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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のメモリセル、
　前記複数のメモリセルに接続されたビット線対、
　前記ビット線対に接続され前記ビット線対の電位差を検知増幅するセンスアンプ、
　前記センスアンプを駆動する第１の電源電位を供給する第１の電源供給配線、
　前記センスアンプを駆動する前記第1の電源電位よりも低い第２の電源電位を供給する
第２の電源供給配線、
　前記センスアンプと前記第１の電源供給配線の間に接続され導通して前記センスアンプ
を駆動する第１のセンスアンプ駆動トランジスタ、
　前記センスアンプと前記第２の電源供給配線の間に接続され導通して前記センスアンプ
を駆動する第２のセンスアンプ駆動トランジスタ、および
　前記第１のセンスアンプ駆動トランジスタのゲートに与えられ前記第１のセンスアンプ
駆動トランジスタのオン抵抗を書き込み動作時に読み出し動作時よりも高くするように電
位変化する第１のセンスアンプ活性化信号を発生するセンスアンプ活性化信号発生回路を
備え、
　前記第１のセンスアンプ駆動トランジスタはＰチャンネル型トランジスタであり、
　前記センスアンプ活性化信号発生回路は、
　第１のセンスアンプ活性化信号を出力するトライステートバッファ、
　前記トライステートバッファの出力ノードに接続され前記トライステートバッファの出



