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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の倍数に基づいて段階的に容量が変化するメモリチップを搭載するとともに、コンピ
ュータ本体に接続されたときに、所定数のアドレス信号と、当該所定数のアドレス信号に
対応した容量のメモリ空間について選択状態または非選択状態を表すセレクト信号とに対
応して、データのアクセスを実現可能な規格化されたメモリモジュールであって、
上記アドレス信号のいずれかが段階的に変化する上記メモリチップの容量に対応しており
、
搭載している上記メモリチップの容量に上記コンピュータ本体が対応していない場合、擬
似的に上記メモリチップの容量が低い段階のものであるように装うことを実現可能なメモ
リ用回路と、
搭載している上記メモリチップの容量に上記コンピュータ本体が対応しているか否かを判
別し、上記メモリ用回路の動作を決定する判別回路とを具備することを特徴とするメモリ
モジュール。
【請求項２】
本メモリモジュールは、上記所定数よりも少ない数の第二所定数のアドレス信号および当
該第二所定数のアドレス信号に対応した容量の複数のメモリ空間のそれぞれについて選択
状態または非選択状態を表すセレクト信号を生成する第一のコンピュータ本体に接続可能
であるとともに、上記所定数のアドレス信号を生成する第二のコンピュータ本体にも接続
可能であり、
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上記第一のコンピュータ本体では、常時、上記第二所定数のアドレス信号にて表されるア
ドレスよりも上位のアドレスを表す上位アドレス信号の状態が所定の未使用状態とされ、
上記判別回路は、接続された上記コンピュータ本体から上記上位アドレス信号を入力し、
入力した上位アドレス信号の状態が上記未使用状態とは異なる状態になるか否かを判別し
て当該異なる状態になると判別したときに変化状態を表すとともに同上位アドレス信号が
同未使用状態のままであると判別したときに非変化状態を表す判別信号を生成し、
上記メモリ用回路は、上記判別信号が変化状態であるとき、上記接続されたコンピュータ
本体から上記所定数のアドレス信号を入力して上記メモリチップに供給することにより対
応するデータへのアクセスを上記第二のコンピュータ本体から可能とし、上記判別信号が
非変化状態であるとき、上記接続されたコンピュータ本体から上記第二所定数のアドレス
信号およびセレクト信号を入力し、入力したセレクト信号に基づいて上記上位アドレス信
号を生成し、当該上位アドレス信号および入力した第二所定数のアドレス信号を上記メモ
リチップに供給することにより対応するデータへのアクセスを上記第一のコンピュータ本
体から可能とすることを特徴とする請求項１に記載のメモリモジュール。
【請求項３】
上記第一のコンピュータ本体は、上記第二所定数のアドレス信号に対応した容量の複数の
メモリ空間のそれぞれについて選択状態または非選択状態を表すセレクト信号を生成し、
上記第二のコンピュータ本体は、上記所定数のアドレス信号に対応した容量のメモリ空間
について選択状態または非選択状態を表すセレクト信号を生成し、
上記メモリチップは、選択状態または非選択状態を表すメモリ用セレクト信号と上記所定
数のアドレス信号とを入力して同メモリ用セレクト信号が選択状態であるときに同所定数
のアドレス信号に対応するデータのアクセスが可能であり、上記メモリ用回路は、上記判
別信号が変化状態であるとき、上記接続されたコンピュータ本体から上記所定数のアドレ
ス信号およびセレクト信号とを入力し、入力したセレクト信号を上記メモリ用セレクト信
号として上記メモリチップに供給するとともに入力した所定数のアドレス信号を上記メモ
リチップに供給することにより対応するデータへのアクセスを上記第二のコンピュータ本
体から可能とし、上記判別信号が非変化状態であるとき、上記接続されたコンピュータ本
体から上記第二所定数のアドレス信号および複数のセレクト信号を入力し、入力したセレ
クト信号に基づいて、上記メモリ用セレクト信号および上位アドレス信号を生成し、生成
したメモリ用セレクト信号並びに生成した上位アドレス信号および入力した第二所定数の
アドレス信号を上記メモリチップに供給することにより対応するデータへのアクセスを上
記第一のコンピュータ本体から可能とすることを特徴とする請求項２に記載のメモリモジ
ュール。
【請求項４】
上記メモリ用回路は、
上記メモリチップの上位アドレス信号の信号線への接続を、上記判別信号が上記変化状態
であるときに上記コンピュータ本体からの上位アドレス信号の信号線とし、上記判別信号
が上記非変化状態であるときに上記セレクト信号に基づいて生成された上位アドレス信号
の信号線とする第一のスイッチ回路と、
上記メモリチップのメモリ用セレクト信号の信号線への接続を、上記判別信号が上記変化
状態であるときに上記コンピュータ本体からのセレクト信号の信号線とし、上記判別信号
が上記非変化状態であるときに上記セレクト信号に基づいて生成されたメモリ用セレクト
信号の信号線とする第二のスイッチ回路とを備えることを特徴とする請求項３に記載のメ
モリモジュール。
【請求項５】
上記メモリチップは、パルス状のクロック信号および同クロック信号入力の有効状態また
は無効状態を表すメモリ用クロックイネーブル信号を入力して同クロックイネーブル信号
が有効状態であるときに同クロック信号に基づいて動作可能であり、
上記第一のコンピュータ本体は、上記クロック信号および上記第二所定数のアドレス信号
に対応した容量の複数のメモリ空間のそれぞれについて上記クロック信号入力の有効状態
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または無効状態を表す複数のクロックイネーブル信号を生成し、
上記第二のコンピュータ本体は、上記クロック信号および上記所定数のアドレス信号に対
応した容量のメモリ空間について上記クロック信号入力の有効状態または無効状態を表す
クロックイネーブル信号を生成し、
上記メモリ用回路は、上記判別信号が上記変化状態であるとき、上記メモリチップのメモ
リ用クロックイネーブル信号への接続を上記コンピュータ本体からのクロックイネーブル
信号の信号線とし、上記判別信号が上記非変化状態であるとき、上記コンピュータ本体か
ら上記クロック信号および上記複数のクロックイネーブル信号を入力して当該複数のクロ
ックイネーブル信号に基づいて上記メモリ用クロックイネーブル信号を生成し、上記メモ
リチップのメモリ用クロックイネーブル信号への接続を同生成したメモリ用クロックイネ
ーブル信号の信号線とする第三のスイッチ回路を備えることを特徴とする請求項３または
請求項４に記載のメモリモジュール。
【請求項６】
上記メモリ用回路は、上記第一および第二のコンピュータ本体から電源電圧を入力して上
記メモリチップに供給するための電源ラインを有し、
上記判別回路は、上記電源ラインの電位が所定の閾電位から小さいか否かを判別して当該
閾電位から小さいと判別したときにオン状態を表すとともにそれ以外のときにオフ状態を
表すリセット信号を生成する安定判別回路と、上記リセット信号がオフ状態であるときの
み上記上位アドレス信号が上記未使用状態から異なる状態になるか否かを判別して当該異
なる状態になると判別したときに上記判別信号を上記変化状態にして保持するとともに上
記上位アドレス信号が上記未使用状態のままであるときには上記判別信号を上記非変化状
態に保持する状態保持回路とを備えることを特徴とする請求項２～請求項５のいずれかに
記載のメモリモジュール。
【請求項７】
上記メモリ用回路は、上記メモリチップにアクセスする前に読み出されるデータが書き込
まれた不揮発性メモリを有し、
上記判別回路は、上記リセット信号がオン状態からオフ状態に切り替わってオフ状態が継
続するときに、上記不揮発性メモリからデータの読み出しが開始されたか否かを判別して
当該データの読み出しが開始されていないと判別したときにオン状態のマスク信号を生成
するとともに同データの読み出しが開始されたと判別したときにオフ状態のマスク信号を
生成する読込開始判別回路を備え、
上記状態保持回路は、上記マスク信号がオフ状態であるときのみ上記上位アドレス信号が
上記未使用状態から異なる状態になるか否かを判別して当該異なる状態になると判別した
ときに上記判別信号を上記変化状態にして保持するとともに上記上位アドレス信号が上記
未使用状態のままであるときには上記判別信号を上記非変化状態に保持することを特徴と
する請求項６に記載のメモリモジュール。
【請求項８】
上記状態保持回路は、上記上位アドレス信号を入力して当該上位アドレス信号の電位と所
定の第二閾電位との大小を比較して同上位アドレス信号が上記未使用状態であるときに所
定の第一電位の比較結果を出力するとともに同上位アドレス信号が上記未使用状態とは異
なる状態であるときに所定の第二電位の比較結果を出力する比較回路と、同比較結果が同
第二電位でありかつ上記マスク信号がオフ状態であるときに所定の第三電位の信号を出力
するとともに同比較結果が同第一電位であるかまたは上記マスク信号がオン状態であると
きに所定の第四電位の信号を出力するゲート回路と、このゲート回路から出力される信号
が同四電位であるときに上記判別信号を上記非変化状態にするとともに同第三電位になる
と上記判別信号を上記変化状態にして保持する保持回路とを備えることを特徴とする請求
項７に記載のメモリモジュール。
【請求項９】
所定の倍数に基づいて段階的に容量が変化するメモリチップを搭載可能であり、当該メモ
リチップが搭載されてコンピュータ本体に接続されたときに、所定数のアドレス信号と、
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当該所定数のアドレス信号に対応した容量のメモリ空間について選択状態または非選択状
態を表すセレクト信号とに対応して、データのアクセスを実現可能な規格化されたメモリ
モジュールに用いられるメモリ用補助モジュールであって、
上記アドレス信号のいずれかが段階的に変化する上記メモリチップの容量に対応しており
、
搭載している上記メモリチップの容量に上記コンピュータ本体が対応していない場合、擬
似的に上記メモリチップの容量が低い段階のものであるように装うことを実現可能なメモ
リ用回路と、
搭載している上記メモリチップの容量に上記コンピュータ本体が対応しているか否かを判
別し、上記メモリ用回路の動作を決定する判別回路とを具備することを特徴とするメモリ
用補助モジュール。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、コンピュータ本体に接続可能なメモリモジュールおよびメモリ用補助モジュー
ルに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、コンピュータ本体のソケット（スロット）にメモリモジュールを接続すること
により、コンピュータのメモリを増設することが行われている。メモリモジュールとして
は、１２８Ｍ（メガ）ビットＳＤＲＡＭ（Synchronous Dynamic Random Access Memory）
を８個実装した１２８ＭバイトのＤＩＭＭ（Dual Inline Memory Module）や、１２８Ｍ
ビットＳＤＲＡＭを１６個実装した２５６ＭバイトのＤＩＭＭ等が用いられている。通常
、１２８ＭビットＳＤＲＡＭのアドレス信号端子はＡ０～Ａ１１の１２個設けられており
、行アドレス（Row Address）の信号線１２本および列アドレス（Column Address）の信
号線１０本を接続可能となっている。そして、コンピュータ本体からＡ０～Ａ１１のアド
レス信号が入力されると、全ＳＤＲＡＭの１２８Ｍビット全領域について、対応するアド
レスのデータを読み書きすることができる。
上記２５６ＭバイトのＤＩＭＭでは、ＳＤＲＡＭが二つのブロックのＳＤＲＡＭ群に分割
されて２バンク（ＢＡＮＫ）とされている。そして、Ａ０～Ａ１１のアドレス信号の他に
