
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
外部からのパワーダウンを指示する信号に基づきパワーダウン制御信号を発生するパワー
ダウン発生回路と、
外部クロックを取り込み内部クロックを発生し、前記パワーダウン制御信号に基づき非活
性化されるクロック発生回路と、
外部からのチップセレクト信号に基づき前記内部クロックの立ち上がり及び立ち下がりの
うち他方のエッジから一方のエッジの間で切り換 入力イネーブ
ル信号を発生し、前記パワーダウン制御信号に基づき非活性化されるチップセレクト回路
と、
前記入力イネーブル信号 に基づき、前記内部クロックの立ち上がり及び
立ち下がりのうち一方のエッジに同期して外部からの入力信号を前記内部クロックに同期
して取り込む入力回路とを
有することを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項２】
請求項１記載の半導体集積回路装置において、
前記入力回路は、前記内部クロックと前記入力イネーブル信号とから

入力用内部クロック 発生する
入力用内部クロック発生部を有する
ことを特徴とする半導体集積回路装置。
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【請求項３】
請求項１または２記載の半導体集積回路装置において、
前記入力回路は、前記入力イネーブル信号により活性化され、前記外部からの入力信号を
供給される非同期の入力インタフェース部を有する
ことを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項４】
請求項１記載の半導体集積回路装置において、
前記クロック発生回路は、所定の位相差を持つ第１，第２内部クロックを発生し、
前記入力回路は、前記第１，第２内部クロックそれぞれに同期して前記入力信号を取り込
む第１，第２入力バッファを有し、
前記チップセレクト回路は、外部からのチップセレクト信号に基づき前記第１、第２入力
バッファそれぞれを活性化する第１，第２入力イネーブル信号を発生する
ことを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項５】
請求項４記載の半導体集積回路装置において、
前記第１入力バッファは、 前記第
１内部クロックの立ち上がり及び立ち下がりのうち一方のエッジに同期して前記入力信号
を取り込み、
前記第２入力バッファは、 前記第
２内部クロックの立ち上がり及び立ち下がりのうち一方のエッジに同期して前記入力信号
を取り込み、
前記チップセレクト回路は、前記第１内部クロックの立ち上がり及び立ち下がりのうち他
方のエッジから一方のエッジの間で前記第１入力イネーブル信号を切り換え

、
前記チップセレクト回路は、前記第２内部クロックの立ち上がり及び立ち下がりのうち他
方のエッジから一方のエッジの間で前記第２入力イネーブル信号を切り換え

る
ことを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項６】
請求項５記載の半導体集積回路装置において、
前記第１入力バッファは、前記第１内部クロックと前記第１入力イネーブル信号とから

