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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ信号と、該データ信号のサンプリングのタイミングを規定するデータ・ストロー
ブ信号とを出力する出力側回路と、
　データ信号及びデータ・ストローブ信号とを入力する入力側回路と、
　を備え、
　データ出力と入力における、前記データ信号と前記データ・ストローブ信号間の位相関
係がそれぞれ所定の関係とされる規格に準拠するインタフェース回路であって、
　前記出力側回路が、
　ノーマルモード時の位相シフト量を規定する第１の位相シフト量信号と、テストモード
時の位相シフト量を規定する第２の位相シフト量信号とを入力し、ノーマルモード時には
、前記第１の位相シフト量信号を選択し、テストモード時には、前記第２の位相シフト量
信号を選択する第１のセレクタと、
　クロック信号を受け、前記第１のセレクタで選択された位相シフト量信号に応じた遅延
を前記クロック信号に付加し、出力データのサンプリング回路にサンプリングクロックと
して供給する第１の可変遅延回路と、
　を備え、
　前記データ・ストローブ信号は、前記クロック信号を固定量位相シフトした信号が出力
され、
　前記入力側回路が、
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　ノーマルモード時の位相シフト量を規定する第３の位相シフト量信号と、テストモード
時の位相シフト量を規定する第４の位相シフト量信号とを入力し、ノーマルモード時には
、前記第３の位相シフト量信号を選択し、テストモード時には、前記第４の位相シフト量
信号を選択する第２のセレクタと、
　入力されたデータ・ストローブ信号を受け、前記第２のセレクタで選択された位相シフ
ト量に応じた遅延を前記データ・ストローブ信号に付加し、入力データのサンプリング回
路にサンプリングクロック信号として供給する第２の可変遅延回路と、
　を備えている、ことを特徴とするインタフェース回路。
【請求項２】
　データ信号と、該データ信号のサンプリングのタイミングを規定するデータ・ストロー
ブ信号とを出力する出力側回路と、
　データ信号及びデータ・ストローブ信号とを入力する入力側回路と、
　を備え、
　データ出力と入力における、前記データ信号と前記データ・ストローブ信号間の位相関
係がそれぞれ所定の関係とされる規格に準拠するインタフェース回路であって、
　前記出力側回路が、
　ノーマルモード時の位相シフト量を規定する第１の位相シフト量信号と、テストモード
時の位相シフト量を規定する第２の位相シフト量信号とを入力し、ノーマルモード時には
、前記第１の位相シフト量信号を選択し、テストモード時には、前記第２の位相シフト量
信号を選択する第１のセレクタと、
　クロック信号を受け、前記第１のセレクタで選択された位相シフト量信号に応じた遅延
を前記クロック信号に付加した信号を、データ・ストローブ信号として出力する第１の可
変遅延回路と、
　を備え、
　前記データ信号は、前記クロック信号をサンプリングクロックとしてサンプリング回路
でサンプルされ、
　前記入力側回路が、
　ノーマルモード時の位相シフト量を規定する第３の位相シフト量信号と、テストモード
時の位相シフト量を規定する第４の位相シフト量信号とを入力し、ノーマルモード時には
、前記第３の位相シフト量信号を選択し、テストモード時には、前記第４の位相シフト量
信号を選択する第２のセレクタと、
　入力されたデータ・ストローブ信号を受け、前記第２のセレクタで選択された位相シフ
ト量に応じた遅延を前記データ・ストローブ信号に付加し、入力データのサンプリング回
路にサンプリングクロック信号として供給する第２の可変遅延回路と、
　を備えている、ことを特徴とするインタフェース回路。
【請求項３】
　出力バッファからそれぞれ出力された前記データ信号及びデータ・ストローブ信号を折
り返しそれぞれ対応する入力バッファから入力するループバックテスト時に、前記入力側
回路でサンプルされた入力データと、前記入力データに対応する出力データを期待値とし
て比較する第１の比較回路と、前記入力データと、前記入力データとはサンプリングタイ
ミングが異なった出力データを期待値として比較する第２の比較回路を備えている、こと
を特徴とする請求項１又は２記載のインタフェース回路。
【請求項４】
　前記出力側回路が、前記第１の位相シフト量信号を出力する第１のノーマルモード位相
シフト量制御回路と、前記第２の位相シフト量信号を出力する第１のテストモード位相シ
フト量制御回路と、
　を備え、
　前記入力側回路が、前記第３の位相シフト量信号を出力する第２のノーマルモード位相