(2) JP 4424770 B2 2010.3.3

10

20

30

40

50

力がハイインピーダンス状態に変化したときに前記ハイインピーダンス状態前の出力論理
を保持し、前記出力ノードに出力するラッチ回路、
　前記ラッチ回路の電源ノードと電源電位ノードの間に接続され前記ラッチ回路の電源と
して前記第２の電源電位と同レベルの電位を供給する第１のトランジスタ、および
　前記ラッチ回路の電源ノードと中間電位ノードの間に接続され書き込み動作時に前記ラ
ッチ回路の電源として前記第２の電源電位と同レベルの電位に代えて、前記第1の電源電
位よりも低く前記第２電源電位よりも高い中間電位を供給する第２のトランジスタを備え
る、半導体記憶装置。
【請求項２】
　複数のメモリセル、
　前記複数のメモリセルに接続されたビット線対、
　前記ビット線対に接続され前記ビット線対の電位差を検知増幅するセンスアンプ、
　前記センスアンプを駆動する第１の電源電位を供給する第１の電源供給配線、
　前記センスアンプを駆動する前記第1の電源電位よりも低い第２の電源電位を供給する
第２の電源供給配線、
　前記センスアンプと前記第１の電源供給配線の間に接続され導通して前記センスアンプ
を駆動する第１のセンスアンプ駆動トランジスタ、
　前記センスアンプと前記第２の電源供給配線の間に接続され導通して前記センスアンプ
を駆動する第２のセンスアンプ駆動トランジスタ、および
　前記第１のセンスアンプ駆動トランジスタのゲートに与えられ前記第１のセンスアンプ
駆動トランジスタのオン抵抗を書き込み動作時に読み出し動作時よりも高くするように電
位変化する第１のセンスアンプ活性化信号を発生するセンスアンプ活性化信号発生回路を
備え、
　前記第１のセンスアンプ駆動トランジスタはＮチャンネル型トランジスタであり、
　前記センスアンプ活性化信号発生回路は、
　読み出し動作時には第１の電源電位より高い電位を電源とし、
　書き込み動作時には前記第１の電源電位より低い電位を電源とし、
　第１のセンスアンプ駆動トランジスタとセンスアンプの接続ノードの電位と前記第1の
電源電位よりも低く前記第２の電源電位よりも高い中間電位を比較して前記接続ノードの
電位と前記中間電位とが等しくなるように前記第１のセンスアンプ駆動トランジスタのゲ
ート電位を制御する比較回路を備える、半導体記憶装置。
【請求項３】
　複数のメモリセル、
　前記複数のメモリセルに接続されたビット線対、
　前記ビット線対に接続され前記ビット線対の電位差を検知増幅するセンスアンプ、
　前記センスアンプを駆動する第１の電源電位を供給する第１の電源供給配線、
　前記センスアンプを駆動する前記第１の電源電位よりも高い第２の電源電位を供給する
第２の電源供給配線、
　前記センスアンプと前記第１の電源供給配線の間に接続され導通して前記センスアンプ
を駆動する第１のセンスアンプ駆動トランジスタ、
　前記センスアンプと前記第２の電源供給配線の間に接続され導通して前記センスアンプ
を駆動する第２のセンスアンプ駆動トランジスタ、および
　前記第１のセンスアンプ駆動トランジスタのゲートに与えられ前記第１のセンスアンプ
駆動トランジスタのオン抵抗を書き込み動作時に読み出し動作時よりも高くするように電
位変化する第１のセンスアンプ活性化信号を発生するセンスアンプ活性化信号発生回路を
備え、
　前記第１のセンスアンプ駆動トランジスタはＮチャンネル型トランジスタであり、
　前記センスアンプ活性化信号発生回路は、
　第１のセンスアンプ活性化信号を出力するトライステートバッファ、
　前記トライステートバッファの出力ノードに接続され前記トライステートバッファの出
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力がハイインピーダンス状態に変化したときに前記ハイインピーダンス状態前の出力論理
を保持し、前記出力ノードに出力するラッチ回路、
　前記ラッチ回路の電源ノードと電源電位ノードの間に接続され前記ラッチ回路の電源と
して前記第２の電源電位と同レベルの電位を供給する第１のトランジスタ、および
　前記ラッチ回路の電源ノードと中間電位ノードの間に接続され書き込み動作時に前記ラ
ッチ回路の電源として前記第２の電源電位と同レベルの電位に代えて、前記第１の電源電
位よりも高く前記第２の電源電位よりも低い中間電位を供給する第２のトランジスタを備
える、半導体記憶装置。
【請求項４】
　前記第２のセンスアンプ駆動トランジスタはＮチャンネル型トランジスタであり、
　前記センスアンプ活性化信号発生回路は、前記第２のセンスアンプ駆動トランジスタの
ゲートに与えられ、前記第２のセンスアンプ駆動トランジスタのオン抵抗を書き込み動作
時に読み出し動作時よりも高くするように電位変化する第２のセンスアンプ活性化信号を
発生する、請求項１または２記載の半導体記憶装置。
【請求項５】
　前記センスアンプ活性化信号発生回路は、さらに、書き込み動作時に第１のセンスアン
プ活性化信号と第２のセンスアンプ活性化信号を短絡させる短絡回路を備える、請求項４
記載の半導体記憶装置。
【請求項６】
　複数のビット線対、
　各々が、前記複数のビット線対に対応して設けられビット線対の間に直列接続された第
１、第２のＮチャンネル型トランジスタと前記ビット線対の間に直列接続された第１、第
２のＰチャンネル型トランジスタを有し、
　前記第１のＮチャンネル型トランジスタのゲートと第１のＰチャンネル型トランジスタ
のゲートとビット線対の一方を接続し、前記第２のＮチャンネル型トランジスタのゲート
と第２のＰチャンネル型トランジスタのゲートとビット線対の他方を接続して構成される
クロスカップ型の複数のセンスアンプ、
　前記複数のセンスアンプの前記第１、第２のＮチャンネル型トランジスタの接続ノード
と接地電位ノードの間に接続されゲートに第１のセンスアンプ活性化信号を受ける少なく
とも１つのＮチャネル型の第１のセンスアンプ駆動トランジスタ、
　前記複数のセンスアンプの前記第１、第２のＰチャンネル型トランジスタの接続ノード
と電源電位ノードの間に接続されゲートに第２のセンスアンプ活性化信号を受ける少なく
とも１つのＰチャネル型の第２のセンスアンプ駆動トランジスタ、および
　前記第１のセンスアンプ活性化信号と前記第２のセンスアンプ活性化信号を活性電位で
発生して前記第１および第２のセンスアンプ駆動トランジスタを導通状態とするセンスア
ンプ活性化信号発生回路を備え、前記センスアンプ活性化信号発生回路は、前記第１のセ
ンスアンプ活性化信号と前記第２のセンスアンプ活性化信号のうち少なくとも１つのセン
スアンプ活性化信号を、前記複数のセンスアンプが前記ビット線対の電位差を検知増幅す
る時は非活性電位から第１の活性電位に変化させるとともに前記複数のセンスアンプに書
き込みデータが転送される時は前記第１の活性電位と前記非活性状態との間の電位である
第２の活性電位に変化させ、
　前記センスアンプ活性化信号発生回路は、
　前記１つのセンスアンプ活性化信号を出力するトライステートバッファ、
　前記トライステートバッファの出力ノードに接続され前記トライステートバッファの出
力がハイインピーダンス状態に変化したときに前記ハイインピーダンス状態前の出力論理
を保持し、前記出力ノードに出力するラッチ回路、
　前記ラッチ回路の電源ノードと第１の電源電位ノードの間に接続され前記ラッチ回路の
電源として前記第１の活性電位を供給する第１のトランジスタ、および
　前記ラッチ回路の電源ノードと中間電位ノードの間に接続され、複数のセンスアンプに
書き込みデータが転送される時は前記ラッチ回路の電源として前記第１の活性電位に代え
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て前記第２の活性電位を供給する第２のトランジスタを備える、半導体記憶装置。
【請求項７】
　前記複数のビット線対のうちの１対と選択的にデータ転送を行うデータ線をさらに備え
る、請求項６記載の半導体記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、ビット線対の電位差を検知増幅するセンスアンプに関し、特に、読み出し動
作時と書き込み動作時にその駆動能力が制御されるセンスアンプを備えた半導体記憶装置
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の半導体記憶装置には、例えば、特開平８－８７８８７号公報記載のものがある。図
３０は、特開平８－８７８８７号公報記載の従来の半導体記憶装置のセンスアンプとその
駆動能力制御部を示す図である。図において、m.cはメモリセル、mcl、mcrは、各々オー
プンビット線方式のビット線対に接続される複数のメモリセルm.cを有するメモリセルア
レイ、saはビット線対bl、/blに接続されたクロスカップ型のセンスアンプ、BSANは各セ
ンスアンプsaに含まれる２つのＮチャンネル型トランジスタの接続点に複数のセンスアン
プに共通に接続された配線で、この配線と接地電位ノードとの間に並列に２つのＮチャン
ネル側センスアンプ駆動トランジスタ1、3が設けられている。一方、SAPは各センスアン
プsaに含まれる２つのＰチャンネル型トランジスタの接続点に共通に接続された配線で、
この配線と電源電位ノードとの間に２つのＰチャンネル側センスアンプ駆動トランジスタ
2、4が設けられている。5a、5bは、ビット線対bl、/blと電気的に接続される左右ビット
線を選択する選択ゲート、6はイコライズ回路、7は一時記憶用レジスタ、8はI/Oスイッチ
回路である。
【０００３】
以上のように構成される従来のセンスアンプおよびその制御回路は、読み出し動作時には
、BSEP信号、BRSTR信号が活性化され、センスアンプ駆動トランジスタ1、2、3、4が全て
導通して各センスアンプsaへの駆動電源の供給能力が大きい状態でセンスアンプの検知増
幅動作が行われる。一方、書き込み動作時には、BSEP信号のみが活性化されセンスアンプ
駆動トランジスタ1、2のみが導通してセンスアンプ駆動トランジスタ3、4は非導通となる
。そのため、各センスアンプsaへの駆動電源の供給能力が、読み出し動作時に比べて低下
した状態で、I/Oスイッチ回路8を介して書き込みデータが転送される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
以上のような従来の半導体記憶装置では、読み出し動作時と書き込み動作時で導通するセ
ンスアンプ駆動トランジスタの数を変え、センスアンプへの電源供給能力を制御している
。このため、センスアンプのＮチャンネル側又はＰチャンネル側の少なくともどちらか一
方の電源供給能力の制御を行う方のセンスアンプ駆動トランジスタを最低２つは設けなけ
ればならない。センスアンプの駆動能力を上げ、読み出し動作の高速化を図るためにはセ
ンスアンプへの駆動電源の供給能力を上げることが必須であり、このように多くのセンス
アンプに共通にセンスアンプ駆動トランジスタを設ける場合は、センスアンプ駆動トラン
ジスタからセンスアンプまでの配線が長くなり、この配線の配線容量、抵抗による遅延、
及び駆動能力の低下が大きな問題となるので、各センスアンプにセンスアンプ駆動トラン
ジスタを設けるような構成が望ましい。しかし、各センスアンプにセンスアンプ駆動トラ
ンジスタを設けると、書き込み動作時の高速化を図るためにセンスアンプ駆動トランジス
タを各２つずつ供給電源との間に並列に設けなければならなくなり、面積の大幅な拡大に
つながる。一方、だからといって複数のセンスアンプに共通にセンスアンプ駆動トランジ
スタを設ける従来の構成では、センスアンプ駆動トランジスタから最も離れたセンスアン
プまで、導通させるセンスアンプ駆動トランジスタの数による電源の供給能力の変化が伝
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わらない、すなわち、センスアンプ駆動トランジスタから離れたセンスアンプほど、読み
出し動作時と書き込み動作時の駆動能力の変化が小さくなり、書き込み動作の高速化が図
れないという問題点があった。
【０００５】
この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、大きな面積の増加なし
に、書き込み動作時には、センスアンプ活性化信号の電位を制御してセンスアンプ駆動ト
ランジスタのオン抵抗を高め、センスアンプ駆動能力を読み出し動作時より確実に低下さ
せ、書き込み動作を高速化することを目的とする。
【０００６】
さらに、センスアンプの非活性状態から活性化への進行に応じて第１のセンスアンプ駆動
トランジスタのオン抵抗を上げることができ、センスアンプの駆動能力がセンスアンプ活
性化初期には大きく、徐々に低下していくという理想的な変化を得ることを目的とする。
【０００７】
また、センスアンプの活性化と同時に、センスアンプに接続される共通ビット線と選択さ
れている方のビット線対を切り離し、この切り離されたビット線対分の負荷容量をセンス
アンプに係る負荷から切り離して、センスアンプの負荷容量を削減し、センスアンプ活性
化初期即ち読み出し時のセンスアンプの駆動能力を向上させることを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
この発明に係る半導体記憶装置は、複数のメモリセル、複数のメモリセルに接続されたビ
ット線対、ビット線対に接続されビット線対の電位差を検知増幅するセンスアンプ、セン
スアンプを駆動する第１の電源電位を供給する第１の電源供給配線、センスアンプを駆動
する第２の電源電位を供給する第２の電源供給配線、センスアンプと第１の電源供給配線
の間に接続され導通してセンスアンプを駆動する第１のセンスアンプ駆動トランジスタ、
センスアンプと第２の電源供給配線の間に接続され導通してセンスアンプを駆動する第２
のセンスアンプ駆動トランジスタ、および第１のセンスアンプ駆動トランジスタのゲート
に与えられ第１のセンスアンプ駆動トランジスタのオン抵抗を書き込み動作時に読み出し
動作時よりも高くするように電位変化する第１のセンスアンプ活性化信号を発生するセン
スアンプ活性化信号発生回路を備えるものである。
【０００９】
さらに、第１のセンスアンプ駆動トランジスタはＰチャンネル型トランジスタであるもの
である。
【００１２】
　さらに、センスアンプ活性化信号発生回路は、第１のセンスアンプ活性化信号を出力す
るトライステートバッファ、トライステートバッファの出力ノードに接続され、トライス
テートバッファの出力がハイインピーダンス状態に変化したときにハイインピーダンス状
態前の出力論理を保持し、出力ノードに出力するラッチ回路、ラッチ回路の電源ノードと
電源電位ノードの間に接続されラッチ回路の電源として第２の電源電位と同レベルの電位
を供給する第１のトランジスタ、および、ラッチ回路の電源ノードと中間電位ノードとの
間に接続され書き込み動作時にラッチ回路の電源として第２の電源電位と同レベルの電位
に代えて第１の電源電位よりも低く第２の電源電位よりも高い中間電位を供給する第２の
トランジスタを備えるものである。第２の電源電位は、第１の電源電位よりも低いもので
ある。
【００１３】
　上記センスアンプ活性化信号発生回路の構成において、第１のセンスアンプ駆動トラン
ジスタは、Ｎチャネル型トランジスタである。
　また、センスアンプ活性化信号発生回路は、読み出し動作時には第１の電源電位よりも
高い電位を電源とし、書き込み動作時には第１の電源電位よりも低い電位を電源とし、第
１のセンスアンプ駆動トランジスタとセンスアンプの接続ノードの電位と第１の電源電位
よりも低く第２の電源電位よりも高い中間電位を比較して接続ノードの電位と中間電位が
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等しくなるように第１のセンスアンプ駆動トランジスタのゲート電位を制御する比較回路
を備えるものである。第１のセンスアンプ駆動トランジスタは、Ｎチャネル型トランジス
タである。
【００１４】
　また、センスアンプ活性化信号発生回路は、第２のセンスアンプ駆動トランジスタのゲ
ートに与えられ、第２のセンスアンプ駆動トランジスタのオン抵抗を書き込み動作時に読
み出し動作時よりも高くするように電位変化する第２のセンスアンプ活性化信号を発生す
るものである。第２のセンスアンプ駆動トランジスタは、Ｎチャネル型トランジスタであ
る。
【００１５】
　センスアンプ活性化信号発生回路は、さらに、書き込み動作時に第１のセンスアンプ活
性化信号と第２のセンスアンプ活性化信号を短絡させる短絡回路を備えるものである。
【００２１】
また、この発明に係る半導体記憶装置は、複数のデータ線対、各々が、複数のビット線対
に対応して設けられデータ線対の間に直列接続された第１、第２のＮチャンネル型トラン
ジスタとビット線対の間に直列接続された第１、第２のＰチャンネル型トランジスタを有
し、第１のＮチャンネル型トランジスタのゲートと第１のＰチャンネル型トランジスタの
ゲートとビット線対の一方を接続し、第２のＮチャンネル型トランジスタのゲートと第２
のＰチャンネル型トランジスタのゲートとビット線対の他方を接続して構成されるクロス
カップ型の複数のセンスアンプ、複数のセンスアンプの第１、第２のＮチャンネル型トラ
ンジスタの接続ノードと接地電位ノードの間に接続されゲートに第１のセンスアンプ活性
化信号を受ける少なくとも１つの第１のセンスアンプ駆動トランジスタ、複数のセンスア
ンプの第１、第２のＰチャンネル型トランジスタの接続ノードと電源電位ノードの間に接
続されゲートに第２のセンスアンプ活性化信号を受ける少なくとも１つの第２のセンスア
ンプ駆動トランジスタ、および第１のセンスアンプ活性化信号と第２のセンスアンプ活性
化信号を発生し、第１のセンスアンプ活性化信号と第２のセンスアンプ活性化信号のうち
少なくとも１つのセンスアンプ活性化信号が複数のセンスアンプがビット線対の電位差を
検知増幅する時は非活性電位から第１の活性電位に変化し、複数のセンスアンプに書き込
みデータが転送される時は第１の活性電位とは異なる第２の活性電位に変化するセンスア
ンプ活性化信号発生回路を備えるものである。
【００２２】
　センスアンプ活性化信号発生回路は、第１のセンスアンプ活性化信号および第２のセン
スアンプ活性化信号のうちの１つを出力するトライステートバッファと、トライステート
バッファの出力ノードに接続されトライステートバッファの出力がハイインピーダンス状
態に変化したときにこのハイインピーダンス状態前の出力論理を保持し、前記出力ノード
に出力するラッチ回路と、ラッチ回路の電源ノードと第１の電源電位ノードの間に接続さ
れこのラッチ回路の電源として第１の活性電位を供給する第１のトランジスタと、ラッチ
回路の電源ノードと中間電位ノードの間に接続され、複数のセンスアンプに書き込みデー
タが転送される時は前記ラッチ回路の電源として前記第１の活性電位に代えて前記第２の
活性電位を供給する第２のトランジスタを備えるものである。
　また、第２の活性電位は、非活性電位と第１の活性電位の間の電位であるものである。
【００２３】
また、複数のビット線対のうちの１対と選択的にデータ転送を行うデータ線を備えるもの
である。
【００２４】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
図１は、この発明の実施の形態１のクロック同期型ダイナミックランダムアクセスメモリ
（以下ＳＤＲＡＭと称す）を示すブロック図である。図において、1000はＳＤＲＡＭであ
る。ＳＤＲＡＭ1000は、外部から与えられるクロック信号extCLKを受ける外部クロック信



