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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部アクセス動作に基づいて、内部アクセス動作を行うアクセス制御部と、
　リフレッシュ動作を行うリフレッシュ制御部と、
　前記リフレッシュ動作を読み出し動作と再書み込み動作とに分割するリフレッシュ分割
制御部と
　を備え、
　前記読み出し動作と前記再書き込み動作とは、それぞれ、異なる前記外部アクセス動作
に対応する異なる前記内部アクセス動作の前または後の少なくともどちらかに行われ、
　前記リフレッシュ分割制御部は、前記再書き込み動作を第１のデータを書き込むための
第１の再書き込み動作と第２のデータを書き込むための第２の再書き込み動作とにさらに
分割する、メモリ。
【請求項２】
　前記メモリは、異なる前記外部アクセス動作に対応する異なる前記内部アクセス動作の
前または後の少なくともどちらかに、前記読み出し動作、前記第１の再書き込み動作、前
記第２の再書き込み動作をそれぞれ行う、請求項１に記載のメモリ。
【請求項３】
　前記リフレッシュ動作の読み出し動作によって読み出されたデータを保持するラッチ部
をさらに備えている、請求項１に記載のメモリ。
【請求項４】
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　前記外部アクセス動作を検出する外部アクセス検出部と、
　前記外部アクセス検出部により前記外部アクセス動作が検出されたことと、前記アクセ
ス制御部の動作状態とに基づいて、前記リフレッシュ動作を行うか否かを判定するリフレ
ッシュ判定部と
　をさらに備え、
　前記アクセス制御部は、前記リフレッシュ判定部の判定結果に基づいて、前記内部アク
セス動作の前または後の少なくともどちらかに前記リフレッシュ動作を行う、請求項１に
記載のメモリ。
【請求項５】
　前記外部アクセス動作のアクセス回数を計数する外部アクセス計数部をさらに備え、
　前記アクセス制御部は、前記外部アクセス計数部によって計数されたアクセス回数に基
づいて、前記リフレッシュ動作を行う、請求項１に記載のメモリ。
【請求項６】
　前記外部アクセス動作のアクセス回数にかかわらず、前記リフレッシュ動作を行う、請
求項１に記載のメモリ。
【請求項７】
　互いに交差するように配置されたビット線およびワード線と、
　前記ビット線および前記ワード線が交差する位置に配置されたメモリセルと
　をさらに備え、
　前記内部アクセス動作は、
　読み出し動作と、
　再書き込み動作と、
　前記メモリが前記リフレッシュ動作を行わない場合に、前記内部アクセス動作の読み出
し動作および再書き込み動作において選択されるメモリセルに印加される電位差を相殺す
るための電圧を前記ワード線および前記ビット線に印加するための追加のサイクルと
　を含む、請求項１に記載のメモリ。
【請求項８】
　前記メモリは、
　第１の外部アクセス動作に対応する第１の内部アクセス動作の前または後の少なくとも
どちらかに、前記リフレッシュ動作の読み出し動作を行い、
　第２の外部アクセス動作に対応する第２の内部アクセス動作の前または後の少なくとも
どちらかに、前記リフレッシュ動作の第１の再書き込み動作および第２の再書き込み動作
を行う、請求項１に記載のメモリ。
【請求項９】
　複数のメモリセルブロックをさらに備え、前記複数のメモリセルブロックのそれぞれは
、複数のワード線を含み、
　所定の外部アクセス動作の期間に、前記内部アクセス動作と共に前記リフレッシュ動作
を行う場合には、前記複数のメモリセルブロックのうちの少なくとも２つのメモリセルブ
ロックのそれぞれに含まれる前記複数のワード線に対して前記リフレッシュ動作が行われ
る、請求項１に記載のメモリ。
【請求項１０】
　前記所定の外部アクセス動作の期間に、前記内部アクセス動作と共に前記リフレッシュ
動作を行う場合には、前記リフレッシュ動作が行われる前記少なくとも２つのメモリセル
ブロックのそれぞれに含まれる前記複数のワード線は、互いに異なる立ち上がりタイミン
グで活性化される、請求項９に記載のメモリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メモリに関し、特に、記憶されたデータのリフレッシュ動作を行うメモリに
関する。



(3) JP 4362573 B2 2009.11.11

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　従来、不揮発性のメモリの一例として、強誘電体メモリ（ＦｅＲＡＭ：Ｆｅｒｒｏｅｌ
ｅｃｔｒｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）が知られている。強誘電体
メモリは、強誘電体の分極方向による擬似的な容量変化をメモリ素子として利用するもの
である。この強誘電体メモリのうち、メモリセルに記憶されたデータのディスターブが生
じる単純マトリックス型および１トランジスタ型の強誘電体メモリが知られている。すな
わち、これら単純マトリックス型および１トランジスタ型の強誘電体メモリでは、強誘電
体キャパシタを含むメモリセルに対する読出し動作後の再書込み動作および書込み動作の
際に、選択したワード線以外のワード線に接続されるメモリセルに所定の電圧が印加され
ることに起因して、強誘電体キャパシタの分極量が減少することによりデータが消失する
いわゆるディスターブが発生することが知られている。このようなディスターブを抑制す
るために、単純マトリックス型および１トランジスタ型の強誘電体メモリでは、リフレッ
シュ動作が行なわれている。
【０００３】
　また、従来、リフレッシュ動作を行うメモリにおいて、内部アクセス動作とリフレッシ
ュ動作とが競合しないように、各リフレッシュ動作を行うための技術が種々提案されてい
る（たとえば、特許文献１参照）。この特許文献１には、所定の周期を有する外部クロッ
クよりも短い周期を有する内部クロックに同期させて内部アクセス動作（読出し動作また
は書込み動作）を行うＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）が開示されている。一般に、ＤＲＡＭでは、一定の期間が経過した場合に、リフ
レッシュ動作を行わなければならない。また、この特許文献１に開示されたＤＲＡＭでは
、外部クロックの周期よりも内部クロックの周期の方が短いので、一定期間内に入力され
る外部クロックよりもその一定期間内に生成される内部クロックの方がクロック数が多く
なる。これにより、外部クロックに同期して行われる外部アクセス動作が行われていない
場合でも、内部クロックが生成されることが周期的に起こることになるので、外部アクセ
ス動作に対応する内部アクセス動作が行われない内部クロックが周期的に発生する。この
特許文献１のメモリでは、この内部アクセス動作が行われない内部クロックに同期させて
読出し動作と再書込み動作とからなるリフレッシュ動作を行うように構成されている。こ
れにより、内部アクセス動作を妨げることなく、リフレッシュ動作を行うことが可能にな
る。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２２９６７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に開示された従来のＤＲＡＭでは、外部クロックよりも
所定の割合分だけ周期の短い内部クロックに同期させて、読出し動作および再書込み動作
を連続して行うリフレッシュ動作が行われるので、その分、内部クロックの周期が長くな
るという不都合がある。これにより、内部クロックの周期よりも長く設定される外部クロ
ックの周期も長くする必要があるため、外部アクセス動作の期間が長くなるという問題点
がある。
【０００６】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、外部アクセス動作の期間を短くすることが可能なメモリを提供することである
。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【０００７】
　この発明の一の局面によるメモリは、外部アクセス動作に基づいて、内部アクセス動作
を行うアクセス制御手段と、リフレッシュ動作を行うリフレッシュ制御手段と、リフレッ
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シュ動作を、読出し動作と再書込み動作とに分割するリフレッシュ分割制御手段とを備え
、読出し動作と再書込み動作とは、それぞれ、異なる外部アクセス動作に対応する異なる
内部アクセス動作の前および後の少なくともどちらか一方に行われる。
【０００８】
　この発明の一の局面によるメモリでは、上記のように、リフレッシュ動作を読出し動作
と再書込み動作とに分割するリフレッシュ分割制御手段を設けるとともに、読出し動作と
再書込み動作とを、それぞれ、異なる外部アクセス動作に対応する異なる内部アクセス動
作の前および後の少なくともどちらか一方に行うように構成することによって、リフレッ
シュ動作の読出し動作と書込み動作とを連続して行う場合に比べて、１回の外部アクセス
動作の期間に行われるリフレッシュ動作の期間を短くすることができるので、その分外部
アクセス動作の期間を短くすることができる。この結果、データの転送速度を向上させる
ことができる。
【０００９】
　上記一の局面によるメモリにおいて、好ましくは、リフレッシュ分割制御手段は、第１
データを書き込む第１再書込み動作と第２データを書き込む第２再書込み動作とに再書込
み動作を分割し、読出し動作、第１再書込み動作および第２再書込み動作は、それぞれ、
異なる外部アクセス動作に対応する異なる内部アクセス動作の前および後の少なくともど
ちらか一方に行われる。このように、再書込み動作をさらに第１再書込み動作と第２再書
込み動作とに分割することによって、１回の外部アクセス動作の期間内に行われる再書込
み動作（リフレッシュ動作）の期間をより短縮することができるので、外部アクセス動作
の期間をより短くすることができる。この結果、データの転送速度をより向上させること
ができる。
【００１０】
　上記一の局面によるメモリにおいて、好ましくは、リフレッシュ動作の読出し動作によ
って読み出されたデータを保持するラッチ手段をさらに備えている。このように構成すれ
ば、リフレッシュ動作の読出し動作によって読み出されたデータを消失させることなくラ
ッチ手段によって保持することができるので、リフレッシュ動作を読出し動作と再書込み
動作とに分割したとしても、後のリフレッシュ動作の再書込み動作の際に、ラッチ手段に
保持されたデータを復元して再書き込みすることができる。
【００１１】
　上記一の局面によるメモリにおいて、好ましくは、外部アクセス動作を検知する外部ア
クセス検知手段と、外部アクセス検知手段により外部アクセス動作が検知されたことと、
アクセス制御手段の動作状態とに基づいて、リフレッシュ動作を行うかどうかを判定する
リフレッシュ判定手段とをさらに備え、アクセス制御手段は、リフレッシュ判定手段の判
定結果に基づいて、内部アクセス動作の前および後の少なくともどちらか一方にリフレッ
シュ動作を行う。このように、外部アクセス検知手段により外部アクセス動作が検知され
たことと、アクセス制御手段の動作状態とに基づいて、リフレッシュ動作を行うかどうか
を判定するリフレッシュ判定手段を設けることにより、外部アクセス動作が周期的に行わ
れていない場合でも、外部アクセス動作が行われた際に、リフレッシュ判定手段により、
アクセス制御手段の動作状態に基づいて、リフレッシュ動作を行うかどうかの判定を行う
ことができる。これにより、外部アクセス動作が周期的に行われるメモリのみならず、外
部アクセス動作が非周期的に行われるメモリにおいても、アクセス制御手段により、リフ
レッシュ判定手段の判定に基づいて、内部アクセス動作と競合することなく、分割された
リフレッシュ動作を行うことができる。
【００１２】
　上記一の局面によるメモリにおいて、好ましくは、外部アクセス動作のアクセス回数を
計数する外部アクセス計数手段をさらに備え、アクセス制御手段は、外部アクセス計数手
段によって計数されたアクセス回数に基づいてリフレッシュ動作を行う。このように構成
すれば、外部アクセス動作が、ディスターブが発生する回数よりも少ない一定の回数行わ
れた場合に、リフレッシュ動作を行うことができるので、一定回数の外部アクセス動作に
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よりデータが劣化する強誘電体メモリなどに適したリフレッシュ動作を行うことができる
。
【００１３】
　上記一の局面によるメモリにおいて、好ましくは、外部アクセス動作の回数に因らず、
リフレッシュ動作を行う。このように構成すれば、リフレッシュ動作の回数を増加させる
ことができるので、ディスターブが発生するのをより抑制することができる。また、外部
アクセス動作の回数を計数する構成を省略することができるので、回路構成を簡単化する
ことができる。
【００１４】
　上記一の局面によるメモリにおいて、好ましくは、互いに交差するように配置されたビ
ット線およびワード線と、ビット線およびワード線の交差する位置に配置されたメモリセ
ルとをさらに備え、内部アクセス動作は、読出し動作と、再書込み動作と、リフレッシュ
動作が行われない場合に、内部アクセス動作の読出し動作および再書込み動作時に選択さ
れたメモリセルに印加される電位差が相殺されるように、ワード線およびビット線に電圧
を印加する追加サイクルとを含む。このように、選択されたメモリセルに印加される電位
差が相殺されるように、内部アクセス動作にワード線およびビット線に電圧を印加する追
加サイクルを設けることによって、各内部アクセス動作毎に、メモリセルに印加される電
圧を相殺することができるので、メモリセルに印加される全ての電圧の合計が「０」にな
らないことに起因するインプリントを防止することができる。なお、インプリントとは、
メモリセルを構成する強誘電体に一定方向の電圧が印加されることによって、強誘電体の
ヒステリシスループが電圧が印加された方向にシフトして逆データを書き込みにくくなる
ことをいう。
【００１５】
　上記一の局面によるメモリにおいて、好ましくは、リフレッシュ動作の再書込み動作は
、第１データを書き込む第１再書込み動作と第２データを書き込む第２再書込み動作とを
含み、リフレッシュ動作の読出し動作は、第１外部アクセス動作に対応する第１内部アク
セス動作の前および後の少なくともどちらか一方に行われ、リフレッシュ動作の第１再書
込み動作および第２再書込み動作は、第２外部アクセス動作に対応する第２内部アクセス
動作の前および後の少なくともどちらか一方に行われる。このように構成すれば、リフレ
ッシュ動作を、読出し動作、第１再書込み動作および第２再書込み動作の３つのサイクル
によって構成する場合において、２回の外部アクセス動作の期間で１回分のリフレッシュ
動作を行うことができる。これにより、リフレッシュ動作を、読出し動作、第１再書込み
動作および第２再書込み動作の３つのサイクルによって構成する場合において、３回の外
部アクセス動作の期間で１回分のリフレッシュ動作を行う場合に比べて、リフレッシュ動
作をより早期に完了させることができる。その結果、ディスターブの累積を効率的に抑制
することができる。
【００１６】
　上記一の局面によるメモリにおいて、好ましくは、複数のワード線をそれぞれ含む複数
のメモリセルブロックをさらに備え、所定の外部アクセス動作の期間に、内部アクセス動
作と共にリフレッシュ動作を行う際には、複数のメモリセルブロックのうちの２つ以上の
メモリセルブロックの各々に含まれるワード線に対してリフレッシュ動作が行われる。こ
のように構成すれば、所定の外部アクセス動作の期間に２つ以上のワード線に対して並行
してリフレッシュ動作が行われるので、所定の外部アクセス動作の期間に１つのワード線
のみに対してリフレッシュ動作が行われる場合に比べて、リフレッシュ動作をより早期に
完了させることができる。その結果、容易に、ディスターブの累積を効率的に抑制するこ
とができる。
【００１７】
　この場合、好ましくは、所定の外部アクセス動作の期間に、内部アクセス動作と共にリ
フレッシュ動作を行う際に、リフレッシュ動作が行われる２つ以上のメモリセルブロック
の各々に含まれるワード線は、互いに異なる立上りタイミングで活性化される。このよう
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に構成すれば、２つ以上のワード線の各々が活性化状態となっている期間を互いにずらす
ことができるので、２つ以上のワード線の各々が同時に活性化状態となる期間を短くする
ことができる。これにより、動作電流がピークに達する期間を短くすることができるので
、電源線に発生するノイズを低減することができる。その結果、メモリの動作信頼性を向
上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、以下の実施形態の説明では
、本発明によるメモリの一例として、ワード線とビット線とが交差する位置に配置された
１つの強誘電体キャパシタのみからメモリセルが構成される単純マトリックス型の強誘電
体メモリについて説明する。
【００１９】
　（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの全体構成
を示したブロック図である。図２は、図１に示した第１実施形態による単純マトリックス
型の強誘電体メモリのメモリセルアレイの構成を説明する概略図である。図３は、図１に
示した第１実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作制御回路の構成を
説明するためのブロック図である。まず、図１～図３を参照して、本発明の第１実施形態
による単純マトリックス型の強誘電体メモリの構成について説明する。
【００２０】
　第１実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリは、メモリセルアレイ１と、
動作制御回路２と、ロウアドレスバッファ３と、ロウデコーダ４と、ライトアンプ５と、
リードアンプ６と、入力バッファ７と、出力バッファ８と、カラムアドレスバッファ９と
、カラムデコーダ１０と、ワード線ソースドライバ１１と、電圧生成回路１２と、センス
アンプ１３と、ラッチ列１４と、ビット線ソースドライバ１５とを備えている。なお、ラ
ッチ列１４は、本発明の「ラッチ手段」の一例である。
【００２１】
　メモリセルアレイ１には、図２に示すように、たとえば、１２８本のワード線ＷＬと１
２８本のビット線ＢＬとが交差するように配置されているとともに、その各交差位置に単
一の強誘電体キャパシタ１６のみからなるメモリセル１７がマトリックス状に配置されて
いる。また、強誘電体キャパシタ１６は、ワード線ＷＬと、ビット線ＢＬと、ワード線Ｗ
Ｌおよびビット線ＢＬの間に配置された強誘電体膜（図示せず）とを含んでいる。また、
ワード線ＷＬには、ロウデコーダ４が接続されている。ロウデコーダ４には、ロウアドレ
スバッファ３が接続されている。
【００２２】
　ここで、第１実施形態では、動作制御回路２は、メモリセル１７に対するデータの内部
アクセス動作およびリフレッシュ動作を制御するために設けられている。この動作制御回
路２は、図３に示すように、外部アクセス検知回路２０と、アクセス計数回路（カウンタ
）２１と、リフレッシュ制御回路２２と、リフレッシュ分割制御回路２３と、内部クロッ
ク生成回路２４を有するアクセス制御回路２５とを含んでいる。なお、外部アクセス検知
回路２０、アクセス計数回路２１、リフレッシュ制御回路２２、リフレッシュ分割制御回
路２３およびアクセス制御回路２５は、それぞれ、本発明の「外部アクセス検知手段」、
「外部アクセス計数手段」、「リフレッシュ制御手段」、「リフレッシュ分割制御手段」
および「アクセス制御手段」の一例である。
【００２３】
　外部アクセス検知回路２０は、外部アクセス動作により外部クロックＥＣＬＫが入力さ
れた場合に、外部アクセス検知パルスＣＭＤを、アクセス計数回路（カウンタ）２１と、
アクセス制御回路２５とに出力する機能を有する。また、外部アクセス検知回路２０には
、内部アクセス動作を行うための内部アドレス信号に対応する外部アドレス信号などを含
むコマンドも入力される。アクセス計数回路２１は、電源投入時にリセットされるととも
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に、外部アクセス検知回路２０から外部アクセス検知パルスＣＭＤが入力される毎に外部
アクセス回数を＋１だけカウントアップして、その外部アクセス回数をリフレッシュ制御
回路２２に出力する機能を有する。
【００２４】
　リフレッシュ制御回路２２は、外部アクセス回数が一定回数（たとえば、１０６回）に
達した場合に、メモリセルアレイ１のリフレッシュ動作を要求するために、アクセス制御
回路２５にリフレッシュ要求信号を出力する機能を有する。また、リフレッシュ制御回路
２２は、アクセス制御回路２５からリフレッシュ信号を受け取った場合に、リフレッシュ
動作が行われるリフレッシュアドレス信号をロウアドレスバッファ３に出力する機能を有
する。また、リフレッシュ制御回路２２は、データ「Ｈ」（データ「１」）を書き込む第
１再書込み動作ＲＦＲＳ１、および、データ「Ｌ」（データ「０」）を書き込む第２再書
込み動作ＲＦＲＳ２を行うことを要求するラッチ信号を、ラッチ列１４に出力する機能を
有する。さらに、アクセス制御回路２５は、センスアンプ１３を活性化させるためのセン
スアンプ活性化信号を、センスアンプ１３に出力する機能を有する。また、リフレッシュ
分割制御回路２３は、リフレッシュ動作を読出し動作ＲＦＲＤ、データ「Ｈ」を書き込む
第１再書込み動作ＲＦＲＳ１、および、データ「Ｌ」を書き込む第２再書込み動作ＲＦＲ
Ｓ２に分割し、そのいずれかの動作をリフレッシュ制御回路２２に要求する分割信号を出
力する機能を有する。
【００２５】
　アクセス制御回路２５は、外部アクセス検知回路２０から外部アクセス検知パルスＣＭ
Ｄが入力された際に、内部アクセス動作のための内部クロックＩＣＬＫ１を内部クロック
生成回路２４によって生成する機能を有する。また、内部アクセス動作終了後にリフレッ
シュ動作を行う場合には、分割されたリフレッシュ動作のための内部クロックＩＣＬＫ２
を内部クロック生成回路２４によって生成する機能を有する。また、外部クロックＥＣＬ
Ｋの周期（たとえば、５０ｎｓｅｃ）は、内部クロックＩＣＬＫ１の周期（たとえば、３
０ｎｓｅｃ）や内部クロックＩＣＬＫ２の周期（たとえば、１０ｎｓｅｃ）よりも長くな
るように設定する。また、内部クロックＩＣＬＫ２の周期は、内部クロックＩＣＬＫ１の
周期の約１／３程度とする。また、アクセス制御回路２５は、内部アクセス動作のための
内部アクセス動作信号を生成して、その内部アクセス動作信号をリードアンプ６やライト
アンプ５に出力する機能を有する。また、アクセス制御回路２５は、内部アクセス動作を
行う内部アドレス信号のロウアドレス信号をロウアドレスバッファ３に出力し、かつ、内
部アドレス信号のカラムアドレス信号をカラムアドレスバッファ９に出力する機能も有す
る。また、アクセス制御回路２５は、内部アクセス動作状態が終了した際に、リフレッシ
ュ制御回路２２からリフレッシュ要求信号が出力されていると、リフレッシュ制御回路２
２にリフレッシュ信号を出力する機能も有する。
【００２６】
　また、ロウアドレスバッファ３は、アクセス制御回路２５から送られる内部アドレス信
号のロウアドレス信号およびリフレッシュ制御回路２２から送られるリフレッシュアドレ
ス信号に対応した所定のロウアドレス信号をロウデコーダ４に供給するために設けられて
いる。ロウデコーダ４は、内部アクセス動作およびリフレッシュ動作において、ロウアド
レスバッファ３から供給される所定のロウアドレス信号に対応するワード線ＷＬを活性化
するように構成されている。また、ロウアドレスバッファ３は、切替回路２６を含んでい
る。そして、この切替回路２６によって、ロウアドレスバッファ３は、内部アクセス動作
を行う内部アドレス信号に対応するロウアドレス信号と、リフレッシュ動作を行うリフレ
ッシュアドレス信号に対応するロウアドレス信号とを切り替えてロウデコーダ４に供給す
ることが可能に構成されている。
【００２７】
　ライトアンプ５およびリードアンプ６には、それぞれ、入力バッファ７および出力バッ
ファ８が接続されている。また、カラムアドレスバッファ９には、カラムデコーダ１０が
接続されている。また、ロウデコーダ４には、ワード線ソースドライバ１１が接続されて
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いる。ワード線ソースドライバ１１には、電圧生成回路１２が接続されるとともに、動作
制御回路２も接続されている。また、メモリセルアレイ１のビット線ＢＬには、センスア
ンプ１３を介してカラムデコーダ１０が接続されている。また、センスアンプ１３には、
ライトアンプ５、リードアンプ６およびビット線ソースドライバ１５が接続されるととも
に、ビット線ソースドライバ１５には、電圧生成回路１２が接続されている。
【００２８】
　図４は、本発明の第１実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作を説
明するための電圧波形図である。図５および図６は、本発明の第１実施形態による単純マ
トリックス型の強誘電体メモリの内部アクセス動作を説明するための電圧波形図である。
図７は、本発明の第１実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの分割された
リフレッシュ動作を説明するための電圧波形図である。次に、図１～図７を参照して、本
発明の第１実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作について説明する
。なお、この動作説明では、図４における外部アクセス動作Ａが行われる前の外部アクセ
ス動作において、アクセス計数回路２１によりカウントされた外部アクセス回数が、リフ
レッシュによりデータのディスターブを抑制可能な所定回数（たとえば、１０６回）に達
していて、リフレッシュ制御回路２２からアクセス制御回路２５にリフレッシュ要求信号
が出力されているものとする。
【００２９】
　まず、図３および図４に示すように、外部アクセス検知回路２０が、外部アクセス動作
Ａの外部クロックＥＣＬＫを検知すると、外部アクセス検知回路２０は、外部アクセス検
知パルスＣＭＤを生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤをアクセス計数
回路２１およびアクセス制御回路２５に供給する。そして、外部アクセス動作Ａが検知さ
れた際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアクセス計数回路２１に供給されると、アク
セス計数回路２１は、外部アクセス回数を＋１だけカウントアップするとともに、その外
部アクセス回数のデータをリフレッシュ制御回路２２に供給する。
【００３０】
　そして、外部アクセス動作Ａが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５に供給されると、アクセス制御回路２５は、内部クロック生成回路２４
により、外部アクセス動作の期間（たとえば、６０ｎｓｅｃ）よりも短い周期（たとえば
、３０ｎｓｅｃ）を有する内部クロックＩＣＬＫ１を１周期分生成する。そして、その内
部クロックＩＣＬＫ１の１周期分の間に、アクセス制御回路２５は、内部アクセス動作Ａ
を行う。
【００３１】
　この内部アクセス動作では、アクセス制御回路２５は、内部アドレス信号のロウアドレ
ス信号をロウアドレスバッファ３に供給し、ロウアドレスバッファ３は、その供給された
内部アドレス信号のロウアドレス信号をロウデコーダ４に供給する。また、内部アクセス
動作では、アクセス制御回路２５は、内部アクセス信号のカラムアドレス信号をカラムア
ドレスバッファ９に供給し、カラムアドレスバッファ９は、その供給された内部アドレス
信号のカラムアドレス信号をカラムデコーダ１０に供給する。
【００３２】
　また、図５および図６に示すように、内部アクセス動作は、読出し動作の場合、分割さ
れた読出し動作ＩＡＲＤ、第１再書込み動作ＩＡＲＳ１および第２再書込み動作ＩＡＲＳ
２の３サイクルが連続して行われる。具体的には、図５および図６に示すように、まず、
ビット線ＢＬに電圧を印加しない状態で、内部アドレス信号のロウアドレス信号に対応す
る選択ワード線ＷＬに＋Ｖｃｃの電圧を印加することによって、選択ワード線ＷＬに繋が
る全てのメモリセル１７に記憶されたデータをビット線ＢＬを介してセンスアンプ１３に
より一括して読み出す。
【００３３】
　そして、次に、選択ワード線ＷＬに繋がるメモリセル１７のうち、読み出されたデータ
がデータ「Ｈ」のメモリセル１７に対しては、図５に示すように、第１再書込み動作ＩＡ



