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(57)【要約】
【課題】チップセレクト信号の非活性化に応答して、入
力バッファの動作や内部クロックを停止させることなく
消費電力を低減可能な同期式半導体装置を提供する。
【解決手段】入力バッファ１１０と、クロックＣＬＫに
基づいてラッチ信号ＣＬＫ１を生成するラッチ信号生成
回路１２０と、アドレス信号をラッチ信号ＣＬＫ１に応
答してラッチするラッチ回路１３０と、アドレス信号を
ラッチ信号ＣＬＫ１に同期してラッチ回路１３０に供給
するディレイ回路１４０と、入力バッファ１１０とディ
レイ回路１４０との間に設けられ、チップセレクト信号
ＣＳＢの非活性化に応答してアドレス信号を非活性化さ
せるＮＯＲゲート回路１５０とを備える。本発明によれ
ば、入力バッファの動作や内部クロックを停止させるこ
となく、入力バッファとラッチ回路との間で発生する消
費電力を効果的に低減することが可能となる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
外部クロックに同期して動作する同期式半導体装置であって、
外部入力信号及び前記外部クロックを受け、それぞれ内部入力信号及び内部クロックを
生成する複数の入力バッファと、
前記内部クロックに基づいてラッチ信号を生成するラッチ信号生成回路と、
前記内部入力信号又はそのデコード信号を前記ラッチ信号に応答してラッチする複数の
ラッチ回路と、
前記内部入力信号又はそのデコード信号を前記ラッチ信号に同期して前記ラッチ回路に
供給する複数のディレイ回路と、
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前記入力バッファと前記ディレイ回路との間に設けられ、チップセレクト信号の非活性
化に応答して前記内部入力信号又はそのデコード信号を非活性化させる複数のゲート回路
と、を備えることを特徴とする同期式半導体装置。
【請求項２】
前記外部入力信号及び前記内部入力信号がアドレス信号であり、前記複数のラッチ回路
は、前記アドレス信号をラッチすることを特徴とする請求項１に記載の同期式半導体装置
。
【請求項３】
前記外部入力信号及び前記内部入力信号がコマンド信号であり、
前記ディレイ回路と前記ラッチ回路との間に設けられ、前記コマンド信号をデコードす
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る複数のデコーダ回路をさらに備え、
前記複数のラッチ回路は、前記デコーダ回路により生成された前記デコード信号をラッ
チすることを特徴とする請求項１に記載の同期式半導体装置。
【請求項４】
前記複数のゲート回路がアドレス端子又はコマンド端子に沿って配置されていることを
特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の同期式半導体装置。
【請求項５】
前記外部入力信号及び前記内部入力信号がコマンド信号であり、
前記複数のゲート回路は、前記コマンド信号をデコードするデコーダ機能を有しており
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、
前記複数のラッチ回路は、前記ゲート回路により生成された前記デコード信号をラッチ
することを特徴とする請求項１に記載の同期式半導体装置。
【請求項６】
前記デコード信号にはリードコマンド及びライトコマンドの少なくとも一方が含まれて
おり、
前記複数のラッチ回路は、前記リードコマンド又はライトコマンドを第１のタイミング
で取り込む第１のラッチ回路と、前記リードコマンド又はライトコマンドを第２のタイミ
ングで取り込む第２のラッチ回路とを含んでいることを特徴とする請求項５に記載の同期
式半導体装置。
【請求項７】
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前記デコード信号にはリードコマンド及びライトコマンドの少なくとも一方が含まれて
おり、
前記複数のラッチ回路に含まれる所定のラッチ回路に対し、前記リードコマンド又はラ
イトコマンドを第１のタイミングで供給する第１の信号パスと、前記リードコマンド又は
ライトコマンドを第２のタイミングで供給する第２の信号パスとをさらに備えていること
を特徴とする請求項５に記載の同期式半導体装置。
【請求項８】
前記第１の信号パスを介して供給される前記リードコマンド又はライトコマンドと、前
記第２の信号パスを介して供給される前記リードコマンド又はライトコマンドとを合成す
る合成回路をさらに備え、前記第１の信号パスを経由した前記合成回路の遅延量は、前記