(7) JP 4424770 B2 2010.3.3

10

20

30

40

50

号入力端子101、チップへの制御信号の入力を可能とすることを指示する信号CKE、コマン
ド信号が入力されているか否かを識別するための信号/CS、ロウアドレスを取り込みロウ
系回路動作を指示するための信号/RAS、コラムアドレスを取り込みコラム系回路動作を指
示するための信号/CAS、書き込み動作あるいは読み出し動作を識別するための信号/WE、
および対応するデータ入出力端子からのデータの授受のマスク動作を指示する信号DM0～D
M3を各々受ける制御信号入力端子102、各入力信号のＨレベルまたはＬレベルの判定基準
電位となる電位Vrefを受ける基準電位入力端子103、外部アドレス信号A0～A11およびバン
クアドレス信号BA0、BA1を受けるアドレス端子104、チップ外部とのデータの授受を行う
データ入出力端子105を備える。
【００２５】
さらに、各端子から入力される信号は、バッファ部100に設けられた各端子に対応する各
バッファによって内部に取り込まれる。
【００２６】
さらに、ＳＤＲＡＭ1000は、外部クロック信号extCLKに応じてチップ内部の動作のタイミ
ングの基本となる内部クロック信号CLKを出力する内部制御クロック信号発生回路200、制
御端子102から入力された各制御信号の組み合わせによりチップの内部動作を判定するコ
マンドデコーダ300、アドレス信号の組み合わせにより決定されたチップの動作モード情
報を記憶するモードレジスタ310、外部クロック信号extCLKに同期して入力されたロウア
ドレスを保持するロウアドレスラッチ320、外部クロック信号extCLKに同期して入力され
たコラムアドレスを保持するコラムアドレスラッチ330、外部クロック信号extCLKに同期
して入力されたバンクアドレスを保持するバンクアドレスラッチ340、内部リフレッシュ
アドレスを発生するリフレッシュアドレスカウンタ350（以下REFアドレスカウンタと称す
）、リフレッシュアドレスカウンタ350とロウアドレスラッチ320からの出力を受けどちら
かを選択するマルチプレクサ380、コラムアドレスラッチ330からの出力を受けバースト長
をカウントするバーストアドレスカウンタ360、バンクアドレスラッチ340からの出力を受
け指定バンクを判定選択するバンクデコーダ370、マルチプレクサ380からの出力を受けロ
ウアドレスをプリデコードするロウプリデコーダ510、コラムアドレスラッチ330に保持さ
れたコラムアドレスを基準としてモードレジスタ310からのバースト長のデータに応じて
コラムアドレスをプリデコードするコラムプリデコーダ520、コマンドデコーダ300により
判定されたチップの動作モードに応じてチップ内部の各種動作制御信号を発生するコント
ロール信号発生回路400、外部とのデータの授受の制御を行うデータ入出力回路390、およ
び各バンクに対応して設けられたバンクアレイ600を含む。
【００２７】
バンクアレイ600は、メモリ部610、バンクデコーダ370からの出力及びロウプリデコーダ5
10からの出力に応じて対応するバンク中のワード線を選択するロウデコーダ620、コラム
プリデコーダ520からの出力に応じて対応するバンク中のビット線対を選択するコラムデ
コーダ630、及び読み出し動作においては選択されたバンク中の選択されたメモリセルか
ら読みだされたデータをグローバルI/OバスG-I/Oに与え、書き込み動作においては、デー
タ入出力回路390からグローバルI/OバスG-I/Oにより伝達された書き込みデータを対応す
るバンクに与えるI/Oポート640を含む。
【００２８】
図２は、図１に示されるバンクアレイ600に含まれるメモリ部610の一部分のレイアウトを
表した図である。611L、611Rは各々複数のメモリセル、複数のビット線対、および複数の
ワード線を含むメモリセルアレイ、616はこの２つのメモリセルアレイ611L、611Rに共通
に設けられた複数のイコライズ回路からなるイコライズ回路帯、614はこの２つのメモリ
セルアレイ611Lと611Rに共通に設けられたセンスアンプが複数配置されるセンスアンプ帯
、613はこのセンスアンプ帯614内の各センスアンプに駆動電源を供給するためのセンスア
ンプ駆動トランジスタが配置されるセンスアンプ駆動帯、612は左右のメモリセルアレイ6
11L、611Rのどちらのビット線対が共通に設けられたセンスアンプのビット線対に接続さ
れるかを選択する複数の選択ゲートからなる選択ゲート帯、617は各センスアンプに接続
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されるビット線対とI/Oスイッチ回路により接続されるローカルI/OバスL-I/Oが配線され
る配線帯、618はロウデコーダ620からのデコード信号に応じて選択されたワード線を駆動
するためのワード線ドライバが複数配置されるワード線ドライバ帯である。メモリセル部
610は、このような２つのメモリセルアレイの間にセンスアンプ等のこの２つのメモリセ
ルアレイに対してして共通に設けられた回路が配置されるようなレイアウトが複数回繰り
返されて構成されている。
【００２９】
図３は、図２のメモリセルアレイ611L、611Rとその間に配置されたセンスアンプ等の詳細
を示した回路図である。図においてM.Cは１つのトランジスタとキャパシタからなるメモ
リセル、614SAは共通ビット線対BLi、/BLi（i＝０，１，２，・・・）に生じる電位差を
検知増幅するクロスカップ型のセンスアンプ、612Lは左側のメモリセルアレイ611L内のビ
ット線対BLiL、/BLiLとセンスアンプ614SAに接続される共通ビット線対BLi、/BLiを各々
接続する選択ゲートでゲートに左側選択信号BLILを受ける２つのＮチャンネル型トランジ
スタ612L1、612L2を含む。613Nはセンスアンプ614SAを駆動するためセンスアンプ駆動ト
ランジスタで接地電位Vssを供給する電源供給線Vsとセンスアンプ614SAの間に接続されて
いる。613Pはセンスアンプ614SAを駆動するためのセンスアンプ駆動トランジスタで電源
電位Vccを供給する電源供給線Vcとセンスアンプ614SAとの間に接続されている。616EQは
共通ビット線対BL0、/BL0をイコライズするためのイコライズ回路で３つのＮチャンネル
型トランジスタEQ1、EQ2、及びEQ3を含む。612Rは右側のメモリセルアレイ611R内のビッ
ト線対BLiR、/BLiRとセンスアンプ614SAに接続される共通ビット線対BLi、/BLiを各々接
続する選択ゲートで、ゲートに右側選択信号BLIRを受ける２つのＮチャンネル型トランジ
スタ612R1、612R2を含む。617SWは、コラムデコーダ630からのコラム選択信号CSLをゲー
トに受けセンスアンプ614SAに接続される共通ビット線対BLi、/BLiとローカルI/OバスL-I
/Oを接続するI/Oスイッチ回路である。以後、電源電位並びに電源電位ノードをVcc、接地
電位並びに接地電位ノードをVssとする。
【００３０】
また、センスアンプ614SAは、共通ビット線対BLi、/BLiの間に直列接続された２つのＮチ
ャンネル型トランジスタSA1N、SA2Nと、同じく共通ビット線対BLi、/BLiの間に直列接続
された２つのＰチャンネル型トランジスタSA1P、SA2Pを含む。
【００３１】
図４は図１に示されるコントロール信号発生回路400とその関連部分を示すブロック図で
ある。コマンドデコーダ300は、バッファ部100を介した各種外部制御信号を受けチップ内
部の動作を判定する信号であるデコード信号を出力する。例えば、ロウ系のアクセスが行
われたことを示す信号ROWHIT、コラム系のアクセスが行われたことを示す信号COLHIT、読
み出しアクセスが行われたことを示す信号READ、書き込みアクセスが行われたことを示す
信号WRITE、プリチャージアクセスが行われたこと示す信号PRE、セルフリフレッシュアク
セスが行われたことを示す信号SRF等を出力する。
【００３２】
コントロール信号発生回路400は、コマンドデコーダ300からのデコード信号を受け、ＳＤ
ＲＡＭ1000全体の各種内部動作タイミングのトリガーとなる信号を発生する共通コントロ
ール信号発生回路401と、共通コントロール信号発生回路401から出力されるトリガー信号
とバンクデコーダ370から出力されるバンク選択信号を受け各バンクに対応するバンク別
内部制御信号を発生するバンクコントロール信号発生回路部402からなり、バンクコント
ロール信号発生回路部402は、各バンクアレイに対応するバンクコントロール信号発生回
路403を複数個含む。
【００３３】
共通コントロール信号発生回路401から出力されるトリガー信号には、例えば、ワード線
駆動のタイミングを制御するための信号RXT、ビット線イコライズのタイミングを制御す
るための信号EEQ、センスアンプの活性化タイミングを制御するための信号SOE、プリチャ
ージのタイミングを制御するための信号PPC、書き込み動作のタイミングを制御するため
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の信号WWRE等が含まれる。
【００３４】
また、これらの信号を受け、各バンクアレイに対応するバンクコントロール信号発生回路
403から出力されるバンク別内部制御信号には、例えば、そのバンクアレイが選択されて
いる、すなわち活性化状態であることを示す信号ACT、選択されたバンク内のワード線駆
動タイミングを制御するための信号MWL、選択されたバンク内のビット線のイコライズの
タイミングを制御するための信号EQ、選択されたバンク内のセンスアンプの活性化タイミ
ングを制御するための信号SE、/SE、選択されたバンク内のプリチャージのタイミングを
制御するための信号PC、選択されたバンク内のコラム系動作の開始を指示する信号COLBA
、選択されたバンク内の書き込み動作を制御するための信号WRE等が含まれる。
【００３５】
図５に示されるのは、図４に示されるバンクコントロール信号発生回路403に含まれ、図
３に示されるセンスアンプ駆動トランジスタ613Nのゲートに与えられるセンスアンプ活性
化信号SEの発生回路の420である。センスアンプ活性化信号発生回路420は、センスアンプ
活性化信号SEを出力するトライステートバッファ421、このトライステートバッファ421の
出力がハイインピーダンス状態の時にハイインピーダンス状態前の出力論理を維持するラ
ッチ回路422、信号ACT、COLBA、WREを受ける３入力ANDゲート423、このANDゲート423の出
力をゲートに受け、電源電位ノードVccとラッチ回路422のＨレベル電位を供給する電源ノ
ードVctとの間に接続されたＰチャンネル型トランジスタ424P、ANDゲート423の出力を反
転するインバータ423I、このインバータ423Iの出力をゲートに受け中間電位ノードVref1
（Vss＜Vref1＜Vcc）とラッチ回路422のＨレベル電位を供給する電源ノードVctとの間に
接続されたＰチャンネル型トランジスタ425Pを含む。トライステートバッファ421は、信
号ACT、SOEを入力とする２入力NANDゲート421A、信号SOE、PCを入力とする２入力NANDゲ
ート421B、インバータ421I、電源電位ノードVccとトライステートバッファ421の出力ノー
ドの間に接続され、ゲートにNANDゲート421Aの出力を受けるＰチャンネル型トランジスタ
421P、接地電位ノードVssとトライステートバッファ421の出力ノードの間に接続されゲー
トにNANDゲート421Bの出力を受けるＮチャンネル型トランジスタ421Nを含む。