、アクセスを行うＳＤＲＡＭ群の複数のバンクのそれぞれに対応した複数のチップセレク
ト信号を入力することにより、ＤＩＭＭの２５６Ｍバイト全領域について、対応するバン
クおよびアドレスのデータを読み書き可能となっている。このように、バンクのいずれか
を選択する複数のチップセレクト信号を利用することにより、コンピュータ本体が扱うこ
との可能なメモリ容量を増加させることが可能となっている。
また、特許３０２２２５５号公報（特許文献１参照。）に開示された技術のように、コン
ピュータ本体から入力される最上位のアドレス信号の状態に応じてアクセスさせるメモリ
チップを切り替えるモジュールも知られている。
【０００３】
【特許文献１】
特許３０２２２５５号公報（段落００１４－００５４、第１－８図）
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の技術においては、次のような課題があった。
近年、２５６ＭビットＳＤＲＡＭを８個実装した２５６ＭバイトのＤＩＭＭが用いられる
ようになってきた。しかし、同２５６ＭビットＳＤＲＡＭの全メモリ領域にアクセスする
ためにはＡ０～Ａ１２の行アドレスの信号をＳＤＲＡＭに入力する必要があるため、旧機
種のようにＡ０～Ａ１１のアドレス信号しか出力しないコンピュータ本体では同ＤＩＭＭ
を接続することはできるものの、ＳＤＲＡＭの２５６Ｍビットのうちの半分の１２８Ｍビ
ットの領域しか扱うことができなかった。特許３０２２２５５号公報に開示されたモジュ
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ールを用いても、最上位のアドレス信号Ａ１１の状態に応じてアクセスするメモリチップ
が切り替わるだけであり、同様のことが言える。
また、新旧の機種にかかわらず共通のメモリモジュールを提供したいという希望もあった
。
【０００５】
本発明は、上記課題にかんがみてなされたもので、新旧の機種にかかわらずコンピュータ
本体に接続して問題なくメモリチップへアクセスすることが可能なメモリモジュールおよ
びメモリ用補助モジュールの提供を目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、請求項１にかかる発明は、所定の倍数に基づいて段階的に容量
が変化するメモリチップを搭載するとともに、コンピュータ本体に接続されたときに、所
定数のアドレス信号と、当該所定数のアドレス信号に対応した容量のメモリ空間について
選択状態または非選択状態を表すセレクト信号とに対応して、データのアクセスを実現可
能な規格化されたメモリモジュールであって、上記アドレス信号のいずれかが段階的に変
化する上記メモリチップの容量に対応しており、搭載している上記メモリチップの容量に
上記コンピュータ本体が対応していない場合、擬似的に上記メモリチップの容量が低い段
階のものであるように装うことを実現可能なメモリ用回路と、搭載している上記メモリチ
ップの容量に上記コンピュータ本体が対応しているか否かを判別し、上記メモリ用回路の
動作を決定する判別回路とを具備する構成としてある。
本メモリモジュールがメモリチップの容量に対応したコンピュータ本体に装着されたとき
、判別回路にて、搭載しているメモリチップの容量にコンピュータ本体が対応していると
判別されてメモリ用回路の動作が決定される。すると、メモリ用回路にて、搭載している
メモリチップの容量に対応してデータのアクセスを実現する。一方、本メモリモジュール
がメモリチップの容量に対応していないコンピュータ本体に装着されたとき、判別回路に
て、搭載しているメモリチップの容量にコンピュータ本体が対応していないと判別されて
メモリ用回路の動作が決定される。すると、メモリ用回路にて、擬似的にメモリチップの
容量が低い段階のものであるように装ってデータのアクセスを実現する。
すなわち、コンピュータ本体がメモリチップの容量に対応していなくても、擬似的にメモ
リチップの容量が低い段階のものであるように装ってデータのアクセスを実現するので、
このようなコンピュータ本体からメモリチップへ問題なくアクセスすることが可能である
。むろん、コンピュータ本体がメモリチップの容量に対応していると、搭載しているメモ
リチップの容量に対応してデータのアクセスを実現するので、このようなコンピュータ本
体からメモリチップへ問題なくアクセスすることが可能である。従って、新旧の機種にか
かわわらずメモリモジュールを共通化させ、機種別のメモリモジュールを製造する必要が
なくなる。
【０００７】
また、請求項２にかかる発明では、規格化された本メモリモジュールは、第一のコンピュ
ータ本体または第二のコンピュータ本体に接続されて、メモリチップへのアクセスをコン
ピュータ本体から可能とする。本メモリモジュールに設けられたメモリチップは、上記所
定数のアドレス信号と上位アドレス信号とを入力して対応するデータのアクセスが可能で
ある。
本メモリモジュールが第二のコンピュータ本体に接続されたとき、コンピュータ本体から
メモリ用回路へは、所定数のアドレス信号が入力される。当該所定数のアドレス信号には
、未使用状態とは異なる状態となりうる上位アドレス信号が含まれている。すると、判別
回路にて、変化状態を表す判別信号が生成される。このとき、メモリ用回路にて、接続さ
れたコンピュータ本体からの上記所定数のアドレス信号がメモリチップに供給されるので
、コンピュータ本体からは入力された所定数のアドレス信号に対応するデータへのアクセ
スが可能である。
【０００８】
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本メモリモジュールが第一のコンピュータ本体に接続されたとき、コンピュータ本体から
メモリ用回路へは、第二所定数のアドレス信号と、常時所定の未使用状態である上位アド
レス信号と、同第二所定数のアドレス信号に対応した容量のメモリ空間のそれぞれについ
て選択状態または非選択状態を表す複数のセレクト信号とが入力される。すると、判別回
路にて、非変化状態を表す判別信号が生成される。このとき、メモリ用回路にて、上位ア
ドレス信号がセレクト信号に基づいて生成される。生成された上位アドレス信号は入力さ
れた第二所定数のアドレス信号とともにメモリチップに供給されるので、コンピュータ本
体からは生成された上位アドレス信号および入力された第二所定数のアドレス信号に対応
するデータへのアクセスが可能となる。
【０００９】
すなわち、コンピュータ本体から入力されるアドレス信号だけでは全メモリ領域にアクセ
スできないメモリチップであっても、セレクト信号に基づいて同第二所定数のアドレス信
号以外のアドレス信号が生成されるので、同アドレス信号だけではアクセスできないメモ
リ領域に対してコンピュータ本体からアクセスすることが可能となる。例えば、コンピュ
ータ本体が旧機種であって１２８Ｍビット以下のＤＲＡＭしか全メモリ領域にアクセスで
きないアドレス信号を出力する場合に、２５６Ｍビット以上のＤＲＡＭに対して１２８Ｍ
ビットより大きいメモリ領域にアクセスすることが可能となる。また、より多くのメモリ
領域にアクセスできる新機種のようなコンピュータ本体に接続されても、入力される全数
のアドレス信号に対応した容量のメモリ領域にアクセスすることが可能である。従って、
新旧の機種にかかわわらずメモリモジュールを共通化させ、機種別のメモリモジュールを
製造する必要がなくなる。
むろん、様々なメモリ容量のメモリチップに対して本発明を適用可能である。
【００１０】
ここで、上記メモリチップは、一つのみ設けられていてもよいし、複数設けられていても
よい。メモリチップに対しては、データの書き込みおよび読み出しが可能である以外にも
、データの書き込みのみが可能であってもよいし、データの読み出しのみが可能であって
もよく、これらの場合であっても本発明にいうアクセス可能に該当する。従って、ＳＤＲ
ＡＭ、ＲＯＭ、等、様々なメモリチップを採用することが可能である。
また、上記上位アドレス信号を生成することによりメモリチップの全領域にアクセス可能
となるとメモリ容量を有効に利用できて好適であるものの、上位アドレス信号は、第二所
定数のアドレス信号に追加されたアドレス信号であればよいため、メモリチップの全領域
にアクセス可能とさせる必要はない。この場合でも、上位アドレス信号を生成してメモリ
チップに供給することにより、第二所定数のアドレス信号に対応した容量のメモリ空間よ
りも多い容量のメモリ領域にアクセス可能とさせることができる。
【００１１】
さらに、請求項３にかかる発明では、メモリチップは、さらに選択状態または非選択状態
を表すメモリ用セレクト信号を入力し、このメモリ用セレクト信号が選択状態であるとき
に所定数のアドレス信号に対応するデータのアクセスが可能である。
本メモリモジュールが第二のコンピュータ本体に接続されたとき、コンピュータ本体から
メモリ用回路へは、さらに所定数のアドレス信号に対応した容量のメモリ空間について選
択状態または非選択状態を表すセレクト信号が入力される。このとき、メモリ用回路にて
、接続されたコンピュータ本体からの上記所定数のアドレス信号とセレクト信号がメモリ
チップに供給されるので、コンピュータ本体からはセレクト信号が選択状態であるときに
入力された所定数のアドレス信号に対応するデータへのアクセスが可能である。
本メモリモジュールが第一のコンピュータ本体に接続されたとき、メモリ用回路にて、さ
らにメモリ用セレクト信号がセレクト信号に基づいて生成される。生成されたメモリ用セ
レクト信号はメモリチップに供給されるので、同メモリ用セレクト信号が選択状態である
ときにメモリチップはアクセス可能となる。メモリ用セレクト信号を生成することにより
、コンピュータ本体からアクセス可能なメモリチップ数を増やすことができるので、コン
ピュータ本体が扱うことができるメモリ容量を大きくとることが可能である。
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【００１２】
ここで、請求項６にかかる発明のように、上記メモリ用回路は、上記第一および第二のコ
ンピュータ本体から電源電圧を入力して上記メモリチップに供給するための電源ラインを
有し、上記判別回路は、上記電源ラインの電位が所定の閾電位から小さいか否かを判別し
て当該閾電位から小さいと判別したときにオン状態を表すとともにそれ以外のときにオフ
状態を表すリセット信号を生成する安定判別回路と、上記リセット信号がオフ状態である
ときのみ上記上位アドレス信号が上記未使用状態から異なる状態になるか否かを判別して
当該異なる状態になると判別したときに上記判別信号を上記変化状態にして保持するとと
もに上記上位アドレス信号が上記未使用状態のままであるときには上記判別信号を上記非
変化状態に保持する状態保持回路とを備える構成としてもよい。電源ラインの電位が所定
の閾電位から大きくなって電源電圧が安定したときのみ上位アドレス信号が上記未使用状
態から異なる状態になるか否かが判別されるので、より確実に判別信号が生成される。
【００１３】
また、上記メモリ用回路は、上記メモリチップにアクセスする前に読み出されるデータが
書き込まれた不揮発性メモリを有し、上記判別回路は、上記リセット信号がオン状態から
オフ状態に切り替わってオフ状態が継続するときに、上記不揮発性メモリからデータの読
み出しが開始されたか否かを判別して当該データの読み出しが開始されていないと判別し
たときにオン状態のマスク信号を生成するとともに同データの読み出しが開始されたと判
別したときにオフ状態のマスク信号を生成する読込開始判別回路を備え、上記状態保持回
路は、上記マスク信号がオフ状態であるときのみ上記上位アドレス信号が上記未使用状態
から異なる状態になるか否かを判別して当該異なる状態になると判別したときに上記判別
信号を上記変化状態にして保持するとともに上記上位アドレス信号が上記未使用状態のま
まであるときには上記判別信号を上記非変化状態に保持する構成としてもよい。電源電圧
が安定した後メモリチップにアクセスする前に上位アドレス信号が上記未使用状態から異
なる状態になるか否かが判別されるので、さらに確実に判別信号が生成される。
【００１４】