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ディレイ回路の遅延量と実質的に等しいことを特徴とする請求項７に記載の同期式半導体
装置。
【請求項９】
前記複数の入力バッファと前記複数のゲート回路を接続する配線よりも、前記複数のゲ
ート回路と前記複数のラッチ回路を結ぶ配線の方が長いことを特徴とする請求項５乃至８
のいずれか一項に記載の同期式半導体装置。
【請求項１０】
外部より供給されるコマンド信号を受け付ける入力バッファと、前記入力バッファの出
力をデコードするデコーダ回路と、前記デコーダ回路の出力であるデコード信号をラッチ
信号に応答してラッチするラッチ回路と、前記デコーダ回路と前記ラッチ回路との間に設
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けられ、前記ラッチ信号との同期を取るためのディレイ回路とを備え、
前記コマンド信号にはチップセレクト信号が含まれており、
前記デコーダ回路は、前記チップセレクト信号の非活性化に応答して前記デコード信号
の論理レベルを固定することを特徴とする同期式半導体装置。
【請求項１１】
請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の同期式半導体装置と、データプロセッサと、
ＲＯＭと、ストレージデバイスと、Ｉ／Ｏデバイスとを備え、これらがシステムバスによ
り相互に接続されていることを特徴とするデータ処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明はクロックに同期して動作する同期式半導体装置に関し、特に、アドレス信号や
コマンド信号を取り込む入力回路に関する。また、本発明は、このような同期式半導体装
置を有するデータ処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）など多くの半導体装置は、クロックに同期
して動作するタイプが主流である。このような同期式半導体装置においては、クロックの
周波数が高くなると、アドレス信号やコマンド信号を取り込む入力回路の消費電力が増大
するため、非活性化時において入力回路の消費電力を低減する種々の提案がなされている
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（特許文献１〜３参照）。
【０００３】
例えば、特許文献１には、チップセレクト信号の非活性化に応答して、アドレス信号や
コマンド信号を受ける入力バッファの動作を停止させる方法が記載されている。具体的に
は、チップセレクト信号が非活性化すると、入力バッファを構成する差動増幅回路のバイ
アス電流をカットし、これにより消費電力を低減している。しかしながら、差動増幅回路
のバイアス電流をカットしてしまうと、差動増幅回路を再び動作可能とするために所定の
時間が必要となることから、クロックの周波数が特に高い場合には、このような方法を採
用することは困難である。
【０００４】
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一方、特許文献２には、チップセレクト信号の非活性化に応答して、内部回路に対する
クロックの供給自体を停止する方法が記載されている。しかしながら、内部クロックを停
止させてしまうと、内部回路の復帰に時間がかかるため、チップセレクト信号に連動して
クロック自体を停止させることは不適切であると考えられる。
【０００５】
さらに、特許文献３には、チップセレクト信号の非活性化に応答して、アドレス信号な
どをラッチするラッチ回路へのクロック供給を停止する方法が記載されている。しかしな
がら、入力バッファとラッチ回路との間には、タイミング調整のための遅延回路など、種
々の回路が介在している。このため、ラッチ回路の動作を停止させても、遅延回路などが
動作することによる充放電電流を削減することができない。
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【特許文献１】特開平７−２３０６８８号公報
【特許文献２】特開平１１−１６３４９号公報
【特許文献３】特開２００７−１２１２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
したがって、本発明の目的は、チップセレクト信号の非活性化に応答して、入力回路部
の消費電力を低減可能な改良された同期式半導体装置を提供することである。
【０００７】
また、本発明の他の目的は、チップセレクト信号の非活性化に応答して、入力バッファ