【００３６】
図６は、図５に示されるトライステートバッファ421の出力ノードに接続されたラッチ回
路422の詳細を示す回路図である。ラッチ回路422は、電源ノードVctと出力ノードの間に
並列接続された２つのＰチャンネル型トランジスタ22P1、22P2と、出力ノードと接地電位
ノードVssの間に直列に接続された２つのＮチャンネル型トランジスタ22N1、22N2からな
るNANDゲート422Aと、NANDゲート422Aの出力ノードが各々のゲートに接続され、電源ノー
ドVctと接地電位ノードVssの間に直列接続されたＰチャンネル型トランジスタ22P3とＮチ
ャンネル型トランジスタ22N3からなるインバータ422Bを含む。
【００３７】
次に動作について説明する。図７に示されるのはＳＤＲＡＭ1000の動作を示すタイミング
図である。ここに示されるものは、特に図４に示されたコマンドデコーダ300、コントロ
ール信号発生回路400内の共通コントロール信号発生回路401、及びバンクコントロール信
号発生回路403の関係を説明するためのタイミング図である。
【００３８】
まず、バンク０にロウ系アドレス選択のアクセスが行われると、入力された外部制御信号
をコマンドデコーダ300がデコードして、バンク０のロウ系にアクセスが行われたことを
判定すると信号ROWHITが発生される。さらに、共通コントロール信号発生回路401は、こ
の信号ROWHITを受け、ロウ系の動作のトリガーとなる信号、例えば信号RXT、EEQ、SOEを
発生する。さらに、このロウ系へのアクセスはバンク０に対してのアクセスなので、これ
らの共通コントロール信号発生回路401からの出力とバンクデコーダ370からのバンク０選
択信号BANK0によって、バンク０に対応するバンクコントロール信号発生回路403から実際
にバンク内のロウ系動作を制御する信号、例えば、信号ACT、MWLが活性化される。
【００３９】
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次に、バンク０に書き込みアクセスが行われると、コマンドデコーダ300がこれを判定し
、信号COLBA、WRITEが発生される。そして、バンクコントロール信号発生回路403からバ
ンク０に対応する書き込み制御信号WREが活性化され、バンク０での書き込み動作が実施
される。次に、バンク３にロウ系アドレス選択のアクセスが行われると信号ROWHITが発生
され、バンク０の場合と同様に共通コントロール信号発生回路401からロウ系の動作のト
リガーとなる信号、例えば信号RXT、EEQ、SOEを発生する。これとバンク3選択信号BANK3
に応じてバンク３に対応するバンクコントロール信号発生回路403から実際にバンク内の
ロウ系動作を制御する信号が活性化される。ただし、図７に示されるのはバンク０に対応
するバンクコントロール信号発生回路403からの出力信号のみであるのでこれらの信号に
は変化がない。
【００４０】
次に、バンク０にプリチャージアクセスが行われるとコマンドデコーダ300からデコード
信号PREが発生され、図示しないトリガー信号を介して、バンク０に対応するバンクコン
トロール信号発生回路403からプリチャージ信号PCが出力され、バンク０のプリチャージ
が行われる。すなわちバンク０の活性化が終了する。
【００４１】
図８は、図７に示されるT1期間の図５に示されるセンスアンプ活性化信号発生回路420、
図３に示されるセンスアンプ614SA、及びその周辺の動作を示す図タイミング図である。
ここでは、センスアンプ614SAに接続されるビット線対にローカルI/OバスL-I/OからI/Oス
イッチ回路617SWを介して転送されてくるデータ、すなわち書き込みデータが、既にその
センスアンプ614SAに保持されているデータとは異なる場合、すなわち、逆の場合を表し
たタイミング図である。以下図８に基づいてワード線WL0Lとビット線BL0Lの交点に設けら
れたメモリセルM.Cに対するデータのセンスアンプ614SAでの読み出し、書き込み動作につ
いて説明する。
【００４２】
時刻T10以前にワード線WL0Lが駆動され、メモリセルM.Cのデータに応じて左側のビット線
対BL0L、/BL0Lに電位差が生じる。この左側ビット線対BL0L、/BL0Lの電位差が、選択ゲー
ト612Lを介して共通ビット線対BL0、/BL0に伝えられる。そして、この電位差をセンスア
ンプ614SAで検知増幅するために、センスアンプ駆動トランジスタ613Nのゲートに与えら
れるセンスアンプ活性化信号SEが活性電位Vccとなり、センスアンプ駆動トランジスタ613
Pのゲートに与えられるセンスアンプ活性化信号/SEは、その活性電位Vssとなる。そして
、センスアンプ614SAは検知増幅後、その値、すなわち論理を保持した状態となる。この
状態は、センスアンプ614SAによるメモリセルデータの読み出し動作が行われた状態に匹
敵する。
【００４３】
また、センスアンプ活性化信号発生回路420においては、共通コントロール信号発生回路4
01からのセンスアンプ活性化トリガー信号SOEがＨレベルになるとトライステートバッフ
ァ421のＰチャンネル型トランジスタ421Pが導通して、このトライステートバッファ421の
出力がＨレベル、すなわちVccレベルとなり、この論理がラッチ回路422で保持される。そ
の後、信号SOEがＬレベルに変化しても、センスアンプ活性化信号SEは、このラッチ回路4
22によりＨレベル、すなわち電源電位Vccのレベルが保持される。尚、センスアンプ駆動
トランジスタ613Pのゲートに与えられるセンスアンプ活性化信号/SEは、センスアンプ活
性化信号SEの活性化とほぼ同時、または、やや遅れぎみに活性化され、非活性状態では電
源電位Vcc、活性状態では接地電位Vssとなる従来どおりの動作をするとする。
【００４４】
時刻T10になると書き込み制御信号WREが活性化される。これに応じて図５に示されるセン
スアンプ活性化信号発生回路420のANDゲート423の出力がＨレベルとなりトランジスタ424
Pが非導通となり、ラッチ回路422の電源ノードVctと電源電位ノードVccが電気的に切り離
される。代わってANDゲート423の出力をインバータ423Iで反転した信号をゲートに受ける
Ｐチャンネル型トランジスタ425Pが導通してラッチ回路422の電源ノードVctと中間電位ノ
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ードVref1が電気的に接続されるので、センスアンプ活性化信号SEのＨレベル、すなわち
活性化電位がVref1となる。センスアンプ614SAは、センスアンプ駆動トランジスタ613Nの
ゲート電位が電源電位Vccから中間電位Vref1に変化しても、既にデータの増幅は完了して
いるのでビット線対の電位に大きな影響はない。
【００４５】
時刻T11になるとローカルI/OバスL-I/Oに書き込みデータが送られてくる。時刻T12になる
とコラムデコーダ630からのコラム選択信号CSLが活性化される。この信号CSLの活性化に
よってI/Oスイッチ回路617SWが導通し、ローカルI/OバスL-I/OのI/O線対の書き込みデー
タがセンスアンプ614SAに接続される共通ビット線対BL0、/BL0に転送される。時刻T13に
なるとこの転送された書き込みデータに従ってビット線対のデータ、すなわち、センスア
ンプ614SAに保持されていたデータが強制的に反転され始めるが、この時、センスアンプ
駆動トランジスタ613Nのゲートに与えられるセンスアンプ活性化信号SEの電位は中間電位
Vref1であるから、センスアンプ駆動トランジスタ613Nのオン抵抗がセンスアンプ活性化
信号SEの電位がVccであるセンスアンプの読み出し動作時、すなわち時刻T10以前に比べて
実質的に高くなっている。ただし、オフにはなっていない。そのため、センスアンプ614S
Aの２つのＮチャンネル型トランジスタSA1N、SA2Nの接続ノード（以下Ｎチャンネル側ソ
ースノードと称す）に与えられるセンスアンプ614SAの駆動電源の供給能力、すなわちセ
ンスアンプ614SAのＮチャンネル側駆動能力が時刻T10以前に比べ低下している。このため
にI/O線対からの転送データによるビット線対の強制的なデータ反転に抵抗するセンスア
ンプ614SAの抵抗力が弱まり、センスアンプ614SAのデータ反転、すなわち、ビット線対BL
0、/BL0のデータ反転の速度が早くなる。要するにデータの書き込みが高速化される。時
刻T14になるとコラム選択信号CSLが非活性化されI/O線対とビット線対BL0、/BL0が切り離
される。尚、図８中Vaで表されるのは、センスアンプ駆動トランジスタ613Nのオン抵抗上
昇のためにセンスアンプ614SAとセンスアンプ駆動トランジスタ613Nの接続ノードの電位
が電源供給線Vsの電位Vssと等しくならずにういている分の電圧を示している。
【００４６】
時刻T15になり信号WREが非活性化される。これに応じて図５に示されるセンスアンプ活性
化信号発生回路420のANDゲート423の出力をインバータ423Iで反転して受けるＰチャンネ
ル型トランジスタ425Pが非導通となりラッチ回路422の電源ノードVctと中間電位ノードVr
ef1が電気的に切り離される。一方、ANDゲート423の出力をゲートに受けるＰチャンネル
型トランジスタ424Pが導通してラッチ回路422の電源ノードVctと電源電位ノードVccが電
気的に接続される。そのためセンスアンプ活性化信号SEのＨレベルの電位が中間電位Vref
1から電源電位Vccにもどり、センスアンプ614SAの駆動能力およびデータ保持能力が時刻T
10以前にもどる。
【００４７】
以上のように、センスアンプ614SAのＮチャンネル側ソースノードに駆動電源を供給する
センスアンプ駆動トランジスタ613Nのゲート電位を書き込み動作時に読み出し動作時に比
べて低くすることによって、センスアンプ駆動トランジスタ613Nのオン抵抗を高め、セン
スアンプ614SAの駆動能力を書き込み動作時に読み出し動作時に比べ弱くすることができ
る。駆動能力が弱くなると、センスアンプ614SAに保持されていたデータを書き込み動作
時に反転させることが容易となり、この反転を高速に行うことができる。すなわち、セン
スアンプ614SAへの書き込みの高速化を図ることができる。言うまでもなく、センスアン
プ614SAへ書き込みが高速化され、ビット線対BL0、/BL0のデータが高速に反転されれば、
コラム選択信号CSLの非活性化を早く行うこと、すなわち、図８における時刻T12から時刻
T14までの時間を短縮できるので、以後の制御信号のタイミングを順次はやめることが可
能となり、しいては半導体記憶装置全体の書き込み速度の高速化につながる。
【００４８】
実施の形態２．
この実施の形態２において実施の形態１と異なるのは、書き込み動作時に電位変化する信
号をセンスアンプ活性化信号SEの代わりにセンスアンプ駆動トランジスタ613Pのゲートに
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与えられるセンスアンプ活性化信号/SEとした点である。以下この異なる点について説明
する。
【００４９】
図９は、この発明の実施の形態２のセンスアンプ活性化信号発生回路430の回路図である
。この回路は図３に示されるセンスアンプ駆動トランジスタ613Pのゲートに与えられるセ
ンスアンプ活性化信号/SEの発生回路である。センスアンプ活性化信号発生回路430は、セ
ンスアンプ活性化信号/SEを出力するトライステートバッファ431、このトライステートバ
ッファ431の出力がハイインピーダンス状態の時にハイインピーダンス状態前の出力論理