(9) JP 4362573 B2 2009.11.11

10

20

30

40

50

ＲＳ１において、ビット線ＢＬに電圧が印加されていない状態で、選択ワード線ＷＬに＋
Ｖｃｃの電圧を印加することによって、メモリセル１７にデータ「Ｌ」が書き込まれる。
その後、第２再書込み動作ＩＡＲＳ２においては、選択ワード線ＷＬに電圧が印加されて
いない状態で、データ「Ｈ」が読み出されたビット線ＢＬに＋Ｖｃｃの電圧を印加するこ
とによって、メモリセル１７にデータ「Ｈ」が書き込まれる。また、読み出されたデータ
がデータ「Ｈ」のメモリセル１７に対する、第１再書込み動作ＩＡＲＳ１においては、デ
ータ「Ｈ」が読み出されたビット線ＢＬに電圧が印加されていない状態で、非選択ワード
線ＷＬには、＋１／３Ｖｃｃの電圧が印加される。これにより、第１再書込み動作ＩＡＲ
Ｓ１においては、非選択ワード線ＷＬおよびデータ「Ｈ」が読み出されたビット線ＢＬに
接続されているメモリセル１７に、－１／３Ｖｃｃの電圧が印加される。そして、第２再
書込み動作ＩＡＲＳ２においては、データ「Ｈ」が読み出されたビット線ＢＬに＋Ｖｃｃ
の電圧が印加されている状態で、非選択ワード線ＷＬに＋２／３Ｖｃｃの電圧が印加され
る。これにより、第２再書込み動作ＩＡＲＳ２においては、非選択ワード線ＷＬおよびデ
ータ「Ｈ」が読み出されたビット線ＢＬに接続されているメモリセル１７に、＋１／３Ｖ
ｃｃの電圧が印加される。したがって、非選択ワード線ＷＬおよびデータ「Ｈ」が読み出
されたビット線ＢＬに接続されているメモリセル１７では、絶対値として１／３Ｖｃｃ以
上の電圧が印加されないとともに、第１再書込み動作ＩＡＲＳ１において生じた－１／３
Ｖｃｃの電圧と、第２再書込み動作ＩＡＲＳ２において生じた＋１／３Ｖｃｃの電圧とが
、互いに相殺するように印加される。
【００３４】
　一方、選択ワード線ＷＬに繋がるメモリセル１７のうち、読み出されたデータがデータ
「Ｌ」の選択ワード線ＷＬのメモリセル１７に対しては、図６に示すように、上記した読
出し動作ＩＡＲＤによってメモリセル１７のデータが読み出されるとともに、メモリセル
１７にデータ「Ｌ」が書き込まれている。このため、メモリセル１７に書き込まれたデー
タ「Ｌ」を破壊する絶対値として１／３Ｖｃｃ以上の電圧が選択ワード線ＷＬに印加され
ないように、第１再書込み動作ＩＡＲＳ１および第２再書込み動作ＩＡＲＳ２が行われる
。具体的には、選択ワード線ＷＬのメモリセル１７に対しては、第１再書込み動作ＩＡＲ
Ｓ１において、データ「Ｌ」が読み出されたビット線ＢＬに＋２／３Ｖｃｃが印加されて
いる状態で、選択ワード線ＷＬに＋Ｖｃｃが印加される。そして、第２再書込み動作ＩＡ
ＲＳ２においては、データ「Ｌ」が読み出されたビット線ＢＬに＋１／３Ｖｃｃが印加さ
れている状態で、選択ワード線ＷＬには、電圧が印加されない。また、読み出されたデー
タがデータ「Ｌ」のメモリセル１７に対する、第１再書込み動作ＩＡＲＳ１においては、
データ「Ｌ」が読み出されたビット線ＢＬに＋２／３Ｖｃｃの電圧が印加されている状態
で、非選択ワード線ＷＬに＋１／３Ｖｃｃの電圧が印加される。これにより、第１再書込
み動作ＩＡＲＳ１において、非選択ワード線ＷＬおよびデータ「Ｌ」が読み出されたビッ
ト線ＢＬに接続されているメモリセル１７には、＋１／３Ｖｃｃの電圧しか生じない。そ
して、第２再書込み動作ＩＡＲＳ２においては、データ「Ｌ」が読み出されたビット線Ｂ
Ｌに＋１／３Ｖｃｃの電圧が印加されている状態で、非選択ワード線ＷＬに＋２／３Ｖｃ
ｃの電圧が印加される。これにより、第２再書込み動作ＩＡＲＳ２においては、非選択ワ
ード線ＷＬおよびデータ「Ｌ」が読み出されたビット線ＢＬに接続されているメモリセル
１７に－１／３Ｖｃｃの電圧が印加される。したがって、非選択ワード線ＷＬおよびデー
タ「Ｌ」が読み出されたビット線ＢＬに接続されているメモリセル１７では、絶対値とし
て１／３Ｖｃｃ以上の電圧が印加されないとともに、第１再書込み動作ＩＡＲＳ１におい
て生じた＋１／３Ｖｃｃの電圧と、第２再書込み動作ＩＡＲＳ２において生じた－１／３
Ｖｃｃの電圧とが、互いに相殺するように印加される。
【００３５】
　次に、内部アクセス動作Ａが終了すると、リフレッシュ制御回路２２からアクセス制御
回路２５にリフレッシュ要求信号が供給されているので、アクセス制御回路２５は、内部
アクセス動作Ａの終了後にリフレッシュ動作を行うための内部クロックＩＣＬＫ２を生成
するとともに、リフレッシュ制御回路２２にリフレッシュ信号を出力する。この結果、リ
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フレッシュ動作状態になる。なお、このリフレッシュ動作は、リフレッシュ要求信号が出
力されてから１２８回目のリフレッシュ動作であるとする。すなわち、ワード線ＷＬ１～
ワード線ＷＬ１２７までのリフレッシュ動作は既に終了しており、最後のワード線ＷＬ１
２８がリフレッシュされるものとする。
【００３６】
　ここで、第１実施形態では、３つのサイクル（読出し動作ＲＦＲＤ、第１再書込み動作
ＲＦＲＳ１、第２再書込み動作ＲＦＲＳ２）からなるリフレッシュ動作を各サイクル毎に
分割して行う。具体的には、内部アクセス動作Ａが終了した時点では、リフレッシュ信号
が供給されたリフレッシュ制御回路２２には、リフレッシュ動作の３つの読出し動作ＲＦ
ＲＤ、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２のうち、１つ目の
サイクルである読出し動作ＲＦＲＤのみを要求する分割信号がリフレッシュ分割制御回路
２３から出力されている。したがって、リフレッシュ制御回路２２は、リフレッシュ動作
の読出し動作ＲＦＲＤを行うために、ワード線ＷＬ１２８に対応するリフレッシュアドレ
ス信号をロウアドレスバッファ３に出力する。図７に示すように、リフレッシュ動作の読
出し動作ＲＦＲＤは、ビット線ＢＬに電圧が印加されていない状態で、ワード線ＷＬ１２
８に＋Ｖｃｃの電圧が印加される。これにより、ワード線ＷＬ１２８に繋がるメモリセル
１７のデータがラッチ列１４へと出力されるので、ラッチ列１４がその出力されたデータ
を保持する。そして、読出し動作ＲＦＲＤが終了すると、アクセス制御回路２５は、次の
外部アクセス動作Ｂが開始されるまで待機状態となる。つまり、外部アクセス動作Ａでは
、内部アクセス動作Ａに引き続いて、リフレッシュ動作の３つのサイクルのうち１つ目の
サイクルである読出し動作ＲＦＲＤのみが行われる。
【００３７】
　次に、外部アクセス検知回路２０が、外部アクセス動作Ｂ（図３参照）の外部クロック
ＥＣＬＫを検知すると、外部アクセス検知回路２０は、外部アクセス検知パルスＣＭＤを
生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤをアクセス計数回路２１およびア
クセス制御回路２５に供給する。そして、外部アクセス動作Ｂが検知された際に、外部ア
クセス検知パルスＣＭＤがアクセス計数回路２１に供給されると、アクセス計数回路２１
は、外部アクセス回数を＋１だけカウントアップするとともに、その外部アクセス回数の
データをリフレッシュ制御回路２２に供給する。
【００３８】
　そして、外部アクセス動作Ｂが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５に供給されると、アクセス制御回路２５は、内部クロック生成回路２４
により、内部クロックＩＣＬＫ１を１周期分生成する。そして、その内部クロックＩＣＬ
Ｋ１の１周期分の間に、アクセス制御回路２５は、内部アクセス動作Ｂを行う。
【００３９】
　次に、内部アクセス動作Ｂが終了すると、リフレッシュ制御回路２２からアクセス制御
回路２５にリフレッシュ要求信号が供給されているので、アクセス制御回路２５は、内部
アクセス動作Ｂの終了後にリフレッシュ動作を行うための内部クロックＩＣＬＫ２を生成
するとともに、リフレッシュ制御回路２２にリフレッシュ信号を出力する。この結果、リ
フレッシュ動作状態になる。
【００４０】
　ここで、第１実施形態では、内部アクセス動作Ｂが終了した時点では、リフレッシュ信
号が供給されたリフレッシュ制御回路２２には、リフレッシュ動作の３つの読出し動作Ｒ
ＦＲＤ、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１、第２再書込み動作ＲＦＲＳ２のうち、２つ目のサ
イクルである第１再書込み動作ＲＦＲＳ１のみを要求する分割信号がリフレッシュ分割制
御回路２３から出力されている。したがって、リフレッシュ制御回路２２は、リフレッシ
ュ動作の第１再書込み動作ＲＦＲＳ１を行うために、ワード線ＷＬ１２８に対応するリフ
レッシュアドレス信号をロウアドレスバッファ３に出力する。図７に示すように、リフレ
ッシュ動作の第１再書込み動作ＲＦＲＳ１は、データ「Ｈ」が読み出されたビット線ＢＬ
に電圧を印加しないとともに、データ「Ｌ」が読み出されたビット線ＢＬには、＋２／３
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Ｖｃｃの電圧を印加した状態で、ワード線ＷＬ１２８に＋Ｖｃｃの電圧が印加される。こ
れにより、読出し動作ＲＦＲＤによって読み出されてラッチ列１４に保持されているデー
タのうち、データ「Ｈ」に対応するデータが再書き込みされる。そして、第１再書込み動
作ＲＦＲＳ１が終了すると、アクセス制御回路２５は、次の外部アクセス動作Ｃが開始さ
れるまで待機状態となる。つまり、外部アクセス動作Ｂでは、内部アクセス動作Ｂに引き
続いて、リフレッシュ動作の３つのサイクルのうち２つ目のサイクルである第１再書込み
動作ＲＦＲＳ１のみが行われる。
【００４１】
　次に、外部アクセス検知回路２０が、外部アクセス動作Ｃ（図３参照）の外部クロック
ＥＣＬＫを検知すると、外部アクセス検知回路２０は、外部アクセス検知パルスＣＭＤを
生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤをアクセス計数回路２１およびア
クセス制御回路２５に供給する。そして、外部アクセス動作Ｃが検知された際に、外部ア
クセス検知パルスＣＭＤがアクセス計数回路２１に供給されると、アクセス計数回路２１
は、外部アクセス回数を＋１だけカウントアップするとともに、その外部アクセス回数の
データをリフレッシュ制御回路２２に供給する。
【００４２】
　そして、外部アクセス動作Ｃが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５に供給されると、アクセス制御回路２５は、内部クロック生成回路２４
により、内部クロックＩＣＬＫ１を１周期分生成する。そして、その内部クロックＩＣＬ
Ｋ１の１周期分の間に、アクセス制御回路２５は、内部アクセス動作Ｃを行う。
【００４３】
　次に、内部アクセス動作Ｃが終了すると、リフレッシュ制御回路２２からアクセス制御
回路２５にリフレッシュ要求信号が供給されているので、アクセス制御回路２５は、内部
アクセス動作Ｃの終了後にリフレッシュ動作を行うための内部クロックＩＣＬＫ２を生成
するとともに、リフレッシュ制御回路２２にリフレッシュ信号を出力する。この結果、リ
フレッシュ動作状態になる。
【００４４】
　ここで、第１実施形態では、内部アクセス動作Ｃが終了した時点では、リフレッシュ信
号が供給されたリフレッシュ制御回路２２には、リフレッシュ動作の３つの読出し動作Ｒ
ＦＲＤ、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１、第２再書込み動作ＲＦＲＳ２のうち、３つ目のサ
イクルである第２再書込み動作ＲＦＲＳ２のみを要求する分割信号がリフレッシュ分割制
御回路２３から出力されている。したがって、リフレッシュ制御回路２２は、リフレッシ
ュ動作の第２再書込み動作ＲＦＲＳ２を行うために、ワード線ＷＬ１２８に対応するリフ
レッシュアドレス信号をロウアドレスバッファ３に出力する。図７に示すように、リフレ
ッシュ動作の第２再書込み動作ＲＦＲＳ２は、ワード線ＷＬ１２８に電圧が印加されてい
ない状態で、データ「Ｈ」が読み出されたビット線ＢＬに＋Ｖｃｃの電圧を印加するとと
もに、データ「Ｌ」が読み出されたビット線ＢＬには、＋１／３Ｖｃｃの電圧が印加され
る。これにより、読出し動作ＲＦＲＤによって読み出されてラッチ列１４に保持されてい
るデータのうち、データ「Ｌ」に対応するデータが再書き込みされる。つまり、外部アク
セス動作Ｃでは、内部アクセス動作Ｃに引き続いて、リフレッシュ動作の３つのサイクル
のうち３つ目のサイクルである第２再書込み動作ＲＦＲＳ２のみが行われる。そして、第
２再書込み動作ＲＦＲＳ２が終了すると、ワード線ＷＬ１～ワード線ＷＬ１２８の全てに
リフレッシュ動作が行われたので、リフレッシュ制御回路２２は、リフレッシュ要求信号
をＬレベルに立ち下げる。その後、アクセス制御回路２５は、次の外部アクセス動作Ｄが
開始されるまで待機状態となる。
【００４５】
　次に、外部アクセス検知回路２０が、外部アクセス動作Ｄ（図３参照）の外部クロック
ＥＣＬＫを検知すると、外部アクセス検知回路２０は、外部アクセス検知パルスＣＭＤを
生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤをアクセス計数回路２１およびア
クセス制御回路２５に供給する。そして、外部アクセス動作Ｄが検知された際に、外部ア
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クセス検知パルスＣＭＤがアクセス計数回路２１に供給されると、アクセス計数回路２１
は、外部アクセス回数を＋１だけカウントアップするとともに、その外部アクセス回数の
データをリフレッシュ制御回路２２に供給する。
【００４６】
　そして、外部アクセス動作Ｄが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５に供給されると、アクセス制御回路２５は、内部クロック生成回路２４
により、内部クロックＩＣＬＫ１を１周期分生成する。そして、その内部クロックＩＣＬ
Ｋ１の１周期分の間に、アクセス制御回路２５は、内部アクセス動作Ｄを行う。次に、内
部アクセス動作Ｄが終了すると、リフレッシュ制御回路２２からアクセス制御回路２５に
リフレッシュ要求信号が供給されていないので、アクセス制御回路２５は、リフレッシュ
動作を行うことなく、次の外部アクセス動作が開始されるまで待機状態となる。
【００４７】
　この後は、リフレッシュ動作が行われることなく、内部アクセス動作のみが繰り返し行
われる。そして、外部アクセス動作が、前回のリフレッシュ要求信号に応じてリフレッシ
ュ動作が開始されてからカウントして所定回数（たとえば、１０６回）行われた際に、ア
クセス計数回路２１により供給される外部アクセス回数に基づいて、リフレッシュ制御回
路２２がアクセス制御回路２５にリフレッシュ要求信号を供給する。そして、再び同様の
動作によって３つのサイクル毎に分割されたリフレッシュ動作が、全てのワード線ＷＬ１
～ワード線ＷＬ１２８について行われる。
【００４８】
　第１実施形態では、上記のように、リフレッシュ動作を読出し動作ＲＦＲＤ、第１再書
込み動作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２に分割するリフレッシュ分割を設
けるとともに、読出し動作ＲＦＲＤ、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動
作ＲＦＲＳ２を、それぞれ、異なる外部アクセス動作に対応する異なる内部アクセス動作
の後に行うように構成することによって、リフレッシュ動作の読出し動作と書込み動作と
を連続して行う場合に比べて、１回の外部アクセス動作の期間に行われるリフレッシュ動
作の期間を短くすることができるので、その分外部アクセス動作の期間（外部クロックＥ
ＣＬＫの周期）を短くすることができる。この結果、データの転送速度を向上させること
ができる。
【００４９】
　また、上記第１実施形態では、ラッチ列１４を設けることによって、リフレッシュ動作
の読出し動作ＲＦＲＤによって読み出されたデータを消失させることなくラッチ列１４に
よって保持することができるので、リフレッシュ動作を読出し動作ＲＦＲＤと第１再書込
み動作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２とに分割したとしても、後のリフレ
ッシュ動作の第１再書込み動作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２の際に、ラ
ッチ列１４に保持されたデータを復元して再書込みすることができる。また、アクセス計
数回路２１を設けることによって、外部アクセス動作が、ディスターブが発生する回数よ
りも少ない一定の回数行われた場合に、リフレッシュ動作を行うことができるので、一定
回数の外部アクセス動作によりデータが劣化する第１実施形態のような単純マトリックス
型の強誘電体メモリなどに適したリフレッシュ動作を行うことができる。また、非選択ワ
ード線ＷＬに接続されているメモリセル１７では、第１再書込み動作ＩＡＲＳ１において
生じた電圧と、第２再書込み動作ＩＡＲＳ２において生じた電圧とが、互いに相殺するの
で、内部アクセス動作によって非選択ワード線ＷＬに接続されているメモリセル１７のデ
ータの劣化を抑制できる。
【００５０】
　（第２実施形態）
　図８は、本発明の第２実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作制御
回路の構成を説明するためのブロック図である。図８を参照して、この第２実施形態では
、上記第１実施形態とは異なり、非同期で外部アクセス動作が行われる単純マトリックス
型の強誘電体メモリに本発明を適用した場合の構成について説明する。
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【００５１】
　この第２実施形態による強誘電体メモリでは、図８に示すように、動作制御回路２ａは
、外部アクセス検知回路２０ａと、アクセス計数回路（カウンタ）２１ａと、リフレッシ
ュ制御回路２２と、リフレッシュ分割制御回路２３と、内部クロック生成回路２４を有す
るアクセス制御回路２５ａと、リフレッシュ判定回路２７とを含んでいる。なお、外部ア
クセス検知回路２０ａ、アクセス計数回路２１ａ、アクセス制御回路２５ａおよびリフレ
ッシュ判定回路２７は、それぞれ、本発明の「外部アクセス検知手段」、「外部アクセス
計数手段」、「アクセス制御手段」および「リフレッシュ判定手段」の一例である。また
、外部アクセス動作が行われる際に、外部アクセス検知回路２０ａには、外部アドレス信
号が供給されると、外部アクセス検知パルスＡＴＤを、アクセス計数回路２１ａと、アク
セス制御回路２５ａと、リフレッシュ判定回路２７とに出力する機能を有する。また、ア
クセス計数回路２１ａは、電源投入時にリセットされるとともに、外部アクセス検知回路
２０ａから外部アクセス検知パルスＡＴＤが入力される毎に外部アクセス回数を＋１だけ
カウントアップして、その外部アクセス回数をリフレッシュ制御回路２２に出力する機能
を有する。アクセス制御回路２５ａは、外部アクセス検知回路２０ａから外部アクセス検
知パルスＡＴＤが入力された際に、内部クロックＩＣＬＫ１を内部クロック生成回路２４
によって生成する機能を有する。また、アクセス制御回路２５ａは、リフレッシュ信号お
よびリフレッシュ判定回路２７からのＲｅｆＥを受けて、内部アクセス動作終了後にリフ
レッシュ動作を行う場合には、リフレッシュ動作のための内部クロックＩＣＬＫ２を内部
クロック生成回路２４によって生成する機能を有する。なお、上記以外の機能については
、アクセス制御回路２５ａは、第１実施形態のアクセス制御回路２５と同様の機能を有す
る。
【００５２】
　また、リフレッシュ判定回路２７は、外部アクセス動作が検知された際に、外部アクセ
ス検知回路２０から外部アクセス検知パルスＡＴＤが供給されると、アクセス制御回路２
５の動作状態に基づいて、ＨレベルまたはＬレベルのリフレッシュ判定信号ＲｅｆＥを出
力するように構成されている。なお、リフレッシュ制御回路２２およびリフレッシュ分割
制御回路２３は、第１実施形態と同様の構成を有する。また、外部アドレスの最短のサイ
クルの期間（たとえば、７０ｎｓｅｃ）は、内部クロックＩＣＬＫ１の周期（たとえば、
６０ｎｓｅｃ）および内部クロックＩＣＬＫ２の周期（たとえば、２０ｎｓｅｃ）よりも
長くなるように設定される。
【００５３】
　なお、第２実施形態のその他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【００５４】
　図９は、本発明の第２実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作を説
明するための電圧波形図である。次に、図１、図８および図９を参照して、本発明の第２
実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作について説明する。なお、こ
の動作説明では、図９における外部アクセス動作Ａが行われる前の外部アクセス動作にお
いて、アクセス計数回路２１ａによりカウントされた外部アクセス回数が、リフレッシュ
動作によりデータのディスターブを抑制可能な所定回数（たとえば、１０６回）に達して
、リフレッシュ制御回路２２からアクセス制御回路２５ａにリフレッシュ要求信号が出力
されているものとする。
【００５５】
　まず、図８および図９に示すように、外部アクセス検知回路２０ａが、外部アクセス動
作Ａの外部アドレス信号を検知すると、外部アクセス検知回路２０ａは、外部アクセス検
知パルスＡＴＤを生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＡＴＤをアクセス計数
回路２１ａ、アクセス制御回路２５ａおよびリフレッシュ判定回路２７に供給する。そし
て、外部アクセス動作Ａが検知された際に、外部アクセス検知パルスＡＴＤがアクセス計
数回路２１ａに供給されると、アクセス計数回路２１ａは、外部アクセス回数を＋１だけ
