び前記チップ選択外部端子を介し
て供給される前記チップ選択信号に基づいて、前記複数のメモリチップを個別に活性化可
能なチップ選択信号発生回路を有し、
　前記チップ選択信号発生回路は、活性化コマンドが入力された場合、前記コマンド・ア
ドレス外部端子群を介して供給される前記アドレス信号のうち、バンクアドレスとは異な
る部分に基づいて、前記複数のメモリチップのいずれか一つを活性化するとともに、前記
バンクアドレスにより選択されたバンクと活性化させるべきメモリチップとの関係を記憶
する活性バンクレジスタを含んでいることを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項２】
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　前記インターフェース機能を有する単一のチップは、前記複数のメモリチップとは異な
るインターフェースチップであることを特徴とする請求項１に記載の半導体記憶装置。
【請求項３】
　前記インターフェース機能を有する単一のチップは、前記複数のメモリチップのいずれ
か一つのチップであることを特徴とする請求項１に記載の半導体記憶装置。
【請求項４】
　前記インターフェース機能を有する単一のチップと前記複数のメモリチップとの間にお
ける前記コマンド信号、前記アドレス信号及び前記データ信号の少なくとも一部の信号の
送信を、前記複数のメモリチップに対して共通接続された配線を介して行うことを特徴と
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】
　前記インターフェース機能を有する単一のチップと前記複数のメモリチップとの間にお
ける前記コマンド信号、前記アドレス信号及び前記データ信号の少なくとも一部の信号の
送信を、前記複数のメモリチップに対してそれぞれ個別に接続された配線を介して行うこ
とを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の半導体記憶装置。
【請求項６】
　前記チップ選択信号発生回路は、前記コマンド・アドレス外部端子群を介して、前記バ
ンクアドレスとともにリードコマンド又はライトコマンドが入力された場合、前記活性バ
ンクレジスタを参照することによって、前記複数のメモリチップのいずれか一つを活性化
させることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の半導体記憶装置。
【請求項７】
　前記チップ選択信号発生回路は、リフレッシュコマンドが入力された場合、前記複数の
メモリチップを順次活性化することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の
半導体記憶装置。
【請求項８】
　前記インターフェース機能を有する単一のチップにはクロック再生回路が含まれており
、前記複数のメモリチップには、前記クロック再生回路により再生されたクロックが供給
されることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の半導体記憶装置。
【請求項９】
　前記インターフェース機能を有する単一のチップにはストローブ信号発生回路が含まれ
ており、前記インターフェース機能を有する単一のチップは、前記ストローブ信号発生回
路の出力に同期して、前記メモリチップから読み出したデータ信号を前記データ入出力外
部端子群を介して出力することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の半導
体記憶装置。
【請求項１０】
　前記インターフェース機能を有する単一のチップには、前記データ入出力外部端子群に
接続された終端抵抗が含まれていることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記
載の半導体記憶装置。
【請求項１１】
　前記複数のメモリチップはいずれもボンディングパッド領域を有しており、前記複数の
メモリチップは、配線が形成されたテープを介して前記ベース基板に接続されていること
を特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の半導体記憶装置。
【請求項１２】
　前記インターフェース機能を有する単一のチップに含まれる出力バッファのうち、前記
複数のメモリチップに対して出力するための出力バッファには、高レベル側電源電圧とし
て、外部から供給される高レベル側電源電圧よりも低い内部電源電圧が与えられ、低レベ
ル側電源電圧として、外部から供給される低レベル側電源電圧よりも高い内部電源電圧が
与えられることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の半導体記憶装置。
【請求項１３】
　前記複数のメモリチップはいずれも、実使用時に使用する通常パッドの他にテスト用パ