シフト量制御回路と、前記第４の位相シフト量信号を出力する第２のテストモード位相シ
フト量制御回路と、を備え、
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　前記第１及び第２のノーマルモード位相シフト量制御回路、前記第１及び第２のテスト
モード位相シフト量制御回路は、それぞれの位相シフト量を固定又は可変自在に設定記憶
するレジスタを含む、ことを特徴とする請求項１又は２記載のインタフェース回路。
【請求項５】
　前記第１及び第２の可変遅延回路は、遅延ロックループ回路を含む、ことを特徴とする
請求項１又は２記載のインタフェース回路。
【請求項６】
　前記ループバックテスト時に、前記第１及び第２のセレクタでそれぞれ選択される前記
第２及び第４の位相シフト量により遅延量を可変させることで、遅延解析を行う、ことを
特徴とする請求項３記載のインタフェース回路。
【請求項７】
　データ信号と、該データ信号のサンプリングのタイミングを規定するデータ・ストロー
ブ信号とを出力する出力側回路と、
　データ信号及びデータ・ストローブ信号とを入力する入力側回路と、
　を備え、
　データ出力と入力における、前記データ信号と前記データ・ストローブ信号間の位相関
係がそれぞれ所定の関係とされる規格に準拠するインタフェース回路であって、
　前記出力側回路が、
　クロック信号を逓倍したクロックでデータ信号をサンプルして出力するサンプリング回
路を備え、
　前記データ・ストローブ信号は、前記クロック信号を固定量位相シフトした信号が出力
され、
　前記入力側回路が、
　ノーマルモード時の位相シフト量を規定する第１の位相シフト量信号と、テストモード
時の位相シフト量を規定する第２の位相シフト量信号とを入力し、ノーマルモード時には
、前記第１の位相シフト量信号を選択し、テストモード時には、前記第２の位相シフト量
信号を選択する第１のセレクタと、入力されたデータ・ストローブ信号を受け、前記第１
のセレクタで選択された位相シフト量に応じた遅延を前記データ・ストローブ信号に付加
した信号を、入力データのサンプリング回路にサンプリングクロック信号として供給する
第１の可変遅延回路を備えている、ことを特徴とするインタフェース回路。
【請求項８】
　前記出力側回路が、
　ノーマルモード時の位相シフト量を規定する第３の位相シフト量信号と、テストモード
時の位相シフト量を規定する第４の位相シフト量信号とを入力し、ノーマルモード時には
、前記第３の位相シフト量信号を選択し、テストモード時には、前記第４の位相シフト量
信号を選択する第２のセレクタと、
　前記逓倍クロック信号を受け、前記第２のセレクタで選択された位相シフト量信号に応
じた遅延を前記クロック信号に付加した信号を、データ・ストローブ信号として出力する
第２の可変遅延回路と、
　を備えている、ことを特徴とする請求項７記載のインタフェース回路。
【請求項９】
　出力バッファからそれぞれ出力された前記データ信号及びデータ・ストローブ信号を折
り返しそれぞれ対応する入力バッファから入力するループバックテスト時に、前記入力側
回路でサンプルされた入力データと、前記入力データに対応する出力データを期待値とし
て比較する第１の比較回路と、前記入力データと、前記入力データとはサンプリングタイ
ミングが異なった出力データを期待値として比較する第２の比較回路を備えている、こと
を特徴とする請求項７又は８記載のインタフェース回路。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一記載のインタフェース回路を備えた半導体装置。
【請求項１１】
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　請求項１乃至９のいずれか一記載のインタフェース回路を備え、
　クロック同期型メモリとデータ、データ・ストローブ信号の入出力を行うメモリ制御装
置。
【請求項１２】
　ノーマルモード時、出力される前記データ信号は、前記メモリへのライトデータ、入力
データは前記メモリからのリードデータであり、出力される前記データ・ストローブ信号
は、前記メモリへのデータ・ストローブ信号、入力される前記データ・ストローブ信号は
、前記メモリからのデータ・ストローブ信号であり、
　前記クロック信号は、メモリを駆動するクロックと同一周波数のクロック信号であり、
　ループバックテストモード時、前記データ信号の出力端子と入力端子が接続され、デー
タ・ストローブ信号の出力端子と入力端子が接続される、ことを特徴とする請求項１１記
載のメモリ制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置に関し、信号の位相シフトを行う可変遅延回路を含むメモリ制御装