第１入力
用内部クロック 発生し、
前記第２入力バッファは、前記第２内部クロックと前記第２入力イネーブル信号とから

第２入力
用内部クロック 発生する
ことを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項７】
請求項５または６記載の半導体集積回路装置において、
前記第１，第２入力バッファそれぞれは、前記第１，第２入力イネーブル信号それぞれに
より活性化され、前記外部からの入力信号を供給される非同期の入力インタフェース部を
有する
ことを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項８】
請求項４記載の半導体集積回路装置において、
前記クロック発生回路は、外部クロックを分周して前記所定の位相差を持つ第１，第２内
部クロックを発生する分周器を有する
ことを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項９】
請求項４記載の半導体集積回路装置において、
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前記クロック発生回路は、外部から供給される相補クロックを前記第１，第２内部クロッ
クとして出力する
ことを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項１０】
請求項４記載の半導体集積回路装置において、
前記クロック発生回路は、外部クロックを１８０度シフトして前記第１，第２内部クロッ
クとして出力する
ことを特徴とする半導体集積回路装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体集積回路装置に関し、入力回路の低消費電力化を行う半導体集積回路装
置に関する。
近年、ＣＰＵの高速化に伴いデータ転送レートは年々向上しており、これに対応するため
にデータバス幅は広がる傾向にあり、入力回路の数が増加している。このため、低消費電
力化を行うためには、動作が不必要な入力回路はできるだけ電力を消費しないようにする
必要がある。
【０００２】
【従来の技術】
図１，図２は従来の半導体集積回路装置の各例のブロック図を示す。これらの回路はシン
クロナスＤＲＡＭの入力部を示している。図１において、外部端子よりクロックＣＬＫ、
クロックイネーブル／ＣＫＥ、チップセレクト／ＣＥの各信号がクロック発生回路１０，
入力バッファ１２，１４それぞれに供給され、外部端子よりコマンド、アドレス、データ
の各信号が入力回路１６，１８，２０それぞれに供給される。クロックイネーブル／ＣＫ
Ｅをローレベルとすると、クロック発生回路１０がクロックＣＬＫを取り込み、ここで発
生された内部クロックＣＬＫが入力バッファ１４，入力回路１６，１８，２０それぞれに
供給され、これにより各回路が活性化される。
【０００３】
クロック発生回路１０内のタイミング調整部は、例えばＤＬＬ（Ｄｅｌａｙ　Ｌｏｃｋｅ
ｄ　Ｌｏｏｐ）回路である。また、入力回路１６から出力されるコマンドがコマンドデコ
ーダ２２に供給される。
図２（Ａ）においては、入力バッファ１４及び入力回路１６，１８，２０それぞれを構成
する入力バッファが、図２（Ｂ）に示すように入力インタフェイス部２２と同期部２３か
ら構成され、この入力インタフェイス部２２に入力バッファ１２からクロックイネーブル
／ＣＫＥを供給して活性化の制御を行っている。
【０００４】
上記の従来装置における読み出し動作時の信号タイミングチャートを図３に示し、書き込
み動作時の信号タイミングチャートを図４に示す。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
従来装置では、図３，図４のクロックイネーブル／ＣＫＥがローレベルの期間で入力回路
１６，１８，２０が活性化され、実際にはチップセレクト／ＣＳがローレベルの期間だけ
入力回路１６，１８，２０を活性化すればいいにも拘わらず、活性化期間が長くなり入力
回路１６，１８，２０で不必要な電力が消費されるという問題があった。
【０００６】
また、従来装置では、入力回路１６，１８，２０の活性化とクロック発生回路１０の活性
化を同時に行っている。出力回路を活性化する等のためにクロック発生回路１０を活性化
させる必要がある場合、コマンド、アドレス、データの各入力信号を取り込まない場合に
もクロック発生回路１０を活性化させる必要があり、このようなとき入力回路１６，１８
，２０も活性化してしまうため、入力回路１６，１８，２０で不必要な電力が消費される
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という問題があった。
【０００７】
本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、複数の入力回路での不必要な電力消費
を防止して消費電力を低減する半導体集積回路装置を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
請求項１に記載の発明は、外部からのパワーダウンを指示する信号に基づきパワーダウン
制御信号を発生するパワーダウン発生回路と、
外部クロックを取り込み内部クロックを発生し、前記パワーダウン制御信号に基づき非活
性化されるクロック発生回路と、
外部からのチップセレクト信号に基づき前記内部クロックの立ち上がり及び立ち下がりの
うち他方のエッジから一方のエッジの間で切り換 入力イネーブ
ル信号を発生し、前記パワーダウン制御信号に基づき非活性化されるチップセレクト回路
と、
前記入力イネーブル信号 に基づき、前記内部クロックの立ち上がり及び
立ち下がりのうち一方のエッジに同期して外部からの入力信号を前記内部クロックに同期
して取り込む入力回路とを有する。
【０００９】
このように、入力イネーブル信号 に基づき、外部からの入力信号を内部
クロックに同期して取り込むため、パワーダウン制御信号がパワーオンを指示する期間に
おいても、入力イネーブル信号により入力回路を非活性化して電力消費を低減することが
でき、また、入力回路は、内部クロックの一方のエッジに同期して入力信号を取り込み、
チップセレクト回路は、他方のエッジから一方のエッジの間で入力イネーブル信号を切り
換えるため、入力回路が入力信号を取り込む直前に余裕をもって入力イネーブル信号を選
択状態（活性化）とすることができる。
【００１０】
請求項２に記載の発明は、請求項１記載の半導体集積回路装置において、
前記入力回路は、前記内部クロックと前記入力イネーブル信号とから

入力用内部クロック 発生する
入力用内部クロック発生部を有する。
【００１１】
このように、 入力用内部
クロック 発生することにより、入力回路は、内部クロックの一方のエッジに同期し
て入力信号を取り込むことができる。
請求項３に記載の発明は、請求項１または２記載の半導体集積回路装置において、
前記入力回路は、前記入力イネーブル信号により活性化され、前記外部からの入力信号を
供給される非同期の入力インタフェース部を有する。
【００１２】
このように、外部からの入力信号を供給される非同期の入力インタフェース部は、入力イ
ネーブル信号により活性化されるため、非活性化時に入力インタフェース部での電力消費
を低減することができる。
請求項 に記載の発明は、請求項１記載の半導体集積回路装置において、
前記クロック発生回路は、所定の位相差を持つ第１，第２内部クロックを発生し、
前記入力回路は、前記第１，第２内部クロックそれぞれに同期して前記入力信号を取り込
む第１，第２入力バッファを有し、
前記チップセレクト回路は、外部からのチップセレクト信号に基づき前記第１、第２入力
バッファそれぞれを活性化する第１，第２入力イネーブル信号を発生する。
【００１３】
このように、所定の位相差を持つ第１，第２内部クロックを発生し、外部からのチップセ
レクト信号に基づき第１、第２入力バッファそれぞれを活性化する第１，第２入力イネー
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ブル信号を発生し、第１，第２内部クロックそれぞれに同期して入力信号を取り込むため
、外部クロック周波数に対し内部クロック周波数を低くすることができる。
【００１４】
請求項５に記載の発明は、請求項４記載の半導体集積回路装置において、
前記第１入力バッファは、 前記第
１内部クロックの立ち上がり及び立ち下がりのうち一方のエッジに同期して前記入力信号
を取り込み、
前記第２入力バッファは、 前記第
２内部クロックの立ち上がり及び立ち下がりのうち一方のエッジに同期して前記入力信号
を取り込み、
前記チップセレクト回路は、前記第１内部クロックの立ち上がり及び立ち下がりのうち他
方のエッジから一方のエッジの間で前記第１入力イネーブル信号を切り換え