(3) JP 4309368 B2 2009.8.5

10

20

30

40

50

ッドを有しており、前記テスト用パッドは、少なくともバッファ回路を介してメモリアレ
イに接続されており、前記通常パッドは、前記バッファ回路をバイパスして前記メモリア
レイに接続されていることを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の半導体
記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体記憶装置に関し、特に、積層された複数のメモリチップを有する半導体
記憶装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　サーバなどのコンピュータのメインメモリとしては、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Acces
s Memory）に代表される半導体記憶装置が広く用いられているが、ハードウェアの高速化
やソフトウェアの複雑化に伴い、メインメモリに要求される記憶容量は増加の一途を辿っ
ている。このため、メインメモリに要求される記憶容量を１個のメモリチップのみによっ
て満たすことは困難であり、通常は、モジュール基板に複数のメモリチップを実装したＤ
ＩＭＭ（Dual Inline Memory Module）と呼ばれるモジュールが使用される。
【０００３】
　しかしながら、メモリチップをモジュール基板に平面的に配置するのみでは、搭載可能
なメモリチップ数が少なく、得られる記憶容量が限られてしまう。この問題を解決する方
法として、複数のメモリチップを立体的に積層してパッケージングし、これをモジュール
基板に搭載する方法が提案されている（特許文献１～３参照）。
【０００４】
　図２２は、このようにパッケージングした半導体記憶装置の模式図である。図２２に示
す半導体記憶装置は、２つのメモリチップ１０，１１がベース基板２０上に積層された構
造を有しており、このベース基板２０が図示しないモジュール基板に搭載される。メモリ
チップ１０，１１はいずれも、メモリアレイＭＡの他、コマンドやアドレスが供給される
コマンド・アドレスパッドＣＡＰ、チップ選択信号が供給されるチップ選択信号パッドＣ
ＳＰ、データの入出力を行うためのデータ入出力パッドＤＱＰ、及び、電源が供給される
電源パッドＶＳＰを備えている。
【０００５】
　このうち、コマンド・アドレスパッドＣＡＰ、データ入出力パッドＤＱＰ及び電源パッ
ドＶＳＰについては、メモリチップ１０とメモリチップ１１とで共通接続され、それぞれ
ベース基板２０に設けられたアドレス・コマンド外部端子群ＣＡ、データ入出力外部端子
群ＤＱ及び電源外部端子群ＶＳに纏められている。一方、チップ選択信号パッドＣＳＰに
ついては共通接続されず、メモリチップ１０のチップ選択信号パッドＣＳＰはチップ選択
信号外部端子ＣＳ０に接続され、メモリチップ１１のチップ選択信号パッドＣＳＰはチッ
プ選択信号外部端子ＣＳ１に接続されている。これは、メモリチップ１０，１１を選択的
に活性化させるためである。
【０００６】
　他方、最近では、メモリセルが形成されたコア部と、メモリセルに対する周辺回路が形
成されたインターフェース部をそれぞれ別チップとし、これらチップを積層することによ
って大容量化と高速化を実現する方法も提案されている（特許文献４参照）。この方法は
、従来１チップであった半導体記憶装置が複数のチップに分割されることを意味すること
から、コア部が形成されたチップ（コアチップ）の容量を増大することができ、しかもこ
れを積層することによって非常に大きな記憶容量を得ることが可能となる。
【特許文献１】特開平２－２９００４８号公報
【特許文献２】特開２００１－１１０９７８号公報
【特許文献３】特開２００１－２７３７５５号公報
【特許文献４】特開２００４－３２７４７４号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、図２２に示す半導体記憶装置は、コマンド・アドレス外部端子群ＣＡや
、データ入出力端子群ＤＱに２つのメモリチップ１０，１１が接続されていることから、
１チップのみをパッケージングした通常の半導体記憶装置と比べて、コマンド・アドレス
外部端子群ＣＡや、データ入出力端子群ＤＱの寄生容量が大きいという問題がある。この
ような寄生容量は信号波形の乱れの原因となることから、インターフェース速度が非常に
速い場合、例えばクロックが１ＧＨｚを超えるような場合には、十分な動作マージンを確
保できなくなるおそれが生じる。この問題は、積層するメモリチップ数を増やすほど顕著
となるため、図２２に示す手法では十分な大容量化が困難であった。
【０００８】
　しかも、図２２に示す半導体記憶装置は、１チップのみをパッケージングした通常の半
導体記憶装置とは異なり、チップ選択信号外部端子が２つ設けられていることから（ＣＳ
０，ＣＳ１）、通常の半導体記憶装置との互換性が失われる。このため、図２２に示す半
導体記憶装置を使用するためには、専用のメモリーコントローラを設計する必要があり、
システム全体のコストが増大するおそれがあった。
【０００９】
　一方、特許文献４に記載された手法を用いれば、上記問題は解決されるものと考えられ
るが、この手法は、図２２に示す半導体記憶装置のように、それぞれ単独で読み出し動作
及び書き込み動作が可能なメモリチップを積層するタイプの半導体記憶装置とは根本的に
異なり、それ単独では読み出し動作及び書き込み動作を行うことができないコアチップを
積層するものであるため、当然ながら、通常のメモリチップを使用することはできず、専
用のコアチップなどを新たに設計する必要がある。しかも、特許文献４に記載された手法
では、各チップに貫通電極を形成する必要があるなど、十分に確立されていない高度な製
造技術が用いられることから、現状では低コストで製造することは困難であると考えられ
る。
【００１０】
　本発明はこのような問題点を解決すべくなされたものであって、積層された複数のメモ
リチップを有する半導体記憶装置において、コマンド・アドレス外部端子群及びデータ入
出力端子群の寄生容量を１チップ品程度まで低減することを目的とする。
【００１１】
　また、本発明は、積層された複数のメモリチップを有する半導体記憶装置において、１
チップのみをパッケージングした通常の半導体記憶装置との互換性を確保することを他の
目的とする。
【００１２】
　また、本発明は、それぞれ単独で読み出し動作及び書き込み動作が可能なメモリチップ
を用いることによって、上記の各目的を低コストで実現することをさらに他の目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明による半導体記憶装置は、コマンド信号及びアドレス信号が供給されるコマンド
・アドレス外部端子群、データ信号の授受を行うデータ入出力外部端子群、並びに、単一
のチップ選択外部端子を有するベース基板と、前記ベース基板上に積層され、それぞれ単
独で読み出し動作及び書き込み動作が可能な複数のメモリチップとを備え、前記コマンド
・アドレス外部端子群を構成する複数の端子、前記データ外部端子群を構成する複数の端
子、並びに、前記単一のチップ選択外部端子は、いずれも、インターフェース機能を有す
る単一のチップに接続されており、前記インターフェース機能を有する単一のチップは、
少なくとも、前記コマンド・アドレス外部端子群を介して供給される前記アドレス信号及
び前記チップ選択外部端子を介して供給される前記チップ選択信号に基づいて、前記複数
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のメモリチップを個別に活性化可能なチップ選択信号発生回路を有していることを特徴と
する。
【００１４】
　本発明によれば、コマンド・アドレス外部端子群などの外部端子がいずれも単一のチッ
プに接続されていることから、これら端子の寄生容量を１チップ品程度まで低減すること
が可能となる。また、本発明による半導体記憶装置は、積層された複数のメモリチップを
備えているにもかかわらず、単一のチップ選択外部端子しか備えていないことから、１チ
ップのみをパッケージングした通常の半導体記憶装置との互換性を確保することも可能と
なる。さらに、積層された複数のメモリチップは、いずれも単独で読み出し動作及び書き
込み動作が可能なメモリチップであることから、いわゆる汎用メモリを使用することがで
き、このため比較的低コストで作製することが可能となる。
【００１５】
　本発明において、インターフェース機能を有する単一のチップは、複数のメモリチップ
とは異なるインターフェースチップであっても構わないし、複数のメモリチップのいずれ