10

の動作や内部クロックを停止させることなく消費電力を低減可能な同期式半導体装置を提
供することである。
【０００８】
また、本発明のさらに他の目的は、チップセレクト信号の非活性化に応答して、入力バ
ッファとラッチ回路との間で発生する消費電力を低減可能な同期式半導体装置を提供する
ことである。
【０００９】
また、本発明のさらに他の目的は、チップセレクト信号の非活性化に応答して、アドレ
ス信号やコマンド信号などのタイミング調整に用いる遅延回路の充放電電流を低減可能な
同期式半導体装置を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明による同期式半導体装置は、外部クロックに同期して動作する同期式半導体装置
であって、外部入力信号及び外部クロックを受け、それぞれ内部入力信号及び内部クロッ
クを生成する複数の入力バッファと、内部クロックに基づいてラッチ信号を生成するラッ
チ信号生成回路と、内部入力信号又はそのデコード信号をラッチ信号に応答してラッチす
る複数のラッチ回路と、内部入力信号又はそのデコード信号をラッチ信号に同期してラッ
チ回路に供給する複数のディレイ回路と、入力バッファとディレイ回路との間に設けられ
、チップセレクト信号の非活性化に応答して内部入力信号又はそのデコード信号を非活性
化させる複数のゲート回路と、を備えることを特徴とする。

30

【００１１】
また、本発明によるデータ処理システムは、このような同期式半導体装置を有すること
を特徴とする。
【００１２】
外部入力信号及び内部入力信号は、アドレス信号であっても構わないしコマンド信号で
あっても構わない。前者の場合、ラッチ回路はアドレス信号をラッチすることができ、後
者の場合、ラッチ回路はコマンド信号のデコード結果をラッチすることができる。
【発明の効果】
【００１３】
このように、本発明によれば、チップセレクト信号の非活性化に応答して内部入力信号
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又はそのデコード信号を非活性化させるゲート回路を、充放電電流の大きいディレイ回路
の前段に設けている。このため、入力バッファの動作や内部クロックを停止させることな
く、入力バッファとラッチ回路との間で発生する消費電力を効果的に低減することが可能
となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
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
。
【００１５】
図１は、本発明の好ましい実施形態による同期式半導体装置の構成を示すブロック図で
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ある。
【００１６】
本実施形態による同期式半導体装置はシンクロナスＤＲＡＭであり、図１に示すように
、メモリセルアレイ１０と、各種外部入力信号を受ける入力回路１２と、メモリセルアレ
イ１０に対するロウ系のアクセス及びカラム系のアクセスをそれぞれ実行するロウ系回路
１４及びカラム系回路１６とを備えている。
【００１７】
メモリセルアレイ１０からデータを読み出す場合には、コマンド端子ＣＭＤを介してリ
ードコマンド発行するとともに、アドレス端子ＡＤＤを介して読み出すべきアドレス信号
を供給する。これにより、メモリセルアレイ１０から読み出されたデータがデータ入出力
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端子ＤＱを介して出力される。一方、メモリセルアレイ１０にデータを書き込む場合には
、コマンド端子ＣＭＤを介してライトコマンド発行するとともに、アドレス端子ＡＤＤを
介して書き込むべきアドレス信号を供給し、さらに、書き込むべきデータをデータ入出力
端子ＤＱに入力する。これにより、入力したデータがメモリセルアレイ１０に書き込まれ
る。
【００１８】
図１に示すように、入力回路１２にはアドレスラッチ回路１００及びコマンドラッチ回
路２００が含まれている。アドレスラッチ回路１００は、外部クロックに同期して入力さ
れるアドレス信号をラッチする回路であり、コマンドラッチ回路２００は、外部クロック
に同期して入力されるコマンド信号をデコードし、そのデコード結果（内部コマンド）を