、
前記チップセレクト回路は、前記第２内部クロックの立ち上がり及び立ち下がりのうち他
方のエッジから一方のエッジの間で前記第２入力イネーブル信号を切り換え

る。
【００１５】
このため、外部クロック周波数に対し内部クロック周波数を低くした場合に、入力回路が
入力信号を取り込む直前に余裕をもって入力イネーブル信号を選択状態（活性化）とする
ことができる。
請求項６に記載の発明は、請求項５記載の半導体集積回路装置において、
前記第１入力バッファは、前記第１内部クロックと前記第１入力イネーブル信号とから

第１入力
用内部クロック 発生し、
前記第２入力バッファは、前記第２内部クロックと前記第２入力イネーブル信号とから

第２入力
用内部クロック 発生する。
【００１６】
このため、外部クロック周波数に対し内部クロック周波数を低くした場合に、入力回路は
、内部クロックの一方のエッジに同期して入力信号を取り込むことができる。
請求項 に記載の発明は、請求項 記載の半導体集積回路装置において、
前記第１，第２入力バッファそれぞれは、前記第１，第２入力イネーブル信号それぞれに
より活性化され、前記外部からの入力信号を供給される非同期の入力インタフェース部を
有する。
【００１７】
このため、外部クロック周波数に対し内部クロック周波数を低くした場合に、非活性化時
に入力インタフェース部での電力消費を低減することができる。
請求項 に記載の発明は、請求項 記載の半導体集積回路装置において、
前記クロック発生回路は、外部クロックを分周して前記所定の位相差を持つ第１，第２内
部クロックを発生する分周器を有する。
【００１８】
これにより、所定の位相差を持つ第１，第２内部クロックを発生することができる。
請求項 に記載の発明は、請求項 記載の半導体集積回路装置において、
前記クロック発生回路は、外部から供給される相補クロックを前記第１，第２内部クロッ
クとして出力する。
【００１９】
これにより、所定の位相差を持つ第１，第２内部クロックを発生することができる。
請求項 に記載の発明は、請求項 記載の半導体集積回路装置において、
前記クロック発生回路は、外部クロックを１８０度シフトして前記第１，第２内部クロッ
クとして出力する。
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これにより、所定の位相差を持つ第１，第２内部クロックを発生することができる。
【００２０】
これにより、所定の位相差を持つ第１，第２内部クロックを発生することができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
図５は本発明の半導体集積回路装置の第１実施例のブロック図を示す。この回路はシンク
ロナスＤＲＡＭの入力部を示している。同図中、外部端子３０，３２，３４よりクロック
ＣＬＫ、パワーダウン信号ＰＤ、チップセレクト／ＣＳの各信号がクロック発生回路３６
，パワーダウン回路３８、チップセレクト回路４０それぞれに供給され、外部端子４２よ
りコマンド、アドレス、データ等のＮビットの信号が入力回路４４に供給される。
【００２２】
クロック発生回路３６は非同期型の入力バッファ５０とタイミング調整部５１とから構成
されている。入力バッファ５０は、パワーダウン回路３８から供給されるパワーダウン制
御信号がローレベルのとき非活性状態、ハイレベルのとき活性状態となる。タイミング調
整部５１は、例えばＤＬＬ（Ｄｅｌａｙ　Ｌｏｃｋｅｄ　Ｌｏｏｐ）回路である。このク
ロック発生回路３６で入力バッファ５０の動作時に外部クロックＣＬＫに基づいて生成さ
れた内部クロックＣＬＫが各回路に供給される。
【００２３】
パワーダウン回路３８は、同期型の入力バッファ５４と非同期型の入力バッファ５６とパ
ワーダウン制御部５８及びインバータ６０で構成されている。外部端子３２よりのパワー
ダウン信号ＰＤがローレベルでパワーダウンを指示するときはパワーダウン制御部５８の
ハイレベル出力をインバータ６０で反転して供給されている消費電力の小さい非同期型の
入力バッファ５６が活性状態とされており、消費電力の大きい同期型の入力バッファ５４
はパワーダウン制御部５８のハイレベル出力（パワーダウン制御信号）によって非活性状
態とされている。ここで、パワーダウン信号ＰＤがハイレベルとなってパワーオンを指示
すると、入力バッファ５６の出力によってパワーダウン制御部５８出力がローレベルとな
り、消費電力の小さい非同期型の入力バッファ５６が非活性状態となり、消費電力の大き
い同期型の入力バッファ５４が活性状態となる。このパワーダウン制御部５８出力がパワ
ーダウン制御信号として各回路に供給される。
【００２４】
チップセレクト回路４０は、非同期型の入力バッファ６２と入力回路制御部６４とで構成
されている。チップセレクト／ＣＳを供給される入力バッファ６２はパワーダウン回路３