置、特に、ＳＤＲＡＭ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ＤＲＡＭ）制御装置のループバックテ
ストに好適なインタフェース回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＤＲ（Ｄｏｕｂｌｅ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅ）　ＳＤＲＡＭ　制御装置（コントローラ
）は、近年の市場においては、５３３ＭＨｚや６６６ＭＨｚといったデータレートでの高
速メモリアクセスが要求されており、その設計において様々な高速化の工夫が望まれてい
る。
【０００３】
　さらに、そのＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ制御装置のテスト手法においても、遅延故障を含めた
故障を検出するために、実際の周波数での高速動作によるテストが必須とされており、主
として、テスタの対応周波数域に依存しないループバックテスト方法が用いられる。制御
装置のループバックテストにおいては、テスト時に、制御装置にメモリ（ＤＤＲ　ＳＤＲ
ＡＭ）を接続せず、制御装置内において送信用データを受信側へ戻し、受信データを期待
値データ（送信用データ）と比較することで、高速テスタを必要とせず、高速転送レート
でのテストを実現する。
【０００４】
　ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭへのライトアクセスにおいては、図１２（Ａ）に示すように、デー
タ（ＤＱ）１とデータ・ストローブ（ＤＱＳ）２間のセットアップ規格（ｔＤＳ）及びホ
ールド規格（ｔＤＨ）が定められているため、制御装置側では、それらの位相差をメモリ
クロック周期の９０°程度確保してＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ側へ供給するための位相シフト回
路（可変遅延回路）を実装する場合がある。なお、セットアップ時間は、ラッチ回路等に
おいて、クロックの有効エッジ（この場合、データ・ストローブの立ち上がりエッジ）以
前にデータを安定させていなければならない最小時間である。ホールド時間は、クロック
の有効エッジ以後にデータを保持しなければならない最小時間である。
【０００５】
　また、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭからのリード・アクセスにおいては、図１２（Ｂ）に示すよ
うに、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ側はデータ３とデータ・ストローブ４を同位相で出力する規格
となっており、制御装置側でデータ・ストローブ４に対して、９０°程度位相シフトした
信号をトリガにしてデータを取り込むため、制御装置側では、位相シフト回路（可変遅延
回路）を実装する構成が一般的である（特許文献１参照）。
【０００６】
　図１３に、従来のループバックテスト機能をもつＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ制御装置（コント
ローラ）の典型的な回路構成の一例を示す。図１３における各構成要素について以下に説
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明する。図１３において、クロック信号（Ｃｌｏｃｋ）５は、不図示のメモリ（ＤＤＲ　
ＳＤＲＡＭ）に供給するクロック信号と同じ周期の内部クロック信号である。位相シフト
回路を構成する可変遅延回路６は、内部クロック信号（Ｃｌｏｃｋ）５を入力し、内部ク
ロック信号（Ｃｌｏｃｋ）５に対して９０°の位相差を付加して出力する。特に制限され
ないが、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ制御装置において、可変遅延回路６は、ＭＤＬＬ（Ｍａｓｔ
ｅｒ　Ｄｅｌａｙ　Ｌｏｃｋ　Ｌｏｏｐ）とＳＤＬＬ（Ｓｌａｖｅ　Ｄｅｌａｙ　Ｌｏｃ
ｋ　Ｌｏｏｐ）から構成される。ＭＤＬＬは、ノーマルモード位相シフト量制御回路２３
から出力された位相シフト量信号（ＯＦＦＳＥＴ（Ｗ））７で示されるシフト度数から、
遅延量を判定し、内部クロック信号（Ｃｌｏｃｋ）５の周期に対応した遅延切り替え制御
信号を生成する。ＳＤＬＬは、ＭＤＬＬからの遅延切り替え制御信号に従い、内部クロッ
ク信号５に遅延を付加して出力する。
【０００７】
　位相シフト量信号７は、ノーマルモード（通常動作モード）の時に、可変遅延回路６の
位相シフト量を設定するために、ノーマルモード位相シフト量制御回路２３から可変遅延