を維持するラッチ回路432、信号ACT、COLBA、WREを受ける３入力ANDゲート433、ANDゲー
ト433の出力を反転するインバータ433I、さらにこのインバータ433Iの出力を反転するイ
ンバータ434I、接地電位ノードVssとラッチ回路432のＬレベル電位を供給する電源ノード
Vstとの間に接続されたＮチャンネル型トランジスタ434N、このインバータ434Iの出力を
ゲートに受け中間電位ノードVref2とラッチ回路432のＬレベル電位を供給する電源ノード
Vstとの間に接続されたＮチャンネル型トランジスタ435Nを含む。トライステートバッフ
ァ431は、信号ACT、PCを入力とする２入力NANDゲート431A、信号SOE、ACTを入力とする２
入力NANDゲート431B、インバータ431I、電源電位ノードVccとトライステートバッファ431
の出力ノードの間に接続されゲートにNANDゲート431Aの出力を受けるＰチャンネル型トラ
ンジスタ431P、接地電位ノードVssとトライステートバッファ431の出力ノードの間に接続
されゲートにインバータ431Iの出力を受けるＮチャンネル型トランジスタ431Nを含む。
【００５０】
図１０は、図９に示されるトライステートバッファ431の出力ノードに接続されたラッチ
回路432の詳細を示す回路図である。ラッチ回路432は、電源電位ノードVccと出力ノード
の間に並列接続された２つのＰチャンネル型トランジスタ32P1、32P2と、出力ノードと電
源ノードVstの間に直列に接続された２つのＮチャンネル型トランジスタ32N1、32N2から
なるNANDゲート432Aと、NANDゲート432Aの出力ノードが各々のゲートに接続され、電源電
位ノードVccと電源ノードVstの間に直列接続されたＰチャンネル型トランジスタ32P3とＮ
チャンネル型トランジスタ32N3からなるインバータ432Bを含む。
【００５１】
次に動作について説明する。実施の形態２においては、センスアンプ駆動トランジスタ61
3Nのゲートに与えられるセンスアンプ活性化信号SEは、非活性状態では接地電位Vss、活
性状態では電源電位Vccとなる従来どおりの動作をするとし、実施の形態１と異なるセン
スアンプ活性化信号発生回路430の動作について説明する。センスアンプ活性化信号発生
回路430においては、共通コントロール信号発生回路401からのセンスアンプ活性化トリガ
ー信号SOEがＨレベルになるとトライステートバッファ431のＮチャンネル型トランジスタ
431Nが導通して、このトライステートバッファの出力がＬレベル即ちVssレベルとなり、
この論理がラッチ回路432で保持される。その後、信号SOEがＬレベルに戻っても、センス
アンプ活性化信号/SEは、このラッチ回路432によりＬレベル、すなわち接地電位Vssのレ
ベルに保持される。
【００５２】
書き込み制御信号WREが活性化されると、これに応じて図９に示されるセンスアンプ活性
化信号発生回路430のANDゲート433の出力がＨレベルとなりインバータ433Iで反転出力さ
れ、この出力を受けるトランジスタ434Nが非導通となり、ラッチ回路432の電源ノードVst
と接地電位ノードVssが電気的に切り離される。代わってインバータ434Iの出力信号をゲ
ートに受けるＮチャンネル型トランジスタ435Nが導通してラッチ回路432の電源ノードVst
と中間電位ノードVref2が電気的に接続されるので、センスアンプ活性化信号/SEのＬレベ
ルの電位、すなわち活性電位がVref2（Vss＜Vref2＜Vcc）となる。
【００５３】
以上のように、実施の形態２においては、センスアンプ駆動トランジスタ613Pのゲート電
位を接地電位Vssから中間電位Vref2に上昇させて、このセンスアンプ駆動トランジスタ61
3Pのオン抵抗を上昇させ、センスアンプ614SAのＰチャンネル側の駆動電源の供給能力を
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低下させている。これによりデータの書き込みの高速化を行っている。
【００５４】
さらに、いうまでもなく実施の形態１のセンスアンプ活性化信号発生回路420をさらに備
えれば、センスアンプ駆動トランジスタ613Nと613Pの各々に与えられるセンスアンプ活性
化信号SE、/SEの両方の活性化電位をともに制御して、センスアンプ駆動トランジスタ613
Nと613Pのオン抵抗を共に書き込み時に高くすることも可能である。
【００５５】
実施の形態３．
図１１は、この発明の実施の形態３のメモリセルアレイ611L、611Rとその間に配置された
センスアンプ等の詳細を示した回路図である。図において実施の形態１および２に示され
る構成と異なる部分は、センスアンプ614SAの２つのＰチャンネル型トランジスタSA1P、S
A2Pの接続ノード（以下Ｐチャンネル側ソースノードと称す）と電源供給線Vcとの間に接
続されるセンスアンプ駆動トランジスタが、実施の形態３においてはＮチャンネル型トラ
ンジスタ613NNである点と、Ｐチャンネル側、Ｎチャンネル側ソースノードを各センスア
ンプで共通に接続している（以下この共通接続ノードをSP、SNと称す）点であり、さらに
、このセンスアンプ駆動トランジスタ613NNがＮチャンネル型トランジスタとなったこと
によりセンスアンプ活性化信号発生回路の構成がことなる。以下この異なる点について説
明する。
【００５６】
図１２は図１１に示されるセンスアンプ駆動トランジスタ613NNのゲートに与えられるセ
ンスアンプ活性化信号SE1を発生するセンスアンプ活性化信号発生回路440の構成を示す回
路図である。図において、センスアンプ活性化信号発生回路440は、中間電圧Vref3（Vss
＜Vref3＜Vcc）とノードSPの電位を比較しその値が等しくなるようにセンスアンプ駆動ト
ランジスタ613NNのゲート電位、即ちセンスアンプ活性化信号SE1の電位を制御する比較回
路441、センスアンプ活性化信号SEの論理を反転させるインバータ442I、このインバータ4
42Iの出力と書き込み信号WREを入力とする２入力NORゲート443、そのNORゲート443の出力
を反転出力するインバータ443I、インバータ443Iの出力をゲートに受け電源電位Vccより
高い電位である昇圧電源電位Vppを供給するノードVppと比較回路441の電源ノードVdtと間
に接続され、書き込み動作時以外に導通して比較回路441の電源として昇圧電位Vppを供給
するＰチャンネル型トランジスタ444、書き込み信号WREを反転するインバータ445I、電源
電位ノードVccと比較回路441の電源ノードVdtとの間に直列接続され書き込み動作時に比
較回路の電源として電源電位Vcc以下の電位を供給するＰチャンネル型トランジスタ445、
446を含む。
【００５７】
比較回路441は、比較回路の電源ノードVdtと接地電位ノードVssの間に直列接続されたＰ
チャンネル型トランジスタ41P1、Ｎチャンネル型トランジスタ41N1、同じく電源ノードVd
tと接地電位ノードVssの間に直列接続されたＰチャンネル型トランジスタ41P2、Ｎチャン
ネル型トランジスタ41N2を含み、Ｐチャンネル型トランジスタ41P1のゲートにセンスアン
プ614SAのＰチャンネル側ソースノードSPの電位を受け、Ｐチャンネル型トランジスタ41P
2のゲートに中間電位Vref3を受け、Ｐチャンネル型トランジスタ41P1とＮチャンネル型ト
ランジスタ41N1の接続ノードからセンスアンプ駆動トランジスタ613NNのゲートに与えら
れるセンスアンプ活性化信号SE1が発生される。
【００５８】
次に動作について説明する。図１３は実施の形態３における動作を示したタイミング図で
ある。
【００５９】
時刻T20に左右選択信号BLIRが非活性化され右側のメモリセルアレイ611R内のビット線対B
L0R、/BLORと共通ビット線対BL0、/BL0が電気的に切り離される。センスアンプ614SAに接
続される共通ビット線対BL0、/BL0と左側のメモリセルアレイ611L内のビット線対BL0L、/
BL0Lは、電気的に接続されている。各共通ビット線対BL1、/BL1、BL2、/BL2についても同
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様の状態で、右側のメモリセルアレイ611Rの対応するビット線対BL1R、/BL1R、BL2R、/BL
2Rとそれぞれ電気的に切り離される。以後共通ビット線対BL0、/BL0とそれに対応する部
分を例として説明する。時刻T21にワード線が駆動されるとメモリセルM.Cのデータに応じ
てビット線対BL0L、/BL0Lから共通ビット線対BL0、/BL0にメモリセルM.Cのデータに応じ
た電位差が伝わり共通ビット線対BL0、/BL0間に微妙な電位差が生じる。
【００６０】
時刻T22になるとこの共通ビット線対BL0、/BL0間の電位差をセンスアンプ614SAで検知増
幅するために、センスアンプ614SAが活性化される。すなわち、センスアンプ活性化信号S
E、SE1が活性化され、センスアンプ駆動トランジスタ613N、613NNが導通してセンスアン
プ614SAのＰチャンネル側ソースノードSP、Ｎチャンネル側ソースノードSNに各々電源供
給配線Vs、Vcから駆動電源が供給される。センスアンプ活性化信号SEが活性化されるとイ
ンバータ442Iで反転されNORゲート443に入力される。書き込み信号WREは活性化されてい
ないのでNORゲート443の出力はＨレベルとなりインバータ443Iで反転され、Ｐチャンネル
型トランジスタ444を導通させるので比較回路441の電源ノードVdtの電位は昇圧電位Vppと
なる。さらに、センス活性化初期時は、センスアンプのＰチャンネル側ソースノードSPと
中間電位Vref3の電位差が大きいので、いち早くノードSPの電位と中間電位ノードVref3を
等しくするよう比較回路441がＰチャンネル側センスアンプ活性化信号SE1の活性化電位を
高くして、センスアンプ駆動トランジスタ613NNのオン抵抗を低くし、電源供給配線Vcか
らセンスアンプ614SAへの電源供給能力を大きくする。そしてノードSPの電位が中間電位V
ref3近づくにつれてセンスアンプ活性化信号SE1の電位は低くなり、センスアンプ駆動ト
ランジスタ613NNのオン抵抗が高くなり、センスアンプ614SAへの電源供給能力を低下させ
ていく。
【００６１】
時刻T23に書き込み信号WREが活性化されるとローカルI/OバスL-I/OのI/O線対に書き込み
データが現れる。一方、この書き込み信号WREの活性化によってセンスアンプ活性化信号
発生回路440の比較回路441の電源ノードVdtに接続されるＰチャンネル型トランジスタ444
が非導通となり、代わりに、書き込み信号WREをインバータ445Iによって反転させた信号
をゲートに受けるＰチャンネル型トランジスタ445が導通する。故に、比較回路441の電源
ノードVdtへ電源電位Vccよりダイオード接続されたＰチャンネル型トランジスタ446のし
きい値電圧分低い電位、すなわちVcc-Vthの電位が導通したＰチャンネル型トランジスタ4
45を介して供給される。時刻T23には、既に、ノードSPの電位は中間電位Vref3と等しくな
っているのでセンスアンプ駆動トランジスタ613NNのオン抵抗は高く、センスアンプ614SA
の駆動能力は低下している状態にある。そこへ図示しないコラム選択線CSLが活性化され
るとI/Oスイッチ回路617SWを介して共通ビット線対BL0、/BL0に書き込みデータが転送さ
れて共通ビット線対BL0、/BL0の論理の反転を早く行うことができる。この時、比較回路4