８よりのパワーダウン制御信号を供給されており、入力回路制御部６４はパワーオン時に
入力バッファ６２よりのチップセレクト／ＣＳに従って、内部クロックＣＬＫの立ち下が
りエッジと立ち上がりエッジとの間で切り換えてハイレベルでイネーブルを指示する入力
イネーブル信号を生成し、入力回路４４に供給する。
【００２５】
入力回路４４はＮ個の同期型の入力バッファ４５から構成されている。これらの入力バッ
ファ４５にはパワーダウン回路３８よりのパワーダウン制御信号と、チップセレクト回路
４０よりの入力イネーブル信号が供給されており、パワーダウン制御信号のローレベル時
、かつ、入力イネーブル信号のハイレベル時に活性状態となり、外部端子４２より供給さ
れる信号を後続の内部回路（図示せず）に供給する。
【００２６】
図６に本発明装置における読み出し動作時の信号タイミングチャートを示し、図７に書き
込み動作時の信号タイミングチャートを示す。ここで、入力回路制御部６４は内部クロッ
クＣＬＫの立ち下がりエッジと立ち上がりエッジとの間で切り換えてハイレベルでイネー
ブルを指示する入力イネーブル信号を生成しているため、入力回路４４が信号を取り込む
タイミングの直前に所定の時間的余裕（１クロックサイクル以下でよい）をもって入力イ
ネーブル信号をイネーブルにすることができ、入力回路４４が活性状態でいる期間を削減
し、入力回路４４の消費電力を大幅に削減できる。
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【００２７】
また、入力回路４４への内部クロックの供給／停止を頻繁に行った場合にも、入力回路４
４に欠けた波形の内部クロックが供給されるのを防止する。入力回路４４にインタフェー
ス用の非同期回路部がある場合は、この非同期回路部にも入力イネーブル信号を供給して
活性化制御を行い、不要な電力消費を削減する。
図８は本発明の半導体集積回路装置の第２実施例のブロック図を示す。この回路はシンク
ロナスＤＲＡＭの入力部を示している。この実施例は外部クロック周波数に対し内部クロ
ック周波数を１／２に低くする場合の実施例である。デバイス内部の動作周波数を低く抑
えたままで外部のデータ転送レートを上げることができる。同図中、図５と同一部分には
同一符号を付す。図８において、外部端子３０，３２，３４よりクロックＣＬＫ、パワー
ダウン信号ＰＤ、チップセレクト／ＣＳの各信号がクロック発生回路３６，パワーダウン
回路３８、チップセレクト回路４０それぞれに供給され、外部端子４２よりコマンド、ア
ドレス、データ等のＮビットの信号が入力回路４４に供給される。
【００２８】
クロック発生回路３６は非同期型の入力バッファ５０と分周器５２とタイミング調整部５
３とから構成されている。入力バッファ５０は、パワーダウン回路３８から供給されるパ
ワーダウン制御信号がローレベルのとき非活性状態、ハイレベルのとき活性状態となる。
分周器５２は外部クロックを１／２分周し、１８０度位相のずれたクロックを生成する。
タイミング調整部５３は、例えばＤＬＬ（Ｄｅｌａｙ　Ｌｏｃｋｅｄ　Ｌｏｏｐ）回路で
あり、１８０度位相のずれた内部クロックＣＬＫ－０，ＣＬＫ－１８０（第１，第２内部
クロック）を出力する。このクロック発生回路３６で入力バッファ５０の動作時に外部ク
ロックＣＬＫに基づいて生成された内部クロックＣＬＫ－０，ＣＬＫ－１８０が各回路に
供給される。
【００２９】
パワーダウン回路３８は、同期型の入力バッファ５４，５５と非同期型の入力バッファ５
６とパワーダウン制御部５９及びインバータ６０で構成されている。同期型の入力バッフ
ァ５４には内部クロックＣＬＫ－０が供給され、同期型の入力バッファ５５には内部クロ
ックＣＬＫ－１８０が供給されている。外部端子３２よりのパワーダウン信号ＰＤがロー
レベルでパワーダウンを指示するときはパワーダウン制御部５９のハイレベル出力をイン
バータ６０で反転して供給されている消費電力の小さい非同期型の入力バッファ５６が活
性状態とされており、消費電力の大きい同期型の入力バッファ５４，５５はパワーダウン
制御部５９のハイレベル出力（パワーダウン制御信号）によって非活性状態とされている
。ここで、パワーダウン信号ＰＤがハイレベルとなってパワーオンを指示すると、入力バ
ッファ５６の出力によってパワーダウン制御部５８出力がローレベルとなり、消費電力の
小さい非同期型の入力バッファ５６が非活性状態となり、消費電力の大きい同期型の入力
バッファ５４，５５が活性状態となる。このパワーダウン制御部５９出力がパワーダウン
制御信号として各回路に供給される。
【００３０】
チップセレクト回路４０は、非同期型の入力バッファ６２と内部クロックＣＬＫ－０が供
給されている入力回路制御部６４と内部クロックＣＬＫ－１８０が供給されている入力回
路制御部６５とで構成されている。チップセレクト／ＣＳを供給される入力バッファ６２