か一つのチップであっても構わない。前者によれば、使用するメモリチップとして互いに
全く同一のチップを用いることが可能となるし、後者によれば、積層すべきチップ数を１
つ削減することが可能となる。
【００１６】
　さらに、インターフェース機能を有する単一のチップと複数のメモリチップとの間にお
けるコマンド信号、アドレス信号及びデータ信号の送信は、複数のメモリチップに対して
共通接続された配線を介して行っても構わないし、複数のメモリチップに対してそれぞれ
個別に接続された配線を介して行っても構わない。前者によれば、配線数を削減すること
が可能となるし、後者によれば、配線容量を削減することが可能となる。
【発明の効果】
【００１７】
　このように、本発明によれば、積層された複数のメモリチップを有する半導体記憶装置
のインターフェース部の寄生容量を１チップ品程度まで低減することが可能となる。これ
により、コマンド信号、アドレス信号及びデータ信号の入出力の周波数を１チップ品と同
等まで高めることができる。しかも、本発明では、これら複数のメモリチップを立体的に
積層していることから、実装面積についても、１チップ品と同等とすることが可能となる
。
【００１８】
　さらに、単一のチップ選択外部端子しか備えていないことから、１チップのみをパッケ
ージングした通常の半導体記憶装置との互換性を確保することも可能となる。このため、
専用のメモリーコントローラなどを設計する必要がなく、システム全体のコストアップを
抑制することが可能となる。
【００１９】
　さらに、積層されたメモリチップは、いずれも単独で読み出し動作及び書き込み動作が
可能な通常のメモリチップ（例えば汎用ＤＲＡＭ）であることから、貫通電極の形成など
特殊な工程が不要となり、製造コストの増大を抑制することも可能となる。
【００２０】
　さらに、チップ選択信号発生回路によって複数のメモリチップを個別に活性化すること
が可能であることから、パッケージ全体の消費電力を低減することも可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　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
。
【００２２】
　図１は、本発明の好ましい第１の実施形態による半導体記憶装置１００の構造を概略的
に示す略斜視図である。
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【００２３】
　図１に示すように、本実施形態による半導体記憶装置１００は、ベース基板１０１と、
ベース基板１０１上に積層された４つのメモリチップ１１０～１１３と、ベース基板１０
１とメモリチップ１１０～１１３との間に配置されたインターフェースチップ１２０とを
備えて構成されている。特に限定されるものではないが、本実施形態においては、使用す
るメモリチップ１１０～１１３としてＤＲＡＭを選択している。メモリチップ１１０～１
１３は、互いに同一の構成を持ったチップであり、それぞれ単独で読み出し動作及び書き
込み動作が可能なＤＲＡＭチップ、すなわち、通常の汎用ＤＲＡＭチップである。
【００２４】
　図２は、各メモリチップ１１０～１１３の略平面図である。
【００２５】
　図２に示すように、各メモリチップ１１０～１１３の表面は、大きく分けて、メモリア
レイ領域ＭＡ、周辺回路領域ＰＥＲＩ、ボンディングパッド領域Ｂに分類することができ
る。ボンディングパッド領域Ｂは、２つの周辺回路領域ＰＥＲＩに挟まれるように、メモ
リチップの中央部において一方向に設けられており、電源パッドＶＳＰ、データ入出力パ
ッドＤＱＰ、コマンド・アドレスパッドＣＡＰ、チップ選択信号パッドＣＳＰが含まれる
。電源パッドＶＳＰには、周辺回路動作電源ＶＤＤ、周辺回路接地電源ＶＳＳ、出力回路
動作電源ＶＤＤＱ、出力回路接地電源ＶＳＳＱ、インターフェース基準電源ＶＲＥＦなど
が含まれる。また、データ入出力パッドＤＱＰにはデータ入出力線ＤＱ０～ＤＱ７（×８
品の場合、以下同様）、データストローブ信号ＤＱＳ、データマスク信号ＤＭなどが含ま
れる。コマンド・アドレスパッドＣＡＰには、クロックＣＬＫ、クロックイネーブルＣＫ
Ｅ、行アドレスストローブＲＡＳ、列アドレスストローブＣＡＳ、ライトイネーブルＷＥ
、バンクアドレスＢＡ０～ＢＡ２、アドレスＡ０～Ａ１３などが含まれる。
【００２６】
　メモリチップ１１０～１１３に設けられたこれらのパッドは、図１に示すように、配線
ＩＮＷが形成されたテープ１３０～１３３によって、ベース基板１０１に設けられたパッ
ド１０１ａと接続される。具体的には、メモリチップ１１０に設けられたパッド１１０ａ
と、ベース基板１０１に設けられたパッド１０１ａは、メモリチップ１１０を覆うように
設けられたテープ１３０によって接続され、以下同様に、メモリチップ１１１～１１３に
設けられたパッドと、ベース基板１０１に設けられたパッド１０１ａは、それぞれメモリ
チップ１１１～１１３を覆うように設けられたテープ１３１～１３３によって接続される
。ベース基板１０１には図示しない配線が形成されており、この配線によってパッド１０
１ａとインターフェースチップ１２０のメモリチップ側パッド（図示せず）とが接続され
ている。また、インターフェースチップ１２０の外部回路側パッド（図示せず）は、ベー
ス基板１０１に設けられた図示しない他の配線を介して、ベース基板１０１の裏面（実装
面）に設けられたボール電極ＥＸＢに接続されている。ボール電極ＥＸＢは、本実施形態
にかかる半導体記憶装置１００の外部端子群である。
【００２７】
　図３は、ベース基板１０１の裏面に設けられたボール電極ＥＸＢの配置図である。
【００２８】
　図３に示すように、半導体記憶装置１００の外部端子群であるボール電極ＥＸＢの種類
は、アドレス外部端子Ａ１４，Ａ１５が追加されている点を除き、各メモリチップ１１０
～１１３に設けられたパッドの種類と一致している。したがって、チップ選択信号外部端
子ＣＳはあくまで一つである。各ボール電極ＥＸＢは、電源外部端子群（ＶＳ）、データ
入出力外部端子群（ＤＱ）、コマンド・アドレス外部端子群（ＣＡ）、チップ選択信号外
部端子（ＣＳ）に分類することができ、メモリチップ１１０～１１３に設けられたパッド
の分類と同様、周辺回路動作電源ＶＤＤ、周辺回路接地電源ＶＳＳ、出力回路動作電源Ｖ
ＤＤＱ、出力回路接地電源ＶＳＳＱ、インターフェース基準電源ＶＲＥＦなどは電源外部
端子群（ＶＳ）に分類され、データ入出力線ＤＱ０～ＤＱ７、データストローブ信号ＤＱ
Ｓ、データマスク信号ＤＭなどはデータ入出力外部端子群（ＤＱ）に分類され、クロック
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ＣＬＫ、クロックイネーブルＣＫＥ、行アドレスストローブＲＡＳ、列アドレスストロー
ブＣＡＳ、ライトイネーブルＷＥ、バンクアドレスＢＡ０～ＢＡ２、アドレスＡ０～Ａ１
３などは、コマンド・アドレス外部端子群（ＣＡ）に分類される。
【００２９】
　図４は、本実施形態におけるメモリチップ１１０～１１３とインターフェースチップ１
２０との接続形態を説明するための模式図である。
【００３０】
　図４に示すように、本実施形態では、メモリチップ１１０～１１３とインターフェース
チップ１２０との間において、チップ選択信号のみが一対一接続され、その他の信号、す
なわち、コマンド・アドレス信号及びデータ信号については、コマンド・アドレスバスＣ
ＡＢ及びデータバスＤＱＢによってバス接続されている。また、電源についてもバス接続
されている。ここで「一対一接続」とは、メモリチップ１１０～１１３のパッドとインタ
ーフェースチップ１２０のパッドとが、メモリチップごとに個別に接続されていることを
いい、「バス接続」とは、メモリチップ１１０～１１３のパッドとインターフェースチッ
プ１２０のパッドとが共通に接続されていることを言う。したがって、本実施形態におい
ては、メモリチップ１１０～１１３とインターフェースチップ１２０との間で授受される
信号のうち、チップ選択信号のみがメモリチップ１１０～１１３に個別の信号となる。
【００３１】
　より具体的に説明すると、コマンド・アドレス外部端子群ＣＡ、チップ選択信号外部端
子ＣＳは、ベース基板１０１上のボール電極ＥＸＢから一旦インターフェースチップ１２
０上のコマンド・アドレスパッドＥＣＡＰ、チップ選択信号パッドＥＣＳＰにそれぞれ接
続される。これらの信号はコマンドデコーダＣＤＣに入力され、その出力は、コマンド・
アドレスパッドＩＣＡＰ、チップ選択信号パッドＩＣＳＰにそれぞれ出力される。コマン
ド・アドレスパッドＩＣＡＰに出力された信号（コマンド及びアドレス）は、コマンド・
アドレスバスＣＡＢを介し、４つのメモリチップ１１０～１１３のコマンド・アドレスパ
ッドＣＡＰに対して共通に供給される。一方、チップ選択信号パッドＩＣＳＰに出力され