41の電源ノードVdtの電位がVcc-Vthであるため、センスアンプ活性化信号SE1自身の電位
も低下させてあるので、より一層早くビット線対のデータ反転が実現される。時刻T24に
なると書き込み信号WREが非活性化され比較回路441の電源ノードVdtの電位は昇圧電位Vpp
にもどる。
【００６２】
以上のように、この実施の形態３における半導体記憶装置では、センスアンプ活性化信号
発生回路440にセンスアンプ614SAのＰチャンネル側ソースノードSPの電位と中間電位Vref
3を比較して、両電位が等しくなるようにセンスアンプ駆動トランジスタ613NNのゲート電
位を制御するように比較回路441を設けたので、センス活性化初期にセンスアンプの駆動
能力を高くし、書き込み動作が行われるころにはセンスアンプ駆動能力を低下させること
ができ、書き込み動作の高速化が図れる。さらに、この比較回路441の電源ノードVdtの電
位を書き込み動作時に電源電位Vcc－Vthに低下させることにより、書き込み動作時のセン
スアンプ駆動能力の一層の低下が可能となり、高速化を一段と進めることができる。
【００６３】
また、Ｎチャンネル側ソースノードとＰチャンネル側ソースノードを複数のセンスアンプ
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614SAに共通に設けることにより、センスアンプ駆動トランジスタ613N、613NNとセンスア
ンプ614SAの対応関係を図１１に示されるように１対１にする以外にも、例えば、図１４
に示されるように複数のセンスアンプ614SAに共通してセンスアンプ駆動トランジスタ613
NNを設けるような構成にすることも可能である。
【００６４】
実施の形態４．
図１５は、この発明の実施の形態４のメモリセルアレイ611L、611Rとその間に配置された
センスアンプ等の詳細を示した回路図である。図において実施の形態３に示される構成と
異なる部分は、短絡回路450を設けた点である。実施の形態４の短絡回路450は、センスア
ンプ活性化信号SE及びSE1の電位を左右選択信号BLILまたはBLIRと短絡させることにより
センスアンプ活性化信号SE及びSE1の電位の制御を行い、センス駆動トランジスタ613N、6
13NNのセンス駆動能力、すなわち、電源供給能力の制御を行っている。以下この異なる点
を説明する。
【００６５】
図１６は図１５に示される短絡回路450の回路図である。信号BSR、BSLは各々左右選択信
号BLIL、BLIRの前段の信号である。すなわち、信号BSR、BSLのを各々反転したものが左右
選択信号BLIL、BLIRである。また、信号MSEは、共通コントロール信号発生回路401から発
生され、センスアンプ活性化タイミングのトリガーとなるトリガー信号SOEに応答して発
生されるバンク別センスアンプ活性化のタイミング制御のメイン信号を示す。短絡回路45
0は、信号MSEを受け反転するインバータ451I、信号MSEの非活性から活性化への変化に応
じてセンスアンプ活性化初期に一定期間T3のパルス信号を発生するパルス発生回路451、
このパルス信号を反転するインバータ452I、453I、454I、455I、信号BSRを受け信号BLIL
を出力しインバータ452Iの出力によってハイインピーダンス状態になるトライステートバ
ッファ452、インバータ451Iの出力を受け信号SEを出力しインバータ453Iの出力によって
ハイインピーダンス状態になるトライステートバッファ453、インバータ451Iの出力を受
け信号SE1を出力しインバータ454Iの出力によってハイインピーダンス状態になるトライ
ステートバッファ454、信号BSLを受け信号BLIRを出力しインバータ455Iの出力によってハ
イインピーダンス状態になるトライステートバッファ455、パルス発生回路451の出力と信
号BSLを入力とする２入力ANDゲート459L、パルス発生回路451の出力と信号BSRを入力とす
る２入力ANDゲート459R、ANDゲート459Lの出力に応答して信号BLILと信号SEを短絡させる
スイッチ456、パルス発生回路451の出力に応答して信号SEとSE1を短絡させるスイッチ457
、ANDゲート459Rの出力により信号BLIRと信号SE1を短絡させるスイッチ457を含む。
【００６６】
図１７は、図１６に示される各トライステートバッファに共通の回路図である。ここで信
号/HIZはこのトライステートバッファ452の出力をハイインピーダンス状態にする信号で
あり、例えば図１６に示されるトライステートバッファ452においてはインバータ452Iの
出力が入力される。さらに信号INは、トライステートバッファへの入力信号であり、例え
ば図１６に示されるトライステートバッファ452においては信号BSRに相当する。トライス
テートバッファは、信号INと信号HIZを入力とする２入力NAND回路52B、信号INの出力を反
転するインバータ52AI、インバータ52AIの出力と信号/HIZを入力とする２入力NANDゲート
52A、NANDゲート52Bの出力を反転するインバータ52BI、インバータ52BIの出力をゲートに
受けトライステートバッファの出力ノードと接地電位ノードVssの間に接続されたＮチャ
ンネル型トランジスタ52N、NANDゲート52Aの出力をゲートに受け電源電位ノードVccとト
ライステートバッファ452の出力ノードの間に接続されたＰチャンネル型トランジスタ52P
を含む。ただし、図１６に示されるトライステートバッファ454はＮチャンネル型トラン
ジスタ613NNのゲートに与えられるセンスアンプ活性化信号SE1を出力するので、このセン
スアンプ活性化信号SE1を出力するトライステートバッファ454のＰチャンネル型トランジ
スタ52Pは電源電位ノードVccの代わりに、昇圧電位ノードVppに接続される。
【００６７】
次に動作について説明する。図１８は、この実施の形態４の動作を示すタイミング図であ
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る。時刻T30に左右選択信号BLIRが非活性化され右側のメモリセルアレイ内のビット線対B
L0R、/BLORと共通ビット線対BL0、/BL0が電気的に切り離される。すなわち、センスアン
プ614SAに接続される共通ビット線対BL0、/BL0と左側のメモリセルアレイ611L内のビット
線対BL0L、/BL0Lが電気的に接続されている状態となる。時刻T31にワード線WL0Lが駆動さ
れるとメモリセルM.Cのデータに応じて共通ビット線対BL0、/BL0間に微小な電位差が生じ
る。時刻T32になるとこの共通ビット線対BL0、/BL0間の電位差をセンスアンプ614SAで検
知増幅するタイミング制御信号MSEが活性化される。短絡回路450に含まれるパルス発生回
路451から一定期間T3の間Ｈレベルを保持したパルス信号が発生され、これを各インバー
タで反転した信号が各トライステートバッファ452、453、454、455に入力され、各トライ
ステートバッファの出力がハイインピーダンス状態となる。これと同時にスイッチ456、4
57がオンして信号BLIL、SE1、SEが短絡される。これらの信号の短絡によって各信号は、
短絡前の電位、およびその信号配線の負荷容量等の比率によって決定される中間電位Vref
4（Vss＜Vref4＜Vpp）になる。信号BLILが、昇圧電位Vppより電位Vref4に低下するとビッ
ト線対BL0L、/BL0Lと共通ビット線対BL0、/BL0が電気的に切り離され、センスアンプ614S
Aの負荷容量が小さくなる。一方、これと同時にセンスアンプ活性化信号SE及びSE1が接地
電位Vssから中間電位Vref4に上昇するのでセンスアンプ614SAが活性化され始める。
【００６８】
時刻T33になるとパルス信号が非活性となり短絡回路450のスイッチ456、457がオフする。
同時に、各トライステートバッファのハイインピーダンス状態は解除され、短絡されて中
間電位Vref4となっていた各信号BLIL、SE1、SEが各々トライステートバッファ452、453、
454からの出力に応じた電位となる。すなわち、信号BLILは昇圧電位Vppにもどり、ビット
線対BL0L、/BL0Lと共通ビット線対BL0、/BL0が電気的に接続される。センスアンプ活性化
信号SEは活性化電位である電源電位Vcc、SE1は活性化電位である昇圧電位Vppとなる。時
刻T34になるとこの十分に活性化されたセンスアンプ活性化信号SE、およびSE1の電位に応
じてビット線対BL0、/BL0の電位差増幅、すなわち、センスアンプ614SAの読み出し動作が
完了する。
【００６９】
以上のように、この実施の形態４においては、センスアンプ活性化信号SE、およびSE1と
、選択されているメモリセル側のビット線対と共通ビット線対を接続する選択信号BLILを
短絡させることで、センスアンプの活性化初期時に、すなわち、センスアンプ活性化信号
SE、SE1の活性化電位への変化と同時に、センスアンプに接続される共通ビット線対とメ
モリセルアレイに接続されるビット線対を電気的に切り離し、この切り離されたビット線
対の容量負荷分だけ、センスアンプの駆動負荷を低減させることが可能となり、センス動
作の高速化を図ることができる。
【００７０】
実施の形態５．
図１９は、この発明の実施の形態５のメモリセルアレイ611L、611Rとその間に配置された
センスアンプ等の詳細を示した回路図である。図において実施の形態４に示される構成と
異なる部分は、短絡回路460と、センスアンプ614SAのＰチャンネル側ソースノードに接続
されるＰチャンネル側センスアンプ駆動トランジスタがＰチャンネル型トランジスタ613P
である点である。そしてこの短絡回路460がセンス活性化初期だけでなく、書き込み動作
時にも２つのセンスアンプ活性化信号SE、/SEを短絡させるよう構成している。いうまで
もなくＰチャンネル側センスアンプ駆動トランジスタをＰチャンネル型トランジスタで構
成したので、このセンスアンプ活性化信号は活性化、非活性化時の実施の形態４とは論理
を逆にした信号/SEとなる。以下この異なる点を説明する。
【００７１】
図２０は、実施の形態５における短絡回路460の構成を示す回路図である。この短絡回路4
60は、図１６に示される短絡回路450に加え、センスアンプ活性化信号/SEの活性、非活性
の論理がセンスアンプ活性化信号SE1と逆であるためにトライステートバッファ454の入力
の前段にインバータ461Iと、パルス信号発生回路451の出力であるパルス信号と、書き込
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み信号WREに応じて発生されるパルス信号WREEを入力とする２入力ORゲート461が加えられ
ている。ただし、センスアンプ活性化信号/SEを発生するためのトライステートバッファ4
54の電源が昇圧電位Vppではなく電源電位Vccである。
【００７２】
次に動作について説明する。図２１は実施の形態５の動作を示すタイミング図である。図
において、時刻T30から時刻T34までの動作は、センスアンプ活性化初期に短絡される各信
号の電位、特に、センスアンプ活性化信号/SEの短絡前の電位がセンスアンプ活性化信号S
E1とは異なる電位Vccであることと、その異なりにより、短絡時に信号の電位が実施の形
態４とは異なる中間電位Vref5（Vss＜Vref5＜Vpp）となる。その他の動作は、ほぼ同様で
ある。
【００７３】
時刻T35になると、書き込み信号WREが活性化される。これに応じて図示しないパルス回路
から期間T4のパルス信号WREEが出力される。そして、このパルス信号WREEに応じて短絡回