はパワーダウン回路３８よりのパワーダウン制御信号を供給されており、入力回路制御部
６４はパワーオン時に入力バッファ６２よりのチップセレクト／ＣＳに従って、内部クロ
ックＣＬＫ－０の立ち下がりエッジと立ち上がりエッジとの間で切り換えてハイレベルで
イネーブルを指示する入力イネーブル－０信号（第１入力イネーブル信号）を生成し、入
力回路４４の入力バッファ４５に供給する。入力回路制御部６５はパワーオン時に入力バ
ッファ６２よりのチップセレクト／ＣＳに従って、内部クロックＣＬＫ－１８０の立ち下
がりエッジと立ち上がりエッジとの間で切り換えてハイレベルでイネーブルを指示する入
力イネーブル信号－１８０（第２入力イネーブル信号）を生成し、入力回路４４の入力バ
ッファ４６に供給する。
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【００３１】
入力回路４４は２・Ｎ個の非同期型の入力バッファ４５，４６から構成されている。入力
バッファ４５にはパワーダウン制御信号と内部クロックＣＬＫ－０と入力イネーブル信号
－０が供給され、入力バッファ４６にはパワーダウン制御信号と内部クロックＣＬＫ－１
８０と入力イネーブル信号－１８０が供給され、これらの入力バッファ４５，４６はパワ
ーダウン制御信号のローレベル時、かつ、入力イネーブル信号のハイレベル時に活性状態
となり、外部端子４２より供給される信号を後続の内部回路（図示せず）に供給する。
【００３２】
図９に本発明装置における読み出し動作時の信号タイミングチャートを示し、図１０に書
き込み動作時の信号タイミングチャートを示す。ここで、入力回路制御部６６は内部クロ
ックＣＬＫの立ち下がりエッジと立ち上がりエッジとの間で切り換えてハイレベルでイネ
ーブルを指示する入力イネーブル信号を生成しているため、入力回路４４が信号を取り込
むタイミングの直前に所定の時間的余裕（１クロックサイクル以下でよい）をもって入力
イネーブル信号をイネーブルにすることができ、入力回路４４が活性状態でいる期間を削
減し、入力回路４４の消費電力を大幅に削減できる。
【００３３】
ここで、クロック発生回路３６は、外部端子３０に供給される図１１（Ａ）に示す外部ク
ロック（高速クロック）の立ち上がりを分周する他に、図１１（Ｂ）に示す位相の１８０
度ずれた相補クロックを外部から供給され、これを内部クロックＣＬＫ－０，ＣＬＫ－１
８０として出力しても良く、また、図１１（Ｃ）に示す外部クロック（低速クロック）を
シフトして内部クロックＣＬＫ－０，ＣＬＫ－１８０として出力しても良い。
【００３４】
次に、パワーダウン回路３８及びチップセレクト回路４０について、図１２のブロック図
及び回路図と図１３の信号タイミングチャートを用いて説明する。図１２（Ａ）に示すパ
ワーダウン制御部５９は、ＮＡＮＤ回路７０，７１とインバータ７２から構成され、ＮＡ
ＮＤ回路７０には入力バッファ５４，５５それぞれの出力Ｎ１，Ｎ２とＮＡＮＤ回路７１
出力（パワーダウン制御信号）が供給され、ＮＡＮＤ回路７１には入力バッファ５６の出
力Ｎ３をインバータ７２で反転した信号とＮＡＮＤ回路７Ｏの出力信号Ｎ４（パワーダウ
ン制御信号の反転信号）が供給される。ＮＡＮＤ回路７Ｏ出力Ｎ４はパワーダウン制御信
号の反転信号であるため、インバータ６０は使用されない。
【００３５】
図１３に示すように、パワーダウン信号ＰＤがハイレベルのときは入力バッファ５４，５
５が活性化されており、パワーダウン信号ＰＤが立ち下がると内部クロックＣＬＫ－０に
同期して信号Ｎ１が立ち下がり、パワーダウン制御信号ＰＤ１がローレベルとなる。この
パワーダウンの指示により、入力バッファ５４，５５が非活性となり、入力バッファ５６
が活性化され、クロック発生回路３６の入力バッファ５０も非活性となる。
【００３６】
この後、パワーダウン信号ＰＤが立ち上がると信号Ｎ３が立ち上がり、パワーダウン制御
信号ＰＤ１がハイレベルとなる。このパワーオンの指示により、クロック発生回路３６の
入力バッファ５０及び入力バッファ５４，５５が活性化され、内部クロックＣＬＫ－０，
ＣＬＫ－１８０に同期して信号Ｎ１，Ｎ２が立ち上がる。
【００３７】
チップセレクト回路４０の入力回路制御部６４，６５は、図１２（Ｂ）に示すように、内
部クロックＣＬＫ－０，ＣＬＫ１８０がローレベル時にチップセレクト／ＣＳを通過させ
るインバータ７４を持つトランスミッションゲート７５と、トランスミッションゲート７
５を通過して供給される信号をラッチするインバータ７６，７７のラッチループと、ラッ
チされた信号を出力するインバータ７８とから構成されている。これによって、チップセ
レクト／ＣＳを内部クロックＣＬＫ－０，ＣＬＫ１８０それぞれに同期して出力する。
【００３８】
図１４は、入力回路４４の同期型の入力バッファ４５及び入力バッファ５４，５５の第１