カウントアップするとともに、その外部アクセス回数のデータをリフレッシュ制御回路２
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２に供給する。また、外部アクセス動作Ａが検知された際に、外部アクセス検知パルスＡ
ＴＤがリフレッシュ判定回路２７に供給されると、リフレッシュ判定回路２７は、アクセ
ス制御回路２５ａが内部アクセス動作状態またはリフレッシュ動作状態であるかを判定す
る。
【００５６】
　ここで、外部アクセス検知パルスＡＴＤが供給された際に、アクセス制御回路２５ａが
、内部アクセス動作状態およびリフレッシュ動作状態のどちらでもない場合には、外部ア
クセス動作の間にリフレッシュ動作を行うことを許可するために、リフレッシュ判定回路
２７は、リフレッシュ判定信号ＲｅｆＥをＨレベルに設定する。一方、外部アクセス検知
回路２０ａから外部アクセス検知パルスＡＴＤが供給された際に、アクセス制御回路２５
ａが、内部アクセス動作状態またはリフレッシュ動作状態のいずれかである場合には、外
部アクセス動作の間にリフレッシュ動作を行うと、次の外部アクセス動作に対応する内部
アクセス動作が、外部アクセス動作に対して大幅に遅延する可能性が高い。したがって、
外部アクセス動作の間にリフレッシュ動作を行わないように、リフレッシュ判定回路２７
は、リフレッシュ判定信号ＲｅｆＥをＬレベルに設定する。
【００５７】
　ここで、外部アクセス動作Ａが検知された時点では、内部アクセス動作状態およびリフ
レッシュ動作状態のどちらも行っていないので、リフレッシュ判定回路２７は、リフレッ
シュ判定信号ＲｅｆＥをＨレベルに立ち上げる。そして、このリフレッシュ判定信号Ｒｅ
ｆＥは、次の外部アクセス動作が外部アクセス検知回路２０ａにより検知されるまで、Ｈ
レベルに保持される。
【００５８】
　そして、外部アクセス動作Ａが検知された際に、外部アクセス検知パルスＡＴＤがアク
セス制御回路２５ａに供給されると、アクセス制御回路２５ａは、内部アクセス動作状態
およびリフレッシュ動作状態のどちらでもないので、内部クロック生成回路２４により、
外部アクセス動作の最短期間（たとえば、７０ｎｓｅｃ）よりも短い周期（たとえば、６
０ｎｓｅｃ）を有する内部クロックＩＣＬＫ１を１周期分生成する。そして、その内部ク
ロックＩＣＬＫ１の１周期分の間に、アクセス制御回路２５ａは、第１実施形態と同様の
内部アクセス動作Ａを行う。
【００５９】
　次に、内部クロックＩＣＬＫ１が１周期分終了して、内部アクセス動作Ａが終了した時
点では、リフレッシュ判定信号ＲｅｆＥがＨレベルに保持されている。また、リフレッシ
ュ制御回路２２からアクセス制御回路２５ａには、リフレッシュ要求信号が供給されてい
る。これにより、アクセス制御回路２５ａは、内部クロック生成回路２４によって、リフ
レッシュ動作のための内部クロックＩＣＬＫ２を１周期分生成するとともに、リフレッシ
ュ信号をリフレッシュ制御回路２２に供給する。この結果、リフレッシュ動作状態になる
。そして、リフレッシュ制御回路２２には、リフレッシュ分割制御回路２３から３つに分
割されたリフレッシュ動作のうち１つ目のサイクルである読出し動作ＲＦＲＤのみを要求
する分割信号が出力されているので、リフレッシュ制御回路２２は、読出し動作ＲＦＲＤ
を行って、ラッチ列１４にワード線ＷＬ（たとえば、ワード線ＷＬ１）のデータが保持さ
れる。なお、読出し動作ＲＦＲＤは、上記した第１実施形態と同様に行われる。また、ア
クセス制御回路２５ａは、リフレッシュ動作の読出し動作ＲＦＲＤが終了した後は、次の
外部アクセス動作Ｂが開始されるまで待機状態となる。
【００６０】
　次に、外部アクセス動作Ｂ（図９参照）が開始されると、外部アドレス信号が外部アク
セス検知回路２０ａに検知される。これにより、外部アクセス検知回路２０ａは、外部ア
クセス検知パルスＡＴＤを生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＡＴＤをアク
セス計数回路２１ａ、リフレッシュ判定回路２７およびアクセス制御回路２５ａに供給す
る。そして、外部アクセス動作Ｂが検知された際に、外部アクセス検知パルスＡＴＤがア
クセス計数回路２１ａに供給されると、アクセス計数回路２１ａは外部アクセス回数を＋
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１だけカウントアップして、その外部アクセス回数のデータをリフレッシュ制御回路２２
に供給する。また、外部アクセス動作Ｂが検知された際に、外部アクセス検知パルスＡＴ
Ｄがリフレッシュ判定回路２７に供給されると、リフレッシュ判定回路２７は、アクセス
制御回路２５ａが内部アクセス動作状態またはリフレッシュ動作状態であるかを判定する
。外部アクセス動作Ｂが検知された時点では、内部アクセス動作およびリフレッシュ動作
のどちらも行っていないので、リフレッシュ判定回路２７は、リフレッシュ判定信号Ｒｅ
ｆＥをＨレベルに立ち上げた状態のまま保持する。
【００６１】
　そして、外部アクセス動作Ｂが検知された際に、外部アクセス検知パルスＡＴＤがリフ
レッシュ判定回路２７に供給されると、アクセス制御回路２５ａは、内部アクセス動作状
態およびリフレッシュ動作状態のどちらでもないので、アクセス制御回路２５ａは、内部
クロック生成回路２４によって、内部アクセス動作のための内部クロックＩＣＬＫ１を１
周期分生成する。そして、その内部クロックＩＣＬＫ１の１周期の間に、アクセス制御回
路２５ａは、内部アクセス動作Ｂを行う。そして、内部アクセス動作Ｂが終了すると、ア
クセス制御回路２５ａは、リフレッシュ判定信号ＲｅｆＥがＨレベルなので、リフレッシ
ュ動作のための内部クロックＩＣＬＫ２を１周期分生成するとともに、リフレッシュ制御
回路２２にリフレッシュ信号を供給する。ここで、リフレッシュ制御回路２２には、リフ
レッシュ分割制御回路２３から３つに分割されたリフレッシュ動作のうち２つ目のサイク
ルである第１再書込み動作ＲＦＲＳ１のみを要求する分割信号が出力されているので、リ
フレッシュ制御回路２２は、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１を行う。なお、第１再書込み動
作ＲＦＲＳ１は、第１実施形態と同様に行われる。また、アクセス制御回路２５ａは、リ
フレッシュ動作の第１再書込み動作ＲＦＲＳ１が終了した後は、次の外部アクセス動作Ｃ
が開始されるまで待機状態となる。
【００６２】
　次に、外部アクセス動作Ｃ（図９参照）が開始されると、外部アドレス信号が外部アク
セス検知回路２０ａに検知される。これにより、外部アクセス検知回路２０ａは、外部ア
クセス検知パルスＡＴＤを生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＡＴＤをアク
セス計数回路２１ａ、リフレッシュ判定回路２７およびアクセス制御回路２５ａに供給す
る。そして、外部アクセス動作Ｃが検知された際に、外部アクセス検知パルスＡＴＤがア
クセス計数回路２１ａに供給されると、アクセス計数回路２１ａは外部アクセス回数を＋
１だけカウントアップするとともに、その外部アクセス回数のデータをリフレッシュ制御
回路２２に供給する。また、外部アクセス動作Ｃが検知された際に、外部アクセス検知パ
ルスＡＴＤがリフレッシュ判定回路２７に供給されると、リフレッシュ判定回路２７は、
アクセス制御回路２５ａが内部アクセス動作状態またはリフレッシュ動作状態であるかを
判定する。外部アクセス動作Ｃが検知された時点では、内部アクセス動作およびリフレッ
シュ動作のどちらも行っていないので、リフレッシュ判定回路２７は、リフレッシュ判定
信号ＲｅｆＥをＨレベルに立ち上げた状態を保持する。
【００６３】
　そして、外部アクセス動作Ｃが検知された際に、外部アクセス検知パルスＡＴＤがリフ
レッシュ判定回路２７に供給されると、リフレッシュ判定回路２７は、アクセス制御回路
２５ａが内部アクセス動作状態およびリフレッシュ動作状態のどちらでもないので、アク
セス制御回路２５ａは、内部クロック生成回路２４によって、内部アクセス動作のための
内部クロックＩＣＬＫ１を１周期分生成する。そして、その内部クロックＩＣＬＫ１の１
周期の間に、アクセス制御回路２５ａは、内部アクセス動作Ｃを行う。そして、内部アク
セス動作Ｃが終了すると、アクセス制御回路２５ａは、リフレッシュ判定信号ＲｅｆＥが
Ｈレベルなので、リフレッシュ動作のための内部クロックＩＣＬＫ２を１周期分生成する
とともに、リフレッシュ制御回路２２にリフレッシュ信号を供給する。ここで、リフレッ
シュ制御回路２２には、リフレッシュ分割制御回路２３から３つに分割されたリフレッシ
ュ動作のうち３つ目のサイクルである第２再書込み動作ＲＦＲＳ２のみを要求する分割信
号が出力されているので、リフレッシュ制御回路２２は、第２再書込み動作ＲＦＲＳ２を
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行う。なお、第２再書込み動作ＲＦＲＳ２は、第１実施形態と同様に行われる。
【００６４】
　次に、外部アクセス動作Ｄ（図９参照）が開始されると、外部アドレス信号が外部アク
セス検知回路２０ａに検知される。これにより、外部アクセス検知回路２０ａは、外部ア
クセス検知パルスＡＴＤを生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＡＴＤをアク
セス計数回路２１ａ、リフレッシュ判定回路２７およびアクセス制御回路２５ａに供給す
る。そして、外部アクセス検知パルスＡＴＤがアクセス計数回路２１ａに供給されると、
アクセス計数回路２１ａは、外部アクセス回数を＋１だけカウントアップするとともに、
その外部アクセス回数のデータをリフレッシュ制御回路２２に供給する。また、外部アク
セス動作Ｄが検知された際に、外部アクセス検知パルスＡＴＤがリフレッシュ判定回路２
７に供給されると、リフレッシュ判定回路２７は、アクセス制御回路２５ａが内部アクセ
ス状態またはリフレッシュ動作状態であるかを判定する。外部アクセス動作Ｄが検知され
た時点では、アクセス制御回路２５ａがリフレッシュ動作の第２再書込み動作ＲＦＲＳ２
を行っているので、リフレッシュ判定回路２７は、リフレッシュ判定信号ＲｅｆＥをＬレ
ベルに立ち下げる。
【００６５】
　そして、外部アクセス動作Ｄが検知された際に、外部アクセス検知パルスＡＴＤがアク
セス制御回路２５ａに供給されても、１つ前の外部アクセス動作Ｃの期間に開始されたリ
フレッシュ動作の第２再書込み動作ＲＦＲＳ２がまだ終了していない。これにより、アク
セス制御回路２５ａは、内部クロックＩＣＬＫ１を生成しないので、内部アクセス動作Ｄ
も行わない。外部アクセス動作Ｃの期間に開始された第２再書込み動作ＲＦＲＳ２が終了
すると、アクセス制御回路２５ａは、内部クロックＩＣＬＫ１を１周期分生成して内部ア
クセス動作Ｄを開始する。そして、内部クロックＩＣＬＫ１の１周期分の間、アクセス制
御回路２５ａは、内部アクセス動作Ｄを行う。ここで、この第２実施形態では、内部クロ
ックＩＣＬＫ１が１周期分終了して、内部アクセス動作Ｄが終了した場合にも、リフレッ
シュ判定信号ＲｅｆＥがＬレベルであるので、アクセス制御回路２５ａは、リフレッシュ
動作を行うことなく、次の外部アクセス動作Ｅまで待機状態になる。
【００６６】
　以下、図２に示した１２８本のワード線ＷＬ１～ワード線ＷＬ１２８の全てがリフレッ
シュされるまで、上記と同様の動作によってリフレッシュ動作の読出し動作ＲＦＲＤ、第
１再書込み動作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２が繰り返される。そして、
全てのワード線ＷＬ１～ワード線ＷＬ１２８がリフレッシュされることによって、リフレ
ッシュ動作が終了する。そして、その後は、内部アクセス動作のみが繰り返し行われる。
そして、前回のリフレッシュ要求信号に応じてリフレッシュ動作が開始されてからカウン
トして所定回数（たとえば、１０６回）行われた際に、アクセス計数回路２１ａにより供
給される外部アクセス回数に基づいて、リフレッシュ制御回路２２がアクセス制御回路２
５ａにリフレッシュ要求信号を供給する。そして、再び同様の動作によってリフレッシュ
動作が、全てのワード線ＷＬ１～ワード線ＷＬ１２８について行われる。
【００６７】
　第２実施形態では、上記のように、外部アクセス検知回路２０ａにより外部アクセス動
作が検知されたことと、アクセス制御回路２５ａの動作状態とに基づいて、リフレッシュ
動作を行うかどうかを判定するリフレッシュ判定回路２７を設けることにより、外部アク
セス動作が周期的に行われていない場合でも、外部アクセス動作が行われた際に、リフレ
ッシュ判定回路２７により、アクセス制御回路２５ａの動作状態に基づいて、リフレッシ
ュ動作を行うかどうかの判定を行うことができる。これにより、外部アクセス動作が周期
的に行われるメモリのみならず、第２実施形態のような外部アクセス動作が非周期的に行
われるメモリにおいても、アクセス制御回路２５ａにより、リフレッシュ判定回路２７の
判定に基づいて、内部アクセス動作と競合することなく、分割されたリフレッシュ動作を
行うことができる。
【００６８】
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　なお、第２実施形態のその他の効果は上記第１実施形態と同様である。
【００６９】
　（第３実施形態）
　図１０は、本発明の第３実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作制
御回路の構成を説明するためのブロック図である。図１０を参照して、この第３実施形態
では、上記第２実施形態とは異なり、外部クロックに同期して外部アクセス動作が行われ
る単純マトリックス型の強誘電体メモリの場合の構成について説明する。また、この第３
実施形態では、上記第１実施形態と異なり、内部アクセス動作の期間（たとえば、６０ｎ
ｓｅｃ）と、リフレッシュ動作の読出し動作ＲＦＲＤ、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１およ
び第２再書込み動作ＲＦＲＳ２の期間（たとえば、２０ｎｓｅｃ）との和が外部クロック
の期間（たとえば、６５ｎｓｅｃ）よりも長くなるように設定される場合について説明す
る。
【００７０】
　この第３実施形態による強誘電体メモリでは、図１０に示すように、動作制御回路２ｂ
は、外部アクセス検知回路２０ｂと、アクセス計数回路（カウンタ）２１と、リフレッシ
ュ制御回路２２と、リフレッシュ分割制御回路２３と、内部クロック生成回路２４を有す
るアクセス制御回路２５ｂと、リフレッシュ判定回路２７ａとを含んでいる。なお、外部
アクセス検知回路２０ｂ、アクセス制御回路２５ｂおよびリフレッシュ判定回路２７ａは
、それぞれ、本発明の「外部アクセス検知手段」、「アクセス制御手段」および「リフレ
ッシュ判定手段」の一例である。また、外部アクセス動作が行われる際に、外部クロック
ＥＣＬＫが供給されると、外部アクセス検知回路２０ｂは、外部アクセス検知パルスＣＭ
Ｄを、アクセス計数回路２１と、アクセス制御回路２５ｂと、リフレッシュ判定回路２７
ａとに出力する機能を有する。また、アクセス制御回路２５ｂは、リフレッシュ制御回路
２２からのリフレッシュ要求信号およびリフレッシュ判定回路２７ａからのリフレッシュ
判定信号ＲｅｆＥを受けて、内部アクセス動作終了後にリフレッシュ動作を行う場合には
、リフレッシュ動作のための内部クロックＩＣＬＫ２を内部クロック生成回路２４によっ
て生成する機能を有する。なお、上記以外の機能については、アクセス制御回路２５ｂは
、第１実施形態のアクセス制御回路２５と同様の機能を有する。
【００７１】
　また、リフレッシュ判定回路２７ａは、外部アクセス動作が検知された際に、外部アク
セス検知回路２０ｂから外部アクセス検知パルスＣＭＤが供給されると、アクセス制御回
路２５ｂの動作状態に基づいて、ＨレベルまたはＬレベルのリフレッシュ判定信号Ｒｅｆ
Ｅを出力するように構成されている。なお、アクセス計数回路（カウンタ）２１、リフレ
ッシュ制御回路２２およびリフレッシュ分割制御回路２３は、第１実施形態と同様の構成
を有する。また、外部クロックＥＣＬＫの周期（たとえば、６５ｎｓｅｃ）は、内部クロ
ックＩＣＬＫ１の周期（たとえば、６０ｎｓｅｃ）および内部クロックＩＣＬＫ２の周期
（たとえば、２０ｎｓｅｃ）よりも長くなるように設定される。
【００７２】
　なお、第３実施形態のその他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【００７３】
　図１１は、本発明の第３実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作を
説明するための電圧波形図である。次に、図１、図１０および図１１を参照して、本発明
の第３実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作について説明する。な
お、この動作説明では、図１１における外部アクセス動作Ａが行われる前の外部アクセス
動作において、アクセス計数回路２１によりカウントされた外部アクセス回数が、リフレ
ッシュ動作によりデータのディスターブを抑制可能な所定回数（たとえば、１０６回）に
達して、リフレッシュ制御回路２２からアクセス制御回路２５ｂにリフレッシュ要求信号
が出力されているものとする。
【００７４】
　まず、図１０および図１１に示すように、外部アクセス検知回路２０ｂが、外部アクセ
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ス動作Ａの外部クロックＥＣＬＫを検知すると、外部アクセス検知回路２０ｂは、外部ア
クセス検知パルスＣＭＤを生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤをアク
セス計数回路２１、アクセス制御回路２５ｂおよびリフレッシュ判定回路２７ａに供給す
る。そして、外部アクセス動作Ａが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがア
クセス計数回路２１に供給されると、アクセス計数回路２１は、外部アクセス回数を＋１
だけカウントアップするとともに、その外部アクセス回数のデータをリフレッシュ制御回
路２２に供給する。また、外部アクセス動作Ａが検知された際に、外部アクセス検知パル
スＣＭＤがリフレッシュ判定回路２７ａに供給されると、リフレッシュ判定回路２７ａは
、アクセス制御回路２５ｂが内部アクセス動作状態またはリフレッシュ動作状態であるか
を判定する。
【００７５】
　ここで、外部アクセス動作Ａが検知された時点では、内部アクセス動作状態およびリフ
レッシュ動作状態のどちらも行っていないので、リフレッシュ判定回路２７ａは、リフレ
ッシュ判定信号ＲｅｆＥをＨレベルに立ち上げる。そして、このリフレッシュ判定信号Ｒ
ｅｆＥは、次の外部アクセス動作が外部アクセス検知回路２０ｂにより検知されるまで、
Ｈレベルに保持される。
【００７６】
　そして、外部アクセス動作Ａが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５ｂに供給されると、アクセス制御回路２５ｂは、内部アクセス動作状態
およびリフレッシュ動作状態のどちらでもないので、内部クロック生成回路２４により、
外部アクセス動作の周期（たとえば、６５ｎｓｅｃ）よりも短い周期（たとえば、６０ｎ
ｓｅｃ）を有する内部クロックＩＣＬＫ１を１周期分生成する。そして、その内部クロッ
クＩＣＬＫ１の１周期分の間に、アクセス制御回路２５ｂは、第１実施形態と同様の内部
アクセス動作Ａを行う。
【００７７】
　次に、内部クロックＩＣＬＫ１が１周期分終了して、内部アクセス動作Ａが終了した時
点では、リフレッシュ判定信号ＲｅｆＥがＨレベルに保持されている。また、リフレッシ
ュ制御回路２２からアクセス制御回路２５ｂには、リフレッシュ要求信号が供給されてい
る。これにより、アクセス制御回路２５ｂは、内部クロック生成回路２４によって、リフ
レッシュ動作のための内部クロックＩＣＬＫ２を１周期分生成するとともに、リフレッシ
ュ信号をリフレッシュ制御回路２２に供給する。この結果、リフレッシュ動作状態になる
。そして、リフレッシュ制御回路２２には、リフレッシュ分割制御回路２３から３つに分
割されたリフレッシュ動作のうち１つ目のサイクルである読出し動作ＲＦＲＤのみを要求
する分割信号が出力されているので、リフレッシュ制御回路２２は、読出し動作ＲＦＲＤ
を行って、ラッチ列１４にはワード線ＷＬ（たとえば、ワード線ＷＬ１）のデータが保持
される。なお、読出し動作ＲＦＲＤは、第１実施形態と同様に行われる。
【００７８】
　次に、外部アクセス動作Ｂ（図１１参照）が開始されると、外部クロックＥＣＬＫが外
部アクセス検知回路２０ｂに検知される。これにより、外部アクセス検知回路２０ｂは、
外部アクセス検知パルスＣＭＤを生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤ
をアクセス計数回路２１、アクセス制御回路２５ｂおよびリフレッシュ判定回路２７ａに
供給する。そして、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアクセス計数回路２１に供給される
と、アクセス計数回路２１は、外部アクセス回数を＋１だけカウントアップするとともに
、その外部アクセス回数のデータをリフレッシュ制御回路２２に供給する。また、外部ア
クセス動作Ｂが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがリフレッシュ判定回路
２７ａに供給されると、リフレッシュ判定回路２７ａは、アクセス制御回路２５ｂが内部
アクセス状態またはリフレッシュ動作状態であるかを判定する。外部アクセス動作Ｂが検
知された時点では、アクセス制御回路２５ｂがリフレッシュ動作の読出し動作ＲＦＲＤを
行っているので、リフレッシュ判定回路２７ａは、リフレッシュ判定信号ＲｅｆＥをＬレ
ベルに立ち下げる。