回路６に渡す位相シフト量信号を示す。
【０００８】
　ノーマルモード位相シフト量制御回路２３は、ノーマルモード時には、９０°を示す固
定値または上位システム（不図示）から設定可能なレジスタ（不図示）から構成される。
このレジスタ（不図示）は、ノーマルモード時のシフト度数を保持し、不図示ＣＰＵ等の
上位装置等からソフト的に設定可能とされるか最適なシフト度数を導出するキャリブレー
ション回路（不図示）等の外部回路から設定される。
【０００９】
　セレクタ８は、可変遅延回路６の遅延出力と、内部クロック信号５に対し１８０°の位
相差をもつ信号を入力とし、入力側回路のテスト時に、可変遅延回路６をバイパスし（内
部クロック信号５に対し１８０°の位相差をもつ信号を選択）、データ信号とデータ・ス
トローブ信号の出力を同位相とする。すなわち、セレクタ８は、ノーマルモード時には、
可変遅延回路６からの出力を選択し、入力側回路のループバックテスト時には、内部クロ
ック信号５に対し１８０°の位相差をもつ信号を選択する。ここでは、内部クロック信号
５に対し１８０°の位相差をもつ信号を生成するために、一例として、インバータ回路３
１により内部クロック信号５の極性を反転させた信号を使用している。
【００１０】
　セレクタ８の出力は、データ出力用クロック信号９としてライトデータのサンプリング
回路（データ出力回路）１０に供給される。データ出力回路１０は、クロック信号に応答
してライトデータをサンプリングするフリップ・フロップＦ／Ｆ１、Ｆ／Ｆ２を含む。フ
リップ・フロップＦ／Ｆ１、Ｆ／Ｆ２は、それぞれ、データ出力用クロック信号９の立ち
上がりエッジと立ち下がりエッジで、ライトデータ（ＰＯＳ）とライトデータ（ＮＥＧ）
をサンプルし、Ｆ／Ｆ１、Ｆ／Ｆ２の出力をマルチプレクサ（セレクタ）１０－１で多重
し、ライトデータ信号をダブルレートに変換して出力する。すなわち、１クロックサイク
ル中に２つのライトデータが出力される。マルチプレクサ１０－１は、データ出力用クロ
ック信号９がＨＩＧＨ、ＬＯＷのとき、Ｆ／Ｆ１、Ｆ／Ｆ２の出力をそれぞれ選択出力す
る。なお、ライトデータ（ＰＯＳ）とライトデータ（ＮＥＧ）は、Ｆ／Ｆ１、Ｆ／Ｆ２に
おいて、データ出力用クロック信号９の正転（立ち上がり）エッジと反転（立ち下がり）
エッジでそれぞれサンプルされるライトデータを表している。
【００１１】
　双方向のインタフェースバッファ１１は、データ信号を出力する出力バッファ１１－１
と、データ信号を入力する入力バッファ１１－２を備えている。出力バッファ１１－１は
、データ出力回路１０からの信号を、データ入出力端子であるＤＱ外部端子１３に出力す
る。入力バッファ１１－２はＤＱ外部端子１３からの信号を入力する。ノーマルモードに
おいて、データ入力時、出力バッファ１１－１はハイインピーダンス状態(オフ)に設定さ
れる。
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【００１２】
　バッファ１２は、データ・ストローブ信号ＤＱＳの入出力のための双方向インタフェー
スバッファであり、データ・ストローブ信号を出力する出力バッファ１２－１と、データ
・ストローブ信号を入力する入力バッファ１２－２を備えている。
【００１３】
　データ・ストローブ信号の出力にあたり、内部クロック信号５に対し１８０°の位相差
をもつ信号が出力される。ここでは、内部クロック信号５に対し１８０°の位相差をもつ
信号を生成するため、一例として、インバータ回路３２により内部クロック信号（Ｃｌｏ
ｃｋ）５の極性を反転させた信号を使用している。
【００１４】
　ＤＱ外部端子１３は双方向のインタフェースバッファ１１に接続される。
【００１５】
　データ・ストローブ入出力端子であるＤＱＳ外部端子１４は、双方向のインタフェース
バッファ１２に接続される。通常、データ８ビット（ＤＱ［７：０］）に対し、データ・
ストローブ（ＤＱＳ）１本が必要とされる。
【００１６】
　入力側回路においては、バッファ１２からのデータ・ストローブ信号入力に対し、位相
をシフトするための可変遅延回路１５を備えている。
【００１７】
　可変遅延回路１５は、ノーマルモード位相シフト量制御回路２４から入力された位相シ
フト量信号１６で示されるシフト度数から、内部クロックの周期に対応した遅延切り替え
制御信号を生成するＭＤＬＬ（Ｍａｓｔｅｒ　Ｄｅｌａｙ　Ｌｏｃｋ　Ｌｏｏｐ）と、そ
の遅延切り替え制御信号に従い、双方向インタフェースバッファ１２を介して入力される
データ・ストローブ信号に遅延を付加して出力するＳＤＬＬ（Ｓｌａｖｅ　Ｄｅｌａｙ　
Ｌｏｃｋ　Ｌｏｏｐ）を備えている。
【００１８】
　位相シフト量信号１６は、ノーマルモード時に、可変遅延回路１５の位相シフト量を設