10

20

30

40

50

(8) JP 3549751 B2 2004.8.4



実施例の回路図を示す。同図中、ＮＡＮＤゲート８１とインバータ８２からなる入力用内
部クロック発生器８０は内部クロックＣＬＫと入力イネーブル信号を供給され、入力イネ
ーブル信号のハイレベル時に内部クロックＣＬＫを入力用内部クロックとして出力する。
【００３９】
インバータ８５，８６とＮＡＮＤゲート８７は入力用内部クロックの立ち上がりエッジか
らパルス拡張し、ＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ３，Ｎ６，Ｎ９をオンする時間を作っ
ている。ＰチャネルＭＯＳトランジスタＰ１．Ｐ２とＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ１
～Ｎ６で構成される差動回路は、上記ＮＡＮＤゲート８７出力パルスのハイレベル時に入
力信号Ａｉｎを基準電圧Ｖｒｅｆと比較して差動出力する。ＰチャネルＭＯＳトランジス
タＰ３．Ｐ４とＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ７～Ｎ９で構成される２つのインバータ
によるラッチループは上記差動回路出力をラッチして、ＰチャネルＭＯＳトランジスタＰ
５．Ｐ６とＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ１０，Ｎ１１とインバータ８８，８９で構成
されたトライステート出力部に供給され、信号線９０，９１より信号Ａ，反転信号／Ａが
出力される。信号線９０，９１間にはインバータ９２，９３のラッチループが接続されて
いる。
【００４０】
図１５（Ａ）は、入力回路４４の同期型の入力バッファ４５及び入力バッファ５４，５５
が入力インタフェース部を持つ構成の第２実施例の回路図を示す。入力インタフェース部
は動作周波数を高くするために、外部から供給する入力信号の振幅を狭くする場合に必要
となり、図１４と同一部分には同一符号を付す。図１５（Ａ）において、入力インタフェ
ース部９５は、差動回路を構成するＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ２０，２１に電源を
供給するカレントミラー構成のＰチャネルＭＯＳトランジスタＰ２０，２１に活性化状態
で直流電流が流れるため、入力インタフェース部９５を非活性にする場合には入力イネー
ブル信号をＰチャネルＭＯＳトランジスタＰ２２，２３とＮチャネルＭＯＳトランジスタ
Ｎ２２に供給してこの回路の電源を遮断している。入力インタフェース部９５は、入力イ
ネーブル信号がハイレベル時に入力信号Ａｉｎを差動回路で基準電圧Ｖｒｅｆと比較し、
比較結果をインバータ９６を通して、同期部９７のＭＯＳトランジスタＮ１のゲートに供
給すると共に、同期部９７内のインバータ９８で反転してＭＯＳトランジスタＮ４のゲー
トに供給する。
【００４１】
ＮＡＮＤゲート８１とインバータ８２からなる入力用内部クロック発生器８０は内部クロ
ックＣＬＫと入力イネーブル信号を供給され、入力イネーブル信号のハイレベル時に内部
クロックＣＬＫを入力用内部クロックとして出力する。
インバータ８５，８６とＮＡＮＤゲート８７は入力用内部クロックの立ち上がりエッジか
らパルス拡張し、ＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ３，Ｎ６，Ｎ９をオンする時間を作っ
ている。ＰチャネルＭＯＳトランジスタＰ１．Ｐ２とＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ１
～Ｎ６で構成される差動回路は、上記ＮＡＮＤゲート８７出力パルスのハイレベル時に入
力信号を反転入力信号と比較して差動出力する。ＰチャネルＭＯＳトランジスタＰ３．Ｐ
４とＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ７～Ｎ９で構成される２つのインバータによるラッ
チループは上記差動回路出力をラッチして、ＰチャネルＭＯＳトランジスタＰ５．Ｐ６と
ＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ１０，Ｎ１１とインバータ８８，８９で構成されたトラ
イステート出力部に供給され、信号線９０，９１より信号Ａ，反転信号／Ａが出力される
。信号線９０，９１間にはインバータ９２，９３のラッチループが接続されている。
【００４２】
上記の図１４，図１５（Ａ）は図５の構成の場合の実施例であるが、図８の実施例の場合
の入力インタフェース部を持つ構成の入力バッファ４５，４６，５４，５５の一実施例の
ブロック図を図１５（Ｂ）に示す。図１５（Ｂ）において、入力インタフェース部９５に
は、入力イネーブル信号－０，－１８０がＮＯＡゲート１００及びインバータ１０２を通
してイネーブル信号として供給される。この入力インタフェース部９５でイネーブル信号
のハイレベル時に入力信号が取り込まれて同期部９７，９９に供給される。同期部９７，
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９９は同一構成であり、同期部９７にはイネーブル信号－０と内部クロックＣＬＫ－０が
供給され、同期部９９にはイネーブル信号－１８０と内部クロックＣＬＫ－１８０が供給
されており、その動作は図１５（Ａ）と同一である。そして、同期部９７より内部クロッ
クＣＬＫ－０に同期した入力信号Ａが出力され、同期部９９より内部クロックＣＬＫ－１
８０に同期した反転入力信号／Ａが出力される。
【００４３】
次に、非同期型の入力バッファ５０，５６，６２の一実施例のブロック図を図１６（Ａ）
，（Ｂ）に示す。図１６（Ａ）は非活性時の出力がローレベルになるタイプ、図１６（Ｂ
）は非活性時の出力がハイレベルになるタイプである。
図１６（Ａ）において、入力インタフェース部９５は、差動回路を構成するＮチャネルＭ
ＯＳトランジスタＮ３０，３１に電源を供給するカレントミラー構成のＰチャネルＭＯＳ
トランジスタＰ３０，３１に活性化状態で直流電流が流れるため、入力インタフェース部
９５を非活性にする場合には活性化信号（入力バッファ５０，６２の場合はパワーダウン
制御信号、入力バッファ５６の場合は反転パワーダウン制御信号）をＰチャネルＭＯＳト
ランジスタＰ３２，３３とＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ３２に供給してこの回路の電
源を遮断している。入力インタフェース部９５は、入力イネーブル信号がハイレベル時に
入力信号Ａｉｎを差動回路で基準電圧Ｖｒｅｆと比較し、比較結果をＭＯＳトランジスタ
Ｎ３０のソースから取り出し、インバータ１１０を通して出力する。
【００４４】
図１６（Ｂ）においては、入力信号Ａｉｎを差動回路で基準電圧Ｖｒｅｆと比較し、比較
結果をＭＯＳトランジスタＮ３０のソースから取り出してＮＡＮＤゲート１１２に供給し
、ここで活性化信号とＮＡＮＤ演算した結果を出力する。
図１７は本発明の半導体集積回路装置の第３実施例のブロック図を示す。図１７において
、図８と同一部分には同一符号を付す。この第３実施例において、第２実施例と異なる部
分は、入力回路４４の非同期型の入力バッファ４５，４６に内蔵していた入力用内部クロ
ック発生器８０を取り出して、入力バッファ４５，４６とは別に入力用内部クロック発生
器１２０を設けた点である。
【００４５】
図１７において、入力用内部クロック発生器１２０は、ＡＮＤゲート１２２，１２４から
構成されている。ＡＮＤゲート１２２は、内部クロックＣＬＫ－０と入力イネーブル信号
－０を供給され、入力イネーブル信号－０のハイレベル時に内部クロックＣＬＫ－０を入
力用内部クロックとして入力バッファ４５に供給する。ＡＮＤゲート１２４は、内部クロ
ックＣＬＫ－１８０と入力イネーブル信号－１８０を供給され、入力イネーブル信号－１
８０のハイレベル時に内部クロックＣＬＫ－１８０を入力用内部クロックとして入力バッ
ファ４６に供給する。この実施例では入力信号のビット数分の入力バッファ４５，４６そ
れぞれに、入力用内部クロック発生器８０を設ける必要がないため、回路規模を小さくす
ることができる。
【００４６】
以上の説明では、本発明の半導体集積回路装置をＳＤＲＡＭとして説明したが、本発明は
ＳＤＲＡＭに限らず、外部から入力される信号に同期して出力信号が出力される半導体集
積回路装置であれば、どのようなものにも適用可能である。
【００４７】
【発明の効果】
上述の如く、請求項１に記載の発明は、外部からのパワーダウンを指示する信号に基づき
パワーダウン制御信号を発生するパワーダウン発生回路と、
外部クロックを取り込み内部クロックを発生し、前記パワーダウン制御信号に基づき非活
性化されるクロック発生回路と、
外部からのチップセレクト信号に基づき前記内部クロックの立ち上がり及び立ち下がりの
うち他方のエッジから一方のエッジの間で切り換 入力イネーブ
ル信号を発生し、前記パワーダウン制御信号に基づき非活性化されるチップセレクト回路
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と、
前記入力イネーブル信号 に基づき、前記内部クロックの立ち上がり及び
立ち下がりのうち一方のエッジに同期して外部からの入力信号を前記内部クロックに同期
して取り込む入力回路とを有する。
【００４８】
このように、入力イネーブル信号 に基づき、外部からの入力信号を内部
クロックに同期して取り込むため、パワーダウン制御信号がパワーオンを指示する期間に
おいても、入力イネーブル信号により入力回路を非活性化して電力消費を低減することが
でき、また、入力回路は、内部クロックの一方のエッジに同期して入力信号を取り込み、
チップセレクト回路は、他方のエッジから一方のエッジの間で入力イネーブル信号を切り
換えるため、入力回路が入力信号を取り込む直前に余裕をもって入力イネーブル信号を選
択状態（活性化）とすることができる。
【００４９】
請求項２に記載の発明では、入力回路は、前記内部クロックと前記入力イネーブル信号と
から 入力用内部
クロック 発生する入力用内部クロック発生部を有する。
【００５０】
このように、内部クロックと入力イネーブル信号とから