さらに、上記状態保持回路は、上記上位アドレス信号を入力して当該上位アドレス信号の
電位と所定の第二閾電位との大小を比較して同上位アドレス信号が上記未使用状態である
ときに所定の第一電位の比較結果を出力するとともに同上位アドレス信号が上記未使用状
態とは異なる状態であるときに所定の第二電位の比較結果を出力する比較回路と、同比較
結果が同第二電位でありかつ上記マスク信号がオフ状態であるときに所定の第三電位の信
号を出力するとともに同比較結果が同第一電位であるかまたは上記マスク信号がオン状態
であるときに所定の第四電位の信号を出力するゲート回路と、このゲート回路から出力さ
れる信号が同四電位であるときに上記判別信号を上記非変化状態にするとともに同第三電
位になると上記判別信号を上記変化状態にして保持する保持回路とを備える構成としても
よい。さらに確実に判別信号を生成する具体例を提供することができる。
【００１５】
さらに、請求項４にかかる発明のように、上記メモリ用回路は、上記メモリチップの上位
アドレス信号の信号線への接続を、上記判別信号が上記変化状態であるときに上記コンピ
ュータ本体からの上位アドレス信号の信号線とし、上記判別信号が上記非変化状態である
ときに上記セレクト信号に基づいて生成された上位アドレス信号の信号線とする第一のス
イッチ回路と、上記メモリチップのメモリ用セレクト信号の信号線への接続を、上記判別
信号が上記変化状態であるときに上記コンピュータ本体からのセレクト信号の信号線とし
、上記判別信号が上記非変化状態であるときに上記セレクト信号に基づいて生成されたメ
モリ用セレクト信号の信号線とする第二のスイッチ回路とを備える構成としてもよい。こ
れにより、メモリチップに供給する上位アドレス信号とメモリ用セレクト信号とが確実に
切り替わる。
【００１６】
本メモリモジュールが第一のコンピュータ本体に接続されたときに上記メモリ用セレクト
信号を生成する構成は、様々考えられる。その一例として、上記メモリ用回路は、上記入
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力した複数のセレクト信号のいずれかが上記メモリ空間の選択状態であるときに上記メモ
リ用セレクト信号を上記メモリチップの選択状態とし、同入力した複数のセレクト信号の
全てが上記メモリ空間の非選択状態であるときに上記メモリ用セレクト信号を上記メモリ
チップの非選択状態としてもよい。すなわち、複数のセレクト信号にて複数のメモリ空間
のいずれかが選択された状態でメモリ用セレクト信号はメモリチップを選択した状態とな
り、複数のセレクト信号にて複数のメモリ空間全てが選択されていない状態でメモリ用セ
レクト信号はメモリチップを選択しない状態となる。これにより、適切にメモリ用セレク
ト信号を生成することができる。
【００１７】
例えば、セレクト信号とメモリ用セレクト信号がローのときに選択状態であってハイのと
きに非選択状態である場合、複数のセレクト信号をＡＮＤゲートに入力して同ゲートから
の出力をメモリ用セレクト信号とすることが可能である。また、セレクト信号とメモリ用
セレクト信号がハイのときに選択状態であってローのときに非選択状態である場合、複数
のセレクト信号をＯＲゲートに入力して同ゲートからの出力をメモリ用セレクト信号とす
ることが可能である。なお、セレクト信号とメモリ用セレクト信号とで選択状態と非選択
状態の信号の状態が異なる場合、ＮＡＮＤゲートやＮＯＲゲート等を使用してメモリ用セ
レクト信号を生成することが可能である。
【００１８】
第一のコンピュータ本体が上記第二所定数のアドレス信号に対応した容量の二つのメモリ
空間のそれぞれについて選択状態または非選択状態を表す二種類のセレクト信号を生成す
る場合、上記メモリ用回路は、上記二種類のセレクト信号のいずれかを上記コンピュータ
本体から入力して上記追加アドレス信号として上記メモリチップに供給する構成としても
よい。すなわち、簡易な構成にて、二種類のセレクト信号のいずれかが追加アドレス信号
とされ、メモリチップに供給される。むろん、三種類以上のセレクト信号を生成する場合
に、複数のセレクト信号から追加アドレス信号を生成することも可能である。
【００１９】
コンピュータ本体には、省電力のために使用していないバンクのメモリチップをスリープ
させる信号を出力するものもある。そこで、請求項５にかかる発明は、上記メモリチップ
は、パルス状のクロック信号および同クロック信号入力の有効状態または無効状態を表す
メモリ用クロックイネーブル信号を入力して同クロックイネーブル信号が有効状態である
ときに同クロック信号に基づいて動作可能であり、上記第一のコンピュータ本体は、上記
クロック信号および上記第二所定数のアドレス信号に対応した容量の複数のメモリ空間の
それぞれについて上記クロック信号入力の有効状態または無効状態を表す複数のクロック
イネーブル信号を生成し、上記第二のコンピュータ本体は、上記クロック信号および上記
所定数のアドレス信号に対応した容量のメモリ空間について上記クロック信号入力の有効
状態または無効状態を表すクロックイネーブル信号を生成し、上記メモリ用回路は、上記
判別信号が上記変化状態であるとき、上記メモリチップのメモリ用クロックイネーブル信
号への接続を上記コンピュータ本体からのクロックイネーブル信号の信号線とし、上記判
別信号が上記非変化状態であるとき、上記コンピュータ本体から上記クロック信号および
上記複数のクロックイネーブル信号を入力して当該複数のクロックイネーブル信号に基づ
いて上記メモリ用クロックイネーブル信号を生成し、上記メモリチップのメモリ用クロッ
クイネーブル信号への接続を同生成したメモリ用クロックイネーブル信号の信号線とする
第三のスイッチ回路を備える構成としてある。
【００２０】
上記メモリチップは、クロック信号と、同クロック信号入力の有効状態または無効状態を
表すメモリ用クロックイネーブル信号とを入力して、同クロックイネーブル信号が有効状
態であるときに同クロック信号に基づいて動作可能である。本メモリモジュールが第二の
コンピュータ本体に接続されたとき、コンピュータ本体からメモリ用回路へは、さらにパ
ルス状のクロック信号と、所定数のアドレス信号に対応した容量のメモリ空間についてク
ロック信号入力の有効状態または無効状態を表すクロックイネーブル信号とが入力される
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。このとき、コンピュータ本体からのクロックイネーブル信号がメモリチップに供給され
、第二のコンピュータ本体からのクロックイネーブル信号が有効状態であるときにメモリ
チップは動作可能となる。
本メモリモジュールが第一のコンピュータ本体に接続されたとき、コンピュータ本体から
メモリ用回路へは、さらにパルス状のクロック信号と、第二所定数のアドレス信号に対応
した容量の複数のメモリ空間のそれぞれについての複数のクロックイネーブル信号とが入
力される。このとき、メモリ用クロックイネーブル信号は、メモリ用回路にて複数のクロ
ックイネーブル信号に基づいて生成される。生成されたメモリ用クロックイネーブル信号
は、クロック信号とともにメモリチップに供給されるので、同メモリ用クロックイネーブ
ル信号が有効状態であるときにメモリチップは動作可能となる。すなわち、コンピュータ
本体から複数のメモリ空間に対して複数のクロックイネーブル信号が出力されているとき
に、適切にメモリチップに対してアクセス可能にさせることができる。
以上により、メモリチップに供給するメモリ用クロックイネーブル信号が確実に切り替わ
る。
【００２１】
本メモリモジュールが第一のコンピュータ本体に接続されたときにメモリ用クロックイネ
ーブル信号を生成する構成は、様々考えられる。その一例として、上記メモリ用回路は、
上記入力した複数のクロックイネーブル信号のいずれかが上記メモリ空間のクロック信号
入力の有効状態であるときに上記メモリ用クロックイネーブル信号を上記メモリチップの
クロック信号入力の有効状態とし、同入力した複数のクロックイネーブル信号の全てが上
記メモリ空間のクロック信号入力の無効状態であるときに上記メモリ用クロックイネーブ
ル信号を上記メモリチップのクロック信号入力の無効状態とする構成としてもよい。
【００２２】
すなわち、複数のクロックイネーブル信号にて複数のメモリ空間のいずれかのクロック信
号入力が有効とされた状態でメモリ用クロックイネーブル信号はメモリチップのクロック
信号入力を有効とした状態となり、複数のクロックイネーブル信号にて複数のメモリ空間
全てのクロック信号入力が無効とされた状態でメモリ用クロックイネーブル信号はメモリ
チップのクロック信号入力を無効とした状態となる。これにより、適切にメモリ用クロッ
クイネーブル信号を生成することができる。なお、メモリ用クロックイネーブル信号は、
上記メモリ用セレクト信号と同様のゲート等を使用して生成することが可能である。
【００２３】
また、メモリチップが実装される前のメモリモジュールであっても、メモリチップを実装
することにより、同様の作用、効果が得られる。そこで、所定の倍数に基づいて段階的に
容量が変化するメモリチップを搭載可能であり、当該メモリチップが搭載されてコンピュ
ータ本体に接続されたときに、所定数のアドレス信号と、当該所定数のアドレス信号に対
応した容量のメモリ空間について選択状態または非選択状態を表すセレクト信号とに対応
して、データのアクセスを実現可能な規格化されたメモリモジュールに用いられるメモリ
用補助モジュールであって、上記アドレス信号のいずれかが段階的に変化する上記メモリ
チップの容量に対応しており、搭載している上記メモリチップの容量に上記コンピュータ
本体が対応していない場合、擬似的に上記メモリチップの容量が低い段階のものであるよ
うに装うことを実現可能なメモリ用回路と、搭載している上記メモリチップの容量に上記
コンピュータ本体が対応しているか否かを判別し、上記メモリ用回路の動作を決定する判
別回路とを具備する構成としてもよい。
すなわち、本発明は、メモリチップを備えていないメモリ用補助モジュールであっても有
効である。また、請求項２～請求項８に記載した構成をメモリ用補助モジュールに対応さ
せることも可能である。
【００２４】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１、請求項９にかかる発明によれば、新旧の機種にかかわら
ずコンピュータ本体に接続して問題なくメモリチップへアクセスすることが可能となり、
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機種別のメモリモジュールを用意する必要が無くなる。
請求項２、請求項３にかかる発明では、旧機種のようなコンピュータ本体から入力される
アドレス信号だけでは全メモリ領域にアクセスできなくても、同アドレス信号だけではア
クセスできないメモリ領域に対してコンピュータ本体からアクセスすることを可能として
、メモリ領域を有効利用することが可能となり、かつ、より多くのメモリ領域にアクセス
できる新機種のようなコンピュータ本体にも接続可能であるので、機種別のメモリモジュ
ールを用意する必要が無くなる。請求項４にかかる発明では、メモリチップに供給する上
位アドレス信号とメモリ用セレクト信号とを確実に切り替えることが可能となる。請求項
５にかかる発明では、メモリチップに供給するクロックイネーブル信号を確実に切り替え
ることが可能となる。
請求項６にかかる発明では、より確実に判別信号が生成され、接続されるコンピュータ本
体の新旧の機種が違ってもメモリチップに対してより確実にアクセスすることが可能とな
る。請求項７、請求項８にかかる発明では、さらに確実に判別信号が生成され、接続され
るコンピュータ本体の新旧の機種が違ってもメモリチップに対してさらに確実にアクセス
することが可能となる。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、下記の順序に従って本発明の実施形態を説明する。
（１）第一の実施形態にかかるメモリモジュールの構成：
（２）メモリモジュールの作用：
（３）変形例：