20

ラッチする回路である。アドレスラッチ回路１００にラッチされた内部アドレスや、コマ
ンドラッチ回路２００にラッチされた内部コマンドは、ロウ系回路１４及びカラム系回路
１６に供給される。ロウ系回路１４及びカラム系回路１６は、供給された内部アドレスや
内部コマンドに応じて、所定の動作を行う。ロウ系回路１４及びカラム系回路１６の構成
及び動作については、本発明の主旨とは直接関係しないことから、説明は省略する。
【００１９】
図２は、入力回路１２に含まれるアドレスラッチ回路１００の一例を示す回路図である
。
【００２０】
図２に示すように、アドレスラッチ回路１００は、クロックＣＬＫ、アドレス信号Ａ０
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〜ＢＡ２及びチップセレクト信号ＣＳＢを受ける複数の入力バッファ１１０を有している
。アドレス信号Ａ０〜ＢＡ２は、図１に示したアドレス端子ＡＤＤを介して入力される信
号であり、チップセレクト信号ＣＳＢは、図１に示したコマンド端子ＣＭＤを介して入力
される信号の一つである。これらの信号については、入力バッファ１１０に供給される前
の状態を外部信号、入力バッファ１１０を経由した状態を内部信号として区別する。例え
ば、入力バッファ１１０を供給される前のクロックについては外部クロックと呼び、入力
バッファ１１０を経由したクロックについては内部クロックと呼ぶ。但し、対応する外部
信号と内部信号には、原則として同じ符号を与えている。
【００２１】
アドレスラッチ回路１００は、さらに、入力バッファ１１０により生成された内部クロ
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ックＣＬＫに基づきラッチ信号ＣＬＫ１を生成するラッチ信号生成回路１２０と、入力バ
ッファ１１０により生成された内部アドレス信号をラッチする複数のラッチ回路１３０と
を有している。
【００２２】
ラッチ回路１３０は、ラッチ信号ＣＬＫ１に応答して、対応する内部アドレス信号をラ
ッチする。このため、内部クロックＣＬＫが活性化してからラッチ回路１３０がラッチ動
作を行うまでには、ラッチ信号生成回路１２０による遅延を含む信号伝達時間ｔ１が存在
する。このため、内部アドレス信号をそのままラッチ回路１３０に供給すると、ラッチ信
号ＣＬＫ１に対して内部アドレス信号の供給タイミングが早すぎることになる。このよう
なタイミング差を解消すべく、ラッチ回路１３０の前段には複数のディレイ回路１４０が
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設けられている。
【００２３】
さらに、アドレスラッチ回路１００は、入力バッファ１１０とディレイ回路１４０との
間に設けられた複数のＮＯＲゲート回路１５０を有している。図２に示すように、これら
ＮＯＲゲート回路１５０は、対応する内部アドレス信号が一方の入力端にそれぞれ供給さ
れ、チップセレクト信号ＣＳＢが他方の入力端に共通に供給されている。チップセレクト
信号ＣＳＢはローアクティブな信号であり、これがハイレベルになるとチップ全体が非選
択の状態となる。
【００２４】
チップセレクト信号ＣＳＢがＮＯＲゲート回路１５０及びディレイ回路１４０を経由す
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ることによる信号伝達時間ｔ２は、上述した信号伝達時間ｔ１と実質的に等しく設定され
る。同様に、アドレス信号がＮＯＲゲート回路１５０及びディレイ回路１４０を経由する
ことによる信号伝達時間ｔ３は、上述した信号伝達時間ｔ１と実質的に等しく設定される
。つまり、ｔ１＝ｔ２＝ｔ３に設定することにより、内部アドレス信号は、ラッチ信号Ｃ
ＬＫ１に同期して正しくラッチ回路１３０に供給されることになる。
【００２５】
本実施形態のアドレスラッチ回路１００では、このようなチップセレクト信号ＣＳＢが
ＮＯＲゲート回路１５０に対して共通に供給されていることから、チップセレクト信号Ｃ
ＳＢがハイレベル（非アクティブ）になると、ＮＯＲゲート回路１５０の出力は全てロー
レベルに固定される。これにより、外部信号の変化によって充放電が発生する区間は、図
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２に示す区間Ａに制限される。しかも、外部信号の変化による充放電電流はディレイ回路
１４０において特に多く発生するため、この区間における信号の論理を固定することによ
り、消費電力を効果的に低減することが可能となる。
【００２６】
また、チップセレクト信号ＣＳＢが非アクティブとなっても、入力バッファ１１０の動
作や内部クロックＣＬＫは停止させていないことから、チップセレクト信号ＣＳＢがアク
ティブに変化した場合、直ちに動作を再開することが可能となる。
【００２７】
図３は、入力回路１２に含まれるコマンドラッチ回路２００の一例を示す回路図である
30