入力用内部クロック 発生することにより、入力回路
は、内部クロックの一方のエッジに同期して入力信号を取り込むことができる。
請求項３に記載の発明では、入力回路は、前記入力イネーブル信号により活性化され、前
記外部からの入力信号を供給される非同期の入力インタフェース部を有する。
【００５１】
このように、外部からの入力信号を供給される非同期の入力インタフェース部は、入力イ
ネーブル信号により活性化されるため、非活性化時に入力インタフェース部での電力消費
を低減することができる。
請求項 に記載の発明では、クロック発生回路は、所定の位相差を持つ第１，第２内部ク
ロックを発生し、
前記入力回路は、前記第１，第２内部クロックそれぞれに同期して前記入力信号を取り込
む第１，第２入力バッファを有し、
前記チップセレクト回路は、外部からのチップセレクト信号に基づき前記第１、第２入力
バッファそれぞれを活性化する第１，第２入力イネーブル信号を発生する。
【００５２】
このように、所定の位相差を持つ第１，第２内部クロックを発生し、外部からのチップセ
レクト信号に基づき第１、第２入力バッファそれぞれを活性化する第１，第２入力イネー
ブル信号を発生し、第１，第２内部クロックそれぞれに同期して入力信号を取り込むため
、外部クロック周波数に対し内部クロック周波数を低くすることができる。
【００５３】
請求項５に記載の発明では、第１入力バッファは、