(19) JP 4362573 B2 2009.11.11

10

20

30

40

50

【００７９】
　そして、外部アクセス動作Ｂが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５ｂに供給されても、１つ前の外部アクセス動作Ａの期間に開始されたリ
フレッシュ動作の読出し動作ＲＦＲＤがまだ終了していない。これにより、アクセス制御
回路２５ｂは、内部クロックＩＣＬＫ１を生成しないので、内部アクセス動作Ｂも行わな
い。外部アクセス動作Ａの期間に開始された読出し動作ＲＦＲＤが終了すると、アクセス
制御回路２５ｂは、内部クロックＩＣＬＫ１を１周期分生成して内部アクセス動作Ｂを開
始する。そして、内部クロックＩＣＬＫ１の１周期分の間、アクセス制御回路２５ｂは、
内部アクセス動作Ｂを行う。
【００８０】
　次に、外部アクセス動作Ｃ（図１１参照）が開始されると、外部クロックＥＣＬＫが外
部アクセス検知回路２０ｂに検知される。これにより、外部アクセス検知回路２０ｂは、
外部アクセス検知パルスＣＭＤを生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤ
をアクセス計数回路２１、アクセス制御回路２５ｂおよびリフレッシュ判定回路２７ａに
供給する。そして、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアクセス計数回路２１に供給される
と、アクセス計数回路２１は、外部アクセス回数を＋１だけカウントアップするとともに
、その外部アクセス回数のデータをリフレッシュ制御回路２２に供給する。また、外部ア
クセス動作Ｃが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがリフレッシュ判定回路
２７ａに供給されると、リフレッシュ判定回路２７ａは、アクセス制御回路２５ｂが内部
アクセス状態またはリフレッシュ動作状態であるかを判定する。外部アクセス動作Ｃが検
知された時点では、アクセス制御回路２５ｂが内部アクセス動作Ｂを行っているので、リ
フレッシュ判定回路２７ａは、リフレッシュ判定信号ＲｅｆＥをＬレベルで保持する。
【００８１】
　そして、外部アクセス動作Ｃが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５ｂに供給されても、内部アクセス動作Ｂがまだ終了していない。これに
より、アクセス制御回路２５ｂは、内部クロックＩＣＬＫ１を生成しないので、内部アク
セス動作Ｃも行わない。内部アクセス動作Ｂが終了すると、リフレッシュ判定信号Ｒｅｆ
ＥがＬレベルなのでリフレッシュ動作は行わずに、アクセス制御回路２５ｂは、内部クロ
ックＩＣＬＫ１を１周期分生成して内部アクセス動作Ｃを開始する。そして、内部クロッ
クＩＣＬＫ１の１周期分の間、アクセス制御回路２５ｂは、内部アクセス動作Ｃを行う。
【００８２】
　次に、外部アクセス動作Ｄ（図１１参照）が開始されると、外部クロックＥＣＬＫが外
部アクセス検知回路２０ｂに検知される。これにより、外部アクセス検知回路２０ｂは、
外部アクセス検知パルスＣＭＤを生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤ
をアクセス計数回路２１、アクセス制御回路２５ｂおよびリフレッシュ判定回路２７ａに
供給する。そして、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアクセス計数回路２１に供給される
と、アクセス計数回路２１は、外部アクセス回数を＋１だけカウントアップするとともに
、その外部アクセス回数のデータをリフレッシュ制御回路２２に供給する。また、外部ア
クセス動作Ｄが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがリフレッシュ判定回路
２７ａに供給されると、リフレッシュ判定回路２７ａは、アクセス制御回路２５ｂが内部
アクセス状態またはリフレッシュ動作状態であるかを判定する。外部アクセス動作Ｄが検
知された時点では、アクセス制御回路２５ｂが内部アクセス動作Ｃを行っているので、リ
フレッシュ判定回路２７ａは、リフレッシュ判定信号ＲｅｆＥをＬレベルで保持する。
【００８３】
　そして、外部アクセス動作Ｄが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５ｂに供給されても、内部アクセス動作Ｃがまだ終了していない。これに
より、アクセス制御回路２５ｂは、内部クロックＩＣＬＫ１を生成しないので、内部アク
セス動作Ｄも行わない。内部アクセス動作Ｃが終了すると、リフレッシュ判定信号Ｒｅｆ
ＥがＬレベルなのでリフレッシュ動作は行わずに、アクセス制御回路２５ｂは、内部クロ
ックＩＣＬＫ１を１周期分生成して内部アクセス動作Ｄを開始する。そして、内部クロッ
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クＩＣＬＫ１の１周期分の間、アクセス制御回路２５ｂは、内部アクセス動作Ｄを行う。
そして、内部アクセス動作Ｄが外部アクセス動作Ｄの周期内に終了する。
【００８４】
　次に、外部アクセス動作Ｅ（図１１参照）が開始されると、外部クロックＥＣＬＫが外
部アクセス検知回路２０ｂに検知される。これにより、外部アクセス検知回路２０ｂは、
外部アクセス検知パルスＣＭＤを生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤ
をアクセス計数回路２１、アクセス制御回路２５ｂおよびリフレッシュ判定回路２７ａに
供給する。そして、外部アクセス動作Ｅが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭ
Ｄがアクセス計数回路２１に供給されると、アクセス計数回路２１は、外部アクセス回数
を＋１だけカウントアップするとともに、その外部アクセス回数のデータをリフレッシュ
制御回路２２に供給する。また、外部アクセス動作Ｅが検知された際に、外部アクセス検
知パルスＣＭＤがリフレッシュ判定回路２７ａに供給されると、リフレッシュ判定回路２
７ａは、アクセス制御回路２５ｂが内部アクセス動作状態またはリフレッシュ動作状態で
あるかを判定する。
【００８５】
　ここで、外部アクセス動作Ｅが検知された時点では、内部アクセス動作状態およびリフ
レッシュ動作状態のどちらも行っていないので、リフレッシュ判定回路２７ａは、リフレ
ッシュ判定信号ＲｅｆＥをＨレベルに立ち上げる。そして、このリフレッシュ判定信号Ｒ
ｅｆＥは、次の外部アクセス動作が外部アクセス検知回路２０ｂにより検知されるまで、
Ｈレベルに保持される。
【００８６】
　そして、外部アクセス動作Ｅが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５ｂに供給されると、アクセス制御回路２５ｂは、内部アクセス動作状態
およびリフレッシュ動作状態のどちらでもないので、内部クロック生成回路２４により、
内部クロックＩＣＬＫ１を１周期分生成する。そして、その内部クロックＩＣＬＫ１の１
周期分の間に、アクセス制御回路２５ｂは、内部アクセス動作Ｅを行う。
【００８７】
　次に、内部クロックＩＣＬＫ１が１周期分終了して、内部アクセス動作Ｅが終了した時
点では、リフレッシュ判定信号ＲｅｆＥがＨレベルに保持されている。また、リフレッシ
ュ制御回路２２からアクセス制御回路２５ｂには、リフレッシュ要求信号が供給されてい
る。これにより、アクセス制御回路２５ｂは、内部クロック生成回路２４によって、リフ
レッシュ動作のための内部クロックＩＣＬＫ２を１周期分生成するとともに、リフレッシ
ュ信号をリフレッシュ制御回路２２に供給する。この結果、リフレッシュ動作状態になる
。そして、リフレッシュ制御回路２２には、リフレッシュ分割制御回路２３から３つに分
割されたリフレッシュ動作のうち２つ目のサイクルである第１再書込み動作ＲＦＲＳ１の
みを要求する分割信号が出力されているので、リフレッシュ制御回路２２は、第１再書込
み動作ＲＦＲＳ１を行って、読出し動作ＲＦＲＤによってラッチ列１４に記憶されたデー
タのうちデータ「Ｈ」が再書き込みされる。なお、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１は、第１
実施形態と同様に行われる。
【００８８】
　以下、図２に示した１２８本のワード線ＷＬ１～ワード線ＷＬ１２８の全てがリフレッ
シュされるまで、上記と同様の動作によってリフレッシュ動作の読出し動作ＲＦＲＤ、第
１再書込み動作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２が繰り返される。そして、
全てのワード線ＷＬ１～ワード線ＷＬ１２８がリフレッシュされることによって、リフレ
ッシュ動作が終了する。そして、その後は、内部アクセス動作のみが繰り返し行われる。
そして、前回のリフレッシュ要求信号に応じてリフレッシュ動作が開始されてからカウン
トして所定回数（たとえば、１０６回）行われた際に、アクセス計数回路２１により供給
される外部アクセス回数に基づいて、リフレッシュ制御回路２２がアクセス制御回路２５
ｂにリフレッシュ要求信号を供給する。そして、再び同様の動作によってリフレッシュ動
作が、全てのワード線ＷＬ１～ワード線ＷＬ１２８について行われる。
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【００８９】
　第３実施形態では、上記のように、外部アクセス動作が、外部クロックＥＣＬＫに同期
して周期的に行われるメモリにも第２実施形態のリフレッシュ判定回路２７を適用するこ
とができる。
【００９０】
　なお、第３実施形態のその他の効果は上記第２実施形態と同様である。
【００９１】
　（第４実施形態）
　図１２は、本発明の第４実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作制
御回路の構成を説明するためのブロック図である。図１２を参照して、この第４実施形態
では、上記第１実施形態～第３実施形態とは異なり、外部アクセス数に依存することなく
外部アクセス動作が行われる単純マトリックス型の強誘電体メモリの場合の構成について
説明する。
【００９２】
　この第４実施形態による強誘電体メモリでは、図１２に示すように、動作制御回路２ｂ
は、外部アクセス検知回路２０ｃと、リフレッシュ制御回路２２ａと、リフレッシュ分割
制御回路２３と、内部クロック生成回路２４を有するアクセス制御回路２５ｃと、リフレ
ッシュ判定回路２７ａとを含んでいる。なお、外部アクセス検知回路２０ｃ、リフレッシ
ュ制御回路２２ａおよびアクセス制御回路２５ｃは、それぞれ、本発明の「外部アクセス
検知手段」、「リフレッシュ制御手段」および「アクセス制御手段」の一例である。また
、外部アクセス動作が行われる際に、外部クロックＥＣＬＫが供給されると、外部アクセ
ス検知回路２０ｃは、外部アクセス検知パルスＣＭＤを、アクセス制御回路２５ｃとリフ
レッシュ判定回路２７ａとに出力する機能を有する。
【００９３】
　また、アクセス制御回路２５ｃは、リフレッシュ判定回路２７ａからのリフレッシュ判
定信号ＲｅｆＥを受けて、内部アクセス動作終了後にリフレッシュ動作を行う場合には、
リフレッシュ動作のための内部クロックＩＣＬＫ２を内部クロック生成回路２４によって
生成する機能を有する。上記以外の機能については、アクセス制御回路２５ｃは、第１実
施形態のアクセス制御回路２５と同様の機能を有する。また、この第４実施形態では、第
１～第３実施形態と異なり、リフレッシュ制御回路２２ａに、リフレッシュ要求信号が入
力されることはない。なお、リフレッシュ分割制御回路２３は、第１実施形態と同様の構
成を有する。また、リフレッシュ判定回路２７ａは、第３実施形態と同様の構成を有する
。
【００９４】
　なお、第４実施形態のその他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【００９５】
　図１３は、本発明の第４実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作を
説明するための電圧波形図である。次に、図１、図１２および図１３を参照して、本発明
の第４実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作について説明する。
【００９６】
　まず、図１２および図１３に示すように、外部アクセス検知回路２０ｃが、外部アクセ
ス動作Ａの外部クロックＥＣＬＫを検知すると、外部アクセス検知回路２０ｃは、外部ア
クセス検知パルスＣＭＤを生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤを、ア
クセス制御回路２５ｂおよびリフレッシュ判定回路２７ａに供給する。また、外部アクセ
ス動作Ａが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがリフレッシュ判定回路２７
ａに供給されると、リフレッシュ判定回路２７ａは、アクセス制御回路２５ｃが内部アク
セス動作状態またはリフレッシュ動作状態であるかを判定する。
【００９７】
　ここで、外部アクセス動作Ａが検知された時点では、内部アクセス動作状態およびリフ
レッシュ動作状態のどちらも行っていないので、リフレッシュ判定回路２７ａは、リフレ
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ッシュ判定信号ＲｅｆＥをＨレベルに立ち上げる。そして、このリフレッシュ判定信号Ｒ
ｅｆＥは、次の外部アクセス動作が外部アクセス検知回路２０ｃにより検知されるまで、
Ｈレベルに保持される。
【００９８】
　そして、外部アクセス動作Ａが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５ｃに供給されると、アクセス制御回路２５ｃは、内部アクセス動作状態
およびリフレッシュ動作状態のどちらでもないので、内部クロック生成回路２４により、
外部アクセス動作の周期（たとえば、６３ｎｓｅｃ）よりも短い周期（たとえば、６０ｎ
ｓｅｃ）を有する内部クロックＩＣＬＫ１を１周期分生成する。そして、その内部クロッ
クＩＣＬＫ１の１周期分の間に、アクセス制御回路２５ｃは、第１実施形態と同様の内部
アクセス動作Ａを行う。
【００９９】
　次に、内部クロックＩＣＬＫ１が１周期分終了して、内部アクセス動作Ａが終了した時
点では、リフレッシュ判定信号ＲｅｆＥがＨレベルに保持されている。これにより、アク
セス制御回路２５ｃは、内部クロック生成回路２４によって、リフレッシュ動作のための
内部クロックＩＣＬＫ２を１周期分生成するとともに、リフレッシュ信号をリフレッシュ
制御回路２２ａに供給する。この結果、リフレッシュ動作状態になる。そして、リフレッ
シュ制御回路２２ａには、リフレッシュ分割制御回路２３から３つに分割されたリフレッ
シュ動作のうち１つ目のサイクルである読出し動作ＲＦＲＤのみを要求する分割信号が出
力されているので、リフレッシュ制御回路２２は、読出し動作ＲＦＲＤを行って、ラッチ
列１４にはワード線ＷＬ（たとえば、ワード線ＷＬ１）のデータが保持される。なお、読
出し動作ＲＦＲＤは、第１実施形態と同様に行われる。
【０１００】
　次に、外部アクセス動作Ｂが開始されると、外部クロックＥＣＬＫが外部アクセス検知
回路２０ｃに検知される。これにより、外部アクセス検知回路２０ｃは、外部アクセス検
知パルスＣＭＤを生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤを、アクセス制
御回路２５ｃおよびリフレッシュ判定回路２７ａに供給する。そして、外部アクセス動作
Ｂが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがリフレッシュ判定回路２７ａに供
給されると、リフレッシュ判定回路２７ａは、アクセス制御回路２５ｃが内部アクセス状
態またはリフレッシュ動作状態であるかを判定する。外部アクセス動作Ｂが検知された時
点では、アクセス制御回路２５ｃがリフレッシュ動作の読出し動作ＲＦＲＤを行っている
ので、リフレッシュ判定回路２７ａは、リフレッシュ判定信号ＲｅｆＥをＬレベルに立ち
下げる。
【０１０１】
　そして、外部アクセス動作Ｂが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５ｃに供給されても、１つ前の外部アクセス動作Ａの期間に開始されたリ
フレッシュ動作の読出し動作ＲＦＲＤがまだ終了していない。これにより、アクセス制御
回路２５ｃは、内部クロックＩＣＬＫ１を生成しないので、内部アクセス動作Ｂも行わな
い。外部アクセス動作Ａの期間に開始された読出し動作ＲＦＲＤが終了すると、アクセス
制御回路２５ｃは、内部クロックＩＣＬＫ１を１周期分生成して内部アクセス動作Ｂを開
始する。そして、内部クロックＩＣＬＫ１の１周期分の間、アクセス制御回路２５ｃは、
内部アクセス動作Ｂを行う。
【０１０２】
　次に、外部アクセス動作Ｃが開始されると、外部クロックＥＣＬＫが外部アクセス検知
回路２０ｃに検知される。これにより、外部アクセス検知回路２０ｃは、外部アクセス検
知パルスＣＭＤを生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤをアクセス制御
回路２５ｃおよびリフレッシュ判定回路２７ａに供給する。そして、外部アクセス動作Ｃ
が検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがリフレッシュ判定回路２７ａに供給
されると、リフレッシュ判定回路２７ａは、アクセス制御回路２５ｃが内部アクセス状態
またはリフレッシュ動作状態であるかを判定する。外部アクセス動作Ｃが検知された時点
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では、アクセス制御回路２５ｂが内部アクセス動作Ｂを行っているので、リフレッシュ判
定回路２７ａは、リフレッシュ判定信号ＲｅｆＥをＬレベルで保持する。
【０１０３】
　そして、外部アクセス動作Ｃが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５ｃに供給されても、内部アクセス動作Ｂがまだ終了していない。これに
より、アクセス制御回路２５ｃは、内部クロックＩＣＬＫ１を生成しないので、内部アク
セス動作Ｃも行わない。内部アクセス動作Ｂが終了すると、リフレッシュ判定信号Ｒｅｆ
ＥがＬレベルなのでリフレッシュ動作は行わずに、アクセス制御回路２５ｃは、内部クロ
ックＩＣＬＫ１を１周期分生成して内部アクセス動作Ｃを開始する。そして、内部クロッ
クＩＣＬＫ１の１周期分の間、アクセス制御回路２５ｃは、内部アクセス動作Ｃを行う。
【０１０４】
　次に、外部アクセス動作Ｄが開始されると、外部クロックＥＣＬＫが外部アクセス検知
回路２０ｃに検知される。これにより、外部アクセス検知回路２０ｃは、外部アクセス検
知パルスＣＭＤを生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤを、アクセス制
御回路２５ｃおよびリフレッシュ判定回路２７ａに供給する。そして、外部アクセス動作
Ｄが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがリフレッシュ判定回路２７ａに供
給されると、リフレッシュ判定回路２７ａは、アクセス制御回路２５ｃが内部アクセス状
態またはリフレッシュ動作状態であるかを判定する。外部アクセス動作Ｄが検知された時
点では、アクセス制御回路２５ｃが内部アクセス動作Ｃを行っているので、リフレッシュ
判定回路２７ａは、リフレッシュ判定信号ＲｅｆＥをＬレベルで保持する。