た４つのチップ選択信号は、インターフェースチップ１２０とそれぞれのメモリチップ１
１０～１１３との間で一対一に接続される。
【００３２】
　また、データ入出力外部端子群ＤＱは、ベース基板１０１上のボール電極ＥＸＢから一
旦インターフェースチップ１２０上のデータ入出力パッドＥＤＱＰに接続される。データ
入出力信号は、双方向リピータＲＥＰに入力され、データ入出力パッドＩＤＱＰを介して
メモリチップ１１０～１１３のデータ入出力パッドＤＱＰに接続される。データ入出力パ
ッドＩＤＱＰと、４つのメモリチップ１１０～１１３のデータ入出力パッドＤＱＰとは、
データバスＤＱＢによって１対４のバス状に接続される。
【００３３】
　そして、電源外部端子群ＶＳは、ベース基板１０１上のボール電極ＥＸＢから直接、イ
ンターフェースチップ１２０及びメモリチップ１１０～１１３の電源パッドＶＳＰに接続
される。
【００３４】
　このように、本実施形態による半導体記憶装置１００では、電源を除き、ベース基板１
０１上のボール電極ＥＸＢとメモリチップ１１０～１１３との接続は、全てインターフェ
ースチップ１２０を介して行われるため、コマンド・アドレス外部端子群ＣＡや、データ
入出力外部端子群ＤＱに接続されるチップはインターフェースチップ１２０のみとなる。
このため、これら外部端子の寄生容量を１チップ品と同等まで低減することが可能となり
、コマンド・アドレス及びデータの入出力の周波数を１チップ品と同等まで高めることが
できる。
【００３５】
　また、本実施形態では、コマンド・アドレス信号及びデータ入出力信号をパッケージ内
でバス状に接続していることから、パッケージ内の配線本数が少なくて済み、これにより
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製造コストを抑制することも可能となる。
【００３６】
　図５は、本実施形態にて用いるインターフェースチップ１２０の回路構成を示す略回路
図である。
【００３７】
　図５に示すように、インターフェースチップ１２０上のコマンド・アドレスパッドＥＣ
ＡＰには、クロック系の信号ＣＬＫ、／ＣＬＫ、ＣＫＥと、アドレス系の信号Ａ０～Ａ１
５、ＢＡ０～ＢＡ２と、コマンド系の信号ＲＡＳ、ＣＡＳ、ＷＥの３系統のパッドがある
。クロック系の信号ＣＬＫ、／ＣＬＫ、ＣＫＥは、半導体記憶装置１００の外部から入力
され、入力バッファＩＮＢを介してクロック再生回路ＤＬＬに供給される。クロック再生
回路ＤＬＬの出力は、出力バッファＯＢを介して、コマンド・アドレスパッドＩＣＡＰの
うち、クロック信号ＣＬＫ、／ＣＬＫ、ＣＫＥを出力する端子にそれぞれ供給される。ま
た、クロック再生回路ＤＬＬの出力は、他の入力信号をラッチ回路Ｌにてラッチするため
に、インターフェースチップ１２０内に分配される。
【００３８】
　また、アドレス系の信号Ａ０～Ａ１５、ＢＡ０～ＢＡ２は、入力バッファＩＮＢを介し
てラッチ回路Ｌにてラッチされる。ラッチ回路Ｌのタイミング信号は、上述したクロック
再生回路ＤＬＬより供給される。ラッチ回路Ｌの出力は、出力バッファＯＢを介して、コ
マンド・アドレスパッドＩＣＡＰのうち、アドレス信号Ａ０～Ａ１３、ＢＡ０～ＢＡ２を
出力する端子に供給される。ここで、外部より供給されるアドレス信号Ａ０～Ａ１５、Ｂ
Ａ０～ＢＡ２のうち、アドレス信号Ａ０～Ａ１３、ＢＡ０～ＢＡ２については、そのまま
コマンド・アドレスパッドＩＣＡＰに供給されるが、アドレス信号Ａ１４，Ａ１５につい
てはコマンド・アドレスパッドＩＣＡＰに供給されず、バンクアドレスＢＡ０～ＢＡ２、
並びに、モードレジスタＭＲの出力とともに、チップ選択信号発生回路ＣＳＧに供給され
る。チップ選択信号発生回路ＣＳＧは、各メモリチップ１１０～１１３に供給される４つ
のチップ選択信号ＣＳのいずれか一つ又は全部を活性化させる回路である。
【００３９】
　また、コマンド系の信号ＲＡＳ、ＣＡＳ、ＷＥは、入力バッファＩＮＢ及びラッチ回路
Ｌを介して、コマンドデコーダＣＤＣに入力される。コマンドデコーダＣＤＣの出力は、
チップ選択信号発生回路ＣＳＧに供給される。尚、コマンド系の信号ＲＡＳ、ＣＡＳ、Ｗ
Ｅとしては、汎用ＤＲＡＭに供給する信号と全く同じ信号を用いることができる。
【００４０】
　一方、インターフェースチップ１２０上のチップ選択信号パッドＥＣＳＰは、上述のと
おり、単一のパッドである。したがって、半導体記憶装置１００の外部からは、メモリチ
ップ１１０～１１３の積層数（４つ）を意識することなく、汎用ＤＲＡＭと同様のチップ
選択信号ＣＳを供給すればよい。チップ選択信号パッドＥＣＳＰに供給されたチップ選択
信号ＣＳは、入力バッファＩＮＢ及びラッチ回路Ｌを介して、コマンドデコーダＣＤＣに
入力される。そして、上述のとおり、チップ選択信号発生回路ＣＳＧは、コマンドデコー
ダＣＤＣの出力、並びに、アドレス信号Ａ１４，Ａ１５，バンクアドレスＢＡ０～ＢＡ２
等に基づいて、４つのチップ選択信号ＣＳのいずれか一つ又は全部を活性化させる。
【００４１】
　さらに、インターフェースチップ１２０上のデータ入出力パッドＥＤＱＰは、データ信
号ＤＱ０～ＤＱ７、データストローブ信号ＤＱＳ、データマスク信号ＤＭ等を入出力する
端子であり、上述のとおり、双方向リピータＲＥＰを介してデータ入出力パッドＩＤＱＰ
に接続されている。
【００４２】
　ここで、積層するメモリチップ１１０～１１３がダブルデータレート（ＤＤＲ８００）
タイプである場合、コマンド・アドレス外部端子群ＣＡおよびパッケージ内のコマンド・
アドレスバスＣＡＢ上では４００Ｍｂｐｓの信号が伝送されることになる。一方、データ
入出力端子群ＤＱ及びパッケージ内のデータバスＤＱＢでは、８００Ｍｂｐｓの信号が伝
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送されることになる。
【００４３】
　次に、本実施形態にて用いるインターフェースチップ１２０の回路構成について、より
詳細に説明する。
【００４４】
　図６は、インターフェースチップ１２０に含まれるクロック系回路の回路構成をより詳
細に示す図である。
【００４５】
　図６に示すように、コマンド・アドレスパッドＥＣＡＰより供給された相補のクロック
信号ＣＬＫ、／ＣＬＫは、差動アンプ型の入力バッファＩＮＢに入力される。この入力バ
ッファＩＮＢは、クロックイネーブル信号ＣＫＥ及び基準電圧ＶＲＥＦを受ける差動アン
プ型の入力バッファＩＮＢの出力によって活性化される。相補のクロック信号ＣＬＫ、／
ＣＬＫを受ける入力バッファＩＮＢの出力は、クロック再生回路ＤＬＬに供給され、その
出力は、出力バッファＯＢを介して、コマンド・アドレスパッドＩＣＡＰの相補のクロッ
ク端子ＣＬＫ、／ＣＬＫに供給される。さらに、クロック再生回路ＤＬＬは内部クロック
信号ＣＬＫＩを生成し、この内部クロック信号ＣＬＫＩは、インターフェースチップ１２
０の内部回路へ供給される。
【００４６】
　一方、クロックイネーブル信号ＣＫＥを受ける入力バッファＩＮＢの出力は、内部クロ
ック信号ＣＬＫＩをタイミング信号とするラッチ回路Ｌにラッチされ、出力バッファＯＢ
を介して、コマンド・アドレスパッドＩＣＡＰのクロックイネーブル端子ＣＫＥに供給さ
れる。入力バッファＩＮＢによりバッファリングされたクロックイネーブル信号ＣＫＥは
、インターフェースチップ１２０の内部回路にも供給される。クロックイネーブル信号Ｃ
ＫＥは、クロック再生回路ＤＬＬにも供給されており、クロックイネーブル信号ＣＫＥが
非活性化すると、メモリチップ１１０～１１３へのクロックの供給を停止させる。
【００４７】
　このように、本実施形態では、インターフェースチップ１２０内にクロック再生回路Ｄ
ＬＬを備えていることから、入力クロックと出力クロックの位相差が低減され、ラッチ回
路Ｌのタイミングマージンが拡大される。したがって、動作周波数が高くなった場合であ
っても、動作マージンを十分に確保することが可能となる。また、クロックイネーブル信
号ＣＫＥが非活性化すると、クロック再生回路ＤＬＬの動作を停止させ、インターフェー
スチップ１２０の内部回路やメモリチップ１１０～１１３へのクロック供給を停止してい
ることから、待機時の消費電力を低減することも可能となる。
【００４８】
　図７は、インターフェースチップ１２０に含まれるコマンド・アドレス系回路の回路構
成をより詳細に示す図である。
【００４９】
　図７に示すように、コマンド・アドレス系の信号Ａ０～Ａ１５，ＢＡ０～ＢＡ２，ＲＡ
Ｓ，ＣＡＳ，ＷＥは、半導体記憶装置１００の外部からコマンド・アドレスパッドＥＣＡ
Ｐを介して入力バッファＩＮＢに入力される。一方、チップ選択信号ＣＳは、半導体記憶
装置１００の外部からチップ選択信号パッドＥＣＳＰを介して入力バッファＩＮＢに入力
される。これら入力バッファＩＮＢは、基準電圧ＶＲＥＦを用いた差動アンプ型の入力バ