前記第１内部クロックの立ち上がり及び立ち下がりのうち一方のエッジ
に同期して前記入力信号を取り込み、
前記第２入力バッファは、 前記第
２内部クロックの立ち上がり及び立ち下がりのうち一方のエッジに同期して前記入力信号
を取り込み、
前記チップセレクト回路は、前記第１内部クロックの立ち上がり及び立ち下がりのうち他
方のエッジから一方のエッジの間で前記第１入力イネーブル信号を切り換え

、
前記チップセレクト回路は、前記第２内部クロックの立ち上がり及び立ち下がりのうち他
方のエッジから一方のエッジの間で前記第２入力イネーブル信号を切り換え

る。
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【００５４】
このため、外部クロック周波数に対し内部クロック周波数を低くした場合に、入力回路が
入力信号を取り込む直前に余裕をもって入力イネーブル信号を選択状態（活性化）とする
ことができる。
請求項６に記載の発明では、第１入力バッファは、前記第１内部クロックと前記第１入力
イネーブル信号とから

第１入力用内部クロック 発生し、
前記第２入力バッファは、前記第２内部クロックと前記第２入力イネーブル信号とから

第２入力
用内部クロック 発生する。
【００５５】
このため、外部クロック周波数に対し内部クロック周波数を低くした場合に、入力回路は
、内部クロックの一方のエッジに同期して入力信号を取り込むことができる。
請求項 に記載の発明では、第１，第２入力バッファそれぞれは、前記第１，第２入力イ
ネーブル信号それぞれにより活性化され、前記外部からの入力信号を供給される非同期の
入力インタフェース部を有する。
【００５６】
このため、外部クロック周波数に対し内部クロック周波数を低くした場合に、非活性化時
に入力インタフェース部での電力消費を低減することができる。
請求項 に記載の発明では、クロック発生回路は、外部クロックを分周して前記所定の位
相差を持つ第１，第２内部クロックを発生する分周器を有する。
これにより、所定の位相差を持つ第１，第２内部クロックを発生することができる。
【００５７】
請求項 に記載の発明では、クロック発生回路は、外部から供給される相補クロックを前
記第１，第２内部クロックとして出力する。
これにより、所定の位相差を持つ第１，第２内部クロックを発生することができる。
請求項 に記載の発明は、クロック発生回路は、外部クロックを１８０度シフトして前
記第１，第２内部クロックとして出力する。
これにより、所定の位相差を持つ第１，第２内部クロックを発生することができる。
【００５８】
これにより、所定の位相差を持つ第１，第２内部クロックを発生することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の半導体集積回路装置の一例のブロック図である。
【図２】従来の半導体集積回路装置の他の一例のブロック図である。
【図３】従来装置における読み出し動作時の信号タイミングチャートである。
【図４】従来装置における書き込み動作時の信号タイミングチャートである。
【図５】本発明の半導体集積回路装置の第１実施例のブロック図である。
【図６】本発明装置における読み出し動作時の信号タイミングチャートである。
【図７】本発明装置における書き込み動作時の信号タイミングチャートである。
【図８】本発明の半導体集積回路装置の第２実施例のブロック図である。
【図９】本発明装置における読み出し動作時の信号タイミングチャートである。
【図１０】本発明装置における書き込み動作時の信号タイミングチャートである。
【図１１】内部クロックの発生方法を説明するための信号波形図である。
【図１２】パワーダウン回路３８及びチップセレクト回路４０のブロック図である。
【図１３】図１２の動作を説明用の信号タイミングチャートである。
【図１４】同期型の入力バッファの第１実施例の回路図である。
【図１５】入力バッファの各実施例の回路図，ブロック図である。
【図１６】遅延制御回路の他の構成例を示すブロック図である。
【図１７】本発明の半導体集積回路装置の第３実施例のブロック図である。
【符号の説明】
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内部クロックを として

前
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７

８

９

１０



３６　クロック発生回路
３８　パワーダウン回路
４０　チップセレクト回路
４４　入力回路
４５，４６，５４　同期型の入力バッファ
５１　タイミング調整部
５６，６２　非同期型の入力バッファ
５８　パワーダウン制御部
６０　インバータ
６６　入力回路制御部 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

(15) JP 3549751 B2 2004.8.4



【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

(17) JP 3549751 B2 2004.8.4



フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１０－０５５６６５（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－１２６２５４（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－１６２１６５（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              G11C11/40 - 11/4197

(18) JP 3549751 B2 2004.8.4


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