【０１０５】
　そして、外部アクセス動作Ｄが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５ｃに供給されても、内部アクセス動作Ｃがまだ終了していない。これに
より、アクセス制御回路２５ｃは、内部クロックＩＣＬＫ１を生成しないので、内部アク
セス動作Ｄも行わない。内部アクセス動作Ｃが終了すると、リフレッシュ判定信号Ｒｅｆ
ＥがＬレベルなのでリフレッシュ動作は行わずに、アクセス制御回路２５ｃは、内部クロ
ックＩＣＬＫ１を１周期分生成して内部アクセス動作Ｄを開始する。そして、内部クロッ
クＩＣＬＫ１の１周期分の間、アクセス制御回路２５ｃは、内部アクセス動作Ｄを行う。
【０１０６】
　次に、外部アクセス動作Ｅが開始されると、外部クロックＥＣＬＫが外部アクセス検知
回路２０ｃに検知される。これにより、外部アクセス検知回路２０ｃは、外部アクセス検
知パルスＣＭＤを生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤを、アクセス制
御回路２５ｃおよびリフレッシュ判定回路２７ａに供給する。そして、外部アクセス動作
Ｅが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがリフレッシュ判定回路２７ａに供
給されると、リフレッシュ判定回路２７ａは、アクセス制御回路２５ｃが内部アクセス状
態またはリフレッシュ動作状態であるかを判定する。外部アクセス動作Ｅが検知された時
点では、アクセス制御回路２５ｃが内部アクセス動作Ｄを行っているので、リフレッシュ
判定回路２７ａは、リフレッシュ判定信号ＲｅｆＥをＬレベルで保持する。
【０１０７】
　そして、外部アクセス動作Ｅが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５ｃに供給されても、内部アクセス動作Ｄがまだ終了していない。これに
より、アクセス制御回路２５ｃは、内部クロックＩＣＬＫ１を生成しないので、内部アク
セス動作Ｅも行わない。内部アクセス動作Ｄが終了すると、リフレッシュ判定信号Ｒｅｆ
ＥがＬレベルなのでリフレッシュ動作は行わずに、アクセス制御回路２５ｃは、内部クロ
ックＩＣＬＫ１を１周期分生成して内部アクセス動作Ｅを開始する。そして、内部クロッ
クＩＣＬＫ１の１周期分の間、アクセス制御回路２５ｃは、内部アクセス動作Ｅを行う。
そして、内部アクセス動作Ｅが外部アクセス動作Ｅの周期内に終了する。
【０１０８】
　次に、外部アクセス動作Ｆが開始されると、外部クロックＥＣＬＫが外部アクセス検知
回路２０ｃに検知される。これにより、外部アクセス検知回路２０ｃは、外部アクセス検
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知パルスＣＭＤを生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤをアクセス制御
回路２５ｃおよびリフレッシュ判定回路２７ａに供給する。また、外部アクセス動作Ｆが
検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがリフレッシュ判定回路２７ａに供給さ
れると、リフレッシュ判定回路２７ａは、アクセス制御回路２５ｃが内部アクセス動作状
態またはリフレッシュ動作状態であるかを判定する。ここで、外部アクセス動作Ｆが検知
された時点では、内部アクセス動作状態およびリフレッシュ動作状態のどちらも行ってい
ないので、リフレッシュ判定回路２７ａは、リフレッシュ判定信号ＲｅｆＥをＨレベルに
立ち上げる。そして、このリフレッシュ判定信号ＲｅｆＥは、次の外部アクセス動作が外
部アクセス検知回路２０ｃにより検知されるまで、Ｈレベルに保持される。
【０１０９】
　そして、外部アクセス動作Ｆが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５ｃに供給されると、アクセス制御回路２５ｃは、内部アクセス動作状態
およびリフレッシュ動作状態のどちらでもないので、内部クロック生成回路２４により、
内部クロックＩＣＬＫ１を１周期分生成する。そして、その内部クロックＩＣＬＫ１の１
周期分の間に、アクセス制御回路２５ｃは、内部アクセス動作Ｆを行う。
【０１１０】
　次に、内部クロックＩＣＬＫ１が１周期分終了して、内部アクセス動作Ｆが終了した時
点では、リフレッシュ判定信号ＲｅｆＥがＨレベルに保持されている。これにより、アク
セス制御回路２５ｂは、内部クロック生成回路２４によって、リフレッシュ動作のための
内部クロックＩＣＬＫ２を１周期分生成するとともに、リフレッシュ信号をリフレッシュ
制御回路２２に供給する。この結果、リフレッシュ動作状態になる。そして、リフレッシ
ュ制御回路２２ａには、リフレッシュ分割制御回路２３から３つに分割されたリフレッシ
ュ動作のうち２つ目のサイクルである第１再書込み動作ＲＦＲＳ１のみを要求する分割信
号が出力されているので、リフレッシュ制御回路２２ａは、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１
を行って、読出し動作ＲＦＲＤによってラッチ列１４に記憶されたデータのうちデータ「
Ｈ」が再書き込みされる。なお、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１は、第１実施形態と同様に
行われる。
【０１１１】
　以下、図２に示した１２８本のワード線ＷＬ１～ワード線ＷＬ１２８の全てがリフレッ
シュされるまで、上記と同様の動作によってリフレッシュ動作の読出し動作ＲＦＲＤ、第
１再書込み動作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２が繰り返される。そして、
全てのワード線ＷＬ１～ワード線ＷＬ１２８がリフレッシュされると、また、ワード線Ｗ
Ｌ１からリフレッシュ動作を行う。
【０１１２】
　図１４は、リフレッシュ動作を行う外部アクセス動作の回数と、リフレッシュ動作電流
との関係を示す図である。以下、リフレッシュ動作を行うために必要な外部アクセス動作
の回数に対するリフレッシュ動作に要する電流について説明する。
【０１１３】
　ここで、外部アクセス回数がＮ回に達したときに、リフレッシュ要求信号を出力してリ
フレッシュを行う場合に、外部アクセス回数Ｌ回毎に分割されたリフレッシュ動作を行う
場合を考える。この場合、ワード線の本数をＭとすると、外部アクセス回数がＮ回行われ
た際に、３つに分割されたリフレッシュ動作は、合計で３Ｍ回行われる。したがって、外
部アクセス回数１回当たりに行われる分割されたリフレッシュ動作は、３Ｍ／Ｎ回となる
。したがって、１回の内部アクセス動作に要する消費電流をＩＣＣ０とすると、３つに分
割されたリフレッシュ動作１回当たりの消費電流はＩＣＣ０／３となるので、外部アクセ
ス動作１回当たりのリフレッシュ動作の消費電流は、（３Ｍ／Ｎ）・ＩＣＣ０／３＝（Ｍ
／Ｎ）・ＩＣＣ０となる。また、外部アクセス動作１回当たりに１回行われる内部アクセ
ス動作の消費電流はＩＣＣ０である。したがって、外部アクセス動作１回当たりの内部ア
クセス動作およびリフレッシュ動作に必要な消費電流ＩＣＣは、以下の式（１）のように
表すことができる。
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【０１１４】
　ＩＣＣ＝｛（Ｍ／Ｎ）＋１｝・ＩＣＣ０　　・・（１）
　また、リフレッシュ要求信号を出力することなく、常時、外部アクセス回数Ｌ回毎にリ
フレッシュ動作を行う場合は、外部アクセス回数Ｌ回に１回、３つに分割されたリフレッ
シュ動作が行われる。したがって、外部アクセス動作１回当たりに行われるリフレッシュ
動作は１／Ｌ回となる。また、３つに分割されたリフレッシュ動作の消費電流は、１回の
内部アクセス動作の１／３になるので、外部アクセス動作１回当たりのリフレッシュ動作
の消費電流は、（１／３Ｌ）・ＩＣＣ０になる。また、外部アクセス動作１回当たり１回
行われる内部アクセス動作の消費電流はＩＣＣ０である。したがって、外部アクセス動作
の１回当たりの内部アクセス動作およびリフレッシュ動作に必要な消費電流ＩＣＣは、以
下の式（２）のように表すことができる。
【０１１５】
　ＩＣＣ＝｛（１／３Ｌ）＋１｝・ＩＣＣ０　　・・（２）
　ここで、ワード線ＷＬの数を１２８本（Ｍ＝１２８）として、分割されたリフレッシュ
動作を行う外部アクセス動作の回数が「５」（Ｌ＝５）であり、かつ、外部アクセス回数
が１０４回（Ｎ＝１０４）に達したときに、リフレッシュ要求信号が出力されてリフレッ
シュ動作が行われる場合は、上記式（１）より、外部アクセス動作１回当たりの内部アク
セス動作およびリフレッシュ動作に必要な消費電流ＩＣＣは、ＩＣＣ＝｛（１２８／１０
４）＋１｝・ＩＣＣ０≒１．０１・ＩＣＣ０となる。すなわち、図１４のＬ＝５のＮ＝１
０４回に対応するＩＣＣ／ＩＣＣ０の値（ＩＣＣ／ＩＣＣ０≒１．０１）から明らかなよ
うに、リフレッシュ要求信号が出力されている場合のみ、５回の外部アクセス動作毎にリ
フレッシュ動作を行う場合は、内部アクセス動作のみを行う場合（ＩＣＣ／ＩＣＣ０＝１
）よりも、消費電流が約１％増加する。また、ワード線ＷＬの数を同じ１２８本（Ｍ＝１
２８）として、リフレッシュ要求信号を出力することなく、常時、各外部アクセス動作毎
（Ｌ＝１）に分割されたリフレッシュ動作を行う場合は、上記式（２）より、外部アクセ
ス動作１回当たりの内部アクセス動作およびリフレッシュ動作に必要な消費電流ＩＣＣは
、ＩＣＣ＝１．３３・ＩＣＣ０となる。すなわち、図１４のＬ＝１の常時リフレッシュに
対応するＩＣＣ／ＩＣＣ０の値（ＩＣＣ／ＩＣＣ０≒１．３３）から明らかなように、１
回の外部アクセス動作毎にリフレッシュ動作を行う場合は、内部アクセス動作のみを行う
場合（ＩＣＣ／ＩＣＣ０＝１）よりも、消費電流が約３３％増加する。一方、第４実施形
態のように、リフレッシュ要求信号を出力することなく、常時、外部アクセス動作が５回
（Ｌ＝５）行われる毎に分割されたリフレッシュ動作を行う場合は、上記式（２）より、
外部アクセス動作１回当たりの内部アクセス動作およびリフレッシュ動作に必要な消費電
流ＩＣＣは、ＩＣＣ≒１．０７・ＩＣＣ０となる。すなわち、図１４のＬ＝５の常時リフ
レッシュに対応するＩＣＣ／ＩＣＣ０の値（ＩＣＣ／ＩＣＣ０≒１．０７）から明らかな
ように、５回の外部アクセス動作毎に、常時、リフレッシュ動作を行う場合は、内部アク
セス動作のみを行う場合（ＩＣＣ／ＩＣＣ０＝１）よりも、消費電流が約７％増加する。
【０１１６】
　第４実施形態では、上記のように、リフレッシュ要求信号を出力することなく、常時、
外部アクセス動作が５回行われる毎に、分割されたリフレッシュ動作を行うので、ディス
ターブによるデータの破壊をより抑制することができる。また、ワード線ＷＬが１２８本
の場合、外部アクセス動作が５回行われる毎に、分割されたリフレッシュ動作を行っても
、内部アクセス動作を行った場合よりも消費電力が約７％だけ増加する。すなわち、常時
、外部アクセス動作が５回行われる毎に、分割されたリフレッシュ動作をおこなうことに
よって、７％の消費電流が増加するだけで、ディスターブが発生するのをより抑制するこ
とができる。また、第４実施形態では、外部アクセス動作の回数を計数するアクセス計数
回路２１（図３参照）を省略することができるので、回路構成を簡単化することができる
。
【０１１７】
　なお、第４実施形態のその他の効果は上記第３実施形態と同様である。
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【０１１８】
　（第５実施形態）
　図１５は、本発明の第５実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作制
御回路の構成を説明するためのブロック図である。図１５を参照して、この第５実施形態
では、上記第１実施形態～第４実施形態とは異なり、３つに分割されたリフレッシュ動作
を行うことに加えて、印加電圧のアンバランスに起因してヒステリシスループがシフトす
ることにより逆データが書き込みにくくなる現象であるインプリントを防止するための追
加サイクルを内部アクセス動作に追加する単純マトリックス型の強誘電体メモリの場合の
構成について説明する。
【０１１９】
　この第５実施形態による強誘電体メモリでは、図１５に示すように、動作制御回路２ｄ
は、外部アクセス検知回路２０と、アクセス計数回路２１と、リフレッシュ制御回路２２
と、リフレッシュ分割制御回路２３と、内部クロック生成回路２４ａおよびインプリント
防止制御回路２８を有するアクセス制御回路２５ｄとを含んでいる。なお、アクセス制御
回路２５ｄは、本発明の「アクセス制御手段」の一例である。また、インプリント防止制
御回路２８は、リフレッシュ要求信号が出力されていない状態で、内部アクセス動作に追
加サイクルを付加する機能を有する。また、アクセス制御回路２５ｄは、リフレッシュ要
求信号が供給されていない場合には、インプリント防止制御回路２８によって追加される
追加サイクルを含む内部アクセス動作を行う機能を有する。また、アクセス制御回路２５
ｄは、内部クロック生成回路２４ａによって、追加サイクルを行わない内部アクセス動作
のための内部クロックＩＣＬＫ１、分割されたリフレッシュ動作のための内部クロックＩ
ＣＬＫ２および後述する追加サイクルを行う内部アクセス動作のための内部クロックＩＣ
ＬＫ３を生成する。なお、外部アクセス検知回路２０、アクセス計数回路２１、リフレッ
シュ制御回路２２およびリフレッシュ分割制御回路２３は、上記した第１実施形態と同様
の構成を有する。
【０１２０】
　なお、第５実施形態のその他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【０１２１】
　図１６は、本発明の第５実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作を
説明するための電圧波形図である。図１７および図１８は、本発明の第５実施形態による
単純マトリックス型の強誘電体メモリの内部アクセス動作を説明するための電圧波形図で
ある。次に、図１、図１５～図１８を参照して、本発明の第５実施形態による単純マトリ
ックス型の強誘電体メモリの動作について説明する。なお、この動作説明では、図１６に
おける外部アクセス動作Ａが行われる前の外部アクセス動作において、アクセス計数回路
２１によりカウントされた外部アクセス回数が、リフレッシュによりデータのディスター
ブを抑制可能な所定回数（たとえば、１０６回）に達していて、リフレッシュ制御回路２
２からアクセス制御回路２５ｄにリフレッシュ要求信号が出力されているものとする。
【０１２２】
　まず、図１５および図１６に示すように、外部アクセス検知回路２０が、外部アクセス
動作Ａの外部クロックＥＣＬＫを検知すると、外部アクセス検知回路２０は、外部アクセ
ス検知パルスＣＭＤを生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤをアクセス
計数回路２１およびアクセス制御回路２５ｄに供給する。そして、外部アクセス動作Ａが
検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアクセス計数回路２１に供給されると
、アクセス計数回路２１は、外部アクセス回数を＋１だけカウントアップするとともに、
その外部アクセス回数のデータをリフレッシュ制御回路２２に供給する。
【０１２３】
　そして、外部アクセス動作Ａが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５ｄに供給されると、アクセス制御回路２５ｄは、内部クロック生成回路
２４ａにより、外部アクセス動作の期間（たとえば、５０ｎｓｅｃ）よりも短い周期（た
とえば、３０ｎｓｅｃ）を有する内部クロックＩＣＬＫ１を１周期分生成する。そして、
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その内部クロックＩＣＬＫ１の１周期分の間に、アクセス制御回路２５ｄは、内部アクセ
ス動作Ａを行う。なお、リフレッシュ要求信号が「Ｈ」レベルに設定されて、内部アクセ
ス動作の後にリフレッシュ動作が行われる場合の内部アクセス動作は、第１実施形態の内
部アクセス動作と同様に行われる。
【０１２４】
　次に、内部アクセス動作Ａが終了すると、リフレッシュ制御回路２２からアクセス制御
回路２５ｄにリフレッシュ要求信号が供給されているので、アクセス制御回路２５ｄは、
内部アクセス動作Ａの終了後にリフレッシュ動作を行うための内部クロックＩＣＬＫ２を
生成するとともに、リフレッシュ制御回路２２にリフレッシュ信号を出力する。この結果
、リフレッシュ動作状態になる。なお、このリフレッシュ動作は、リフレッシュ要求信号
が出力されてから１２８回目のリフレッシュ動作であるとする。すなわち、ワード線ＷＬ
１～ワード線ＷＬ１２７までのリフレッシュ動作は既に終了しており、最後のワード線Ｗ
Ｌ１２８がリフレッシュされるものとする。次に、リフレッシュ信号が供給されたリフレ
ッシュ制御回路２２には、リフレッシュ分割制御回路２３からリフレッシュ動作の読出し
動作ＲＦＲＤを要求する分割信号が供給されているので、リフレッシュ制御回路２２は、
リフレッシュ動作の読出し動作ＲＦＲＤを行う。なお、リフレッシュ動作の読出し動作Ｒ
ＦＲＤは、第１実施形態と同様に行われる。そして、読出し動作ＲＦＲＤが終了すると、
アクセス制御回路２５ｄは、次の外部アクセス動作Ｂが開始されるまで待機状態となる。
【０１２５】
　次に、外部アクセス検知回路２０が、外部アクセス動作Ｂ（図１６参照）の外部クロッ
クＥＣＬＫを検知すると、外部アクセス検知回路２０は、外部アクセス検知パルスＣＭＤ
を生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤをアクセス計数回路２１および
アクセス制御回路２５ｄに供給する。そして、外部アクセス動作Ｂが検知された際に、外
部アクセス検知パルスＣＭＤがアクセス計数回路２１に供給されると、アクセス計数回路
２１は、外部アクセス回数を＋１だけカウントアップするとともに、その外部アクセス回
数のデータをリフレッシュ制御回路２２に供給する。
【０１２６】
　そして、外部アクセス動作Ｂが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５ｄに供給されると、アクセス制御回路２５ｄは、内部クロック生成回路
２４ａにより、内部クロックＩＣＬＫ１を１周期分生成する。そして、その内部クロック
ＩＣＬＫ１の１周期分の間に、アクセス制御回路２５ｄは、内部アクセス動作Ｂを行う。
【０１２７】
　次に、内部アクセス動作Ｂが終了すると、リフレッシュ制御回路２２からアクセス制御
回路２５ｄにリフレッシュ要求信号が供給されているので、アクセス制御回路２５ｄは、
内部アクセス動作Ｂの終了後にリフレッシュ動作を行うための内部クロックＩＣＬＫ２を
生成するとともに、リフレッシュ制御回路２２にリフレッシュ信号を出力する。次に、リ
フレッシュ制御回路２２には、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１を要求する分割信号がリフレ
ッシュ分割制御回路２３から出力されているので、リフレッシュ制御回路２２は、第１再
書込み動作ＲＦＲＳ１を行う。そして、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１が終了すると、アク
セス制御回路２５ｄは、次の外部アクセス動作Ｃが開始されるまで待機状態となる。
【０１２８】
　次に、外部アクセス検知回路２０が、外部アクセス動作Ｃ（図１６参照）の外部クロッ
クＥＣＬＫを検知すると、外部アクセス検知回路２０は、外部アクセス検知パルスＣＭＤ