路460のORゲート461の出力がＨレベルとなり、スイッチ457が短絡される。図示しないロ
ーカルI/OバスL-I/OのI/O線対からスイッチ回路617SWを介して書き込みデータが共通ビッ
ト線対BL0、/BL0に転送され、共通ビット線BL0、/BL0の論理が反転される。時刻T36にな
ると書き込み信号WREが非活性化され、書き込み動作が終了する。
【００７４】
以上のように書き込み動作時に、２つの相反する活性論理のセンス活性化信号SE、/SEを
短絡させることにより、センスアンプ614SAへのデータの書き込み時のセンスアンプ614SA
の駆動能力を低下させ、書き込み動作を高速化させることができる。
【００７５】
実施の形態６．
図２２は、この発明の実施の形態６のロジック内蔵型メモリを示すブロック図である。実
施の形態６のロジック内蔵型メモリ2000は、複数のダイナミック型メモリを含む主記憶部
であるDRAM部2001、DRAM部2001に記憶されたデータをチップ外部にシリアルに出力するビ
デオバッファ2002、DRAM部2001とのデータの授受を行いチップ外部に出力するSRAMバッフ
ァ2003、SRAMバッファ2003からのデータ及び外部からのデータの演算処理を行いSRAMバッ
ファ2003に書き込む算術論理回路2004（以下ALUと称す）、および、内部動作制御回路200
5を備える。内部動作制御回路2005は、外部からの種々の制御信号を受け、主にビデオバ
ッファ2002の動作制御信号を発生するビデオコントローラ2006と、主にDRAM部2001の動作
制御信号を発生するDRAMコントローラ2007と、及び主にSRAMバッファ2003とALU2004の動
作制御信号を発生するSRAM/ALUコントローラ2008を含む。
【００７６】
さらに、このロジック内蔵型メモリ2000は、外部から与えられるクロック信号extCLKを受
ける外部クロック信号入力端子2101、外部からの各種制御信号を各々受ける制御信号入力
端子2102、各入力信号のＨレベルまたはＬレベルの判定基準電位となる電位Vrefを受ける
基準電位入力端子2103、外部からDRAM部2001やSRAMバッファ2003のアドレスを指定するた
めのアドレス信号を受けるアドレス端子2104、ロジック内蔵型メモリ2000と外部とのデー
タの授受を行うデータ入出力端子2105を含む。尚、図２２において、各端子のバッファ部
は省略されている。
【００７７】
図２３は、図２２に示されるDRAM部2001の主要部であるメモリ部の構成を示すブロック図
である。ここに示されるメモリ部のデータ線の構成は、実施の形態１に示されたようなI/
Oバス構成、すなわち、書き込みデータと読み出しデータが共に共通のデータ線上を伝送
されるような構成ではなく、書き込みデータ専用バスと読み出しデータ専用バスに分れて
いるI/O分離構成となっている。ただし、図２３において、読み出し専用バスは図示され
ていない。図２３において、2020は書き込み専用グローバルバスからのデータを保持する
ための保持回路、2030は保持回路2020からのデータを書き込み専用ローカルバスにドライ
ブするためのライトドライバ、U00、U02、U04、U06、U10、U12、U14、U16は、複数のビッ
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ト線対、複数のメモリセル、複数のセンスアンプ回路等を含むメモリユニットで、互いに
同様の構成である。ここでライトドライバ2030は、書き込み時に特定のビットにのみ書き
込みを行う、言い換えると、書き込み時に特定の指定された、すなわちマスクされたビッ
トへの書き込みを実施しないような動作（以下ライトマスクモードと称す）の時にライト
マスクモードを指示する信号、すなわち、マスクデータMD0、MD1に応じてハイインピーダ
ンス状態となる。
【００７８】
図２４は、図２３に示されるメモリユニットU02の一部であるセンスアンプとビット線対
及びローカルバスの構成を示す回路図である。この図は、実施の形態１において示したＳ
ＤＲＡＭ1000の図３に対応するものであり、各対応箇所の符合は、図３中の最上位の桁の
6を削除した符号で記されいる。図３と異なる部分は、上述のように、この実施の形態６
では、データ線の構成がI/O分離構成になっている点である。そのため、共通ビット線対
とローカルバス間のデータ転送のためのスイッチ回路が、共通ビット線対と書き込みロー
カルバスWDL0、/WDL0のデータ転送を可能とする書き込みスイッチ回路17SWWと、共通ビッ
ト線対と読み出しローカルバスRDL0、/RDL0のデータ転送を可能とする読み出しスイッチ
回路17SWRとの２種類存在する。尚、図２４における書き込みローカルバスWDL、/WDL、及
び読み出しローカルバスRDL、/RDLはビット線対と平行に配線されており、センスアンプ1
4SAと接続されているように見受けられるが、単にセンスアンプ14SA上を配線されるだけ
である。このような構成が可能であることは、半導体記憶装置の縦構造を考えればいうま
でもないことである。
【００７９】
また、図２４において、左側ビット線の/BL0LとBL1Lの間のビット線対/BL0R、BL0Rは、隣
接する左隣のメモリユニットの右側ビット線対に相当する。以下ビット線対/BL1LとBL2L
の間にはビット線対/BL1R、BL1Rが配線されるといったように同様続き、右側ビット線の/
BL0RとBL1Rの間のビット線対/BL0L、BL0Lは、隣接する右隣のメモリユニットの左側のビ
ット線対に相当する。このように、隣合うメモリユニットのビット線対が互い違いになる
ようにメモリユニットが、くし状に入り組んで配置されている。この図２４を念頭に再び
図２３を参照すると、図２３においては、互い違いに配置されたメモリユニットの一つお
きのユニットU00、U02、U04、U06に共通にデータ線WDLが接続されている構成が示されて
いることが理解できる。実際には、ユニットU01、U03、U05、U07がユニットU00、U02、U0
4、U06の間に存在するわけだが、図２３には、このユニットU01、U03、U05、U07と、これ
らに共通に接続されたデータ線、及びライトドライバ等が省略されている。
【００８０】
以上のようなI/O分離構成のメモリ部においても、センスアンプ14SAのＮチャンネル側ソ
ースノードに駆動電源を供給するセンスアンプ駆動トランジスタ13Nのゲート電位を書き
込み動作時に読み出し動作時に比べて低くすることによって、センスアンプ駆動トランジ
スタ13Nのオン抵抗を高め、センスアンプ14SAの駆動能力を書き込み動作時に読み出し動
作時に比べ弱くすることができる。駆動能力が弱くなると、センスアンプ14SAに保持され
ていたデータを書き込み動作時に反転させることが容易となり、この反転を高速に行うこ
とができる。すなわち、センスアンプ14SAへの書き込みの高速化を図ることができる。言
うまでもなく、センスアンプ14SAへの書き込みが高速化され、ビット線対BL0、/BL0のデ
ータが高速に反転されれば、書き込みコラム選択信号WCSLの非活性化を早く行うことがで
きる。I/O分離構成は、そもそもI/Oバスが書き込みと読み出し動作において共通であるが
ためにおこる書き込み動作から読み出し動作への変化の準備期間（I/Oバスのプリチャー
ジ期間）がサイクルタイムの短縮の鍵になっていたことを改善するため対策である。I/O
分離構成によってある程度のサイクルタイムの改善がはかれるが、書き込み動作の高速化
をはかれば、更なるサイクルタイムの改善が可能となる。
【００８１】
実施の形態７．
図２５は、この発明の実施の形態７のメモリユニットU02の一部を表す回路図である。実
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施の形態６と異なる部分は、センスアンプ駆動トランジスタ13N、13Pとセンスアンプ14SA
の対応関係を図２４に示されるように１対１にするのではなく、１対２に構成した点であ
る。また、メモリユニットU02の両隣のビット線対は省略してある。
【００８２】
このように構成したことで、レイアウト面積の縮小が可能となる。また、センスアンプ周
辺は、一般に非常に厳しい設計ルールで密にレイアウトされている。故にレイアウト面積
の縮小にまでは至らなくとも、少なくともセンスアンプ駆動トランジスタ配置部に余裕が
でき、半導体記憶装置の製造過程における歩留りの向上を図ることができる。
【００８３】
実施の形態８．
図２６は、この発明の実施の形態８のメモリユニットU02の一部を表す回路図である。実
施の形態６と異なる部分は、センスアンプ駆動トランジスタ13N、13Pとセンスアンプ14SA
の対応関係を図２４に示されるように１対１にするのではなく、１対の書き込みローカル
バスWDL0、/WDL0に対応する複数の共通ビット線対に各々対応するセンスアンプ14SAに対
して、共通にセンスアンプ駆動トランジスタ13N、13P各１個設ける構成にした点である。
以下この異なる点を説明する。
【００８４】
図２６において、書き込み動作時には書き込みコラム選択信号WCSL４つのうちの１つが選
択され活性化される。この選択されたコラム選択信号よって書き込みスイッチ回路17SWW
が導通し、書き込みローカルバスWDL0、/WDL0から書き込みデータが書き込みコラム選択
信号WSCLによって選択された共通ビット線対BL0、/BL0に転送され、書き込みが行われる
。書き込みデータが転送される共通ビット線対BL0、/BL0、及びその共通ビット線対BL0、
/BL0に接続されるセンスアンプ14SAは、一対の書き込みデータ線対WDL0、/WDL0に対応し
て設けられた４つのセンスアンプ14SAの内の一つである。すなわち、書き込み時には、書
き込みコラム選択信号WCSLによって、この４つのセンスアンプのうちの１つが間接的に選
択され、書き込み動作が行われる。故に、このような対応関係でセンスアンプ駆動トラン
ジスタを設けると、書き込み時に書き込み動作が行われるセンスアンプの駆動能力低下を
効率よく行うことができると共に、センスアンプ駆動トランジスタの素子数の削減ができ
、レイアウト面積の縮小が可能となる。さらに、センスアンプ駆動トランジスタ配置部に
余裕ができ、半導体記憶装置の製造過程における歩留りの向上を図ることもできる。
【００８５】
実施の形態９．
図２７は、この発明の実施の形態９のメモリユニットU02の一部を表す回路図である。実
施の形態８と異なる部分は、ライトマスクモード時に書き込み動作が禁止される特定ビッ
トを指定するマスクデータに応じた信号MD0をゲートに受けセンスアンプ14SAのＰチャン
ネル側ソースノードと/MD信号配線の間に接続されたＰチャンネル型トランジスタMDPと、
信号/MDをゲートに受けセンスアンプ14SAのＮチャンネル側ソースノードとMD信号配線の
間に接続されたＮチャンネル型トランジスタMDNが新たに設けられている点である。
【００８６】
図２８は、保持回路2020とライトドライバ2030の構成を示す回路図である。保持回路2020
は、データの保持部分2021と、書き込みグローバルバスG-Iからのデータを保持部分2021
に転送するためのトランスファーゲート2024を含む。データ保持部分2021はインバータ20
22と2023を含む。
【００８７】
ライトドライバ2030は、相補な書き込みローカルバスWDL、/WDLのうちの一方/WDLへのデ
ータをドライブするドライバ部2030Aと、書き込みローカルバスの他方であるWDLへのデー
タをドライブするドライバ部2030Bと、これらのデータ線/WDLとWDLをプリチャージするた
めの回路2030D、書き込み制御信号WREとマスクデータMD0を受け、ドライバ部2030Aおよび