（４）第二の実施形態にかかるメモリモジュールの構成：
【００２６】
（１）第一の実施形態にかかるメモリモジュールの構成：
図１は、本発明の第一の実施形態にかかるメモリモジュール１０の外観を示す正面図であ
る。なお、上下左右の位置関係を説明するときには、同図を基準として説明する。
本メモリモジュール１０は、規格化された形状のプリント基板１０ａに、８個の２５６Ｍ
ビットＳＤＲＡＭ２０、複数のゲートＩＣ３１、図示しない抵抗回路、等が実装されてい
る。ＳＤＲＡＭ２０は、アドレス信号の数（行アドレスと列アドレスの合計をNaとする）
に対応して所定の倍数２のNa乗に基づいて段階的に記憶容量が変化するメモリチップであ
る。また、基板１０ａの下側縁部には、正面側と背面側とに各８４ピンとされた１６８ピ
ン端子４０が形成されている。同メモリモジュール１０は、デスクトップ型パーソナルコ
ンピュータ（ＰＣ）用の増設メモリカードであり、ＤＩＭＭ仕様とされた１６８ピン端子
４０をデスクトップ型ＰＣ（コンピュータ本体）のマザーボード９０のコネクタ（スロッ
ト）９１に挿入可能である。コネクタ９１には、端子４０の配置に対応して、１６８箇所
の導通部を形成してある。同コネクタ９１は、規格化された１６８ピンのＤＩＭＭを装着
可能な形状とされている。メモリモジュール１０を上方からコネクタ９１に挿入すると、
マザーボード９０に対して略垂直に取り付けることができ、デスクトップ型ＰＣに接続す
ることができる。その結果、デスクトップ型ＰＣのメモリを増設することができる。
【００２７】
メモリモジュール１０が接続されるデスクトップ型ＰＣは、最新機種ではなく、２５６Ｍ
バイトのメモリ容量を扱う際に１２８Ｍバイトずつ２バンクとして扱うようになっている
。従って、例えば１２８ＭビットＳＤＲＡＭを１６個実装した２５６ＭバイトのＤＩＭＭ
を増設するのに好適な構成となっている。
図２は、デスクトップ型ＰＣ（第一のコンピュータ本体）のコネクタ９１と、１２８Ｍビ
ットＳＤＲＡＭを１６個実装した従来の２５６ＭバイトのＤＩＭＭを用いたとして形成さ
れる仮想的なメモリ空間との配線上の対応関係の一部を示している。
図において、１２８Ｍビット仮想メモリＲ１１～Ｒ１８，Ｒ２１～Ｒ２８は８個ずつＳＤ
ＲＡＭ群のブロックとされ、２バンクとされている。ここで、図の上側のＳＤＲＡＭ群を
ＢＡＮＫ１と呼び、下側のＳＤＲＡＭ群をＢＡＮＫ２と呼ぶことにする。コネクタ９１に
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は、ＣＬＫ、ＲＡＳ、ＣＡＳ、Ａ０～Ａ１１、Ｄ０～Ｄ６３、ＣＳ０、ＣＳ１、ＣＫＥ１
、ＣＫＥ２、等の各種信号線の接続部が形成されている。
【００２８】
ここで、ＣＬＫ信号はクロック信号を意味しており、ＰＣが所定周波数のパルス状のクロ
ック信号を生成してＣＬＫ信号線に供給する。
ＲＡＳ（Row Address Strobe）信号はＳＤＲＡＭに対して行アドレスを与えるタイミング
を伝える信号を意味しており、ＣＡＳ（Column Address Strobe）信号はＳＤＲＡＭに対
して列アドレスを与えるタイミングを伝える信号を意味している。Ａ０～Ａ１１信号は、
メモリ空間内のアドレスを指定する第二所定数（１２種類）のアドレス信号を意味してい
る。８ビットのデータが入出力可能な１２８ＭビットＳＤＲＡＭを実装したＤＩＭＭでは
、行アドレスとして１２種類、列アドレスとして１０種類のアドレス信号がＳＤＲＡＭに
供給される。ＰＣは、ＲＡＳ、ＣＡＳ、Ａ０～Ａ１１信号を生成し、ＣＬＫ信号に合わせ
て信号線に供給する。
【００２９】
Ｄ０～Ｄ６３信号は、６４種類のデータ信号を意味している。６４本のデータ信号線は８
本ずつ８組に分けられ、ＳＤＲＡＭ群中の各ＳＤＲＡＭに８本ずつ接続されている。
ＣＳ０、ＣＳ１信号は、アクセスするＳＤＲＡＭ群を選択するチップセレクト信号（セレ
クト信号）であり、各ＳＤＲＡＭ群のそれぞれについて選択状態または非選択状態を表す
信号である。同信号は、ＳＤＲＡＭ群の選択状態がＬ（ロー）、非選択状態がＨ（ハイ）
で表された負論理の信号である。ＣＳ０、ＣＳ１信号は、同時にＬとなることはなく、Ｓ
ＤＲＡＭにアクセスする際にいずれか一つのみＬとなるようになっている。
【００３０】
ＣＫＥ１、ＣＫＥ２信号は、二つのＳＤＲＡＭ群のそれぞれについてＣＬＫ信号入力の有
効状態または無効状態を表すクロックイネーブル信号であり、クロック信号入力の有効状
態がＨ、無効状態がＬの正論理の信号である。ＰＣは、ＣＳ０、ＣＳ１、ＣＫＥ１、ＣＫ
Ｅ２信号を生成し、ＣＬＫ信号に合わせて信号線に供給する。
これらの他、コネクタ９１には、二種類の拡張アドレス信号ＢＡ０、ＢＡ１の信号線や、
電源ライン、等の接続部も形成されている。
そして、ＣＬＫ、ＲＡＳ、ＣＡＳ、Ａ０～Ａ１１、Ｄ０～Ｄ６３信号はＢＡＮＫ１，２の
両方に供給され、ＣＳ０、ＣＫＥ０信号はＢＡＮＫ１に供給され、ＣＳ１、ＣＫＥ１信号
はＢＡＮＫ２に供給されている。
【００３１】
図３は、各ＳＤＲＡＭ群内の仮想メモリに対応する従来の１２８ＭビットＳＤＲＡＭの端
子と同端子に接続される信号線の要部を示している。なお、ＳＤＲＡＭ内に端子名を記載
するとともにＳＤＲＡＭ外に信号線名を記載している。
同ＳＤＲＡＭは、セレクト信号と、Ａ０～Ａ１１信号を入力して、同セレクト信号がＬ（
選択状態）であるときにＡ０～Ａ１１信号に対応するデータのアクセスが可能なメモリで
ある。また、クロックイネーブル信号をＣＫＥ端子に入力して同クロックイネーブル信号
がＨ（有効状態）であるときにＣＬＫ信号に基づいて動作可能である。
【００３２】
ＢＡＮＫ１内の仮想メモリＲ１１に対しては、ＣＬＫ、ＲＡＳ、ＣＡＳ、Ａ０～Ａ１１、
Ｄ０～Ｄ７信号線が、それぞれ、クロック信号入力端子ＣＬＫ、行アドレス信号入力端子
ＲＡＳ、列アドレス信号入力端子ＣＡＳ、アドレス信号入力端子Ａ０～Ａ１１、データ信
号入出力端子Ｄ０～Ｄ７に接続され、対応する信号が同端子から入出力される仕様となっ
ている。なお、同じＢＡＮＫ１内の別の仮想メモリＲ１２～Ｒ１８に対するデータ信号入
出力端子Ｄ０～Ｄ７には、異なる８本ずつのデータ信号線が接続される仕様である。また
、ＣＳ０、ＣＫＥ０信号線が、それぞれ、チップセレクト信号入力端子ＣＳ、クロックイ
ネーブル信号入力端子ＣＫＥに接続され、ＢＡＮＫ１について選択状態または非選択状態
を表すチップセレクト信号がＣＳ端子に入力され、同ＢＡＮＫ１についてクロック信号入
力の有効状態または無効状態を表すクロックイネーブル信号がＣＫＥ端子に入力される仕
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様となっている。仮想メモリＲ１２～Ｒ１８についても、同じＣＳ０、ＣＫＥ０信号線が
接続される仕様である。
【００３３】
一方、ＢＡＮＫ２内の仮想メモリＲ２１に対して、ＣＬＫ、ＲＡＳ、ＣＡＳ、Ａ０～Ａ１
１、Ｄ０～Ｄ７端子については仮想メモリＲ１１と同じ信号線が接続される仕様である。
そして、ＣＳ１、ＣＫＥ１信号線が、それぞれ、ＣＳ、ＣＫＥ端子に接続され、ＢＡＮＫ
２について選択状態または非選択状態を表すチップセレクト信号がＣＳ端子に入力され、
同ＢＡＮＫ２についてクロック信号入力の有効状態または無効状態を表すクロックイネー
ブル信号がＣＫＥ端子に入力される仕様となっている。仮想メモリＲ２２～Ｒ２８につい
ても、同じＣＳ１、ＣＫＥ１信号線が接続される仕様である。
なお、１２８ＭビットＳＤＲＡＭは、拡張アドレス信号を入力可能なＢＡ０、ＢＡ１端子
等も備えている。従って、行アドレスとして１２ビット、列アドレスとして１０ビット、
拡張アドレスとして２ビットの計２４ビットを入力し、アドレスに対応する８ビットのデ
ータを入出力するので、２の２４乗×８ビット、すなわち、１２８Ｍビットのメモリ空間
を有している。
【００３４】
図４は、上記デスクトップ型ＰＣがコネクタ９１から出力する信号の状態を表したタイミ
ングチャートである。
本デスクトップ型ＰＣは、省電力のために使用していないバンクのメモリをスリープさせ
るようにクロックイネーブル信号を出力する。ＢＡＮＫ１のＳＤＲＡＭにアクセスすると
き、同ＳＤＲＡＭをスリープ状態から解除させるためにＣＫＥ０信号をＬ→Ｈに立ち上げ
る（タイミングt1）。同ＳＤＲＡＭにアクセスするとき、ＣＳ０信号をＨ→Ｌに立ち下げ
る（タイミングt2）。ＢＡＮＫ１のＳＤＲＡＭへのアクセスを終了するときには、ＣＳ０
信号をＬ→Ｈに立ち上げる（タイミングt3）。ＢＡＮＫ１のＳＤＲＡＭをスリープ状態に
するときにはＣＫＥ０信号をＨ→Ｌに立ち下げ、ＢＡＮＫ２のＳＤＲＡＭにアクセスする
とき、同ＳＤＲＡＭをスリープ状態から解除させるためにＣＫＥ１信号をＬ→Ｈに立ち上
げる（タイミングt4）。ＢＡＮＫ２のＳＤＲＡＭにアクセスするとき、ＣＳ１信号をＨ→
Ｌに立ち下げ（タイミングt5）、同ＳＤＲＡＭへのアクセスを終了するときには、ＣＳ１
信号をＬ→Ｈに立ち上げる（タイミングt6）。両ＢＡＮＫ１，２のＳＤＲＡＭをスリープ
状態にするときには、両ＣＫＥ０、ＣＫＥ１信号をＬの状態にする。
【００３５】
このように、本デスクトップ型ＰＣは、ＣＳ０、ＣＳ１信号が同時にはＬとならないよう
に、第二所定数のアドレス信号に対応した容量（１２８Ｍビット×８）の二つのメモリ空
間のそれぞれについて二つのセレクト信号を生成する。また、ＣＫＥ０、ＣＫＥ１信号が
同時にはＨとならないように、二つのメモリ空間のそれぞれについて二つのクロックイネ
ーブル信号を生成する。
【００３６】
近年、２５６ＭビットＳＤＲＡＭを８個実装した２５６ＭバイトのＤＩＭＭが用いられる
ようになってきた。図５は、上記デスクトップ型ＰＣを用いたときに２５６ＭビットＳＤ
ＲＡＭの端子と同端子に接続可能な信号線の要部を示している。
２５６ＭビットＳＤＲＡＭは、メモリ用セレクト信号と、第二所定数のアドレス信号Ａ０
～Ａ１１より多い複数のアドレス信号Ａ０～Ａ１２を入力して、同メモリ用セレクト信号
がＬ（選択状態）であるときにＡ０～Ａ１２信号に対応するデータのアクセスが可能なメ
モリである。また、メモリ用クロックイネーブル信号をＣＫＥ端子に入力して同メモリ用
クロックイネーブル信号がＨ（有効状態）であるときにＣＬＫ信号に基づいて動作可能で
ある。
【００３７】
図に示すように、ＣＬＫ、ＲＡＳ、ＣＡＳ、Ｄ０～Ｄ７端子については、対応する信号が
存在するため、信号を直接入力可能である。しかし、アドレス信号入力端子については、
Ａ１２端子に対応する信号が常時電圧レベルＬ（所定の未使用状態）であるため、メモリ
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容量の半分である１２８Ｍビットの領域にしかアクセスできないことになる。また、ＣＳ
、ＣＫＥ端子に直接相当する信号は存在せず、ＣＳ０、ＣＳＫ０信号、または、ＣＳ１、
ＣＳＫ１信号を入力すると、結局のところ１２８Ｍビットの領域にしかアクセスできず、
Ａ０～Ａ１１のアドレス信号しか出力しないコンピュータ本体では２５６ＭビットＳＤＲ
ＡＭの半分の領域しか扱うことができないことになる。
本メモリモジュール１０は、後述するメモリ用回路により、Ａ０～Ａ１１信号よりも上位
のＡ１２のアドレス信号（追加アドレス信号）を生成し、Ａ０～Ａ１１信号だけではアク
セスできないメモリ領域に対してコンピュータ本体からアクセスすることが可能である。
【００３８】
図６は、メモリモジュール１０の回路の要部を示した回路図である。図の２５６Ｍビット
ＳＤＲＡＭ２０は、図１で示した８個のＳＤＲＡＭ２０のうちの一つ（例えば、一番左端
のＳＤＲＡＭ）を代表して示している。実際には、同じような回路が８個のＳＤＲＡＭ２
０全てに対して形成してある。各ＳＤＲＡＭ２０に対しては、Ｄ０～Ｄ７端子に接続され
るデータ信号線の種類が異なるのみであり、残りの端子には同じデータ信号線が接続され
ている。なお、分かりやすく説明するため、ＲＡＳ、ＣＡＳ、Ａ０～Ａ１１、Ｄ０～Ｄ７
端子については入出力される信号名のみを記載しているが、実際にはこれらの信号の信号
線は１６８ピン端子４０に接続されている。
【００３９】
図において、メモリ用回路３０と端子４０とから、メモリ用補助モジュール１２が構成さ