を生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤをアクセス計数回路２１および
アクセス制御回路２５ｄに供給する。そして、外部アクセス動作Ｃが検知された際に、外
部アクセス検知パルスＣＭＤがアクセス計数回路２１に供給されると、アクセス計数回路
２１は、外部アクセス回数を＋１だけカウントアップするとともに、その外部アクセス回
数のデータをリフレッシュ制御回路２２に供給する。
【０１２９】
　そして、外部アクセス動作Ｃが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
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セス制御回路２５ｄに供給されると、アクセス制御回路２５ｄは、内部クロック生成回路
２４ａにより、内部クロックＩＣＬＫ１を１周期分生成する。そして、その内部クロック
ＩＣＬＫ１の１周期分の間に、アクセス制御回路２５ｄは、内部アクセス動作Ｃを行う。
【０１３０】
　次に、内部アクセス動作Ｃが終了すると、リフレッシュ制御回路２２からアクセス制御
回路２５ｄにリフレッシュ要求信号が供給されているので、アクセス制御回路２５ｄは、
内部アクセス動作Ｃの終了後にリフレッシュ動作を行うための内部クロックＩＣＬＫ２を
生成するとともに、リフレッシュ制御回路２２にリフレッシュ信号を出力する。次に、リ
フレッシュ制御回路２２には、第２再書込み動作ＲＦＲＳ２を要求する分割信号がリフレ
ッシュ分割制御回路２３から出力されているので、リフレッシュ制御回路２２は、第２再
書込み動作ＲＦＲＳ２を行う。また、この第２再書込み動作ＲＦＲＳ２を行うことによっ
て、全てのワード線ＷＬのリフレッシュ動作が終了するので、リフレッシュ制御回路２２
は、リフレッシュ要求信号を「Ｌ」レベルに立ち下げる。そして、第２再書込み動作ＲＦ
ＲＳ２が終了すると、アクセス制御回路２５ｄは、次の外部アクセス動作Ｄが開始される
まで待機状態となる。
【０１３１】
　次に、外部アクセス検知回路２０が、外部アクセス動作Ｄ（図１６参照）の外部クロッ
クＥＣＬＫを検知すると、外部アクセス検知回路２０は、外部アクセス検知パルスＣＭＤ
を生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤをアクセス計数回路２１および
アクセス制御回路２５ｄに供給する。そして、外部アクセス動作Ｄが検知された際に、外
部アクセス検知パルスＣＭＤがアクセス計数回路２１に供給されると、アクセス計数回路
２１は、外部アクセス回数を＋１だけカウントアップするとともに、その外部アクセス回
数のデータをリフレッシュ制御回路２２に供給する。
【０１３２】
　そして、外部アクセス動作Ｄが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５ｄに供給されると、アクセス制御回路２５ｄは、内部クロック生成回路
２４ａにより、内部クロックＩＣＬＫ３を１周期分生成する。ここで、後述する追加サイ
クルを含む内部アクセス動作Ｄが行われる場合に生成される内部クロックＩＣＬＫ３の期
間Ｔ１（たとえば、５０ｎｓｅｃ）は、追加サイクルが行われない内部アクセス動作が行
われる場合に生成される内部クロックＩＣＬＫ３の期間Ｔ２（たとえば、３０ｎｓｅｃ）
よりも長くなるように設定される。そして、その内部クロックＩＣＬＫ１の１周期分の間
に、アクセス制御回路２５ｄは、内部アクセス動作Ｄを行う。
【０１３３】
　ここで、第５実施形態では、図１７および図１８に示すように、リフレッシュ要求信号
が「Ｌ」レベルに設定され、内部アクセス動作Ｄの後にリフレッシュ動作が行われない場
合には、内部アクセス動作Ｄは、分割された読出し動作ＩＡＲＤ、インプリント防止制御
回路２８によって追加される追加サイクル、第１再書込み動作ＩＡＲＳ１および第２再書
込み動作ＩＡＲＳ２が連続して行われる。具体的には、図１７および図１８に示すように
、まず、読出し動作ＩＡＲＤにおいては、ビット線ＢＬに電圧を印加しない状態で、内部
アドレス信号のロウアドレス信号に対応する選択ワード線ＷＬに＋Ｖｃｃの電圧を印加す
ることによって、選択ワード線ＷＬに繋がる全てのメモリセル１７に記憶されたデータを
ビット線ＢＬを介して一括して読み出した後、カラムデコーダ１０によりカラムアドレス
信号に対応する選択されたメモリセル１７に記憶されたデータが読み出される。次に、内
部アクセス動作の１サイクルにおいて、選択ワード線ＷＬに印加される電圧の合計が「０
」になるように、追加サイクルが行われる。この追加サイクルは、選択ワード線ＷＬに電
圧が印加されていない状態で、ビット線ＢＬに＋Ｖｃｃの電圧が印加される。なお、追加
サイクルにおいては、非選択ワード線ＷＬに電圧が印加されないように、ビット線ＢＬに
印加されている電圧と同じ＋Ｖｃｃが印加される。
【０１３４】
　そして、次に、選択ワード線ＷＬに繋がるメモリセル１７のうち、読み出されたデータ
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がデータ「Ｈ」（データ「１」）の選択ワード線ＷＬのメモリセル１７に対しては、図１
７に示すように、上記した追加サイクルによってメモリセル１７にデータ「Ｈ」が書き込
まれている。このため、メモリセル１７に書き込まれたデータ「Ｈ」を破壊する絶対値と
して１／３Ｖｃｃ以上の電圧が選択ワード線ＷＬに印加されないように、第１再書込み動
作ＩＡＲＳ１および第２再書込み動作ＩＡＲＳ２が行われる。具体的には、第１再書込み
動作ＩＡＲＳ１においては、データ「Ｈ」が読み出されたビット線ＢＬに＋１／３Ｖｃｃ
が印加されている状態で、選択ワード線ＷＬには、電圧が印加されない。その後、第２再
書込み動作ＩＡＲＳ２においては、データ「Ｈ」が読み出されたビット線ＢＬに＋２／３
Ｖｃｃが印加されている状態で、選択ワード線ＷＬに＋Ｖｃｃが印加される。したがって
、選択ワード線ＷＬに接続されているメモリセル１７には、読出し動作ＩＡＲＤにおいて
印加された－Ｖｃｃと、追加サイクルにおいて印加された＋Ｖｃｃとが相殺されるように
電圧が印加されるとともに、第１再書込み動作ＩＡＲＳ１において印加された＋１／３Ｖ
ｃｃと、第２再書込み動作ＩＡＲＳ２において印加された－１／３Ｖｃｃとが相殺される
ように電圧が印加される。これにより、１回の内部アクセス動作で選択ワード線ＷＬに接
続されているメモリセル１７に印加される電圧の合計を「０」にすることができる。
【０１３５】
　また、読み出されたデータがデータ「Ｈ」のメモリセル１７に対する、第１再書込み動
作ＩＡＲＳ１においては、データ「Ｈ」が読み出されたビット線ＢＬに＋１／３Ｖｃｃの
電圧が印加されている状態で、非選択ワード線ＷＬに＋２／３Ｖｃｃの電圧が印加される
。これにより、第１再書込み動作ＩＡＲＳ１においては、非選択ワード線ＷＬおよびデー
タ「Ｈ」が読み出されたビット線ＢＬに接続されているメモリセル１７に－１／３Ｖｃｃ
の電圧が印加される。そして、第２再書込み動作ＩＡＲＳ２においては、データ「Ｈ」が
読み出されたビット線ＢＬに＋２／３Ｖｃｃの電圧が印加されている状態で、非選択ワー
ド線ＷＬに＋１／３Ｖｃｃの電圧が印加される。これにより、第２再書込み動作ＩＡＲＳ
２において、非選択ワード線ＷＬおよびデータ「Ｈ」が読み出されたビット線ＢＬに接続
されているメモリセル１７には、＋１／３Ｖｃｃの電圧しか生じない。したがって、非選
択ワード線ＷＬおよびデータ「Ｈ」が読み出されたビット線ＢＬに接続されているメモリ
セル１７には、絶対値として１／３Ｖｃｃ以上の電圧が印加されないとともに、第１再書
込み動作ＩＡＲＳ１において生じた－１／３Ｖｃｃの電圧と、第２再書込み動作ＩＡＲＳ
２において生じた＋１／３Ｖｃｃの電圧とが、互いに相殺されるように印加される。
【０１３６】
　一方、選択ワード線ＷＬに繋がるメモリセル１７のうち、読み出されたデータがデータ
「Ｌ」（データ「０」）の選択ワード線ＷＬのメモリセル１７に対しては、図１８に示す
ように、具体的には、第１再書込み動作ＩＡＲＳ１においては、選択ワード線ＷＬに電圧
が印加されていない状態で、データ「Ｌ」が読み出されたビット線ＢＬに＋Ｖｃｃの電圧
を印加することによって、メモリセル１７にデータ「Ｈ」が書き込まれる。そして、第２
再書込み動作ＩＡＲＳ２においては、データ「Ｌ」が読み出されたビット線ＢＬに電圧が
印加されていない状態で、選択ワード線ＷＬに＋Ｖｃｃの電圧を印加することによって、
選択ワード線ＷＬおよびデータ「Ｌ」が読み出されたビット線ＢＬに接続されているメモ
リセル１７に「Ｌ」データが書き込まれる。したがって、選択ワード線ＷＬおよびデータ
「Ｌ」が読み出されたビット線ＢＬに接続されているメモリセル１７には、読出し動作Ｉ
ＡＲＤにおいて印加された－Ｖｃｃと、追加サイクルにおいて印加された＋Ｖｃｃとが相
殺されるように電圧が印加されるとともに、第１再書込み動作ＩＡＲＳ１において印加さ
れた＋Ｖｃｃと、第２再書込み動作ＩＡＲＳ２において印加された－Ｖｃｃとが相殺され
るように電圧が印加される。これにより、１回の内部アクセス動作で選択ワード線ＷＬに
接続されているメモリセル１７に印加される電圧の合計を「０」にすることができる。
【０１３７】
　また、読み出されたデータがデータ「Ｌ」のメモリセル１７に対しては、第１再書込み
動作ＩＡＲＳ１においては、データ「Ｌ」が読み出されたビット線ＢＬに＋Ｖｃｃの電圧
が印加されている状態で、非選択ワード線ＷＬに＋／３Ｖｃｃの電圧が印加される。これ
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により、第１再書込み動作ＩＡＲＳ１において、非選択ワード線ＷＬおよびデータ「Ｌ」
が読み出されたビット線ＢＬに接続されているメモリセル１７には、＋１／３Ｖｃｃの電
圧しか生じない。そして、第２再書込み動作ＩＡＲＳ２においては、データ「Ｌ」が読み
出されたビット線ＢＬに電圧が印加されていない状態で、非選択ワード線ＷＬには、＋１
／３Ｖｃｃの電圧が印加される。これにより、第２再書込み動作ＩＡＲＳ２においては、
非選択ワード線ＷＬデータ「Ｌ」が読み出されたビット線ＢＬに接続されているメモリセ
ル１７には、－１／３Ｖｃｃの電圧が印加される。したがって、非選択ワード線ＷＬおよ
びデータ「Ｌ」が読み出されたビット線ＢＬに接続されているメモリセル１７には、絶対
値として１／３Ｖｃｃ以上の電圧が印加されないとともに、第１再書込み動作ＩＡＲＳ１
において生じた＋１／３Ｖｃｃの電圧と、第２再書込み動作ＩＡＲＳ２において生じた－
１／３Ｖｃｃの電圧とが、互いに相殺されるように印加される。
【０１３８】
　次に、内部アクセス動作Ｄが終了すると、リフレッシュ制御回路２２からアクセス制御
回路２５ｄにリフレッシュ要求信号が供給されていないので、アクセス制御回路２５ｄは
、リフレッシュ動作を行うことなく、次の外部アクセス動作Ｅが開始されるまで待機状態
となる。
【０１３９】
　次に、外部アクセス検知回路２０が、外部アクセス動作Ｅ（図１６参照）の外部クロッ
クＥＣＬＫを検知すると、外部アクセス検知回路２０は、外部アクセス検知パルスＣＭＤ
を生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤをアクセス計数回路２１および
アクセス制御回路２５ｄに供給する。そして、外部アクセス動作Ｅが検知された際に、外
部アクセス検知パルスＣＭＤがアクセス計数回路２１に供給されると、アクセス計数回路
２１は、外部アクセス回数を＋１だけカウントアップするとともに、その外部アクセス回
数のデータをリフレッシュ制御回路２２に供給する。
【０１４０】
　そして、外部アクセス動作Ｅが検知された際に、外部アクセス検知パルスＣＭＤがアク
セス制御回路２５ｄに供給されると、アクセス制御回路２５ｄは、内部クロック生成回路
２４ａにより、内部クロックＩＣＬＫ３を１周期分生成する。そして、その内部クロック
ＩＣＬＫ１の１周期分の間に、アクセス制御回路２５ｄは、内部アクセス動作Ｅを行う。
なお、リフレッシュ要求信号が「Ｌ」レベルに設定されているので、内部アクセス動作Ｅ
は、追加サイクルが追加されて、上記内部アクセス動作Ｄと同様に行われる。
【０１４１】
　第５実施形態では、上記のように、内部アクセス動作に、選択されたメモリセル１７に
印加される電位差が相殺されるように、選択ワード線ＷＬおよびビット線ＢＬに電圧を印
加する追加サイクルを設けることによって、１回の内部アクセス動作において、選択ワー
ド線ＷＬに接続されるメモリセル１７に印加される電圧を相殺することができるので、メ
モリセル１７に印加される全ての電圧の合計が「０」にならないことに起因するインプリ
ントを防止することができる。なお、インプリントとは、強誘電体キャパシタ１６を構成
する強誘電体に一定方向の電圧が印加されることによって、強誘電体のヒステリシスルー
プが電圧が印加された方向にシフトして逆データが書き込みにくくなることをいう。なお
、第５実施形態のその他の効果は上記第１実施形態と同様である。
【０１４２】
　（第６実施形態）
　図１９は、本発明の第６実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作を
説明するための電圧波形図である。図３および図１９を参照して、この第６実施形態では
、上記第１実施形態の構成において、リフレッシュ動作を２分割する場合の動作について
説明する。なお、この第６実施形態の動作説明では、上記第１実施形態と同様、図１９に
おける外部アクセス動作Ａが行われる前の外部アクセス動作において、アクセス制御回路
２５（図３参照）にＨレベルのリフレッシュ要求信号が供給されているものとする。
【０１４３】
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　まず、図３および図１９に示すように、外部アクセス検知回路２０は、外部アクセス動
作Ａの外部クロックＥＣＬＫを検知することにより、外部アクセス検知パルスＣＭＤを生
成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤをアクセス計数回路２１およびアク
セス制御回路２５に供給する。これにより、アクセス計数回路２１は、外部アクセス回数
を＋１だけカウントアップするとともに、その外部アクセス回数のデータをリフレッシュ
制御回路２２に供給する。また、アクセス制御回路２５は、内部クロック生成回路２４に
より、外部アクセス動作Ａの期間よりも短い周期を有する内部クロックＩＣＬＫ１を１周
期分生成する。この内部クロックＩＣＬＫ１の１周期分の間に、アクセス制御回路２５は
、上記第１実施形態と同様の内部アクセス動作Ａを行う。
【０１４４】
　次に、内部アクセス動作Ａが終了すると、アクセス制御回路２５に供給されているリフ
レッシュ要求信号がＨレベルであるので、アクセス制御回路２５は、内部クロック生成回
路２４により、リフレッシュ動作を行うための内部クロックＩＣＬＫ２を生成するととも
に、リフレッシュ制御回路２２にリフレッシュ信号を供給する。この結果、強誘電体メモ
リは、リフレッシュ動作状態になる。なお、このリフレッシュ動作は、上記第１実施形態
と同様、Ｈレベルのリフレッシュ要求信号がアクセス制御回路２５に供給されてから１２
８回目のリフレッシュ動作であるとする。
【０１４５】
　ここで、第６実施形態では、３つのサイクル（読出し動作ＲＦＲＤ、第１再書込み動作
ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２）を含むリフレッシュ動作を、読出し動作
ＲＦＲＤと、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２の連続動作
との２つに分割する。具体的には、内部アクセス動作Ａが終了した時点では、リフレッシ
ュ信号が供給されたリフレッシュ制御回路２２には、リフレッシュ動作に含まれる読出し
動作ＲＦＲＤ、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２のうち、
１つ目のサイクルである読出し動作ＲＦＲＤのみを要求する分割信号がリフレッシュ分割
制御回路２３から供給されている。したがって、外部アクセス動作Ａの期間では、リフレ
ッシュ制御回路２２は、上記第１実施形態と同様のリフレッシュ動作の読出し動作ＲＦＲ
Ｄのみを行う。そして、読出し動作ＲＦＲＤが終了すると、アクセス制御回路２５は、次
の外部アクセス動作Ｂが開始されるまで待機状態となる。
【０１４６】
　次に、外部アクセス検知回路２０は、外部アクセス動作Ｂの外部クロックＥＣＬＫを検
知することにより、外部アクセス検知パルスＣＭＤを生成するとともに、その外部アクセ
ス検知パルスＣＭＤをアクセス計数回路２１およびアクセス制御回路２５に供給する。こ
れにより、アクセス計数回路２１は、外部アクセス回数を＋１だけカウントアップすると
ともに、その外部アクセス回数のデータをリフレッシュ制御回路２２に供給する。また、
アクセス制御回路２５は、内部クロック生成回路２４により、内部クロックＩＣＬＫ１を
１周期分生成する。この内部クロックＩＣＬＫ１の１周期分の間に、アクセス制御回路２
５は、内部アクセス動作Ｂを行う。
【０１４７】
　次に、内部アクセス動作Ｂが終了すると、アクセス制御回路２５に供給されているリフ
レッシュ要求信号がＨレベルであるので、アクセス制御回路２５は、内部クロック生成回
路２４により、リフレッシュ動作を行うための内部クロックＩＣＬＫ２を生成するととも
に、リフレッシュ制御回路２２にリフレッシュ信号を供給する。この結果、強誘電体メモ
リは、リフレッシュ動作状態になる。
【０１４８】
　ここで、第６実施形態では、内部アクセス動作Ｂが終了した時点では、リフレッシュ信
号が供給されたリフレッシュ制御回路２２には、リフレッシュ動作に含まれる読出し動作
ＲＦＲＤ、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２のうち、２つ
目のサイクルである第１再書込み動作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２の連
続動作のみを要求する分割信号がリフレッシュ分割制御回路２３から供給されている。し
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たがって、外部アクセス動作Ｂの期間では、リフレッシュ制御回路２２は、リフレッシュ
動作に含まれる第１再書込み動作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２の連続動
作のみを行う。そして、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２
の連続動作が終了すると、ワード線ＷＬ１～ＷＬ１２８の全てにリフレッシュ動作が行わ
れたので、リフレッシュ制御回路２２は、リフレッシュ要求信号をＬレベルに立下げる。
また、アクセス計数回路２１のカウント数がリセットされる。その後、アクセス制御回路
２５は、次の外部アクセス動作Ｃが開始されるまで待機状態となる。
【０１４９】
　次に、上記第１実施形態と同様にして、外部アクセス動作Ｃの期間に、内部アクセス動
作Ｃが行われる。この際、アクセス制御回路２５にＨレベルのリフレッシュ要求信号が供
給されていないので、アクセス制御回路２５は、内部アクセス動作Ｃの終了後にリフレッ
シュ動作を行うことなく、次の外部アクセス動作Ｄが開始されるまで待機状態となる。次
に、上記第１実施形態と同様にして、外部アクセス動作Ｄの期間に、内部アクセス動作Ｄ
が行われる。
【０１５０】
　この後は、リフレッシュ動作が行われることなく、内部アクセス動作のみが繰り返し行
われる。そして、アクセス計数回路２１のカウント数が再び所定回数（たとえば、１０６