2030Bの出力をハイインピーダンス状態にする信号を出力するAND回路2030C、書き込み制
御信号WREを反転するインバータ2035、このインバータ2035の出力を反転するインバータ2
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036を含む。
【００８８】
ドライバ部2030Aは、保持回路2021からの相補データとAND回路2030Cからの信号を受けるN
AND回路2031、2032、NAND回路2032の出力を反転するインバータ2033、電源電位ノードVcc
と接地電位ノードVssの間に直列に接続されたＰチャンネル型トランジスタ2034PとＮチャ
ンネル型トランジスタ2034Nを含む。さらに、WDLと/WDLのプリチャージ回路2030Dは、各
々が並列接続されたＰチャンネル型トランジスタとＮチャンネル型トランジスタからなる
トランスファーゲート2037、2038、2039を含み、トランスファーゲート2037は書き込みロ
ーカルバス/WDLとWDLの間に接続され、トランスファーゲート2038、2039は、書き込みロ
ーカルバス/WDLとWDLの間に直列に接続され、その接続ノードにビット線対のプリチャー
ジ電位と等しい電位が与えられ、書き込みローカルバスのプリチャージ電位レベルが与え
られる。
【００８９】
このように構成して、書き込みローカルバスWDL、/WDLのプリチャージ電位をビット線の
プリチャージ電位に揃えることで、ライトマスクモード時に書き込みローカルバスがフロ
ーティング状態になって、書き込みコラム選択WCSLが活性化された際のセンスアンプノー
ドに与える影響を極力小さくすることができる。さらに、マスクデータにより指定された
ビットに対応するアドレスのトランジスタMDP、MDNが導通してセンスアンプの両ソース線
インピーダンスを低くすることができる。一方、書き込み動作が行われるセンスアンプの
駆動能力が低下されるので、図２８に示されるようなライトドライバ2030においては、ド
ライバ部2030A、2030Bの電源電位ノードVccと接地電位ノードVssの電位差を小さくするこ
とも可能となる。これは、書き込み動作が行われるセンスアンプの駆動能力を低下させて
いるので、ライトドライバ部のドライブ能力、駆動能力下げても十分にセンスアンプに保
持されたデータの書き変えが可能となるためである。
【００９０】
実施の形態１０．
図２９は、この発明の実施の形態１０のメモリユニットU02の一部を表す回路図である。
実施の形態８と異なる部分は、マスクデータ線MD0が配線され、このライトマスクデータ
線MDOとゲートが接続され、書き込みスイッチ回路17SWWと共通ビット線対の間に並列に接
続されたマスクスイッチ回路18MDが設けられている点である。そしてこのマスクデータ線
MD0に対応する１つのメモリユニット内の複数のセンスアンプ14SAに共通に１対のセンス
アンプ駆動トランジスタ13P、13Nが設けられている。この実施の形態１０においては、図
２３に示されるように１つのマスクデータ線には、４対のローカルバス/WDL、WDLが対応
し、さらに、この４対のローカルバス/WDL、WDLには各々４つのセンスアンプ14SAが対応
している。故に、この実施の形態においては、１６のセンスアンプ14SAに共通に各１つの
センスアンプ駆動トランジスタ13P、13Nが設けられている。このように構成すると素子数
の削減ができ、レイアウト面積の縮小が可能となる。
【００９１】
尚、実施の形態１から５においてはＳＤＲＡＭ、実施の形態６から１０においてはロジッ
ク内蔵メモリのDRAM部について説明したが、ＳＤＲＭにおけるメモリアレイ構成及びデー
タ線構成をロジック内蔵メモリのDRAM部に適用することも、逆にロジック内蔵メモリのDR
AM部におけるメモリアレイ構成及びデータ線構成をＳＤＲＡＭに適用することも可能であ
る。さらに、これらのメモリに限られるものでもなく、例えば、ＣＤＲＡＭ等にも適用で
きる。また、実施の形態６から１０における構成にも、実施の形態２から５のセンスアン
プ駆動トランジスタのゲート電位の制御を適用できることはいうまでもない。
【００９２】
【発明の効果】
以上のように、この発明による半導体記憶装置は、センスアンプと第１電源供給配線との
間に接続された第１のセンスアンプ駆動トランジスタに与えられる第１のセンスアンプ活
性化信号の電位を制御して、第１のセンスアンプ駆動トランジスタのオン抵抗を書き込み
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動作時に読み出し動作時よりも高くするようにしたので書き込み動作時のセンスアンプの
駆動能力が読み出し動作時よりも低下し、書き込みデータに応じてセンスアンプに保持さ
れているデータを反転しやすくすることができるのでセンスアンプの書き込み動作、すな
わち、センスアンプに接続されるビット線対のデータ反転にかかる時間が短縮できる。
【００９３】
さらに、センスアンプの接地電位側の駆動能力を低下させることができる。
【００９４】
さらに、センスアンプ活性化信号発生回路をトライステートバッファで構成し、その出力
がハイインピーダンス状態になる時は、このハイインピーダンス状態前の出力論理を保持
して出力するラッチ回路を設け、さらに、このラッチ回路の電源ノードを書き込み動作時
に第１の電源電位にかわり第１の中間電位を供給することでセンスアンプ活性化信号の論
理をラッチ回路に保持したまま活性化電位を変化させてセンスアンプ駆動トランジスタの
オン抵抗を制御し、書き込み動作時のセンスアンプの駆動能力を低下させることができる
。
【００９５】
さらに、センスアンプ活性化信号発生回路に、読み出し動作時には第１の電源電位より高
い電位を電源とし、書き込み動作時には第１の電源電位より低い電位を電源とし、第１の
センスアンプ駆動トランジスタとセンスアンプの接続ノードの電位と第２の中間電位を比
較する比較回路を備え、両電位が等しくなるように第１のセンスアンプ駆動トランジスタ
のゲート電位を制御するので、センス初期からセンスアンプの活性化への進行に応じて徐
々に第１のセンスアンプ駆動トランジスタのオン抵抗を上げることができ、センスアンプ
の駆動能力のセンスアンプ活性化初期には大きく、徐々に低下していくという理想的な変
化を得ることができる。
【００９６】
また、第１、第２のセンスアンプ活性化信号をともに制御することで、書き込み動作時の
センスアンプの駆動能力のより一層の低下を、センスアンプ駆動電源の両側でバランスよ
く行うことができる。
【００９７】
さらに、第１、第２のセンスアンプ活性化信号が相反する論理である時は、この２つの信
号を書き込み動作時に短絡させることにより、センスアンプの駆動能力の低下を、センス
アンプのＮチャンネル側、Ｐチャンネル側の両方で同様に行いうことができる。
【０１０３】
また、この発明に係る半導体記憶装置は、複数のセンスアンプに対してゲートに第１のセ
ンスアンプ活性化信号を受ける少なくとも１つの第１のセンスアンプ駆動トランジスタと
、ゲートに第２のセンスアンプ活性化信号を受ける少なくとも１つの第２のセンスアンプ
駆動トランジスタを設けることにより、センスアンプ活性化信号の活性電位をデータ線対
の電位差を検知増幅する時、即ちセンス初期と、書き込み動作時で変化させ、センスアン
プの駆動能力を制御して読み出し書き込み動作の高速化を図るとともに、センスアンプ駆
動トランジスタのレイアウト面積を削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１による同期型ＳＤＲＡＭの構成を示すブロック図であ
る。
【図２】　図１に示したＳＤＲＡＭのメモリ部のレイアウトを示すレイアウト図である。
【図３】　図１に示したＳＤＲＡＭのセンスアンプ周辺の構成を示す回路図である。
【図４】　図１に示したＳＤＲＡＭのコントロール信号発生回路の構成を示すブロック図
である。
【図５】　図１に示したＳＤＲＡＭのセンスアンプ活性化信号発生回路の構成を示す回路
図である。
【図６】　図５に示したラッチ回路の構成を示す回路図である。
【図７】　図４に示したコントロール信号発生回路の動作を示すタイミング図である。
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【図８】　図３に示したセンスアンプ周辺の動作を示すタイミング図である。
【図９】　この発明の実施の形態２によるＳＤＲＡＭのセンスアンプ活性化信号発生回路
の構成を示す回路図である。
【図１０】　図９に示したラッチ回路の構成を示す回路図である。
【図１１】　この発明の実施の形態３によるＳＤＲＡＭのセンスアンプ周辺の構成を示す
回路図である。
【図１２】　図１１に示したＳＤＲＡＭのセンスアンプ活性化信号発生回路の構成を示す
回路図である。
【図１３】　図１１に示したセンスアンプ周辺の動作を示すタイミング図である。
【図１４】　図１１に示したＳＤＲＡＭのセンスアンプ駆動トランジスタとセンスアンプ
の対応の他の例を示す回路図のである。
【図１５】　この発明の実施の形態３によるＳＤＲＡＭのセンスアンプ周辺の構成を示す
回路図である。
【図１６】　図１５に示した短絡回路の構成を示す回路図である。
【図１７】　図１６に示したトライステートバッファの構成を示す回路図である
【図１８】　図１４に示したセンスアンプ周辺の動作を示すタイミング図である。
【図１９】　この発明の実施の形態４によるＳＤＲＡＭのセンスアンプ周辺の構成を示す
回路図である。
【図２０】　図１９に示した短絡回路の構成を示す回路図である。
【図２１】　図１４に示したセンスアンプ周辺の動作を示すタイミング図である。
【図２２】　この発明の実施の形態６によるロジック内蔵型メモリの構成を示すブロック
図である。
【図２３】　図１に示したロジック内蔵型メモリのDRAM部の構成を示すブロック図である
。
【図２４】　図２３のメモリユニットU02の構成を示す回路図である。
【図２５】　実施の形態７のメモリユニットU02の構成を示す回路図である。
【図２６】　実施の形態８のメモリユニットU02の構成を示す回路図である。
【図２７】　実施の形態９のメモリユニットU02の構成を示す回路図である。
【図２８】　実施の形態９のライトドライバ及び保持回路の構成を示す回路図である。
【図２９】　実施の形態１０のメモリユニットU02の構成を示す回路図である。
【図３０】　従来の半導体記憶装置の構成を示す回路図である。
【符号の説明】
1000　ＳＤＲＡＭ、　　2000ロジック内蔵メモリ、
M.C　メモリセル、
BL0、/BL0　共通ビット線、
BL0L、/BL0L　ビット線、
BL0R、/BL0R　ビット線、
614SA、14SA　センスアンプ、　　441　比較回路
Vc　電源供給線、　　Vs　電源供給線
Vcc　電源電位ノード、　　Vss　接地電位ノード
613N、613P、613NN、13N、13P　センスアンプ駆動トランジスタ、
420、430、440　センスアンプ活性化信号発生回路、
SE、/SE、SE1　センスアンプ活性化信号、
450、460　短絡回路、
421、431、452、453、454、455　トライステートバッファ、
422、432　ラッチ回路、
WDL、/WDL　書き込みローカルバス
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【図２１】 【図２２】



(28) JP 4424770 B2 2010.3.3

【図２３】 【図２４】
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