れる。メモリ用回路３０は、ＡＮＤゲート３１ａ、ＯＲゲート３１ｂを備えている。同ゲ
ート３１ａ，ｂは、ゲートＩＣ３１内に設けられている。
ＡＮＤゲート３１ａの二つの入力端子には、それぞれ端子４０内のＣＳ０端子４１ａ、Ｃ
Ｓ１端子４１ｂが接続されている。また、ＡＮＤゲート３１ａの出力端子には、ＳＤＲＡ
Ｍ２０のＣＳ端子が接続されている。そして、１２８ＭビットＳＤＲＡＭ用のセレクト信
号であるＣＳ０、ＣＳ１信号の論理積がメモリ用セレクト信号ＣＳとして２５６Ｍビット
ＳＤＲＡＭ２０のＣＳ端子に供給される。すなわち、本メモリモジュール１０は、入力し
たＣＳ０、ＣＳ１信号のいずれかがＬ（１２８Ｍビット仮想メモリのメモリ空間の選択状
態）であるときにメモリ用セレクト信号ＣＳをＬ（２５６ＭビットＳＤＲＡＭの選択状態
）とし、入力したＣＳ０、ＣＳ１信号の全てがＨ（１２８Ｍビット仮想メモリのメモリ空
間の非選択状態）であるときにＣＳ信号をＨ（２５６ＭビットＳＤＲＡＭの非選択状態）
とする。同回路にて、複数のセレクト信号を入力し、入力した複数のセレクト信号に基づ
いて、適切にメモリ用セレクト信号を生成することができる。
【００４０】
また、ＳＤＲＡＭ２０のＡ１２端子には、ＣＳ１が接続されている。すなわち、ＣＳ１信
号がＬであるときにはＡ１２端子から入力されるＡ１２信号は「０」となり、ＣＳ０信号
がＬであるときはＣＳ１信号がＨであってＡ１２端子から入力されるＡ１２信号は「１」
となる。同回路にて、複数のセレクト信号を入力し、入力したセレクト信号に基づいて、
簡易な構成ながら第二所定数のアドレス信号Ａ０～Ａ１１に追加された追加アドレス信号
Ａ１２を生成することができる。この追加アドレス信号Ａ１２は、Ａ０～Ａ１１信号にて
表されるアドレスよりも上位のアドレスを表すことが可能な信号とされている。すると、
図７に示すように、２５６ＭビットＳＤＲＡＭ２０の半分のメモリ領域がＣＳ０信号＝Ｌ
すなわち上記ＢＡＮＫ１に割り当てられ、残りの半分のメモリ領域がＣＳ１信号＝Ｌすな
わち上記ＢＡＮＫ２に割り当てられる。なお、上述した可能メモリＲ１１～Ｒ１８，Ｒ２
１～Ｒ２８に対応して割り当てられるメモリ領域に同じ符号を付している。図に示すよう
に、例えば、ＢＡＮＫ１に割り当てられた仮想メモリＲ１１と、ＢＡＮＫ２に割り当てら
れた仮想メモリＲ２１とが、左端にある同じ２５６ＭビットＳＤＲＡＭ２０の内部に設け
られていることが分かる。このように、セレクト信号に応じて同一のＳＤＲＡＭのメモリ
領域を使い分けることができ、本メモリモジュールを擬似的に１２８ＭビットＳＤＲＡＭ
を使用した２バンク構成のメモリモジュールとして扱うことが可能となる。
なお、二種類のセレクト信号ＣＳ０，ＣＳ１からＡ１２信号を生成してＡ１２端子に入力
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する際には、ＣＳ１信号をＡ１２端子に入力する代わりに、ＣＳ０信号をＡ１２端子に入
力するようにしてもよい。
【００４１】
このように、メモリ用回路３０は、デスクトップ型ＰＣから第二所定数のアドレス信号Ａ
０～Ａ１１と複数のセレクト信号ＣＳ０，ＣＳ１とを入力して、メモリ用セレクト信号Ｃ
Ｓと追加アドレス信号Ａ１２とを生成し、ＣＳ信号、追加アドレス信号Ａ１２、第二所定
数のアドレス信号Ａ０～Ａ１１を２５６ＭビットＳＤＲＡＭ２０に供給することにより対
応するデータへのアクセスをデスクトップ型ＰＣから可能とする。
デスクトップ型ＰＣには、使用していないバンクの１２８ＭビットＳＤＲＡＭをスリープ
させる複数のクロックイネーブル信号を出力するものもある。そこで、メモリ用回路３０
は、デスクトップ型ＰＣからＣＬＫ信号および複数のクロックイネーブル信号ＣＫＥ０，
ＣＫＥ１を入力し、入力したＣＫＥ０、ＣＫＥ１信号に基づいてメモリ用クロックイネー
ブル信号ＣＫＥを生成してＣＬＫ信号とともにＳＤＲＡＭ２０に供給する。
【００４２】
ＳＤＲＡＭ２０のＣＬＫ端子には、端子４０内のＣＬＫ端子４１ｃが接続されている。従
って、メモリ用回路３０は、ＣＬＫ信号をデスクトップ型ＰＣから入力してＳＤＲＡＭ２
０に供給するようになっている。
また、ＯＲゲート３１ｂの二つの入力端子には、それぞれ端子４０内のＣＫＥ０端子４１
ｄ、ＣＫＥ１端子４１ｅが接続されている。同ＯＲゲート３１ｂの出力端子には、ＳＤＲ
ＡＭ２０のＣＫＥ端子が接続されている。そして、１２８ＭビットＳＤＲＡＭ用のＣＫＥ
０、ＣＫＥ１信号の論理和がＣＫＥ信号として２５６ＭビットＳＤＲＡＭ２０のＣＫＥ端
子に供給される。すなわち、本メモリモジュール１０は、入力したＣＫＥ０、ＣＫＥ１信
号のいずれかがＨ（１２８Ｍビット仮想メモリのメモリ空間のクロック信号入力の有効状
態）であるときにＣＫＥ信号をＨ（２５６ＭビットＳＤＲＡＭのクロック信号入力の有効
状態）とし、入力したＣＫＥ０、ＣＫＥ１の全てがＬ（１２８Ｍビット仮想メモリのメモ
リ空間のクロック信号入力の無効状態）であるときにＣＫＥ信号をＬ（２５６ＭビットＳ
ＤＲＡＭのクロック信号入力の無効状態）とする。
【００４３】
（２）メモリモジュールの作用：
次に、図８に示すタイミングチャートを参照しながら、本メモリモジュール１０の作用を
説明する。なお、タイミングt1～t7は、図４と同じタイミングとしている。
ＣＫＥ０信号がＬ→Ｈに立ち上がって（タイミングt1）ＢＡＮＫ１の仮想メモリをスリー
プ状態から解除させる状態となると、ＯＲゲート３１ｂの入力端子の一方にＨが入力され
るので、ＯＲゲート３１ｂから出力されるＣＫＥ信号はＨ（有効状態）となる。また、Ｃ
ＫＥ０信号がＨ→Ｌに立ち下がるとともにＣＫＥ１信号がＬ→Ｈに立ち上がって（タイミ
ングt4）ＢＡＮＫ２の仮想メモリをスリープ状態から解除させる状態となっても、ＯＲゲ
ート３１ｂの入力端子の一方にＨが入力されるので、ＯＲゲート３１ｂから出力されるＣ
ＫＥ信号はＨ（有効状態）となる。一方、ＣＫＥ１信号がＨ→Ｌに立ち下がって（タイミ
ングt7）両ＢＡＮＫ１，２の仮想メモリをスリープさせる状態になると、ＯＲゲート３１
ｂの両入力端子にＬが入力されるので、ＯＲゲート３１ｂから出力されるＣＫＥ信号はＬ
（無効状態）となる。
【００４４】
すると、２５６ＭビットＳＤＲＡＭ２０は、両ＢＡＮＫ１，２の仮想メモリをスリープ状
態にさせるときのみＣＫＥ端子にＬが入力され、ＣＬＫ信号入力が無効となる。一方、Ｂ
ＡＮＫ１，２のいずれかの仮想メモリをスリープ状態から解除させる状態となるとＣＫＥ
端子にＨが入力され、ＣＬＫ信号入力が有効となって入力されるＣＬＫ信号に基づいて動
作する。
このように、デスクトップ型ＰＣから複数の１２８Ｍビット仮想メモリのメモリ空間に対
して複数のクロックイネーブル信号が出力されているときに、適切に２５６ＭビットＳＤ
ＲＡＭに対してアクセス可能にさせることができる。
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【００４５】
ＣＫＥ０信号がＨであるときにＣＳ０信号がＨ→Ｌに立ち下がって（タイミングt2）ＢＡ
ＮＫ１の仮想メモリにアクセスする状態となると、ＡＮＤゲート３１ａの入力端子の一方
にＬが入力されるので、ＡＮＤゲート３１ａから出力されるＣＳ信号はＬ（選択状態）と
なる。このとき、ＣＳ１信号はＨであるので、Ａ１２信号は１を意味するＨとなり、ＳＤ
ＲＡＭ２０のＡ１２端子にはＨが入力される。
また、ＣＫＥ１信号がＨであるときにＣＳ１信号がＨ→Ｌに立ち下がって（タイミングt5
）ＢＡＮＫ２の仮想メモリにアクセスする状態となっても、ＡＮＤゲート３１ａの入力端
子の一方にＬが入力されるので、ＡＮＤゲート３１ａから出力されるＣＳ信号はＬ（選択
状態）となる。このとき、ＣＳ１信号はＬであるので、Ａ１２信号は０を意味するＬとな
り、ＳＤＲＡＭ２０のＡ１２端子にはＬが入力される。
【００４６】
すると、２５６ＭビットＳＤＲＡＭ２０は、デスクトップ型ＰＣから両ＢＡＮＫ１，２の
仮想メモリにアクセスする状態となるとＣＳ端子にＬが入力され、同デスクトップ型ＰＣ
からアクセス可能となる。
ここで、ＢＡＮＫ１の仮想メモリにアクセスする状態であるときにはＡ１２信号が１とな
り、ＢＡＮＫ２の仮想メモリにアクセスする状態であるときにはＡ１２信号が０となるの
で、デスクトップ型ＰＣからは追加アドレス信号Ａ１２と第二所定数のアドレス信号Ａ０
～Ａ１１に対応する２５６Ｍビット分のデータへのアクセスが可能となる。
【００４７】
このように、コンピュータ本体から入力される第二所定数のアドレス信号Ａ０～Ａ１１だ
けでは１２８Ｍビットのメモリ領域にしかアクセスできない２５６Ｍビットメモリであっ
ても、セレクト信号に基づいてＡ０～Ａ１１信号以外の追加アドレス信号Ａ１２が生成さ
れるので、従来ではアクセスできなかったメモリ領域に対してコンピュータ本体からアク
セスすることが可能となり、メモリ領域を有効利用することが可能となる。その結果、２
５６ＭビットＳＤＲＡＭを使用したメモリモジュールでありながら、あたかも１２８Ｍビ
ットＳＤＲＡＭを使用して２バンク構成としたメモリモジュールのようにしてコンピュー
タ本体からアクセスすることが可能となる。現在、２５６ＭビットＳＤＲＡＭがＳＤＲＡ
Ｍの主流となり、１２８ＭビットＳＤＲＡＭを入手することが困難となってきているが、
本発明により最新機種ではないコンピュータ本体であっても２５６ＭビットＳＤＲＡＭを
実装したメモリモジュールを有効に利用することが可能となる。
また、複数のセレクト信号ＣＳ０，ＣＳ１からメモリ用セレクト信号ＣＳを生成すること
により、コンピュータ本体からアクセス可能なメモリ数を増やすことができるので、コン
ピュータ本体が扱うことができるメモリ容量を大きくとることが可能である。
【００４８】
（３）変形例：
本発明のメモリモジュールは、様々な変形例が考えられる。
上述したメモリモジュール１０はＥＣＣ（Error Correction Code）無しのＤＩＭＭであ
るが、ＥＣＣ付きのメモリモジュールであってもＥＣＣ用のメモリが増えるだけであり、
本発明を適用可能である。むろん、ＤＩＭＭ以外にも、ＳＩＭＭ等であってもよい。
ＳＤＲＡＭには、データ信号入出力端子が１６本のメモリもある。このようなメモリであ
っても、コンピュータ本体が生成する第二所定数のアドレス信号よりも多い複数のアドレ
ス信号を入力可能なメモリであれば、本発明を適用することにより、メモリ領域を有効利
用することが可能となる。むろん、データ信号入出力端子が８本、１６本以外のメモリに
対しても本発明を適用可能である。また、データの読み出しのみ可能なＲＯＭ等であって
も、本発明を適用可能である。
さらに、コンピュータ本体が第二所定数のアドレス信号だけで１２８Ｍビットメモリまで
扱うことが可能なもの以外であっても、本発明を適用可能である。例えば、６４Ｍビット
メモリまで扱うことが可能なコンピュータ本体である場合、本発明を適用することにより
、１２８Ｍビットメモリを扱うことが可能になるし、後述するように２５６Ｍビット以上
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のメモリ容量を有するメモリも扱うことが可能となる。また、２５６Ｍビットメモリまで
扱うことが可能なコンピュータ本体である場合、本発明を適用することにより、５１２Ｍ
ビット以上のメモリ容量を有するメモリを扱うことが可能となる。
【００４９】
セレクト信号とメモリ用セレクト信号が正論理である場合、図９に示すように、ＡＮＤゲ
ート３１ａの代わりにＯＲゲート３２ａを使用すればよい。すると、ＣＳ０、ＣＳ１信号
のいずれかがＨ（選択状態）であるときにメモリ用セレクト信号ＣＳがＨ（選択状態）と
なり、ＳＤＲＡＭに対してアクセス可能となる。
また、クロックイネーブル信号とメモリ用クロックイネーブル信号が負論理である場合、
同図に示すように、ＯＲゲート３１ｂの代わりにＡＮＤゲート３２ｂを使用すればよい。
すると、ＣＫＥ０、ＣＫＥ１信号のいずれかがＬ（有効状態）であるときにＣＫＥ信号が
Ｌ（有効状態）となり、ＳＤＲＡＭはＣＬＫ信号に基づいて動作可能となる。
【００５０】
さらに、本発明のメモリモジュールに実装されるメモリにメモリ用セレクト信号を供給し
なくても、本メモリモジュールを動作させることが可能である。コンピュータ本体が第二