。
【００２８】
図３に示すように、コマンドラッチ回路２００は、クロックＣＬＫ、コマンド信号ＲＡ
ＳＢ，ＣＡＳＢ，ＷＥＢ，ＣＳＢ、及び、アドレス信号Ａ１０，Ａ１２を受ける複数の入
力バッファ２１０を有している。クロックＣＬＫ、チップセレクト信号ＣＳＢ及びアドレ
ス信号Ａ１０，Ａ１２を受ける入力バッファ２１０については、図２に示した入力バッフ
ァ１１０と共用することができる。
【００２９】
コマンド信号ＲＡＳＢ，ＣＡＳＢ，ＷＥＢ，ＣＳＢは、図１に示したコマンド端子ＣＭ
Ｄを介して入力される信号である。これらのコマンド信号についても、入力バッファ２１
０に供給される前の状態を外部信号、入力バッファ２１０を経由した状態を内部信号とし
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て区別するが、対応する外部信号と内部信号には原則として同じ符号を与えている。
【００３０】
コマンドラッチ回路２００は、アドレスラッチ回路１００と同様、複数のディレイ回路
２４０と、入力バッファ２１０とディレイ回路２４０との間に設けられた複数のＮＯＲゲ
ート回路２５０を有している。図３に示すように、これらＮＯＲゲート回路２５０は、対
応する内部コマンド信号ＲＡＳＢ，ＣＡＳＢ，ＷＥＢ及びアドレス信号Ａ１０，Ａ１２が
一方の入力端にそれぞれ供給され、チップセレクト信号ＣＳＢが他方の入力端に共通に供
給される。このため、チップセレクト信号ＣＳＢがハイレベル（非アクティブ）になると
、ＮＯＲゲート回路１５０の出力は全てローレベルに固定される。
【００３１】
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ディレイ回路２４０の後段には、相補信号を生成する相補信号生成部２６０が設けられ
ている。相補信号生成部２６０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及びライトイネーブル信号ＷＥＢの相補信号を生成するととも
に、これら相補信号のタイミングとのズレが生じないよう、アドレス信号Ａ１０，Ａ１２
のタイミングを調整する。したがって、相補信号生成部２６０からの出力信号は合計１０
本となる。
【００３２】
相補信号生成部２６０の後段には、複数のデコーダ回路２７０が設けられている。各デ
コーダ回路２７０は、３入力のＯＲゲート回路によって構成されている。具体的には、３
つのコマンド信号ＲＡＳＢ，ＣＡＳＢ，ＷＥＢをデコードするための８つ（＝２３）のデ
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コーダ回路２７０と、それぞれアドレス信号Ａ１０，Ａ１２のみに応答する２つのデコー
ダ回路２７０からなる合計１０個のデコーダ回路２７０によって構成される。
【００３３】
これらデコーダ回路２７０の出力であるデコード信号は、それぞれ対応するラッチ回路
２３０に供給される。ラッチ回路２３０は、ラッチ信号ＣＬＫ１に応答して、対応するデ
コード信号をラッチする。ラッチ信号ＣＬＫ１を生成するラッチ信号生成回路１２０は、
図２に示した入力バッファ１１０と共用することができる。
【００３４】
ラッチ回路２３０は、それぞれ対応するデコーダ回路２７０のデコード結果を受ける１
０個のラッチ回路を含んでいる。さらに、アディティブレイテンシ（ＡＬ）が１以上であ
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る場合、ＡＬカウンタ２８１に設定されたアディティブレイテンシが経過した後にリード
コマンドを出力するためのレイテンシ追加回路２８０が設けられており、このレイテンシ
追加回路２８０内に１つのラッチ回路２３０が設けられている。図示しないが、ライトコ
マンド用のレイテンシ追加回路２８０も設けられており、このため、合計１２個のラッチ
回路２３０が使用されることになる。
【００３５】
コマンドラッチ回路２００においても、チップセレクト信号ＣＳＢがＮＯＲゲート回路
２５０、ディレイ回路２４０、相補信号生成部２６０及びデコーダ回路２７０を経由する
ことによる信号伝達時間ｔ５は、内部クロックの信号伝達時間ｔ４と実質的に等しく設定
される。同様に、コマンド信号がＮＯＲゲート回路２５０、ディレイ回路２４０、相補信
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号生成部２６０及びデコーダ回路２７０を経由することによる信号伝達時間ｔ６は、上述
した信号伝達時間ｔ４と実質的に等しく設定される。つまり、ｔ４＝ｔ５＝ｔ６に設定す
ることにより、デコード信号は、ラッチ信号ＣＬＫ１に同期して正しくラッチ回路２３０
に供給されることになる。