回）に達した際に、リフレッシュ制御回路２２は、アクセス制御回路２５にＨレベルのリ
フレッシュ要求信号を供給する。そして、再び同様の動作によって２つに分割されたリフ
レッシュ動作が、全てのワード線ＷＬ１～ＷＬ１２８に対して行われる。
【０１５１】
　第６実施形態では、上記のように、リフレッシュ動作を、読出し動作ＲＦＲＤと、第１
再書込み動作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２の連続動作との２つに分割す
るとともに、内部アクセス動作Ａの後に、読出し動作ＲＦＲＤを行い、かつ、内部アクセ
ス動作Ｂの後に、再書込み動作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２の連続動作
を行うことによって、リフレッシュ動作の読出し動作と書込み動作とを連続して行う場合
に比べて、１回の外部アクセス動作の期間に行われるリフレッシュ動作の期間を短くする
ことができるので、その分、外部アクセス動作の期間（外部クロックＥＣＬＫの周期）を
短くすることができる。この結果、データの転送速度を向上させることができる。
【０１５２】
　また、第６実施形態では、上記のように、リフレッシュ動作を、読出し動作ＲＦＲＤと
、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２の連続動作との２つに
分割するとともに、内部アクセス動作Ａの後に、読出し動作ＲＦＲＤを行い、かつ、内部
アクセス動作Ｂの後に、再書込み動作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２の連
続動作を行うことによって、リフレッシュ動作を、読出し動作ＲＦＲＤ、第１再書込み動
作ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２の３つのサイクルによって構成する場合
において、２回の外部アクセス動作の期間で１回分のリフレッシュ動作を行うことができ
る。これにより、リフレッシュ動作を、読出し動作ＲＦＲＤ、第１再書込み動作ＲＦＲＳ
１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２の３つのサイクルによって構成する場合において、
３回の外部アクセス動作の期間で１回分のリフレッシュ動作を行う第１実施形態に比べて
、リフレッシュ動作をより早期に完了させることができる。その結果、ディスターブの累
積を効率的に抑制することができる。
【０１５３】
　なお、第６実施形態のその他の効果は、上記第１実施形態と同様である。
【０１５４】
　（第７実施形態）
　図２０は、本発明の第７実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの構成を
説明するためのブロック図である。図２０を参照して、この第７実施形態では、上記第１
～第６実施形態と異なり、リフレッシュ動作を行う所定の期間に、複数のワード線に対し
て同時にリフレッシュ動作を行う場合について説明する。
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【０１５５】
　すなわち、この第７実施形態では、図２０に示すように、メモリセルアレイ３１は、複
数（たとえば、３２本）のワード線ＷＬをそれぞれ含む４つのメモリセルブロック３１ａ
～３１ｄによって構成されている。また、複数のワード線ＷＬの各々には、所定数のメモ
リセル（図示せず）が接続されている。なお、第７実施形態のメモリセルは、図２に示し
た第１実施形態と同様、ビット線ＢＬとワード線ＷＬとが交差する位置に配置されている
。
【０１５６】
　また、第７実施形態では、４つのメモリセルブロック３１ａ～３１ｄには、それぞれ、
ワード線ＷＬを介して、ロウデコーダ３２が１つずつ接続されている。４つのロウデコー
ダ３２は、ロウアドレスバッファ３３に接続されているとともに、ロウアドレスバッファ
３３からのロウプリデコード信号が供給されるように構成されている。また、ロウアドレ
スバッファ３３には、アクセス制御回路２５からのロウアドレス信号およびリフレッシュ
信号と、リフレッシュ制御回路２２からのリフレッシュアドレス信号とが供給される。こ
のロウアドレスバッファ３３は、ロウアドレス信号、リフレッシュ信号およびリフレッシ
ュアドレス信号に基づいて、ロウデコーダ３２に供給されるロウプリデコード信号を制御
する機能を有する。
【０１５７】
　具体的には、所定の外部アクセス動作の期間に内部アクセス動作が行われる際には、４
つのメモリセルブロック３１ａ～３１ｄのうちの１つのメモリセルブロックに含まれる所
定のワード線ＷＬのみが活性化されるように、ロウプリデコード信号が制御される。その
一方、所定の外部アクセス動作の期間にリフレッシュ動作が行われる際には、４つのメモ
リセルブロック３１ａ～３１ｄのうちの全てのメモリセルブロックの各々に含まれる所定
のワード線ＷＬが４つ同時の立上りタイミングで活性化されるように、ロウプリデコード
信号が制御される。
【０１５８】
　また、ロウアドレスバッファ３３内には、プリデコーダ３４と切替回路３５とが設けら
れている。ロウアドレスバッファ３３内のプリデコーダ３４は、内部アクセス動作が行わ
れる際に、４つのメモリセルブロック３１ａ～３１ｄのうちの１つのメモリセルブロック
に対応するロウデコーダ３２に供給されるロウプリデコード信号のみを、ＬレベルからＨ
レベルに変化させる機能を有する。そして、内部アクセス動作が行われる際には、供給さ
れるロウプリデコード信号がＨレベルに変化したロウデコーダ３２によって、ロウアドレ
ス信号に基づいて、４つのメモリセルブロック３１ａ～３１ｄのうちの対応する１つのメ
モリセルブロックに含まれる所定のワード線ＷＬのみが活性化される。さらに、プリデコ
ーダ３４は、リフレッシュ動作が行われる際に、リフレッシュ信号に基づいて、４つのメ
モリセルブロック３１ａ～３１ｄの各々に対応する全てのロウデコーダ３２に供給される
ロウプリデコード信号を、ＬレベルからＨレベルに変化させる機能を有する。そして、リ
フレッシュ動作が行われる際には、供給されるロウプリデコード信号がＨレベルに変化し
た全てのロウデコーダ３２によって、リフレッシュアドレス信号に基づいて、４つのメモ
リセルブロック３１ａ～３１ｄのうちの全てのメモリセルブロックの各々に含まれる所定
のワード線ＷＬが４つ同時に活性化される。
【０１５９】
　また、ロウアドレスバッファ３３内の切替回路３５は、ロウアドレスバッファ３３から
出力されるロウプリデコード信号を、内部アクセス動作用のロウプリデコード信号とリフ
レッシュ動作用のロウプリデコード信号とに切り替える機能を有する。
【０１６０】
　また、４つのメモリセルブロック３１ａ～３１ｄには、それぞれ、ビット線ＢＬを介し
て、センスアンプ３６、ラッチ列３７およびカラムデコーダ３８が１つずつ接続されてい
る。このセンスアンプ３６、ラッチ列３７およびカラムデコーダ３８は、それぞれ、上記
第1実施形態のセンスアンプ１３、ラッチ列１４およびカラムデコーダ１０と同様の機能
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を有する。なお、ラッチ列３７は、本発明の「ラッチ手段」の一例である。
【０１６１】
　なお、第７実施形態のその他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【０１６２】
　図２１は、本発明の第７実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作を
説明するための電圧波形図である。次に、図２０および図２１を参照して、第７実施形態
による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作について説明する。なお、この第７実
施形態の動作説明では、上記第１実施形態と同様、図２１における外部アクセス動作Ａが
行われる前の外部アクセス動作において、アクセス制御回路２５（図２０参照）にＨレベ
ルのリフレッシュ要求信号が供給されているものとする。
【０１６３】
　まず、図２０および図２１に示すように、外部アクセス検知回路２０は、外部アクセス
動作Ａの外部クロックＥＣＬＫを検知することにより、外部アクセス検知パルスＣＭＤを
生成するとともに、その外部アクセス検知パルスＣＭＤをアクセス計数回路２１およびア
クセス制御回路２５に供給する。これにより、アクセス計数回路２１は、外部アクセス回
数を＋１だけカウントアップするとともに、その外部アクセス回数のデータをリフレッシ
ュ制御回路２２に供給する。また、アクセス制御回路２５は、内部クロック生成回路２４
により、外部アクセス動作Ａの期間よりも短い周期を有する内部クロックＩＣＬＫ１を１
周期分生成する。この内部クロックＩＣＬＫ１の１周期分の間に、アクセス制御回路２５
は、内部アクセス動作Ａを行う。
【０１６４】
　この第７実施形態では、外部アクセス動作Ａの期間に内部アクセス動作Ａを行う際に、
メモリセルブロック３１ａに含まれる所定のワード線ＷＬのみが活性化されるように、メ
モリセルブロック３１ａに対応するロウデコーダ３２に供給されるロウプリデコード信号
をＬレベルからＨレベルに変化させる。また、メモリセルブロック３１ｂ～３１ｄに含ま
れるワード線ＷＬが活性化されないように、メモリセルブロック３１ｂ～３１ｄの各々に
対応するロウデコーダ３２に供給されるロウプリデコード信号をＬレベルに保持する。こ
れにより、外部アクセス動作Ａの期間では、アクセス制御回路２５からのロウアドレス信
号に基づいて、メモリセルブロック３１ａに含まれる所定のワード線ＷＬのみに対して内
部アクセス動作Ａが行われる。
【０１６５】
　次に、内部アクセス動作Ａが終了すると、アクセス制御回路２５に供給されているリフ
レッシュ要求信号がＨレベルであるので、アクセス制御回路２５は、内部クロック生成回
路２４により、リフレッシュ動作を行うための内部クロックＩＣＬＫ２を生成するととも
に、リフレッシュ制御回路２２およびロウアドレスバッファ３３にリフレッシュ信号を供
給する。この結果、強誘電体メモリは、リフレッシュ動作状態になる。なお、このリフレ
ッシュ動作は、上記第１実施形態と同様、Ｈレベルのリフレッシュ要求信号がアクセス制
御回路２５に供給されてから１２８回目のリフレッシュ動作であるとする。
【０１６６】
　ここで、第７実施形態では、リフレッシュ信号が供給されたリフレッシュ制御回路２２
には、リフレッシュ動作に含まれる読出し動作ＲＦＲＤ、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１お
よび第２再書込み動作ＲＦＲＳ２のうち、１つ目のサイクルである読出し動作ＲＦＲＤの
みを要求する分割信号がリフレッシュ分割制御回路２３から供給されている。さらに、第
７実施形態では、ロウアドレスバッファ３３にリフレッシュ信号が供給されることにより
、４つのメモリセルブロック３１ａ～３１ｄの各々に対応する全てのロウデコーダ３２に
供給されるロウプリデコード信号が、ＬレベルからＨレベルに変化する。これにより、外
部アクセス動作Ａの期間にリフレッシュ動作が行われる際には、全てのロウデコーダ３２
によって、リフレッシュアドレス信号に基づいて、４つのメモリセルブロック３１ａ～３
１ｄのうちの全てのメモリセルブロックの各々に含まれる所定のワード線ＷＬが４つ同時
の立上りタイミングで活性化される。その結果、４つのメモリセルブロック３１ａ～３１
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ｄのうちの全てのメモリセルブロックの各々に含まれる所定のワード線ＷＬに対して、上
記第１実施形態と同様のリフレッシュ動作の読出し動作ＲＦＲＤが行われる。そして、読
出し動作ＲＦＲＤが終了すると、アクセス制御回路２５は、次の外部アクセス動作Ｂが開
始されるまで待機状態となる。
【０１６７】
　次に、外部アクセス検知回路２０は、外部アクセス動作Ｂの外部クロックＥＣＬＫを検
知することにより、外部アクセス検知パルスＣＭＤを生成するとともに、その外部アクセ
ス検知パルスＣＭＤをアクセス計数回路２１およびアクセス制御回路２５に供給する。こ
れにより、アクセス計数回路２１は、外部アクセス回数を＋１だけカウントアップすると
ともに、その外部アクセス回数のデータをリフレッシュ制御回路２２に供給する。また、
アクセス制御回路２５は、内部クロック生成回路２４により、内部クロックＩＣＬＫ１を
１周期分生成する。この内部クロックＩＣＬＫ１の１周期分の間に、アクセス制御回路２
５は、内部アクセス動作Ｂを行う。
【０１６８】
　この第７実施形態では、外部アクセス動作Ｂの期間に内部アクセス動作Ｂを行う際に、
メモリセルブロック３１ｂに含まれる所定のワード線ＷＬのみが活性化されるように、メ
モリセルブロック３１ｂに対応するロウデコーダ３２に供給されるロウプリデコード信号
をＬレベルからＨレベルに変化させる。また、メモリセルブロック３１ａ、３１ｃおよび
３１ｄに含まれるワード線ＷＬが活性化されないように、メモリセルブロック３１ａ、３
１ｃおよび３１ｄの各々に対応するロウデコーダ３２に供給されるロウプリデコード信号
をＬレベルに保持する。これにより、外部アクセス動作Ｂの期間では、アクセス制御回路
２５からのロウアドレス信号に基づいて、メモリセルブロック３１ｂに含まれる所定のワ
ード線ＷＬのみに対して内部アクセス動作Ｂが行われる。
【０１６９】
　次に、内部アクセス動作Ｂが終了すると、アクセス制御回路２５に供給されているリフ
レッシュ要求信号がＨレベルであるので、アクセス制御回路２５は、内部クロック生成回
路２４により、リフレッシュ動作を行うための内部クロックＩＣＬＫ２を生成するととも
に、リフレッシュ制御回路２２およびロウアドレスバッファ３３にリフレッシュ信号を供
給する。この結果、強誘電体メモリは、リフレッシュ動作状態になる。
【０１７０】
　ここで、第７実施形態では、リフレッシュ信号が供給されたリフレッシュ制御回路２２
には、リフレッシュ動作に含まれる読出し動作ＲＦＲＤ、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１お
よび第２再書込み動作ＲＦＲＳ２のうち、２つ目のサイクルである第１再書込み動作ＲＦ
ＲＳ１のみを要求する分割信号がリフレッシュ分割制御回路２３から供給されている。さ
らに、第７実施形態では、ロウアドレスバッファ３３にリフレッシュ信号が供給されるこ
とにより、４つのメモリセルブロック３１ａ～３１ｄの各々に対応する全てのロウデコー
ダ３２に供給されるロウプリデコード信号が、ＬレベルからＨレベルに変化する。これに
より、外部アクセス動作Ｂの期間にリフレッシュ動作が行われる際には、全てのロウデコ
ーダ３２によって、リフレッシュアドレス信号に基づいて、４つのメモリセルブロック３
１ａ～３１ｄのうちの全てのメモリセルブロックの各々に含まれる所定のワード線ＷＬが
４つ同時の立上りタイミングで活性化される。その結果、４つのメモリセルブロック３１
ａ～３１ｄのうちの全てのメモリセルブロックの各々に含まれる所定のワード線ＷＬに対
して、上記第１実施形態と同様のリフレッシュ動作の第１再書込み動作ＲＦＲＳ１が行わ
れる。そして、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１が終了すると、アクセス制御回路２５は、次
の外部アクセス動作Ｃが開始されるまで待機状態となる。
【０１７１】
　次に、外部アクセス検知回路２０は、外部アクセス動作Ｃの外部クロックＥＣＬＫを検
知することにより、外部アクセス検知パルスＣＭＤを生成するとともに、その外部アクセ
ス検知パルスＣＭＤをアクセス計数回路２１およびアクセス制御回路２５に供給する。こ
れにより、アクセス計数回路２１は、外部アクセス回数を＋１だけカウントアップすると
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ともに、その外部アクセス回数のデータをリフレッシュ制御回路２２に供給する。また、
アクセス制御回路２５は、内部クロック生成回路２４により、内部クロックＩＣＬＫ１を
１周期分生成する。この内部クロックＩＣＬＫ１の１周期分の間に、アクセス制御回路２
５は、内部アクセス動作Ｃを行う。
【０１７２】
　この第７実施形態では、外部アクセス動作Ｃの期間に内部アクセス動作Ｃを行う際に、
メモリセルブロック３１ｃに含まれる所定のワード線ＷＬのみが活性化されるように、メ
モリセルブロック３１ｃに対応するロウデコーダ３２に供給されるロウプリデコード信号
をＬレベルからＨレベルに変化させる。また、メモリセルブロック３１ａ、３１ｂおよび
３１ｄに含まれるワード線ＷＬが活性化されないように、メモリセルブロック３１ａ、３
１ｂおよび３１ｄの各々に対応するロウデコーダ３２に供給されるロウプリデコード信号
をＬレベルに保持する。これにより、外部アクセス動作Ｃの期間では、アクセス制御回路
２５からのロウアドレス信号に基づいて、メモリセルブロック３１ｃに含まれる所定のワ
ード線ＷＬのみに対して内部アクセス動作Ｃが行われる。
【０１７３】
　次に、内部アクセス動作Ｃが終了すると、アクセス制御回路２５に供給されているリフ
レッシュ要求信号がＨレベルであるので、アクセス制御回路２５は、内部クロック生成回
路２４により、リフレッシュ動作を行うための内部クロックＩＣＬＫ２を生成するととも
に、リフレッシュ制御回路２２およびロウアドレスバッファ３３にリフレッシュ信号を供
給する。この結果、強誘電体メモリは、リフレッシュ動作状態になる。
【０１７４】
　ここで、第７実施形態では、リフレッシュ信号が供給されたリフレッシュ制御回路２２
には、リフレッシュ動作に含まれる読出し動作ＲＦＲＤ、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１お
よび第２再書込み動作ＲＦＲＳ２のうち、３つ目のサイクルである第２再書込み動作ＲＦ
ＲＳ２のみを要求する分割信号がリフレッシュ分割制御回路２３から供給されている。さ
らに、第７実施形態では、ロウアドレスバッファ３３にリフレッシュ信号が供給されるこ
とにより、４つのメモリセルブロック３１ａ～３１ｄの各々に対応する全てのロウデコー
ダ３２に供給されるロウプリデコード信号が、ＬレベルからＨレベルに変化する。これに
より、外部アクセス動作Ｃの期間にリフレッシュ動作が行われる際には、全てのロウデコ
ーダ３２によって、リフレッシュアドレス信号に基づいて、４つのメモリセルブロック３
１ａ～３１ｄのうちの全てのメモリセルブロックの各々に含まれる所定のワード線ＷＬが
４つ同時の立上りタイミングで活性化される。その結果、４つのメモリセルブロック３１
ａ～３１ｄのうちの全てのメモリセルブロックの各々に含まれる所定のワード線ＷＬに対
して、上記第１実施形態と同様のリフレッシュ動作の第２再書込み動作ＲＦＲＳ２が行わ
れる。そして、第２再書込み動作ＲＦＲＳ２が終了すると、ワード線ＷＬ１～ＷＬ１２８
の全てにリフレッシュ動作が行われたので、リフレッシュ制御回路２２は、リフレッシュ
要求信号をＬレベルに立下げる。また、アクセス計数回路２１のカウント数がリセットさ
れる。その後、アクセス制御回路２５は、次の外部アクセス動作Ｄが開始されるまで待機
状態となる。
【０１７５】
　次に、上記第１実施形態と同様にして、外部アクセス動作Ｄの期間に、内部アクセス動
作Ｄが行われる。この際、アクセス制御回路２５にＨレベルのリフレッシュ要求信号が供
給されていないので、アクセス制御回路２５は、内部アクセス動作Ｄの終了後にリフレッ
シュ動作を行うことなく、次の外部アクセス動作が開始されるまで待機状態となる。
【０１７６】
　この後は、リフレッシュ動作が行われることなく、内部アクセス動作のみが繰り返し行
われる。そして、アクセス計数回路２１のカウント数が再び所定回数（たとえば、１０６