所定数のアドレス信号に対応した容量の二つのメモリ空間のそれぞれについて二種類のセ
レクト信号を生成する場合、メモリ用セレクト信号を生成せず、実装されたメモリのＣＳ
端子を常時選択状態としておいてもよい。むろん、メモリは、第二所定数のアドレス信号
より多い複数のアドレス信号を入力して対応するデータのアクセスが可能であればよく、
ＣＳ端子が設けられていなくてもよい。
この場合、メモリ用回路は、コンピュータ本体から第二所定数のアドレス信号とセレクト
信号とを入力し、入力したセレクト信号に基づいて第二所定数のアドレス信号に追加され
た追加アドレス信号を生成し、当該追加アドレス信号と入力した第二所定数のアドレス信
号とをメモリに供給することにより対応するデータへのアクセスをコンピュータ本体から
可能とすればよい。上記の例では、コンピュータ本体から入力される二種類のセレクト信
号のいずれかを追加アドレス信号としてメモリに供給することにより、セレクト信号に応
じて同一のメモリのメモリ領域を使い分けることができ、メモリ領域を有効利用すること
が可能となる。
【００５１】
追加アドレス信号は、メモリに入力可能な最上位アドレスを表すアドレス信号以外であっ
てもよい。図１０は、別の変形例にかかるメモリモジュールに実装された２５６Ｍビット
ＳＤＲＡＭに入力される信号の要部を示したブロック図である。Ａ１１、Ａ１２端子が列
アドレス入力に用いられず行アドレス入力にのみ用いられる場合、端子から入力されるＡ
０～Ａ１０信号を２５６ＭビットＳＤＲＡＭのＡ０～Ａ１０端子に入力するとともにＡ１
１信号を２５６ＭビットＳＤＲＡＭのＡ１２端子に入力し、ＣＳ１信号を追加アドレス信
号としてＡ１１端子に入力してもよい。また、Ａ１０～Ａ１２端子が行アドレス入力にの
み用いられるＳＤＲＡＭである場合、１６８ピン端子から入力されるＡ０～Ａ９信号をＳ
ＤＲＡＭのＡ０～Ａ９端子に入力するとともにＡ１０、Ａ１１信号をそれぞれＳＤＲＡＭ
のＡ１１、Ａ１２端子に入力し、ＣＳ１信号を追加アドレス信号としてＡ１０端子に入力
してもよい。むろん、Ａ０端子が行アドレス入力にのみ用いられる場合には、１６８ピン
端子から入力されるＣＳ１信号を追加アドレス信号としてＡ０端子に入力してもよい。
【００５２】
また、三以上のバンクを選択する三種類以上のセレクト信号から複数の追加アドレス信号
を生成してもよい。図１１は、別の変形例にかかるメモリモジュールの回路の要部を示し
た回路図である。
本メモリモジュールは、５１２ＭビットＳＤＲＡＭを８個実装した５１２ＭバイトのＤＩ
ＭＭである。同５１２ＭビットＳＤＲＡＭは、１４種類のアドレス信号Ａ０～Ａ１３を入
力可能であり、デスクトップ型ＰＣから入力される第二所定数のアドレス信号Ａ０～Ａ１
１と比べて二種類多く、同ＳＤＲＡＭの全メモリ領域にアクセスするためにはアドレス信
号をさらに二種類必要とする。図の５１２ＭビットＳＤＲＡＭは、８個のＳＤＲＡＭのう
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ちの一つを代表して示している。一方、デスクトップ型ＰＣは、５１２Ｍバイトのメモリ
容量を扱う際に１２８Ｍバイトずつ４バンクとして扱うようになっているものを例にとっ
て説明する。
【００５３】
図において、メモリ用回路５０は、ＡＮＤゲート５１ａ～ｄ、ＯＲゲート５１ｅ～ｇを備
えている。
ＡＮＤゲート５１ａの二つの入力端子にはそれぞれ１６８ピン端子４０内のＣＳ０、ＣＳ
１端子が接続され、ＡＮＤゲート５１ｂの二つの入力端子にはそれぞれ１６８ピン端子４
０内のＣＳ２、ＣＳ３端子が接続されている。ＡＮＤゲート５１ｃの二つの入力端子には
それぞれＡＮＤゲート５１ａ，ｂの出力端子が接続されている。また、ＡＮＤゲート５１
ｃの出力端子には、ＳＤＲＡＭのＣＳ端子が接続されている。すなわち、本メモリモジュ
ールは、入力した複数のセレクト信号ＣＳ０～ＣＳ３のいずれかがＬ（１２８Ｍビット仮
想メモリのメモリ空間の選択状態）であるときにメモリ用セレクト信号ＣＳをＬ（５１２
ＭビットＳＤＲＡＭの選択状態）とし、入力したＣＳ０～ＣＳ３信号の全てがＨ（１２８
Ｍビット仮想メモリのメモリ空間の非選択状態）であるときにＣＳ信号をＨ（５１２Ｍビ
ットＳＤＲＡＭの非選択状態）とする。
【００５４】
ＳＤＲＡＭのＡ１３端子には、ＡＮＤゲート５１ｂの出力端子が接続されている。また、
ＡＮＤゲート５１ｄの二つの入力端子にはそれぞれ端子４０内のＣＳ１、ＣＳ３端子が接
続されている。そして、ＳＤＲＡＭのＡ１２端子には、ＡＮＤゲート５１ｃの出力端子が
接続されている。
すなわち、図１２に示すように、ＣＳ０～ＣＳ３信号が順に０，１，１，１であるときＡ
１３、Ａ１２信号はそれぞれ１，１となり、ＣＳ０～ＣＳ３信号が順に１，０，１，１で
あるときＡ１３、Ａ１２信号はそれぞれ１，０となる。また、ＣＳ０～ＣＳ３信号が順に
１，１，０，１であるときＡ１３、Ａ１２信号はそれぞれ０，１となり、ＣＳ０～ＣＳ３
信号が順に１，１，１，０であるときＡ１３、Ａ１２信号はそれぞれ０，０となる。この
ように、ＬとなるＣＳ０～ＣＳ３信号が異なればＡ１３、Ａ１２信号の組み合わせも異な
るので、同回路にて、複数のセレクト信号を入力し、入力したセレクト信号に基づいて、
第二所定数のアドレス信号Ａ０～Ａ１１に追加された追加アドレス信号Ａ１２，Ａ１３を
生成することができる。その結果、５１２ＭビットＳＤＲＡＭ２０のメモリ領域の１／４
ずつがＣＳ０～ＣＳ３信号＝ＬすなわちＢＡＮＫ１～ＢＡＮＫ４に割り当てられる。
【００５５】
なお、Ａ１３信号を生成してＡ１３端子に入力する際には、ＣＳ２、ＣＳ３信号の論理積
を入力する代わりに、ＣＳ０、ＣＳ１信号の論理積を入力してもよい。また、Ａ１２信号
を生成してＡ１２端子に入力する際には、ＣＳ１、ＣＳ３信号の論理積を入力する代わり
に、ＣＳ０、ＣＳ２信号の論理積を入力してもよい。
このようなメモリ用回路５０であっても、デスクトップ型ＰＣから第二所定数のアドレス
信号Ａ０～Ａ１１と複数のセレクト信号ＣＳ０～ＣＳ３とを入力して、メモリ用セレクト
信号ＣＳと追加アドレス信号Ａ１２，Ａ１３とを生成し、ＣＳ信号、追加アドレス信号Ａ
１２，Ａ１３、第二所定数のアドレス信号Ａ０～Ａ１１を５１２ＭビットＳＤＲＡＭに供
給することにより全メモリ領域について対応するデータへのアクセスをデスクトップ型Ｐ
Ｃから可能とする。
【００５６】
また、ＯＲゲート５１ｅの二つの入力端子にはそれぞれ端子４０内のＣＫＥ０、ＣＫＥ１
端子が接続され、ＯＲゲート５１ｆの二つの入力端子にはそれぞれ端子４０内のＣＫＥ２
、ＣＫＥ３端子が接続されている。ＯＲゲート５１ｇの二つの入力端子にはそれぞれＯＲ
ゲート５１ｅ，ｆの出力端子が接続されている。また、ＯＲゲート５１ｇの出力端子には
、ＳＤＲＡＭのＣＫＥ端子が接続されている。すなわち、本メモリモジュールは、入力し
た複数のクロックイネーブル信号ＣＫＥ０～ＣＫＥ３のいずれかがＨ（１２８Ｍビット仮
想メモリのメモリ空間のクロック信号入力の有効状態）であるときにメモリ用クロックイ
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ネーブル信号ＣＫＥをＨ（５１２ＭビットＳＤＲＡＭのクロック信号入力の有効状態）と
し、入力したＣＫＥ０～ＣＫＥ３信号の全てがＬ（１２８Ｍビット仮想メモリのメモリ空
間のクロック信号入力の無効状態）であるときにＣＫＥ信号をＬ（５１２ＭビットＳＤＲ
ＡＭのクロック信号入力の無効状態）とする。従って、デスクトップ型ＰＣから複数の１
２８Ｍビット仮想メモリのメモリ空間に対して複数のクロックイネーブル信号が出力され
ているときに、適切に５１２ＭビットＳＤＲＡＭに対してアクセス可能にさせることがで
きる。
【００５７】
むろん、コンピュータ本体が、１２８Ｍバイトずつ３バンクを扱うものである場合、メモ
リモジュールにはＣＳ３、ＣＫＥ３信号が入力されないことになるが、図１１で示した回
路を利用して５１２ＭビットＳＤＲＡＭのうち、１２８×３＝３８４Ｍビット分のメモリ
領域を使用することが可能となる。この場合、５１２ＭビットＳＤＲＡＭの全メモリ領域
は使用されないことになるが、第二所定数のアドレス信号Ａ０～Ａ１１だけでアクセス可
能な１２８Ｍビットのメモリ領域よりは広い領域をコンピュータ本体から扱うことが可能
となるので、５１２ＭビットＳＤＲＡＭのメモリ領域を有効利用することが可能となるこ
とに変わりはない。
【００５８】
なお、メモリモジュールに、Ａ０～Ａ１４信号を入力可能な１Ｇ（ギガ）ビットＳＤＲＡ
Ｍを実装する場合でも、コンピュータ本体が第二所定数のアドレス信号Ａ０～Ａ１１と８
種類のセレクト信号ＣＳ０～ＣＳ７とを生成可能であれば、本発明を適用可能である。こ
のとき、メモリ用回路は、コンピュータ本体からＡ０～Ａ１１信号とＣＳ０～ＣＳ７信号
とを入力して、メモリ用セレクト信号ＣＳと追加アドレス信号Ａ１２～Ａ１４とを生成し
、ＣＳ信号、追加アドレス信号Ａ１２～Ａ１４、第二所定数のアドレス信号Ａ０～Ａ１１
を１ＧビットＳＤＲＡＭに供給することにより全メモリ領域について対応するデータへの
アクセスをデスクトップ型ＰＣから可能とする。また、８種類のクロックイネーブル信号
ＣＫＥ０～ＣＫＥ７を入力して、メモリ用クロックイネーブル信号ＣＫＥを生成すること
ができる。
【００５９】
さらに、メモリが実装される前のメモリモジュールであっても、メモリを実装することに
より、第二所定数のアドレス信号だけではアクセスできないメモリ領域に対してコンピュ
ータ本体からアクセスすることが可能となる。従って、図６で示したように、メモリモジ
ュール１０からＳＤＲＡＭ２０を除いたメモリ用補助モジュール１２であっても本発明は
有効である。むろん、メモリ用補助モジュールは、メモリを装着するためのメモリソケッ
トを備えていてもよいし、メモリを半田付け可能な形状としたものであってもよい。
【００６０】
（４）第二の実施形態にかかるメモリモジュールの構成：
第一の実施形態では、搭載しているメモリチップの容量にコンピュータ本体が対応してい
ない場合、メモリ用回路が擬似的にメモリチップの容量が低い段階のものであるように装
うことを実現することが可能である。その結果、コンピュータ本体から入力される第二所
定数のアドレス信号だけでは全メモリ領域にアクセスできないメモリチップであっても、
同アドレス信号だけではアクセスできないメモリ領域に対してコンピュータ本体からアク
セスすることを可能として、メモリ領域を有効利用することが可能となる点で有用である
。しかし、新機種のＰＣのようにＡ１２信号（第二所定数のアドレス信号にて表されるア
ドレスよりも上位のアドレスを表す上位アドレス信号）を生成するコンピュータ本体には
、コンピュータ本体からのＡ１２信号が無視されるため、そのままでは接続することがで
きない。そこで、第二の実施形態では、より多くのメモリ領域にアクセスできる新機種の
ようなコンピュータ本体にも接続可能なメモリモジュールについて説明する。
【００６１】
図１３に示すように、１２８Ｍバイトに対応した第一のＰＣ（第一のコンピュータ本体）
の場合、上位アドレス信号Ａ１２は、第二所定数のアドレス信号Ａ０～Ａ１１の上位とな



(19) JP 4346369 B2 2009.10.21

10

20

30

40

50

り、常時、電圧レベルがＬ（所定の未使用状態）とされている。一方、２５６Ｍバイトに
対応した第二のＰＣ（第二のコンピュータ本体）の場合、Ａ１２信号は、第二所定数より
多い所定数のアドレス信号Ａ０～Ａ１２に含まれ、適宜、電圧レベルがＨ（未使用状態と
は異なる状態）になったりＬになったりする。そこで、Ａ１２信号がＨになるか否かを判
別することにより、搭載しているメモリチップの容量にコンピュータ本体が対応している
か否かを判別し、メモリ用回路の動作を決定する。
なお、第二のＰＣは、クロック信号ＣＬＫ、Ａ０～Ａ１２信号に対応した容量のメモリ空
間について選択状態または非選択状態を表すセレクト信号ＣＳ０、Ａ０～Ａ１２信号に対
応した容量のメモリ空間についてＣＬＫ信号入力の有効状態または無効状態を表すＣＫＥ
０信号、等を生成する。
【００６２】