【００３６】
本実施形態のコマンドラッチ回路２００では、このようなチップセレクト信号ＣＳＢが
ＮＯＲゲート回路２５０に対して共通に供給されていることから、チップセレクト信号Ｃ
ＳＢがハイレベル（非アクティブ）になると、ＮＯＲゲート回路２５０の出力は全てロー
レベルに固定される。これにより、外部信号の変化によって充放電が発生する区間は、図
３に示す区間Ｂに制限される。このため、アドレスラッチ回路１００と同様、非活性化時
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における消費電力を効果的に低減することが可能となる。
【００３７】
図４は、図２に示したアドレスラッチ回路１００及び図３に示したコマンドラッチ回路
２００の模式的なレイアウト図である。
【００３８】
図４に示すように、入力バッファ１１０及びＮＯＲゲート回路１５０からなる回路部分
は、アドレス端子ＡＤＤに沿って配置されている。同様に、入力バッファ２１０及びＮＯ
Ｒゲート回路２５０からなる回路部分は、コマンド端子ＣＭＤに沿って配置されている。
このため、レイアウト上、非アクティブ時におけるクロッキングにより充放電する区間を
非常に短くすることが可能となる。但し、チップセレクト信号ＣＳＢがローレベル（アク
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ティブ）になると、相補信号生成部２６０とデコーダ回路２７０とを結ぶ８本の信号線は
、全て充放電することになる。
【００３９】
図５は、入力回路１２に含まれるコマンドラッチ回路２００の他の例を示す回路図であ
る。
【００４０】
図５に示す例によるコマンドラッチ回路２００は、入力バッファ２１０とラッチ回路２
３０との間に、相補信号生成部２６０、デコーダ回路２７０及びディレイ回路２４０がこ
の順に接続されている点において、図３に示す例によるコマンドラッチ回路２００と相違
している。その他の点については、図３に示したコマンドラッチ回路２００と同一である
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ことから、同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。
【００４１】
図５に示すコマンドラッチ回路２００では、各デコーダ回路２７０が４入力のＯＲゲー
ト回路によって構成されており、各デコーダ回路２７０にはいずれもチップセレクト信号
ＣＳＢが供給されている。このため、チップセレクト信号ＣＳＢがハイレベル（非アクテ
ィブ）であると、各デコーダ回路２７０の出力は全てハイレベルに固定されることになる
。これにより、外部信号の変化によって充放電が発生する区間は、図５に示す区間Ｃに制
限され、非活性化時における消費電力を効果的に低減することが可能となる。
【００４２】
このように、本例では、図３に示したＮＯＲゲート回路２５０の役割をデコーダ回路２
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７０が兼ね備えていることから、ＮＯＲゲート回路２５０を省略することが可能となる。
これに伴い、ＮＯＲゲート回路２５０への入力において必要であったスキュー調整も不要
となる。
【００４３】
また、デコーダ回路２７０とラッチ回路２３０を接続する１０本の信号線にはそれぞれ
ディレイ回路２４０が接続されているが、この信号線を伝達するのはデコード信号である
ことから、活性化時においても１個〜３個のディレイ回路２４０が充放電するに過ぎない
。このため、活性化時における充放電電流についても削減することが可能となる。
【００４４】
図６は、図２に示したアドレスラッチ回路１００及び図５に示したコマンドラッチ回路
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２００の模式的なレイアウト図である。
【００４５】
図６に示す例では、入力バッファ２１０がコマンド端子ＣＭＤに沿って配置されており
、その近傍に、相補信号生成部２６０及びデコーダ回路２７０からなる回路部分が配置さ
れている。このため、レイアウト上、非アクティブ時におけるクロッキングにより充放電
する区間を非常に短くすることが可能となる。さらに、チップセレクト信号ＣＳＢがロー
レベル（アクティブ）となっても、デコーダ回路２７０とラッチ回路２３０を結ぶ１０本
の信号線のうち、充放電を行うのは最大３本の信号線のみである。このため、入力バッフ
ァ２１０と相補信号生成部２６０とを結ぶ配線よりも、デコーダ回路２７０とラッチ回路
２３０を結ぶ配線の方が長い場合であっても、活性化時における充放電電流を低減するこ