ッファであり、その出力は、対応するラッチ回路Ｌに供給される。ラッチ回路Ｌは、クロ
ック再生回路ＤＬＬ（図６参照）によって生成される内部クロック信号ＣＬＫＩに同期し
て、対応する入力バッファＩＮＢの出力を取り込む。
【００５０】
　アドレス信号Ａ０～Ａ１５のうち、Ａ１４，Ａ１５はデコーダＤＥＣにてデコードされ
、そのデコード出力は、チップ選択信号発生回路ＣＳＧに供給される。一方、バンクアド
レスＢＡ０～ＢＡ２は、コマンド・アドレスパッドＩＣＡＰに供給されるとともに、チッ
プ選択信号発生回路ＣＳＧ及びモードレジスタＭＲにも供給される。さらに、アドレス信
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号Ａ０～Ａ１３は、コマンド・アドレスパッドＩＣＡＰに供給されるとともに、モードレ
ジスタＭＲにも供給される。また、アドレス信号Ａ０～Ａ１３のうち、Ａ１０については
、コマンド系の信号ＲＡＳ，ＣＡＳ，ＷＥ、チップ選択信号ＣＳ、並びに、クロックイネ
ーブル信号ＣＫＥとともに、コマンドデコーダＣＤＣにも供給される。コマンドデコーダ
ＣＤＣは、汎用ＤＲＡＭと同様にこれらをデコードし、その結果に基づいてコマンド信号
ＣＭＤを生成する。
【００５１】
　コマンド系の信号ＲＡＳ，ＣＡＳ，ＷＥは、コマンド・アドレスパッドＩＣＡＰにその
まま供給され、活性化（Bank activate）、読み出し（Read）、書込み（Write）、プリチ
ャージ（Precharge）、リフレッシュ（Refresh）といったコマンドが各メモリチップ１１
０～１１３に対して発行される。
【００５２】
　チップ選択信号発生回路ＣＳＧは、コマンドデコーダＣＤＣより供給されるコマンド信
号ＣＭＤを受けて動作モードを判別し、これに基づいて、４つのチップ選択信号ＣＳ０～
ＣＳ３のいずれか一つ又は全部を活性化させる。チップ選択信号ＣＳ０～ＣＳ３は、出力
バッファＯＢを介して、それぞれ対応するチップ選択信号パッドＩＣＳＰに供給される。
【００５３】
　このように、本実施形態では、アドレス信号の上位ビットＡ１４，Ａ１５をデコードし
、これに基づいてチップ選択信号ＣＳ０～ＣＳ３を活性化させていることから、半導体記
憶装置１００の外部からは１つの大きなメモリチップとして見える一方、半導体記憶装置
１００の内部においては、４つのメモリチップ１１０～１１３のうち、通常動作において
はいずれか一つのみが活性化することになる。このため、汎用ＤＲＡＭとの互換性を確保
しつつ、消費電力の増大を抑制することが可能となる。
【００５４】
　図８は、コマンドデコーダＣＤＣが出力するコマンドの種類及び記号と、各コマンドを
実行する際のチップ選択信号ＣＳの発行方法を示す一覧表である。
【００５５】
　コマンドデコーダＣＤＣへのコマンド入力は、半導体記憶装置１００の外部より供給さ
れるコマンド系の信号ＲＡＳ，ＣＡＳ，ＷＥ、クロック系の信号ＣＫＥ、チップ選択信号
ＣＳ、アドレス信号Ａ１０によって行われ、コマンドデコーダＣＤＣはこれらの組み合わ
せによって、コマンド信号ＣＭＤを生成する。コマンド信号ＣＭＤを受けるチップ選択信
号発生回路ＣＳＧは、コマンドの種類に応じて、以下のようにチップ選択信号ＣＳ０～Ｃ
Ｓ３を活性化させる。
【００５６】
　まず、「初期化」に分類されるモード設定コマンド「Mode register set（ＭＲＳ）」
又は「Extended mode register set（ＥＭＲＳ）」が入力された場合には、全てのチップ
選択信号ＣＳ０～ＣＳ３を同時に活性化させる。
【００５７】
　また、「行系」に分類されるリフレッシュコマンド「Auto refresh（ＲＥＦ）」又は「
Self refresh entry（ＳＥＬＦ）」が入力された場合には、位相差をつけてチップ選択信
号ＣＳ０～ＣＳ３を順次活性差させる。つまり、図９に示すように、半導体記憶装置１０
０の外部からクロック信号ＣＬＫに同期してリフレッシュコマンド（ＲＥＦ又はＳＥＬＦ
）が入力されると、インターフェースチップ１２０は、各メモリチップ１１０～１１３に
対し、コマンド・アドレスパッドＩＣＡＰを介してリフレッシュコマンド（ＲＥＦ又はＳ
ＥＬＦ）を連続的に発行するとともに、チップ選択信号ＣＳ０～ＣＳ３を順次活性化する
。これにより、同一のリフレッシュコマンド（ＲＥＦ又はＳＥＬＦ）が４つのメモリチッ
プ１１０～１１３に対し、所定の位相差をもって順次入力されることになる。位相差につ
いては、図９に示す例では１クロックとしているが、これに限定されるものではなく、複
数クロックとしても構わない。
【００５８】
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　このように、位相差を付けてメモリチップ１１０～１１３に対して順次リフレッシュコ
マンド（ＲＥＦ又はＳＥＬＦ）を発行しているのは、リフレッシュ時においては、通常の
読み出し・書き込みよりも多くの電流が一時に流れるためである。すなわち、全てのメモ
リチップ１１０～１１３に対して同時にリフレッシュコマンド（ＲＥＦ又はＳＥＬＦ）を
発行すると、４つのメモリチップ１１０～１１３が同時にリフレッシュを行う結果、大電
流が流れ、電源電位やグランド電位に変動をもたらすおそれがあるからである。
【００５９】
　また、セルフリフレッシュからの復帰が指示された場合、つまり「Self refresh exit
（ＳＥＬＦＸ）」が発行された場合には、全てのチップ選択信号ＣＳ０～ＣＳ３を同時に
活性化させる。一方、プリチャージコマンド「Single bank precharge（ＰＲＥ）」又は
「Precharge all banks（ＰＡＬＬ）」が入力された場合は、活性バンクレジスタＡＢＲ
に記憶されているチップ番号（＃０～＃３）に対応するチップ選択信号ＣＳ０～ＣＳ３を
活性化させる。
【００６０】
　一方、活性化コマンド「Bank activate（ＡＣＴ）」が入力された場合には、アドレス
信号Ａ１４，Ａ１５に基づいてチップ選択信号ＣＳ０～ＣＳ３のいずれか一つを活性化さ
せるとともに、活性化させたチップ選択信号（ＣＳ０～ＣＳ３）と選択されたバンク番号
（＃０～＃７）との関係を、図１０（ａ）に示す活性バンクレジスタＡＢＲに記憶させる
。活性バンクレジスタＡＢＲは、チップ選択信号発生回路ＣＳＧの内部に設けられた回路
であり、行アドレスの上位２ビットＡ１４，Ａ１５によって特定されるチップ番号（＃０
～＃３）と、バンクアドレスＢＡ０～ＢＡ２によって特定されるバンク番号（＃０～＃７
）との関係を保持するレジスタ群によって構成されている。
【００６１】
　このような活性バンクレジスタＡＢＲを設けているのは、チップの選択を行アドレスＡ
０～Ａ１５の上位ビットＡ１４，Ａ１５にて行っているのに対し、列系のコマンドが入力
される際には、バンクアドレスＢＡ０～ＢＡ２と列アドレスＡ０～Ａ９のみが供給される
ため、活性バンクレジスタＡＢＲを用いて上記の関係を記憶しておかなければ、列系のコ
マンドが入力された際、どのチップ選択信号ＣＳ０～ＣＳ３を活性化すべきか判断できな
くなるからである。尚、このような問題は、行アドレスＡ１４，Ａ１５の代わりにバンク
アドレスを５ビット（ＢＡ０～ＢＡ４）に拡張し、その上位２ビット（ＢＡ０，ＢＡ１）
でチップを選択し、下位３ビット（ＢＡ２～ＢＡ４）で選択されたチップ内のバンクを選
択すれば、バンクアドレスと選択すべきチップとの関係が固定されるため、解決する。し
かしながら、８バンク構成を有する一般的な汎用ＤＲＡＭとの互換性を保つためには、本
実施形態のように、バンクアドレスを３ビット構成（ＢＡ０～ＢＡ２）とし、バンクアド
レスではなく行アドレスの一部（Ａ１４，Ａ１５）を用いてチップを選択することが望ま
しい。このような理由から、本実施形態では、活性バンクレジスタＡＢＲを設けているの
である。
【００６２】
　また、「列系」に分類されるライトコマンド「Write（ＷＲＩＴ）」又は「Write with 
auto precharge（ＷＲＩＴＡ）」や、リードコマンド「Read（ＲＥＡＤ）」又は「Read w
ith auto precharge（ＲＥＡＤＡ）」が入力された場合には、図１０（ｂ）に示すように
バンクアドレスＢＡ０～ＢＡ２をデコーダＤＥＣでデコードし、活性バンクレジスタＡＢ
Ｒに記憶されているチップ番号（＃０～＃３）に対応するチップ選択信号ＣＳ０～ＣＳ３
を活性化する。
【００６３】
　また、「その他」に分類される「No operation（ＮＯＰ）」コマンド、「Device desel
ect（ＤＥＳＬ）」コマンド、「Power down mode entry（ＰＤＥＮ）」コマンド、「Powe
r down mode exit（ＰＤＥＸ）」コマンドが入力された場合には、全てのチップ選択信号
ＣＳ０～ＣＳ３を同時に活性化させる。
【００６４】