図１４は第二の実施形態にかかるメモリモジュールの回路の要部を示す回路図である。な
お、第一の実施形態と構成が同じものについては、同じ符号を付して詳しい説明を省略す
る。本メモリモジュール１１０は、ＳＤＲＡＭ２０、メモリ用回路６０、判別回路７０を
備えるとともに、１６８ピン端子４０が設けられている。メモリ用補助モジュールは、メ
モリ用回路６０と判別回路７０と端子４０とから構成される。
メモリ用回路６０は、ＡＮＤゲート６１ａ、ＯＲゲート６１ｂの他、ＥＥＰＲＯＭ６２、
汎用的なスイッチＩＣ内に設けられたスイッチ回路６３～６５、抵抗素子６６を備えてい
る。各スイッチ回路６３～６５は、端子とされた二つの入力部と一つの出力部と切替信号
入力部を備えるとともに、切替信号入力部に入力される信号の電圧レベルがＨであるかＬ
であるかに応じて入力部の一方のみを出力部と電気的に接続する。
第一のスイッチ回路６３の二つの入力部には、それぞれ、端子４０内のＣＳ１端子４１ｂ
、Ａ１２端子４１ｆが接続されている。第二のスイッチ回路６４の二つの入力部には、そ
れぞれ、端子４０内のＣＳ１端子４１ｂ、一端を電源ラインＶｃｃ（端子４０内のＶｃｃ
端子４１ｈ）に接続された抵抗素子６６の他端が接続されている。第三のスイッチ回路６
５の二つの入力部には、それぞれ、端子４０内のＣＫＥ１端子４１ｅ、グランド（端子４
０内のＧＮＤ端子４１ｉ）が接続されている。スイッチ回路６３～６５の切替信号入力部
には、判別回路７０からの１２８ＥＮ信号が入力されている。
【００６３】
ＡＮＤゲート６１ａの二つの入力端子には、それぞれ、端子４０内のＣＳ０端子４１ａ、
第二のスイッチ回路６４の出力部が接続されている。ＡＮＤゲート６１ａの出力端子には
、ＳＤＲＡＭ２０のＣＳ端子が接続されている。ＳＤＲＡＭ２０のＡ１２端子には、第一
のスイッチ回路６３の出力部が接続されている。ＯＲゲート６１ｂの二つの入力端子には
、それぞれ、端子４０内のＣＫＥ０端子４１ｄ、第三のスイッチ回路６５の出力部が接続
されている。ＯＲゲート６１ｂの出力端子には、ＳＤＲＡＭ２０のＣＫＥ端子が接続され
ている。
【００６４】
ＥＥＰＲＯＭ６２は、所定の規格であるいわゆるプラグアンドプレイ機能を実現させるた
めの不揮発性メモリであり、ＥＥＰＲＯＭアレー、アドレスデコーダ、データレジスタ、
制御回路、等から構成され、メモリチップにアクセスする前に読み出されるデータが書き
込まれている。同ＥＥＰＲＯＭ６２は、ＩＩＣバスを介してアクセス可能とされた所定数
の端子を有するＩＣであり、シリアルクロック入力端子ＳＣＬが端子４０内のＳＣＬ端子
４１ｇに接続されるとともに、シリアルデータ入出力端子ＳＤＡが端子４０内のＳＤＡ端
子に接続されている。ＳＣＬ端子から入力されるシリアルクロックを基準として、ＰＣは
、ＳＤＡ端子からシリアルデータの入出力の制御を行ったり、ＥＥＰＲＯＭアレーに対す
るデータの読み書きの制御を行う。ＥＥＰＲＯＭからＩＤが読み出されると、ＰＣは増設
されたメモリの仕様を認識することができ、その後、ＰＣはメモリモジュールのＳＤＲＡ
Ｍに対して最適な状態でアクセスすることができる。
判別回路７０は、端子４０内のＡ１２端子４１ｆ、ＳＣＬ端子４１ｇ、Ｖｃｃ端子４１ｈ
、ＧＮＤ端子４１ｉ等に接続され、Ａ１２信号やＳＣＬ信号やＶｃｃ電位やＧＮＤ電位を
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入力し、２５６ＥＮ信号や同２５６ＥＮ信号を反転させた１２８ＥＮ信号を生成する。
【００６５】
図１５に示すように、判別回路７０は、各回路７１～７７から構成されている。
安定判別回路７１では、電源ラインＶｃｃとグランドＧＮＤとの間に抵抗素子７１ｂ（Ｖ
ｃｃ側）と抵抗素子７１ｃ（ＧＮＤ側）が直列接続されている。ここで、抵抗素子７１ｂ
，ｃの抵抗値をそれぞれＲ１，Ｒ２とすると、中間連結部で分圧された電位Ｖｔｈは、Ｒ
２／（Ｒ１＋Ｒ２）となる。汎用品とされたリセットＩＣ７１ａでは、Ｖｉｎ端子に抵抗
素子７１ｂ，ｃの中間連結部が接続され、一端をＧＮＤに接続されたコンデンサ７１ｄの
他端がＣ端子に接続されている。同リセットＩＣ７１ａは、電位Ｖｔｈが所定の閾電位か
ら小さいか否か（例えば３．３Ｖ以下か否か）を判別し、当該閾電位から小さいと判別し
たときにオン状態を表すとともにそれ以外のときにオフ状態を表すリセット信号を生成し
て出力端子ＯＵＴから出力する。本実施形態では、Ｖｔｈが閾電位から小さいと判別した
ときに電圧レベルＬ、Ｖｔｈが閾電位から大きいと判別したときに電圧レベルＨの負論理
のリセット信号ＲＥＳＥＴを生成するものとして説明する。
【００６６】
読込開始判別回路７２は、例えば汎用的なフリップフロップＩＣに設けられ、Ｒ－Ｓ－Ｆ
Ｆ（リセットセットフリップフロップ）の動作も可能なＤ－ＦＦ（Ｄフリップフロップ）
７２ａから構成されている。ＦＦ７２ａでは、プリセット端子Ｐ１と入力端子Ｄ１とがＶ
ｃｃに接続され、リセット端子Ｒ１がリセットＩＣ７１ａのＯＵＴ端子に接続され、クロ
ック信号入力端子Ｃ１にＳＣＬ信号が入力され、出力端子Ｑ１が二入力ＯＲゲート（論理
和のゲート回路）７４の一方の入力端子に接続されている。ここで、Ｒ１端子がＬ（オン
状態）であるとき、ＦＦ７２ａはリセット状態となり、入力端子Ｄ１，Ｃ１の電圧レベル
の状態にかかわらずＱ１端子からオン状態のマスク信号ＭＡＳＫを生成して出力する。本
実施形態では、Ｈがオン状態、Ｌがオフ状態の正論理のＭＡＳＫ信号であるとして説明す
る。Ｒ１端子がＨ（オフ状態）になると、ＦＦ７２ａはリセット状態が解除され、出力端
子Ｑ１はＳＣＬ信号の立ち下がり（Ｈ→Ｌ）時点のＤ１端子の電圧レベルに対応した電圧
レベルとなる。本実施形態では、ＳＣＬ信号が立ち下がった時にＤ１端子の電圧レベルを
反転したＬのＭＡＳＫ信号が生成されてＱ１端子から出力されるものとして説明する。
ＥＥＰＲＯＭからデータを読み出すのはメモリチップにアクセスする前であり、ＥＥＰＲ
ＯＭからデータを読み出すためにはパルス状のＳＣＬ信号が供給される必要がある。従っ
て、本回路７２は、リセット信号がオン状態からオフ状態に切り替わってオフ状態が継続
するときに、ＥＥＰＲＯＭからデータの読み出しが開始されたか否かを判別して当該デー
タの読み出しが開始されていないと判別したときにオン状態のマスク信号を生成するとと
もに同データの読み出しが開始されたと判別したときにオフ状態のマスク信号を生成する
。
【００６７】
比較回路７３では、ＶｃｃとＧＮＤとの間に抵抗素子７３ｂ（Ｖｃｃ側）と抵抗素子７３
ｃ（ＧＮＤ側）が直列接続されている。ここで、抵抗素子７３ｂ，ｃの抵抗値をそれぞれ
Ｒ３，Ｒ４とすると、中間連結部で分圧された電位ＶＩＬ（所定の第二閾電位）は、Ｒ４
／（Ｒ３＋Ｒ４）となる。汎用的なＩＣとされた比較器７３ａでは、＋入力端子に抵抗素
子７３ｂ，ｃの中間連結部が接続され、－端子にＡ１２信号が入力され、出力端子が二入
力ＯＲゲート７４の一方の入力端子に接続されている。本実施形態の比較器７３ａは、Ａ
１２信号を反転出力するものであり、Ａ１２信号の電位と第二閾電位ＶＩＬとの大小を比
較し、Ａ１２信号がＬ（未使用状態）であるときに所定の第一電位の比較結果（本実施形
態ではＨ）を出力するとともにＡ１２信号がＨ（未使用状態とは異なる状態）であるとき
に所定の第二電位の比較結果（本実施形態ではＬ）を出力する。
【００６８】
ＯＲゲート７４は、入力信号の論理和を出力する回路であり、上記比較結果が第二電位Ｌ
であり、かつ、ＭＡＳＫ信号がＬ（オフ状態）であるときに所定の第三電位Ｌの信号を出
力し、上記比較結果が第一電位Ｈであるか、または、ＭＡＳＫ信号がＨ（オン状態）であ
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るときに所定の第四電位Ｈの信号を出力する。
【００６９】
保持回路７５は、例えば汎用的なフリップフロップＩＣに設けられ、Ｒ－Ｓ－ＦＦの動作
も可能なＤ－ＦＦ７５ａから構成されている。ＦＦ７５ａでは、プリセット端子Ｐ２がＯ
Ｒゲート７４の出力端子に接続され、リセット端子Ｒ２がリセットＩＣ７１ａのＯＵＴ端
子に接続され、入力端子Ｄ２がＶｃｃに接続され、クロック信号入力端子Ｃ２がＧＮＤに
接続され、出力端子Ｑ２がスイッチ回路７６の入力部に接続されている。Ｃ２端子がＧＮ
Ｄに接続されているため、ＦＦ７５ａはＲ－Ｓ－ＦＦとして動作する。ここで、Ｐ２端子
が上記第四電位Ｈであるとき、ＦＦ７５ａはプリセットが解除された状態となり、入力端
子Ｄ２の電圧レベルに対応してＱ２端子から非変化状態（本実施形態ではＬ）の判別信号
を生成して出力する。Ｐ２端子が上記第三電位Ｌになると、ＦＦ７５ａはプリセット状態
となり、入力端子Ｄ２の電圧レベルに対応してＱ２端子から変化状態（本実施形態ではＨ
）の判別信号を生成して保持し、出力する。
上記回路７３～７５は、マスク信号がオフ状態すなわちリセット信号がオフ状態であると
きのみ上位アドレス信号が未使用状態から異なる状態になるか否かを判別して判別結果に
対応する状態の判別信号を生成する状態保持回路となる。
【００７０】
スイッチ回路７６では、例えばジャンパ線７６ａが「１」に接続されると上記生成された
判別信号が２５６ＥＮ信号とされ、ジャンパ線７６ａが「２」に接続されると２５６ＥＮ
信号がＬとされる。反転器７７は、判別信号の電圧レベルを反転し、１２８ＥＮ信号とさ
れる。ここで、２５６ＥＮ信号がＨ（１２８ＥＮ信号がＬ）であるとき未変化状態とは異
なる状態を表す判別信号が生成され、メモリモジュール１１０が装着されたＰＣは２５６
Ｍバイト仕様（第二のＰＣ）であると判別されたことになり、２５６ＥＮ信号がＬ（１２
８ＥＮ信号がＨ）であるとき未変化状態を表す判別信号が生成され、メモリモジュール１
１０が装着されたＰＣは１２８Ｍバイト仕様（第一のＰＣ）であると判別されたことにな
る。本実施形態では、判別信号の一種である１２８ＥＮ信号をメモリ用回路のスイッチ回
路６３～６５に出力することにより、メモリ用回路６０の動作を決定する。
【００７１】
次に、図１６と図１７のタイミングチャートを参照して、本メモリモジュール１１０の作
用を説明する。なお、各タイミングチャートでは、上側が電圧レベルＨ、下側が電圧レベ
ルＬである。また、ＳＣＬ信号は、電源オン直後にＨとされ、ＥＥＰＲＯＭからデータを
読み出すまでＨが保持されるものとする。
図１６は、１２８Ｍバイト仕様の第一のＰＣに本メモリモジュールが装着された場合を示
している。
ＰＣの電源をオンにすると（タイミングt11）、しばらくの間、電位Ｖｔｈが所定の閾電
位以下であるので、リセットＩＣ７１ａはＯＵＴ端子からＬ（オン状態）のＲＥＳＥＴ信
号を出力する。当該ＲＥＳＥＴ信号が入力されたＦＦ７２ａはリセット状態となり、Ｑ１
端子からＨ（オン状態）のＭＡＳＫ信号が出力される。すると、ＯＲゲート７４の出力は
、比較器７３ａの比較結果の状態にかかわらず第四電位Ｈとされる。当該第四電位ＨがＰ
２端子に入力されたＦＦ７５ａはプリセットが解除された状態となり、Ｑ２端子からＬ（
非変化状態）の判別信号が生成され、２５６ＥＮ信号として出力されるとともに、反転さ
れた判別信号が１２８ＥＮ信号として出力される。
その結果、スイッチ回路６３は、ＳＤＲＡＭ２０のＡ１２信号の信号線への接続を、ＰＣ
からのセレクト信号に基づいて生成された上位アドレス信号（本実施形態ではＣＳ１信号
）の信号線とする。スイッチ回路６４は、ＳＤＲＡＭ２０のＣＳ信号の信号線への接続を
、ＰＣからのセレクト信号に基づいて生成されたメモリ用セレクト信号（本実施形態では
ＣＳ１信号）の信号線とする。スイッチ回路６５は、ＳＤＲＡＭ２０のＣＫＥ信号の信号
線への接続を、ＰＣからのクロックイネーブル信号に基づいて生成されたメモリ用クロッ
クイネーブル信号（本実施形態ではＣＫＥ１信号）の信号線とする。
【００７２】
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電位Ｖｔｈが所定の閾電位以上となると（タイミングt12）、リセットＩＣ７１ａはＯＵ
Ｔ端子からＨ（オフ状態）のＲＥＳＥＴ信号を出力する。当該ＲＥＳＥＴ信号が入力され
たＦＦ７２ａはリセット状態が解除されるが、ＳＣＬ信号がＨのままであるときにはＱ１