40

とが可能となる。
【００４６】
図７は、入力回路１２に含まれるコマンドラッチ回路２００のさらに他の例を示す回路
図である。
【００４７】
図７に示す例によるコマンドラッチ回路２００は、図５に示したレイテンシ追加回路２
８０に関する構成において、図５に示す例によるコマンドラッチ回路２００と相違してい
る。その他の点については、図５に示したコマンドラッチ回路２００と同一であることか
ら、同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。
【００４８】

50

(9)

JP 2009‑20953 A 2009.1.29

図７に示すコマンドラッチ回路２００では、リードコマンド及びライトコマンドに対応
して、ＯＲゲート付きディレイ回路２９０が設けられている。ＯＲゲート付きディレイ回
路２９０は、リードコマンド又はライトコマンドを遅延させる遅延回路２９１と、遅延回
路２９１の出力及びＡＬカウンタ２８１の出力を受けるＯＲゲート回路２９２によって構
成されている。これにより、デコーダ回路２７０を介して供給されるリードコマンド又は
ライトコマンドと、ＡＬカウンタ２８１を介して供給されるリードコマンド又はライトコ
マンドが合成されることになる。
【００４９】
また、遅延回路２９１を経由するルートにおけるＯＲゲート付きディレイ回路２９０の
遅延量は、他のディレイ回路２４０の遅延量と実質的に等しく設計される。これにより、
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本例によるコマンドラッチ回路２００は、図５に示したコマンドラッチ回路２００と全く
同じ機能を実現することが可能となる。
【００５０】
しかも、本例では、リードコマンド及びライトコマンドに対して必要なラッチ回路２３
０がそれぞれ１個で済むことから、合計１０個のラッチ回路２３０で足りる。このため、
図５に示したコマンドラッチ回路２００に比べ、回路規模を縮小することが可能となる。
【００５１】
図８は、本発明の好ましい実施形態による半導体記憶装置を用いたデータ処理システム
３００の構成を示すブロック図であり、本実施形態による半導体記憶装置がＤＲＡＭであ
る場合を示している。
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【００５２】
図８に示すデータ処理システム３００は、データプロセッサ３２０と、本実施形態によ
る半導体記憶装置（ＤＲＡＭ）３３０が、システムバス３１０を介して相互に接続された
構成を有している。データプロセッサ３２０としては、例えば、マイクロプロセッサ（Ｍ
ＰＵ）、ディジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）などを含まれるが、これらに限定され
ない。図８においては簡単のため、システムバス３１０を介してデータプロセッサ３２０
とＤＲＡＭ３３０とが接続されているが、システムバス３１０を介さずにローカルなバス
によってこれらが接続されていても構わない。
【００５３】
また、図８には、簡単のためシステムバス３１０が１組しか描かれていないが、必要に
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応じ、コネクタなどを介しシリアルないしパラレルに設けられていても構わない。また、
図８に示すメモリシステムデータ処理システムでは、ストレージデバイス３４０、Ｉ／Ｏ
デバイス３５０、ＲＯＭ３６０がシステムバス３１０に接続されているが、これらは必ず
しも必須の構成要素ではない。
【００５４】
ストレージデバイス３４０としては、ハードディスクドライブ、光学ディスクドライブ