(12) JP 4309368 B2 2009.8.5

10

20

30

40

50

　このように、本実施形態では、活性化コマンド「Bank activate（ＡＣＴ）」が入力さ
れたことに応答して、活性化されるチップ番号を活性バンクレジスタＡＢＲに記憶させて
いることから、リードコマンドやライトコマンドを入力する際、半導体記憶装置１００の
外部からは、インターフェースチップ１２０にバンクアドレスＢＡ０～ＢＡ２と列アドレ
スＡ０～Ａ９のみを入力すれば、データのアクセスが可能になる。したがって、汎用ＤＲ
ＡＭと同等のアドレス入力法を用いることができ、互換性を確保することが可能となる。
また、リフレッシュ時においては、位相差をつけて各メモリチップ１１０～１１３にコマ
ンドを発行していることから、各メモリチップ１１０～１１３がリフレッシュ動作を行っ
た瞬間に流れるピーク電流をずらすことができ、電源ノイズを低減することができる。
【００６５】
　図１１は、インターフェースチップ１２０に含まれるデータ系回路の主要部分の回路構
成をより詳細に示す図である。図１１においては、データ系の信号に含まれるＲＤＱＳ、
／ＲＤＱＳについては省略されている。
【００６６】
　図１１に示すように、データ系の信号ＯＤＴ，ＤＱＳ，／ＤＱＳ，ＤＱ０～ＤＱ７，Ｄ
Ｍは、データ入出力パッドＥＤＱＰを介して半導体記憶装置１００の外部より供給される
。また、オンチップ抵抗活性化信号ＯＤＴは、各端子に接続された終端抵抗ＲＴに入力さ
れ、終端抵抗ＲＴにはモードレジスタから発行される抵抗値のデータＲＴＶが共通に入力
される。データ系の信号は、アドレス・コマンド系の信号よりも周波数が高いため信号波
形が乱れやすいが、基板上の終端抵抗ではなく、チップ内で終端を行うことによって、信
号の反射を低減することができる。これにより信号波形の乱れが抑制され、その結果、動
作マージンを高めることが可能となる。通常のＤＲＡＭでは、メモリチップ内の終端抵抗
が用いられるが、本実施形態による半導体記憶装置１００では、インターフェースチップ
１２０内の終端抵抗が用いられる。
【００６７】
　データ系の信号ＤＱＳ，／ＤＱＳ，ＤＱ０～ＤＱ７，ＤＭは、双方向リピータＲＥＰを
介して、データ入出力パッドＩＤＱＰに接続されている。つまり、ライト動作時において
半導体記憶装置１００の外部より入力されたデータ信号ＤＱ０～ＤＱ７，ＤＭは、基準電
圧ＶＲＥＦとの比較を行う差動型の入力バッファＩＮＢによって増幅され、ラッチ回路Ｌ
内にラッチされる。また、ライト動作時において半導体記憶装置１００の外部より入力さ
れたデータストローブ信号ＤＱＳ，／ＤＱＳは、差動アンプ型の入力バッファＩＮＢにて
増幅される。これをメモリチップ１１０～１１３に出力する際には、データ信号ＤＱ０～
ＤＱ７に対して位相が９０度ずれた内部ストローブ信号ＤＱＳＩを用いる。内部ストロー
ブ信号ＤＱＳＩは、ストローブ信号発生回路ＤＳＧによって生成される。
【００６８】
　したがって、ライト動作時においては、図１２に示すように、データ入出力パッドＥＤ
ＱＰ上のデータストローブ信号ＤＱＳは、連続的に入力されるデータｉｎ０，ｉｎ１，ｉ
ｎ２，ｉｎ３に対して位相が９０度ずれていることから、ラッチ回路Ｌは、データストロ
ーブ信号ＤＱＳの立ち上がり及び立ち下がりに同期して、データｉｎ０，ｉｎ１，ｉｎ２
，ｉｎ３を次々と取り込むことができる。また、このようにして取り込まれたデータｉｎ
０，ｉｎ１，ｉｎ２，ｉｎ３は、データ入出力パッドＩＤＱＰ上のデータストローブ信号
ＤＱＳに同期して、チップ選択信号ＣＳ０～ＣＳ３により選択されたメモリチップ１１０
～１１３へと出力される。
【００６９】
　より具体的には、図１２に示すように、ライト時においてはクロック信号ＣＬＫの立ち
上がりエッジに同期して、ライトコマンド（ＷＲＩＴ）がコマンド・アドレスパッドＥＣ
ＡＰに入力され、所定のライトレイテンシＷＬが経過した後、データ信号ＤＱ０～ＤＱ７
がデータ入出力パッドＥＤＱＰに入力される。図１２には、データ信号ＤＱ０～ＤＱ７の
うち、一つのデータＤＱ０のみが示されている。また、書き込むべきデータ信号ＤＱ０～
ＤＱ７と同時に、位相が９０度ずれたデータストローブ信号ＤＱＳもデータ入出力パッド
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ＥＤＱＰに入力される。
【００７０】
　ライトコマンド（ＷＲＩＴ）がインターフェースチップ１２０に入力された後、クロッ
ク信号ＣＬＫの次の立ち下りエッジに同期して、同じコマンド（ＷＲＩＴ）がコマンド・
アドレスパッドＩＣＡＰを介してメモリチップ１１０～１１３に対して出力される。さら
に、データ信号ＤＱ０～ＤＱ７及びデータストローブ信号ＤＱＳも、所定のライトレイテ
ンシＷＬが経過した後、データ入出力パッドＩＤＱＰから出力される。ライトレイテンシ
ＷＬはインターフェースチップ１２０上、並びに、各メモリチップ１１０～１１３上のモ
ードレジスタにあらかじめ設定される値である。ライト動作の場合は、インターフェース
チップ１２０と各メモリチップ１１０～１１３とでライトレイテンシＷＬを同じ値に設定
すればよい。
【００７１】
　一方、リード動作時にメモリチップ１１０～１１３より出力されたデータＤＱ０～ＤＱ
７は、インターフェースチップ１２０内のストローブ信号発生回路ＤＳＧによって生成さ
れた内部ストローブ信号ＤＱＳＩに同期してラッチ回路Ｌに取り込まれ、半導体記憶装置
１００の外部へと出力される。リード時にメモリチップ１１０～１１３より供給されるデ
ータストローブ信号ＤＱＳは、図１３に示すように、データＤＱ０～ＤＱ７と位相が合っ
ているため、そのままではデータストローブ信号ＤＱＳに同期した取り込みを行うことが
できない。そこで、ストローブ信号発生回路ＤＳＧによって、データストローブ信号ＤＱ
Ｓの位相を９０度ずらした内部ストローブ信号ＤＱＳＩを生成し、この信号に同期してリ
ードデータを取り込む。取り込まれたデータ信号ＤＱ０～ＤＱ７は、図示されない内部ク
ロック信号ＣＬＫＩに同期して、インピーダンス可変出力バッファＯＢＶへ出力される。
インピーダンス可変出力バッファＯＢＶのインピーダンスは、モードレジスタＭＲから発
行されるインピーダンス設定値ＲＯＶによって制御される。
【００７２】
　より具体的には、図１３に示すように、リード時においてはクロック信号ＣＬＫの立ち
上がりエッジでリードコマンド（ＲＥＡＤ）がインターフェースチップ１２０のコマンド
・アドレスパッドＥＣＡＰに入力される。リードコマンド（ＲＥＡＤ）は、その後、クロ
ック信号ＣＬＫの次の立ち下りエッジにてコマンド・アドレスパッドＩＣＡＰを介してメ
モリチップ１１０～１１３に対して出力される。所定のリードレイテンシＲＬが経過した
後、メモリチップ１１０～１１３からデータ信号ＤＱ０～ＤＱ７，ＤＱＳが出力される。
インターフェースチップ１２０は、データ入出力パッドＩＤＱＰを介してこれを取り込み
、次のクロック信号ＣＬＫに同期して、データ入出力パッドＥＤＱＰを介して半導体記憶
装置１００の外部へと出力する。リード時においては、データストローブ信号ＤＱＳは、
データ信号ＤＱ０～ＤＱ７と位相が合っているため、これをそのままクロックに合わせて
、データ入出力パッドＥＤＱＰから出力される。
【００７３】
　図１３に示すように、半導体記憶装置１００の外部からみると、全体的なリードレイテ
ンシは、メモリチップ１１０～１１３のリードレイテンシＲＬにインターフェースチップ
１２０自身のレイテンシである１クロックを加えた値、すなわちＲＬ＋１となる。したが
って、インターフェースチップ１２０上のモードレジスタＭＲには、リードレイテンシＲ
Ｌの値として、各メモリチップ１１０～１１３のモードレジスタの値にインターフェース
チップ１２０自身のレイテンシ加えた値を設定すればよい。
【００７４】
　このように、本実施形態では、ストローブ信号発生回路ＤＳＧによって生成された内部
ストローブ信号ＤＱＳＩを用いたデータの取り込みを行っていることから、動作周波数が
高い場合であっても、十分な動作マージンを確保することが可能となる。また、終端抵抗