端子の電圧出力はＨが保持され、Ｑ１端子からＨ（オン状態）のＭＡＳＫ信号が出力され
続ける。すると、ＯＲゲート７４の出力はＡ１２信号の状態にかかわらず第四電位Ｈのま
まとなり、ＦＦ７５ａのＱ２端子の電圧出力はＬ（非変化状態）のままとなる。
【００７３】
その後、ＳＣＬ信号がＨ→Ｌとなると（タイミングt13）、ＦＦ７２ａはＱ１端子からＬ
（オフ状態）のＭＡＳＫ信号を出力する。しかし、Ａ１２信号がＬ（未使用状態）である
と比較器７３ａの出力は第一電位Ｈのままであるので、ＯＲゲート７４の出力は第四電位
Ｈのままとされる。当該第四電位ＨがＰ２端子に入力されたＦＦ７５ａはプリセットが解
除された状態が継続し、Ｑ２端子からＬ（非変化状態）の判別信号が生成され続け、２５
６ＥＮ信号、１２８ＥＮ信号は変化しない。
すると、スイッチ回路６３～６５は切り替わらず、ＰＣからのセレクト信号に基づいて生
成された上位アドレス信号（ＣＳ１信号）がＳＤＲＡＭ２０にＡ１２端子に入力され、Ｐ
Ｃからのセレクト信号に基づいて生成されたメモリ用セレクト信号（ＣＳ１信号）がＳＤ
ＲＡＭ２０のＣＳ端子に入力され、ＰＣからのクロックイネーブル信号に基づいて生成さ
れたメモリ用クロックイネーブル信号（ＣＫＥ１信号）がＳＤＲＡＭ２０のＣＫＥ端子に
入力される。その結果、第一の実施形態と同じ作用となり、１２８Ｍバイト仕様のＰＣか
ら入力されるＡ０～Ａ１１信号だけではアクセスできないメモリ領域に対してＰＣからア
クセスすることを可能として、メモリ領域を有効利用することが可能となる。
【００７４】
図１７は、２５６Ｍバイト仕様の第二のＰＣに本メモリモジュールが装着された場合を示
している。
ＰＣの電源をオンにすると（タイミングt21）、しばらくの間、電位Ｖｔｈが所定の閾電
位以下であるので、リセットＩＣ７１ａはＯＵＴ端子からＬ（オン状態）のＲＥＳＥＴ信
号を出力する。当該ＲＥＳＥＴ信号が入力されたＦＦ７２ａは、Ｑ１端子からＨ（オン状
態）のＭＡＳＫ信号を出力する。すると、ＯＲゲート７４の出力は、比較器７３ａの比較
結果の状態にかかわらず第四電位Ｈとされる。当該第四電位ＨがＰ２端子に入力されたＦ
Ｆ７５ａは、Ｑ２端子からＬ（非変化状態）の判別信号を２５６ＥＮ信号として出力し、
反転された判別信号が１２８ＥＮ信号として出力される。
【００７５】
電位Ｖｔｈが所定の閾電位以上となると（タイミングt22）、リセットＩＣ７１ａはＯＵ
Ｔ端子からＨ（オフ状態）のＲＥＳＥＴ信号を出力する。当該ＲＥＳＥＴ信号が入力され
たＦＦ７２ａは、ＳＣＬ信号がＨのままであるときにはＱ１端子の電圧レベルＨの出力を
保持するので、Ｑ１端子からＨ（オン状態）のＭＡＳＫ信号が出力され続ける。すると、
ＯＲゲート７４の出力はＡ１２信号の状態にかかわらず第四電位Ｈのままとなり、ＦＦ７
５ａのＱ２端子の電圧出力はＬ（非変化状態）のままとなる。このように、Ｖｃｃの電位
が所定の閾電位以上となって電源電圧が安定したときのみ上位アドレス信号Ａ１２が未使
用状態から異なる状態になるか否かが判別されるので、確実に誤動作を防止して判別信号
を生成することができる。
【００７６】
その後、ＳＣＬ信号がＨ→Ｌとなると（タイミングt23）、ＦＦ７２ａはＱ１端子からＬ
（オフ状態）のＭＡＳＫ信号を出力する。ここで、Ａ１２信号がＬ（未使用状態）である
と比較器７３ａの出力は第一電位Ｈのままとされる。このように、電源電圧が安定した後
メモリチップにアクセスする前に上位アドレス信号が未使用状態から異なる状態になるか
否かが判別されるので、確実に誤動作を防止して判別信号を生成することができる。
２５６Ｍバイト仕様のＰＣの場合、Ａ１２信号がＨになることがあり（タイミングt24）
、このとき比較器７３ａの出力は第二電位Ｌとなる。ＯＲゲート７４は、ＬのＭＡＳＫ信
号と第二電位Ｌとが入力されるので、出力は第三電位Ｌに切り替わる。当該第三電位Ｌが
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Ｐ２端子に入力されたＦＦ７５ａはプリセット状態となり、Ｑ２端子からＨ（変化状態）
の判別信号が生成されて保持され、２５６ＥＮ信号はＨとなり、１２８ＥＮ信号はＬとな
る。その後、Ａ１２信号がＬに切り替わって比較器７３ａの出力がＨに切り替わることが
あっても（例えばタイミングt25）、ＦＦ７５ａの状態保持機能により、Ｈの判別信号は
保持される。
このようにして、判別回路７０は、メモリ用回路６０の動作を決定する。
【００７７】
すると、スイッチ回路６３は、ＳＤＲＡＭ２０のＡ１２信号の信号線への接続を、ＰＣか
らの上位アドレス信号Ａ１２の信号線とする。スイッチ回路６４は、入力部を抵抗素子６
６側として電圧レベルＨとする結果、ＡＮＤゲート６１ａがＰＣからのＣＳ０信号をその
ままＳＤＲＡＭ２０のＣＳ端子に伝えるため、ＳＤＲＡＭ２０のＣＳ信号の信号線への接
続を、ＰＣからのＣＳ０信号の信号線とする。スイッチ回路６５は、入力部をＧＮＤとし
て電圧レベルをＬとする結果、ＯＲゲート６１ｂがＰＣからのＣＫＥ０信号をそのままＳ
ＤＲＡＭ２０のＣＫＥ端子に伝えるため、ＳＤＲＡＭ２０のＣＫＥ信号の信号線への接続
を、ＰＣからのＣＫＥ０信号の信号線とする。すなわち、ＰＣからのＡ１２信号、ＣＳ０
信号、ＣＫＥ０信号が、それぞれ、ＳＤＲＡＭ２０のＡ１２端子、ＣＳ端子、ＣＫＥ端子
に入力され、搭載しているメモリチップの容量に対応してデータをアクセスすることが可
能である。従って、２５６Ｍバイト仕様のＰＣに接続されても、本メモリモジュールは入
力される全数のアドレス信号に対応した容量のメモリ領域にアクセスすることが可能であ
る。
以上説明したように、本メモリモジュールおよびメモリ用補助モジュールは、旧機種のよ
うなコンピュータ本体から入力されるアドレス信号だけではアクセスできないメモリ領域
に対してコンピュータ本体からアクセスすることを可能として、メモリ領域を有効利用す
ることが可能となり、かつ、より多くのメモリ領域にアクセスできる新機種のようなコン
ピュータ本体にも接続可能であるので、機種別のメモリモジュールを用意する必要が無い
。
【００７８】
第二の実施形態のメモリモジュールも、様々な変形例が考えられる。
上位アドレス信号Ａ１２の未使用状態がＨである第一のＰＣと第二のＰＣとに対しては、
例えば比較器にて反転させないようにすれば、同様にして共通のメモリモジュールを接続
可能となる。
未使用状態とは異なる状態を判別する際には、上位アドレス信号Ａ１２の電圧レベルの変
化Ｌ→ＨまたはＨ→Ｌを検出することにより判別してもよい。
比較器の出力とＦＦのＱ１端子の出力をともに反転させた状態とすれば、ＯＲゲート７４
の代わりにＮＡＮＤゲートまたはＡＮＤゲートを使用可能である。
ＦＦのＱ２端子の出力を反転させた状態にすれば、未変化状態がＨ、変化状態がＬの判別
信号を生成して２５６ＥＮとすることも可能である。
読込開始判別回路７２を省略してもよい。この場合、ＦＦ７２ａの代わりに反転器を用意
し、リセットＩＣのＯＵＴ端子からのＲＥＳＥＴ信号をこの反転器に入力し、同反転器か
らの出力をＭＡＳＫ信号の代わりとしてＯＲゲート７４に入力すればよい。
比較回路７３を省略してもよい。この場合、比較器７３ａの代わりに反転器を用意し、上
位アドレス信号Ａ１２をこの反転器に入力し、同反転器からの出力をＯＲゲート７４に入
力すればよい。
【００７９】
メモリチップが１Ｇビットの容量とされてアドレス信号Ａ０～Ａ１３を入力して対応する
データのアクセスが可能であり、Ａ０～Ａ１２信号を扱うことができる第一のＰＣとＡ０
～Ａ１３信号を扱うことができる第二のＰＣとがある場合、接続されたＰＣから上位アド
レス信号Ａ１３を入力して未使用状態とは異なる状態になるか否かを判別して判別結果に
対応する状態の判別信号を生成してもよい。上述した実施形態では、Ａ１２信号が、段階
的に変化する２５６Ｍビットメモリチップの容量に対応しているが、この場合には、Ａ１
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３信号が、段階的に変化する１Ｇビットメモリチップの容量に対応していることになる。
Ａ０～Ａ１１信号を扱うことができる第一のＰＣとＡ０～Ａ１３信号を扱うことができる
第二のＰＣとがある場合、Ａ１１信号とＡ１２信号のいずれかを上位アドレス信号とすれ
ば、判別信号を生成することができる。この場合、Ａ１１信号とＡ１２信号のいずれかが
、段階的に変化する１Ｇビットメモリチップの容量に対応していることになる。
また、メモリチップが４Ｇビットの容量とされてアドレス信号Ａ０～Ａ１４を入力して対
応するデータのアクセスが可能であり、Ａ０～Ａ１３信号を扱うことができる第一のＰＣ
とＡ０～Ａ１４信号を扱うことができる第二のＰＣとがある場合、接続されたＰＣから上
位アドレス信号Ａ１４を入力して未使用状態とは異なる状態になるか否かを判別して判別
結果に対応する状態の判別信号を生成してもよい。
この他、第一の実施形態で述べた各種変形例が、第二の実施形態にも適用可能である。
以上説明したように、本発明によると、種々の態様により、新旧の機種にかかわらずコン
ピュータ本体に接続して問題なくメモリチップへアクセスすることが可能となり、機種別
のメモリモジュールを用意する必要を無くすことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一の実施形態にかかるメモリモジュールの外観を示す正面図である。
【図２】デスクトップ型ＰＣのコネクタと従来の１２８ＭビットＳＤＲＡＭとの配線上の
対応関係の一部を示す図である。
【図３】各ＳＤＲＡＭ群内の従来の１２８ＭビットＳＤＲＡＭの端子と同端子に接続され
る信号線の要部を示す図である。
【図４】デスクトップ型ＰＣがコネクタから出力する信号の状態を表すタイミングチャー
トである。
【図５】上記デスクトップ型ＰＣを用いたときに２５６ＭビットＳＤＲＡＭの端子と同端
子に接続可能な信号線の要部を示す図である。
【図６】メモリモジュールの回路の要部を示す回路図である。
【図７】２５６Ｍビットのメモリ領域に割り当てられる１２８Ｍビットのメモリ空間の様
子を模式的に示す図である。
【図８】各種信号の状態を表すタイミングチャートである。
【図９】変形例にかかるメモリモジュールの回路の要部を示す回路図である。
【図１０】別の変形例にかかるメモリモジュールに実装されたＳＤＲＡＭに入力される信
号の要部を示すブロック図である。
【図１１】別の変形例にかかるメモリモジュールの回路の要部を示す回路図である。
【図１２】ＣＳ０～ＣＳ３信号の状態とＡ１２、Ａ１３信号との対応関係を示す表形式の
図である。
【図１３】ＰＣが出力する上位アドレス信号の状態の違いを説明する図である。
【図１４】第二の実施形態にかかるメモリモジュールの回路の要部を示す回路図である。
【図１５】判別回路を示す回路図である。
【図１６】１２８Ｍバイトに対応したＰＣに接続されたときの各種信号の状態を表すタイ
ミングチャートである。
【図１７】２５６Ｍバイトに対応したＰＣに接続されたときの各種信号の状態を表すタイ
ミングチャートである。
【符号の説明】
１０，１１０…メモリモジュール
１０ａ…プリント基板
１２…メモリ用補助モジュール
２０…２５６ＭビットＳＤＲＡＭ（メモリチップ）
３０，５０，６０…メモリ用回路
３１…ゲートＩＣ
３１ａ，６１ａ…ＡＮＤゲート
３１ｂ，６１ｂ…ＯＲゲート
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４０…１６８ピン端子
６２…ＥＥＰＲＯＭ（不揮発性メモリ）
６３…第一のスイッチ回路
６４…第二のスイッチ回路
６５…第三のスイッチ回路
７０…判別回路
７１…安定判別回路
７１ａ…リセットＩＣ
７２…読込開始判別回路
７３…比較回路
７３ａ…比較器
７４…ＯＲゲート（ゲート回路）
７５…保持回路
７２ａ，７５ａ…フリップフロップ
９０…マザーボード
９１…コネクタ
Ｒ１１～Ｒ１８，Ｒ２１～Ｒ２８…仮想メモリ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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