、フラッシュメモリなどが挙げられる。また、Ｉ／Ｏデバイス３５０としては、液晶ディ
スプレイなどのディスプレイデバイスや、キーボード、マウスなどの入力デバイスなどが
挙げられる。また、Ｉ／Ｏデバイス３５０は、入力デバイス及び出力デバイスのいずれか
一方のみであっても構わない。さらに、図８に示す各構成要素は、簡単のため１つずつ描
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かれているが、これに限定されるものではなく、１又は２以上の構成要素が複数個設けら
れていても構わない。
【００５５】
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。
【００５６】
例えば、図２及び図３に示したアドレスラッチ回路１００及びコマンドラッチ回路２０
０では、アドレス信号及びコマンド信号のクロッキングを停止させるためにＮＯＲゲート
回路１５０，２５０を用いているが、ゲート回路の種類についてはこれに限定されるもの
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ではない。同様に、デコーダ回路２７０についてもＯＲゲート回路である必要はなく、Ｎ
ＡＮＤゲートなど、他のゲート回路を用いることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の好ましい実施形態による同期式半導体装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図２】入力回路１２に含まれるアドレスラッチ回路１００の一例を示す回路図である。
【図３】入力回路１２に含まれるコマンドラッチ回路２００の一例を示す回路図である。
【図４】図２に示したアドレスラッチ回路１００及び図３に示したコマンドラッチ回路２
００の模式的なレイアウト図である。
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【図５】入力回路１２に含まれるコマンドラッチ回路２００の他の例を示す回路図である
。
【図６】図２に示したアドレスラッチ回路１００及び図５に示したコマンドラッチ回路２
００の模式的なレイアウト図である。
【図７】入力回路１２に含まれるコマンドラッチ回路２００のさらに他の例を示す回路図
である。
【図８】本発明の好ましい実施形態によるデータ処理システム３００の構成を示すブロッ
ク図である。
【符号の説明】
【００５８】
１０

メモリセルアレイ

１２

入力回路

１４

ロウ系回路

１６

カラム系回路

１００

アドレスラッチ回路

１１０

入力バッファ

１２０

ラッチ信号生成回路

１３０

ラッチ回路

１４０

ディレイ回路

１５０

ＮＯＲゲート回路

２００

コマンドラッチ回路

２１０

入力バッファ

２３０

ラッチ回路

２４０

ディレイ回路

２５０

ＮＯＲゲート回路

２６０

相補信号生成部

２７０

デコーダ回路

２８０

レイテンシ追加回路

２８１

ＡＬカウンタ

２９０

ＯＲゲート付きディレイ回路

２９１

遅延回路

２９２

ＯＲゲート回路

３００

データ処理システム

３１０

システムバス

３２０

データプロセッサ

３４０

ストレージデバイス

３５０

デバイス

ＣＳＢ

チップセレクト信号
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【図２】

【図３】
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