の値や、出力バッファのインピーダンスを制御することも可能であることから、データ伝
送波形の乱れが抑制され、その結果、動作マージンを拡大することが可能となる。
【００７５】
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　次に、メモリチップ１１０～１１３とインターフェースチップ１２０との間の信号振幅
について説明する。
【００７６】
　図１４は、メモリチップ１１０～１１３とインターフェースチップ１２０との間におけ
るチップ間インターフェースの小振幅化手法を説明するための模式図である。一例として
、チップ選択信号ＣＳ０～ＣＳ３を小振幅化した場合を示しているが、その他の信号につ
いても同様の手法を採用することが可能である。
【００７７】
　本例では、図１４に示すように、インターフェースチップ１２０に含まれる出力バッフ
ァＯＢのうち、メモリチップ１１０～１１３に対して出力するための出力バッファとして
ＣＭＯＳ構造のインバータを用い、このインバータの高レベル側の内部電源電圧ＶＤＤＩ
については外部から供給される電源ＶＤＤＱよりも低い値とし、低レベル側の内部電源電
圧ＶＳＳＩについては外部から供給される電源ＶＳＳＱよりも高い値としている。一例と
して、ＶＤＤＱが１．８Ｖであれば、ＶＤＤＩを１．１Ｖ程度に設定すればよい。また、
ＶＳＳＱが０Ｖであれば、ＶＳＳＩを０．７Ｖ程度に設定すればよい。
【００７８】
　このような内部電源電圧ＶＤＤＩ，ＶＳＳＩを用いたインバータの入力端子に、出力し
たい信号（図１４ではチップ選択信号ＣＳ）を入力すると、振幅が低減されて出力される
。ここで、高速化のために、このインバータを構成するＮＭＯＳ，ＰＭＯＳのしきい値は
、通常のデバイスよりも低く設定することが好ましい。このように設定すると、配線上に
終端抵抗を設けることなく、データの小振幅化が可能となる。
【００７９】
　内部電源電圧ＶＤＤＩ，ＶＳＳＩは、降圧回路ＶＲＧによって生成することができる。
降圧回路ＶＲＧは、基準電圧Ｖ１，Ｖ２を生成する抵抗Ｒ１～Ｒ３と、反転入力端子（－
）に基準電圧Ｖ１，Ｖ２がそれぞれ入力される差動アンプＡＰ１，ＡＰ２と、ゲートに差
動アンプＡＰ１，ＡＰ２の出力がそれぞれ供給されるＰＭＯＳ，ＮＭＯＳによって構成さ
れている。ＰＭＯＳ，ＮＭＯＳのドレインは、差動アンプＡＰ１の反転入力端子（－）及
び差動アンプＡＰ２の非反転入力端子（＋）にそれぞれ接続されており、その電位がそれ
ぞれ内部電源電圧ＶＤＤＩ，ＶＳＳＩとなる。
【００８０】
　このような低振幅出力バッファを用いれば、コマンド・アドレスやデータを伝送する際
に、配線ＩＮＷやボンディングパッドの寄生容量を充放電することによって消費される充
放電電力を大幅に低減することが可能となる。しかも、本実施形態では、４つのメモリチ
ップ１１０～１１３を一つのパッケージに実装していることから、メモリチップ１１０～
１１３の消費電力によるパッケージ内部の温度上昇が問題となるおそれがあるが、低振幅
出力バッファを用いることによってチップ間の信号伝送に起因する消費電力を低減すれば
、パッケージ内部の温度上昇が抑えられ、その結果、メモリチップ１１０～１１３のデー
タ保持時間を長くすることが可能となる。
【００８１】
　尚、低振幅出力バッファは、インターフェースチップ１２０側のみならず、メモリチッ
プ１１０～１１３側においても使用することが可能である。
【００８２】
　以上説明したように、本実施形態による半導体記憶装置１００は、単独で読み出し動作
及び書き込み動作が可能な複数のメモリチップ１１０～１１３を積層するとともに、イン
ターフェースチップ１２０を介してこれら複数のメモリチップ１１０～１１３を外部に接
続している。このため、コマンド・アドレス外部端子群ＣＡや、データ入出力外部端子群
ＤＱに接続されるチップは１チップ（インターフェースチップ１２０）のみとなり、これ
ら外部端子の寄生容量を１チップ品と同等まで低減することが可能となる。これにより、
コマンド・アドレス及びデータの入出力の周波数を１チップ品と同等まで高めることがで
きる。しかも、これら複数のメモリチップ１１０～１１３を立体的に積層していることか
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ら、実装面積についても、１チップ品と同等とすることが可能となる。
【００８３】
　さらに、外部回路からみると、インターフェースチップ１２０は通常の汎用ＤＲＡＭと
して取り扱うことが可能であることから、１チップのみをパッケージングした通常の半導
体記憶装置との互換性を確保することも可能となる。このため、専用のメモリーコントロ
ーラなどを設計する必要がなく、システム全体のコストアップを抑制することが可能とな
る。
【００８４】
　さらに、積層されたメモリチップ１１０～１１３は、いずれも単独で読み出し動作及び
書き込み動作が可能な通常のメモリチップ（汎用ＤＲＡＭ）であることから、貫通電極の
形成など特殊な工程が不要である。このため、製造コストの増大を抑制することも可能と
なる。
【００８５】
　また、本実施形態では、コマンド・アドレス信号とデータ入出力信号をパッケージ内で
バス状に接続していることから、パッケージ内の配線本数が少なく、これにより製造コス
トを抑制することも可能となる。また、リード時やライト時においては、行アドレスの上
位ビットＡ１４，Ａ１５をデコードすることによって、チップ選択信号ＣＳ０～ＣＳ３の
いずれか一つを活性化させていることから、インターフェースチップ１２０は各メモリチ
ップ１１０～１１３を選択的に活性化することができ、積層パッケージ全体の消費電力を
低減することも可能となる。
【００８６】
　尚、上記実施形態においては、メモリチップ１１０～１１３に一般的な汎用ＤＲＡＭを
使用しているが、メモリチップ１１０～１１３のパッドとして、通常時に使用するパッド
とテスト時に使用するパッドとを分離することにより、メモリチップ１１０～１１３とイ
ンターフェースチップ１２０との間のデータ伝送速度をよりいっそう高速化することがで
きる。この方式について、図１５を用いて説明する。
【００８７】
　図１５は、メモリチップ１１０～１１３内におけるメモリアレイＭＡとパッドとの改善
された接続方法を説明するための図である。簡素化のため、コマンド・アドレスパッドＣ
ＡＰ及びデータ入出力パッドＤＱＰに関してのみ図示しているが、チップ選択信号パッド
ＣＳＰについても、コマンド・アドレスパッドＣＡＰと同様に取り扱うことができる。
【００８８】
　図１５に示すように、本例では、メモリチップ１１０～１１３には、通常時に使用する
コマンド・アドレスパッドＣＡＰ及びデータ入出力パッドＤＱＰの他、テスト用コマンド
・アドレスパッドＴＣＡＰ及びテスト用データ入出力パッドＴＤＱＰが設けられている。
図示しないか、チップ選択信号パッドＣＳＰについても、対応するテスト用パッドが設け
られている。図１５に示すように、テスト用コマンド・アドレスパッドＴＣＡＰには、静
電保護素子ＥＳＤ、入力バッファＩＮＢ、ラッチ回路Ｌが含まれており、テスト用データ
入出力パッドＴＤＱＰには、出力バッファＯＢ、入力バッファＩＮＢ、ラッチ回路Ｌが含
まれている。これに対し、通常時に使用するコマンド・アドレスパッドＣＡＰや、データ
入出力パッドＤＱＰには、このような回路は接続されておらず、実質的にメモリアレイＭ
Ａに直接接続されている。
【００８９】
　テスト用コマンド・アドレスパッドＴＣＡＰや、テスト用データ入出力パッドＴＤＱＰ
は、メモリチップ１１０～１１３のテスト時において使用するバッドである。つまり、メ
モリチップ１１０～１１３のテストに使用するテスターは、配線の寄生容量が大きいため
、ある程度駆動力の高い出力バッファや、感度の高い入力バッファ、さらには、静電保護
素子が必要になる。これに対し、実使用状態においては極めて短距離の配線でチップ間が
接続され、テスターに比べると寄生容量が著しく小さいため、出力バッファＯＢの駆動力
は十分に小さくてもよく、入力バッファＩＮＢも感度がそれほど高いものを使う必要がな