回）に達した際に、リフレッシュ制御回路２２は、アクセス制御回路２５にＨレベルのリ
フレッシュ要求信号を供給する。そして、再び同様の動作によって３つに分割されたリフ
レッシュ動作が、全てのワード線ＷＬ１～ＷＬ１２８に対して行われる。
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【０１７７】
　第７実施形態では、上記のように、リフレッシュ動作を、読出し動作ＲＦＲＤと、第１
再書込み動作ＲＦＲＳ１と、第２再書込み動作ＲＦＲＳ２との３つに分割するとともに、
内部アクセス動作Ａ、ＢおよびＣの後に、それぞれ、読出し動作ＲＦＲＤ、再書込み動作
ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２を行うことによって、リフレッシュ動作の
読出し動作と書込み動作とを連続して行う場合に比べて、１回の外部アクセス動作の期間
に行われるリフレッシュ動作の期間を短くすることができるので、その分、外部アクセス
動作の期間（外部クロックＥＣＬＫの周期）を短くすることができる。この結果、データ
の転送速度を向上させることができる。
【０１７８】
　また、第７実施形態では、上記のように、所定の外部アクセス動作の期間にリフレッシ
ュ動作を行う際に、４つのメモリセルブロック３１ａ～３１ｄのうちの全てのメモリセル
ブロックの各々に含まれる所定のワード線ＷＬに対して同時にリフレッシュ動作を行うこ
とによって、所定の外部アクセス動作の期間にリフレッシュ動作を行う際に、４つのメモ
リセルブロック３１ａ～３１ｄのうちの１つのメモリセルブロックに含まれる所定のワー
ド線ＷＬのみに対してリフレッシュ動作を行う場合に比べて、リフレッシュ動作をより早
期に完了させることができる。その結果、容易に、ディスターブの累積を効率的に抑制す
ることができる。
【０１７９】
　なお、第７実施形態のその他の効果は、上記第１実施形態と同様である。
【０１８０】
　（第８実施形態）
　図２２は、本発明の第８実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの構成を
説明するためのブロック図である。図２３～図２５は、図２２に示した第８実施形態によ
る単純マトリックス型の強誘電体メモリの遅延回路の回路図である。図２２～図２５を参
照して、この第８実施形態では、上記第７実施形態の構成において、所定の外部アクセス
動作の期間にリフレッシュ動作が行われる４つのワード線ＷＬを、互いに異なる立上りタ
イミングで活性化させる場合について説明する。
【０１８１】
　すなわち、この第８実施形態では、図２２に示すように、図２０に示した第７実施形態
の構成において、ロウアドレスバッファ３３と、メモリセルブロック３１ｂに対応するロ
ウデコーダ３２との間に、遅延回路４１ａが１つ設けられている。また、ロウアドレスバ
ッファ３３と、メモリセルブロック３１ｃに対応するロウデコーダ３２との間に、２つの
遅延回路４１ａおよび４１ｂが設けられている。また、ロウアドレスバッファ３３と、メ
モリセルブロック３１ｄに対応するロウデコーダ３２との間に、３つの遅延回路４１ａ、
４１ｂおよび４１ｃが設けられている。遅延回路４１ａ～４１ｃは、ロウプリデコード信
号のロウデコーダ３２への供給を遅延させる機能を有する。
【０１８２】
　また、上記した遅延回路４１ａ～４１ｃは、センスアンプ活性化信号のセンスアンプ３
６への供給と、ラッチ信号のラッチ列３７への供給とを遅延させる機能も有する。すなわ
ち、メモリセルブロック３１ｂに対応するセンスアンプ３６（ラッチ列３７）には、遅延
回路４１ａを介してセンスアンプ活性化信号（ラッチ信号）が供給される。また、メモリ
セルブロック３１ｃに対応するセンスアンプ３６（ラッチ列３７）には、遅延回路４１ａ
および４１ｂを介してセンスアンプ活性化信号（ラッチ信号）が供給される。また、メモ
リセルブロック３１ｄに対応するセンスアンプ３６（ラッチ列３７）には、遅延回路４１
ａ、４１ｂおよび４１ｃを介してセンスアンプ活性化信号（ラッチ信号）が供給される。
【０１８３】
　また、遅延回路４１ａは、図２３に示すように、４段のインバータ回路４２ａを４つ含
んでいる。４つの４段のインバータ回路４２ａは、それぞれ、メモリセルブロックＢ～Ｄ
の各々に対応する３つのロウプリデコード信号、および、センスアンプ活性化信号（ラッ
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チ信号）を遅延させる機能を有する。また、遅延回路４１ｂは、図２４に示すように、４
段のインバータ回路４２ｂを３つ含んでいる。３つの４段のインバータ回路４２ｂは、そ
れぞれ、メモリセルブロックＣおよびＤの各々に対応する２つのロウプリデコード信号、
および、センスアンプ活性化信号（ラッチ信号）を遅延させる機能を有する。また、遅延
回路４１ｃは、図２５に示すように、４段のインバータ回路４２ｃを２つ含んでいる。２
つの４段のインバータ回路４２ｃは、それぞれ、メモリセルブロックＤに対応するロウプ
リデコード信号、および、センスアンプ活性化信号（ラッチ信号）を遅延させる機能を有
する。
【０１８４】
　なお、第８実施形態のその他の構成は、上記第７実施形態と同様である。
【０１８５】
　図２６は、本発明の第８実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作を
説明するための電圧波形図である。次に、図２２および図２６を参照して、第８実施形態
による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作について説明する。なお、この第８実
施形態の動作説明では、上記第１実施形態と同様、図２６における外部アクセス動作Ａが
行われる前の外部アクセス動作において、アクセス制御回路２５（図２２参照）にＨレベ
ルのリフレッシュ要求信号が供給されているものとする。
【０１８６】
　まず、図２２および図２６に示すように、上記第７実施形態と同様にして、メモリセル
ブロック３１ａに含まれる所定のワード線ＷＬのみに対して内部アクセス動作Ａを行う。
【０１８７】
　次に、内部アクセス動作Ａが終了すると、アクセス制御回路２５に供給されているリフ
レッシュ要求信号がＨレベルであるので、アクセス制御回路２５は、内部クロック生成回
路２４により、リフレッシュ動作を行うための内部クロックＩＣＬＫ２を生成するととも
に、リフレッシュ制御回路２２およびロウアドレスバッファ３３にリフレッシュ信号を供
給する。この結果、強誘電体メモリは、リフレッシュ動作状態になる。なお、このリフレ
ッシュ動作は、上記第１実施形態と同様、Ｈレベルのリフレッシュ要求信号がアクセス制
御回路２５に供給されてから１２８回目のリフレッシュ動作であるとする。
【０１８８】
　ここで、第８実施形態では、リフレッシュ信号が供給されたリフレッシュ制御回路２２
には、リフレッシュ動作に含まれる読出し動作ＲＦＲＤ、第１再書込み動作ＲＦＲＳ１お
よび第２再書込み動作ＲＦＲＳ２のうち、１つ目のサイクルである読出し動作ＲＦＲＤの
みを要求する分割信号がリフレッシュ分割制御回路２３から供給されている。さらに、第
８実施形態では、ロウアドレスバッファ３３にリフレッシュ信号が供給されることにより
、４つのメモリセルブロック３１ａ～３１ｄの各々に対応する全てのロウデコーダ３２に
供給されるロウプリデコード信号が、ＬレベルからＨレベルに変化する。
【０１８９】
　この際、第８実施形態では、メモリセルブロック３１ｂに対応するロウデコーダ３２に
供給されるＨレベルのロウプリデコード信号は、１つの遅延回路４１ａにより、メモリセ
ルブロック３１ａに対応するロウデコーダ３２に供給されるＨレベルのロウプリデコード
信号に比べて所定の期間Ｔ（たとえば、約２ｎｓ～約５ｎｓ）だけ遅延される。また、メ
モリセルブロック３１ｃに対応するロウデコーダ３２に供給されるＨレベルのロウプリデ
コード信号は、２つの遅延回路４１ａおよび４１ｂにより、メモリセルブロック３１ｂに
対応するロウデコーダ３２に供給されるＨレベルのロウプリデコード信号に比べて所定の
期間Ｔだけ遅延される。また、メモリセルブロック３１ｄに対応するロウデコーダ３２に
供給されるＨレベルのロウプリデコード信号は、３つの遅延回路４１ａ～４１ｃにより、
メモリセルブロック３１ｃに対応するロウデコーダ３２に供給されるＨレベルのロウプリ
デコード信号に比べて所定の期間Ｔだけ遅延される。これにより、第８実施形態では、外
部アクセス動作Ａの期間にリフレッシュ動作（読出し動作ＲＦＲＤ）が行われる４つのワ
ード線ＷＬは、互いに異なる立上りタイミングで活性化される。
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【０１９０】
　なお、リフレッシュ動作（読出し動作ＲＦＲＤ）が行われる４つのワード線ＷＬの立上
りタイミングを異ならせた場合には、データが読み出されるタイミングが異なるので、こ
の第８実施形態では、メモリセルブロック３１ｂ～３１ｄの各々に対応するセンスアンプ
３６（ラッチ列３７）に供給されるセンスアンプ活性化信号（ラッチ信号）も、遅延回路
４１ａ～４１ｃにより所定の期間Ｔだけ遅延させる。
【０１９１】
　そして、読出し動作ＲＦＲＤが終了すると、アクセス制御回路２５は、次の外部アクセ
ス動作Ｂが開始されるまで待機状態となる。この後、上記した外部アクセス動作Ａの期間
と同様、外部アクセス動作Ｂの期間に、内部アクセス動作Ｂおよびリフレッシュ動作（第
１再書込み動作ＲＦＲＳ１）が行われるとともに、外部アクセス動作Ｃの期間に、内部ア
クセス動作Ｃおよびリフレッシュ動作（第２再書込み動作ＲＦＲＳ２）が行われる。また
、外部アクセス動作Ｄの期間に、リフレッシュ動作が行われずに、内部アクセス動作Ｄの
みが行われる。
【０１９２】
　第８実施形態では、上記のように、リフレッシュ動作を、読出し動作ＲＦＲＤと、第１
再書込み動作ＲＦＲＳ１と、第２再書込み動作ＲＦＲＳ２との３つに分割するとともに、
内部アクセス動作Ａ、ＢおよびＣの後に、それぞれ、読出し動作ＲＦＲＤ、再書込み動作
ＲＦＲＳ１および第２再書込み動作ＲＦＲＳ２を行うことによって、上記第７実施形態と
同様、外部アクセス動作の期間（外部クロックＥＣＬＫの周期）を短くすることができる
ので、データの転送速度を向上させることができる。
【０１９３】
　また、第８実施形態では、上記のように、所定の外部アクセス動作の期間にリフレッシ
ュ動作を行う際に、４つのメモリセルブロック３１ａ～３１ｄのうちの全てのメモリセル
ブロックの各々に含まれる所定のワード線ＷＬに対して同時にリフレッシュ動作を行うこ
とによって、上記第７実施形態と同様、リフレッシュ動作を早期に完了させることができ
るので、容易に、ディスターブの累積を効率的に抑制することができる。この場合、所定
の外部アクセス動作の期間にリフレッシュ動作が行われる４つのワード線ＷＬを、互いに
異なる立上りタイミングで活性化させることによって、４つのワード線ＷＬの各々が活性
化状態となっている期間を互いにずらすことができるので、４つのワード線ＷＬの各々が
同時に活性化状態となる期間を短くすることができる。これにより、動作電流がピークに
達する期間を短くすることができるので、電源線に発生するノイズを低減することができ
る。その結果、メモリの動作信頼性を向上させることができる。
【０１９４】
　なお、第８実施形態のその他の効果は、上記第１実施形態と同様である。
【０１９５】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【０１９６】
　たとえば、上記第１～第８実施形態では、内部アクセス動作の終了後にリフレッシュ動
作を行う例を示したが、本発明はこれに限らず、内部アクセス動作の前にリフレッシュ動
作を行ってもよい。また、内部アクセス動作の前にリフレッシュ動作を行う場合と、内部
アクセス動作の後にリフレッシュ動作を行う場合と、内部アクセス動作の前後の両方にリ
フレッシュ動作を行う場合とがあってもよい。
【０１９７】
　上記第１～第８実施形態では、外部アドレス信号が供給される外部アクセス動作の例を
示したが、本発明はこれに限らず、外部アドレス信号以外のデータがコマンドとして外部
アクセス検知回路に供給されるような外部アクセス動作が行われるメモリに適用してもよ
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い。
【０１９８】
　また、上記第１～第８実施形態では、リフレッシュ動作を選択されたワード線ＷＬに繋
がるメモリセル全体に対して一括で行う場合について説明したが、本発明はこれに限らず
、所定のワード線ＷＬと所定のビット線ＢＬとが交差する位置の所定の１つのメモリセル
毎にリフレッシュ動作を行う場合にも、同様に適用可能である。
【０１９９】
　また、上記第１～第８実施形態では、ワード線ＷＬと、ビット線ＢＬと、ワード線ＷＬ
およびビット線ＢＬの間に配置された強誘電体膜とによりメモリセルが形成される単純マ
トリックス型の強誘電体メモリに適用した例を示したが、本発明はこれに限らず、ディス
ターブが生じる１トランジスタ型の誘電体メモリにも同様に適用可能である。また、リフ
レッシュが必要なＤＲＡＭなどの、強誘電体メモリ以外の他のメモリにも適用可能である
。
【０２００】
　また、上記第５実施形態では、読出し動作ＩＡＲＤの後に追加サイクルを行う例を示し
たが、本発明はこれに限らず、図２７および図２８に示す第５実施形態の変形例のように
、追加サイクルの後に読出し動作ＩＡＲＤを行ってもよい。このように構成すると、読出
し動作ＩＡＲＤを行った際に選択ワード線に接続されているメモリセルにデータ「Ｌ」（
データ「０」）が書き込まれる。したがって、選択ワード線に接続されているメモリセル
にデータ「Ｈ」（データ「１」）を再書き込みする場合には、図２７に示すように、第１
実施形態の図５に示した第１再書込み動作ＩＡＲＳ１および第２再書込み動作ＩＡＲＳ２
と同様に第１再書込み動作ＩＡＲＳ１および第２再書込み動作ＩＡＲＳ２を行う。一方、
選択ワード線に接続されているメモリセルにデータ「Ｌ」を再書き込みする場合には、図
２８に示すように、第１実施形態の図６に示した第１再書込み動作ＩＡＲＳ１および第２
再書込み動作ＩＡＲＳ２と同様に第１再書込み動作ＩＡＲＳ１および第２再書込み動作Ｉ
ＡＲＳ２を行う。
【０２０１】
　また、上記実施形態５では、内部アクセス動作の場合にのみインプリント防止のための
追加サイクルを行う例を示したが、本発明はこれに限らず、リフレッシュ動作においても
、インプリント防止のための追加サイクルを行ってもよい。この場合、リフレッシュ動作
は、リフレッシュ分割制御回路によって４分割されて行われる。
【０２０２】
　また、上記第７および第８実施形態では、４つのメモリセルブロックによって構成され
たメモリセルアレイを含むメモリについて説明したが、本発明はこれに限らず、メモリセ
ルアレイが４つ以外の複数のメモリセルブロックによって構成されていてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０２０３】
【図１】本発明の第１実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの全体構成を
示したブロック図である。
【図２】図１に示した第１実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリのメモリ
セルアレイの構成を説明する概略図である。
【図３】図１に示した第１実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作制
御回路の構成を説明するためのブロック図である。
【図４】本発明の第１実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作を説明
するための電圧波形図である。
【図５】本発明の第１実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの内部アクセ
ス動作を説明するための電圧波形図である。
【図６】本発明の第１実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの内部アクセ
ス動作を説明するための電圧波形図である。
【図７】本発明の第１実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの分割された
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リフレッシュ動作を説明するための電圧波形図である。
【図８】本発明の第２実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作制御回
路の構成を説明するためのブロック図である。
【図９】本発明の第２実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作を説明
するための電圧波形図である。
【図１０】本発明の第２実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作制御
回路の構成を説明するためのブロック図である
【図１１】本発明の第３実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作を説
明するための電圧波形図である。
【図１２】本発明の第４実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作制御
回路の構成を説明するためのブロック図である。
【図１３】本発明の第４実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作を説
明するための電圧波形図である。
【図１４】リフレッシュ動作を行う外部アクセス動作の回数と、リフレッシュ動作電流と
の関係を示す図である。
【図１５】本発明の第５実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作制御
回路の構成を説明するためのブロック図である。
【図１６】本発明の第５実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作を説
明するための電圧波形図である。
【図１７】本発明の第５実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの内部アク
セス動作を説明するための電圧波形図である。
【図１８】本発明の第５実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの内部アク
セス動作を説明するための電圧波形図である。
【図１９】本発明の第６実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作を説
明するための電圧波形図である。
【図２０】本発明の第７実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの構成を説
明するためのブロック図である。
【図２１】本発明の第７実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作を説
明するための電圧波形図である。
【図２２】本発明の第８実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの構成を説
明するためのブロック図である。
【図２３】図２２に示した第８実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの遅
延回路の回路図である。
【図２４】図２２に示した第８実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの遅
延回路の回路図である。
【図２５】図２２に示した第８実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの遅
延回路の回路図である。
【図２６】本発明の第８実施形態による単純マトリックス型の強誘電体メモリの動作を説
明するための電圧波形図である。
【図２７】本発明の変形例による単純マトリックス型の強誘電体メモリの内部アクセス動
作を説明するための電圧波形図である。
【図２８】本発明の変形例による単純マトリックス型の強誘電体メモリの内部アクセス動
作を説明するための電圧波形図である。
【符号の説明】
【０２０４】
　１４、３７　ラッチ列（ラッチ手段）
　１７   メモリセル
　２０、２０ａ、２０ｂ、２０ｃ 外部アクセス検知回路（外部アクセス検知手段）
　２１、２１ａ    アクセス計数回路（外部アクセス計数手段）
　２２、２２ａリフレッシュ制御回路（リフレッシュ制御手段）
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　２３     リフレッシュ分割制御回路（リフレッシュ分割制御回路）
　２５、２５ａ、２５ｂ、２５ｃ、２５ｄアクセス制御回路（アクセス制御手段）
　２７、２７ａ     リフレッシュ判定回路（リフレッシュ判定手段）
　２８     インプリント防止制御回路
　３１ａ、３１ｂ、３１ｃ、３１ｄ　メモリセルブロック
　ＩＡＲＤ  読出し動作
　ＩＡＲＳ１    第１再書込み動作
　ＩＡＲＳ２      第２再書込み動作
　ＲＦＲＤ読出し動作
　ＲＦＲＳ１    第１再書込み動作動作
　ＲＦＲＳ２  第２歳書込み動作動作
　ＢＬビット線
　ＷＬ      ワード線

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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