(16) JP 4309368 B2 2009.8.5

10

20

30

40

50

い。また、静電保護素子ＥＳＤを設ける必要性も小さい。この点を考慮して、本例では、
実使用時には、静電保護素子ＥＳＤや入力バッファＩＮＢなどをバイパスして、パッドと
メモリアレイＭＡとを実質的に直接接続している。これにより、テスト時には正しくテス
トを行うことができ、且つ、実際の使用時においては、メモリチップ１１０～１１３とイ
ンターフェースチップ１２０との間のデータ伝送速度を高速化することができるとともに
、消費電力を低減することが可能となる。
【００９０】
　次に、本発明の好ましい第２の実施形態について説明する。
【００９１】
　本発明の第２の実施形態による半導体記憶装置２００は、外観や使用するメモリチップ
１１０～１１３については上記第１の実施形態による半導体記憶装置１００と全く同じで
あるが、使用するインターフェースチップ、並びに、メモリチップ１１０～１１３とイン
ターフェースチップとの接続形態が異なっている。このため、第１の実施形態と同一の部
分については重複する説明を省略する。
【００９２】
　図１６は、本実施形態におけるメモリチップ１１０～１１３とインターフェースチップ
２２０との接続形態を説明するための模式図である。
【００９３】
　図１６に示すように、本実施形態では、メモリチップ１１０～１１３とインターフェー
スチップ２２０との間において全ての信号が一対一に接続されている。つまり、チップ選
択信号のみならず、コマンド・アドレス信号及びデータ信号についても一対一に接続され
ている。電源についてはバス接続されている。したがって、本実施形態においては、メモ
リチップ１１０～１１３とインターフェースチップ２２０との間で授受される全ての信号
が、メモリチップ１１０～１１３ごとに個別の信号となる。
【００９４】
　より具体的に説明すると、コマンド・アドレス外部端子群ＣＡ、チップ選択信号外部端
子ＣＳは、ベース基板１０１上のボール電極ＥＸＢから一旦インターフェースチップ２２
０上のコマンド・アドレスパッドＥＣＡＰ、チップ選択信号パッドＥＣＳＰにそれぞれ接
続される。これらの信号はコマンドデコーダＣＤＣに入力され、その４つの出力は、メモ
リチップ１１０～１１３に対して個別に割り当てられたコマンド・アドレスパッドＩＣＡ
Ｐ０～ＩＣＡＰ３、チップ選択信号パッドＩＣＳＰ０～ＩＣＳＰ３にそれぞれ出力される
。コマンド・アドレスパッドＩＣＡＰ０～ＩＣＡＰ３に出力された信号（コマンド及びア
ドレス）は、４つのメモリチップ１１０～１１３のコマンド・アドレスパッドＣＡＰに対
して個別に供給される。チップ選択信号パッドＩＣＳＰ０～ＩＣＳＰ３に出力された４つ
のチップ選択信号についても、インターフェースチップ２２０とそれぞれのメモリチップ
１１０～１１３との間で一対一に接続される。
【００９５】
　また、データ入出力外部端子群ＤＱは、ベース基板１０１上のボール電極ＥＸＢから一
旦インターフェースチップ２２０上のデータ入出力パッドＥＤＱＰに接続される。データ
入出力信号は、双方向マルチプレクサＭＵＸに入力され、メモリチップ１１０～１１３に
対して個別に割り当てられたデータ入出力パッドＩＤＱＰ０～ＩＤＱＰ３を介して、メモ
リチップ１１０～１１３のデータ入出力パッドＤＱＰにそれぞれ接続される。メモリチッ
プ１１０～１１３にデータを書き込む際には、半導体記憶装置１００の外部からデータ入
出力外部端子群ＤＱを介して、インターフェースチップ２２０にデータが入力され、双方
向マルチプレクサＭＵＸを介して選択された一つのメモリチップ１１０～１１３にのみ書
き込みデータが送出される。一方、メモリチップ１１０～１１３からデータを読み出す際
には、選択された一つのメモリチップ１１０～１１３から読み出しデータがインターフェ
ースチップ２２０に入力され、双方向マルチプレクサを介してデータ入出力外部端子群Ｄ
Ｑに出力される。
【００９６】
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　電源外部端子群ＶＳは、ベース基板１０１上のボール電極ＥＸＢから直接、インターフ
ェースチップ２２０及びメモリチップ１１０～１１３の電源パッドＶＳＰに接続される。
【００９７】
　このように、本実施形態では、コマンド・アドレス信号及びデータ入出力信号をパッケ
ージ内で一対一に接続していることから、パッケージ内の配線ＩＮＷには、送受信を行う
２チップのみの入出力回路しか接続されない。このため配線ＩＮＷの寄生容量を低減する
ことができ、高速信号を伝送する際に問題となる、寄生容量の充放電電流を低減すること
が可能となる。
【００９８】
　図１７は、本実施形態にて用いるインターフェースチップ２２０の回路構成を示す略回
路図である。
【００９９】
　図１７に示すように、本実施形態にて用いるインターフェースチップ２２０は、コマン
ド・アドレスパッドＩＣＡＰが各メモリチップ１１０～１１３に対して個別に設けられ（
ＩＣＡＰ０～ＩＣＡＰ３）、これに対応して出力バッファＯＢが個別に設けられている点
、並びに、データ入出力パッドＩＤＱＰが各メモリチップ１１０～１１３に対して個別に
設けられ（ＩＤＱＰ０～ＩＤＱＰ３）、これに対応して双方向リピータが双方向マルチプ
レクサＭＵＸに置き換えられている点において、図５に示したインターフェースチップ１
２０と異なる。その他の点は、図５に示したインターフェースチップ１２０と同様である
。
【０１００】
　図１８は、インターフェースチップ２２０に含まれるクロック系回路の回路構成をより
詳細に示す図である。
【０１０１】
　図１８に示すように、インターフェースチップ２２０に含まれるクロック系回路は、相
補のクロック信号ＣＬＫ、／ＣＬＫ及びクロックイネーブル信号ＣＫＥを供給するパッド
が各メモリチップ１１０～１１３に対して個別に設けられ（ＩＣＡＰ０～ＩＣＡＰ３）、
これに対応して出力バッファＯＢが個別に設けられている点において、図６に示したイン
ターフェースチップ１２０のクロック系回路と異なる。その他の点は、図６に示したクロ
ック系回路と同様である。
【０１０２】
　図１９は、インターフェースチップ２２０に含まれるコマンド・アドレス系回路の回路
構成をより詳細に示す図である。
【０１０３】
　図１９に示すように、インターフェースチップ２２０に含まれるコマンド・アドレス系
回路は、コマンド・アドレスパッドＩＣＡＰが各メモリチップ１１０～１１３に対して個
別に設けられ（ＩＣＡＰ０～ＩＣＡＰ３）、これに対応して出力バッファＯＢが個別に設
けられているとともに、これら出力バッファを選択的に活性化させるセレクタＳＥＬが設
けられている点において、図７に示したインターフェースチップ１２０のコマンド・アド
レス系回路と異なる。セレクタＳＥＬにはチップ選択信号ＣＳ０～ＣＳ３が供給されてお
り、セレクタＳＥＬは、活性化しているチップ選択信号ＣＳ０～ＣＳ３に対応する出力バ
ッファＯＢにのみ、信号を供給する。したがって、選択されていないメモリチップ１１０
～１１３に対しては、コマンドやアドレスは供給されない。
【０１０４】
　図２０は、インターフェースチップ２２０に含まれるデータ系回路の回路構成をより詳
細に示す図である。
【０１０５】
　図２０に示すように、インターフェースチップ２２０に含まれるデータ系回路は、デー
タ入出力パッドＩＤＱＰが各メモリチップ１１０～１１３に対して個別に設けられ（ＩＤ
ＱＰ０～ＩＤＱＰ３）、これに対応して入力バッファＩＮＢ及び出力バッファＯＢが個別
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に設けられているとともに、これら出力バッファを選択的に活性化させるセレクタＳＥＬ
が設けられている点において、図１１に示したインターフェースチップ１２０のデータ系
回路と異なる。コマンド・アドレス系回路と同様、セレクタＳＥＬにはチップ選択信号Ｃ
Ｓ０～ＣＳ３が供給されており、セレクタＳＥＬは、活性化しているチップ選択信号ＣＳ
０～ＣＳ３に対応する出力バッファＯＢにのみ信号を供給するとともに、活性化している
チップ選択信号ＣＳ０～ＣＳ３に対応する入力バッファＩＮＢの出力のみを通過させる。
したがって、選択されていないメモリチップ１１０～１１３に対してデータは供給されな
い。
【０１０６】
　本実施形態による半導体記憶装置２００は、上述した第１の実施形態による半導体記憶
装置１００とほぼ同様の効果を得ることができるとともに、コマンド・アドレス信号及び
データ入出力信号をパッケージ内で一対一に接続していることから、パッケージ内の配線
ＩＮＷの寄生容量を低減することができる。これにより、高速信号を伝送する際に問題と
なる、寄生容量の充放電電流を低減することが可能となる。
【０１０７】
　尚、本実施形態では、コマンド・アドレス信号及びデータ入出力信号の両方を一対一に
接続したが、ＤＤＲ型のＤＲＡＭではコマンド・アドレス信号の速度はデータ入出力信号
の速度の半分であることから、コマンド・アドレス信号については消費電力が大きな問題
とならない場合がある。この点を考慮すれば、コマンド・アドレス信号については第１の
実施形態のようにバス接続とし、データ入出力信号については一対一接続することも可能
である。これによれば、チップ内部の配線数を抑えながら消費電力を低減することが可能
となる。
【０１０８】
　次に、本発明の好ましい第３の実施形態について説明する。
【０１０９】
　図２１は、本発明の第３の実施形態による半導体記憶装置３００における、メモリチッ
プ１１０～１１２とメモリチップ３２０との接続形態を説明するための模式図である。
【０１１０】
　図２１に示すように、本実施形態においては専用のインターフェースチップが排除され
、その代わりに、最もベース基板１０１に近いメモリチップ３２０にインターフェースチ
ップの機能を持たせている。その他の点は、上記第１の実施形態による半導体記憶装置１
００と同様であり、チップ選択信号ＣＳ０～ＣＳ２以外の信号は、メモリチップ１１０～
１１２とメモリチップ３２０との間において、コマンド・アドレスバスＣＡＢ及びデータ
バスＤＱＢを用いてバス接続されている。本実施形態によれば、チップ数を１つ減らすこ
とができることから、パッケージ全体の厚さを減らすことが可能となる。また、内部配線
ＩＮＷの本数や負荷が減ることから、よりいっそうの低消費電力化が可能となる。
【０１１１】
　尚、本実施形態では、第１の実施形態による半導体記憶装置１００と同様、コマンド・
アドレス信号及びデータ入出力信号の両方をバス接続しているが、第２の実施形態による
半導体記憶装置２００のように、コマンド・アドレス信号及びデータ入出力信号の両方を
一対一に接続しても構わない。さらに、コマンド・アドレス信号については第１の実施形
態のようにバス接続とし、データ入出力信号については一対一接続しても構わない。
【０１１２】
　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。
【０１１３】
　例えば、上記各実施形態においては、使用するメモリチップの数を４つとしているが、
使用するメモリチップの数がこれに限定されるものではなく、２つ以上であれば任意の数
のメモリチップを使用することが可能である。
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【０１１４】
　また、上記各実施形態においては、使用するメモリチップとしてＤＲＡＭを選択してい
るが、本発明がこれに限定されるものではなく、それぞれ単独で読み出し動作及び書き込
み動作が可能なメモリチップであれば、他の種類のメモリチップを用いても構わない。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】本発明の好ましい第１の実施形態による半導体記憶装置１００の構造を概略的に
示す略斜視図である。
【図２】メモリチップ１１０～１１３の略平面図である。
【図３】ベース基板１０１の裏面に設けられたボール電極ＥＸＢの配置図である。
【図４】第１の実施形態におけるメモリチップ１１０～１１３とインターフェースチップ
１２０との接続形態を説明するための模式図である。
【図５】第１の実施形態にて用いるインターフェースチップ１２０の回路構成を示す略回
路図である。
【図６】インターフェースチップ１２０に含まれるクロック系回路の回路構成をより詳細
に示す図である。
【図７】インターフェースチップ１２０に含まれるコマンド・アドレス系回路の回路構成
をより詳細に示す図である。
【図８】コマンドデコーダＣＤＣが出力するコマンドの種類及び記号と、各コマンドを実
行する際のチップ選択信号ＣＳの発行方法を示す一覧表である。
【図９】各メモリチップ１１０～１１３に対するリフレッシュコマンドの発行タイミング
を示すタイミング図である。
【図１０】活性バンクレジスタＡＢＲの機能を説明するための図であり、（ａ）は活性化
コマンドが入力された場合の動作、（ｂ）は列系のコマンドが入力された場合の動作を示
す図である。
【図１１】インターフェースチップ１２０に含まれるデータ系回路の主要部分の回路構成
をより詳細に示す図である。
【図１２】ライト時における半導体記憶装置１００を動作を示すタイミング図である。
【図１３】リード時における半導体記憶装置１００を動作を示すタイミング図である。
【図１４】メモリチップ１１０～１１３とインターフェースチップ１２０との間における
チップ間インターフェースの小振幅化手法を説明するための模式図である。
【図１５】メモリチップ１１０～１１３内におけるメモリアレイＭＡとパッドとの接続方
法を説明するための図である。
【図１６】第２の実施形態におけるメモリチップ１１０～１１３とインターフェースチッ
プ１２０との接続形態を説明するための模式図である。
【図１７】第２の実施形態にて用いるインターフェースチップ２２０の回路構成を示す略
回路図である。
【図１８】インターフェースチップ２２０に含まれるクロック系回路の回路構成をより詳
細に示す図である。
【図１９】インターフェースチップ２２０に含まれるコマンド・アドレス系回路の回路構
成をより詳細に示す図である。
【図２０】インターフェースチップ２２０に含まれるデータ系回路の回路構成をより詳細
に示す図である。
【図２１】第３の実施形態におけるメモリチップ１１０～１１２とメモリチップ３２０と
の接続形態を説明するための模式図である。
【図２２】従来の半導体記憶装置の接続形態を示す模式図である。
【符号の説明】
【０１１６】
１００，２００，３００　　半導体記憶装置
１０１　　　ベース基板
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１０１ａ　　ベース基板上のパッド
１１０～１１３　　メモリチップ
１１０ａ　　メモリチップ上のパッド
１２０，２２０　　インターフェースチップ
１３０～１３３　　テープ
３２０　　　インターフェース機能を持ったメモリチップ
ＡＢＲ　　　活性バンクレジスタ
ＣＡ　　　　コマンド・アドレス外部端子群
ＣＡＢ　　　コマンド・アドレスバス
ＣＡＰ，ＥＣＡＰ，ＩＣＡＰ　　コマンド・アドレスパッド
ＣＤＣ　　　コマンドデコーダ
ＣＳ　　　　チップ選択信号外部端子
ＣＳＧ　　　チップ選択信号発生回路
ＣＳＰ，ＥＣＳＰ，ＩＣＳＰ　　チップ選択信号パッド
ＤＥＣ　　　デコーダ
ＤＬＬ　　　クロック再生回路
ＤＱ　　　　データ入出力外部端子群
ＤＱＢ　　　データバス
ＤＱＰ，ＥＤＱＰ，ＩＤＱＰ　　データ入出力パッド
ＤＳＧ　　　ストローブ信号発生回路
ＥＳＤ　　　静電保護素子
ＥＸＢ　　　ボール電極
ＩＮＢ　　　入力バッファ
ＩＮＷ　　　内部配線
Ｌ　　　　　ラッチ回路
ＭＡ　　　　メモリアレイ
ＭＲ　　　　モードレジスタ
ＭＵＸ　　　双方向マルチプレクサ
ＯＢ　　　　出力バッファ
ＯＢＶ　　　インピーダンス可変出力バッファ
ＰＥＲＩ　　周辺回路領域
ＲＥＰ　　　双方向リピータ
ＲＴ　　　　終端抵抗
ＳＥＬ　　　セレクタ
ＴＣＡＰ　　テスト用コマンド・アドレスパッド
ＴＤＱＰ　　テスト用データ入出力パッド
ＶＲＧ　　　降圧回路
ＶＳ　　　　電源外部端子群
ＶＳＰ　　　電源パッド
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【図１７】 【図１８】
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