定するために、ノーマルモード位相シフト量制御回路２４から、可変遅延回路１５に渡す
位相シフト量信号を示す信号である。
【００１９】
　ノーマルモード位相シフト量制御回路２４は、ノーマルモード時には、９０°を示す固
定値または上位システム（不図示）から設定可能なレジスタ（不図示）から構成される。
このレジスタは、ノーマルモード時のシフト度数を保持し、ＣＰＵ（不図示）等の上位装
置等からソフト的に設定可能とされるか、最適なシフト度数を導出するキャリブレーショ
ン回路（不図示）等の外部回路から設定される。
【００２０】
　セレクタ１７は、可変遅延回路１５の出力と、インタフェースバッファ１２の入力バッ
ファ１２－２からの出力信号とを入力し、出力側回路のテスト時には、可変遅延回路１５
をバイパスする。すなわち、セレクタ１７は、ノーマルモード時には、可変遅延回路１５
からの出力を選択し、出力回路側のループバックテスト時には、双方向インタフェースバ
ッファ１２の入力バッファ１２－２からの出力信号を選択する。
【００２１】
　信号１８は、セレクタ１７で選択されたリードデータ取り込み用のクロック信号である
。リードデータ取り込み回路１９は、入力バッファ１１－２からの入力信号であるリード
データを取り込むＦ／Ｆ３、Ｆ／Ｆ４を含む。Ｆ／Ｆ３、Ｆ／Ｆ４は、リードデータ取り
込みクロック信号１８の正転エッジ、及び反転エッジに同期してリードデータを取り込む
。なお、リードデータ取り込み回路１９は、ＦＩＦＯ（Ｆｉｒｓｔ　Ｉｎ　Ｆｉｒｓｔ　
Ｏｕｔ）構成とする場合もある。
【００２２】
　出力元のライトデータ２０は、ノーマルモード時には、不図示の内部ロジックより与え
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られるメモリへの書き込みデータであり、ループバックテスト時には、不図示のパタン発
生回路（内蔵回路）から与えられる。
【００２３】
　リードデータ２１は、リードデータ取り込み回路１９で取り込んだ後のリードデータで
ある。なお、リードデータ（ＰＯＳ）とリードデータ（ＮＥＧ）は、リードデータ取り込
み回路１９において、Ｆ／Ｆ３、Ｆ／Ｆ４により、それぞれ、リードデータ取り込みクロ
ック信号１８の正転（立ち上がり）エッジと反転（立ち下がり）エッジでそれぞれサンプ
ルされるリードデータを表している。
【００２４】
　比較回路Ａ（２２）は、出力元のライトデータ２０を（期待値）とループバックで取り
込んだリードデータ２１との比較（期待値照合）を行う。
＜メモリアクセス動作＞
　図１３の従来のループバックテスト機能をもつＤＤＲ ＳＤＲＡＭ制御回路において、
不図示のメモリ（ＤＤＲ ＳＤＲＡＭ）へのライトアクセスを行う場合は、内部クロック
信号５に対し可変遅延回路６により９０°位相シフトした信号がセレクタ８により選択さ
れ、その出力のデータ出力用クロック信号９に従い、データ出力回路１０により、出力元
のライトデータ２０がダブル・データ・レートに変換され、インタフェースバッファ１１
を介して、データ端子１３へ出力され、メモリ（不図示）側へ送られる。
【００２５】
　また、内部クロック信号５に対し１８０°位相の異なる信号が、インタフェースバッフ
ァ１２の出力バッファ１２－１を介して、データ・ストローブ端子１４へ出力され、メモ
リ（不図示）側へ送られる。
【００２６】
　一方、メモリ（不図示）からのリード・アクセスを行う場合には、データ端子１３から
入力されたリードデータは、インタフェースバッファ１１の入力バッファ１１－２を介し
、リードデータ取り込み回路１９で取り込まれる。リードデータ取り込みクロック信号１
８としては、ＤＱＳ外部端子１４から、インタフェースバッファ１２の入力バッファ１２
－２を介して入力されるデータ・ストローブ信号（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭから出力される）
に対して可変遅延回路１５により９０°位相シフトした信号がセレクタ１７で選択され使
用される。
【００２７】
＜ループバックテスト手法＞
　ループバックテスト時には、制御装置は、メモリ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ）（不図示）を
接続せずに、出力バッファ１１－１、１２－１からそれぞれ出力された前記データ信号及
びデータ・ストローブ信号を折り返しそれぞれ対応する入力バッファ１１－２、１２－２
から入力し、制御装置内の出力側回路及び入力側回路のデータ及びデータ・ストローブの
パスのテストを、後述のように行う。
【００２８】
　ただし、ループバックテストを行う場合に、仮に、メモリアクセスを行う場合と同様に
、出力側回路及び入力側回路双方の可変遅延回路６、１５で位相シフトした信号を用いる
と、リードデータ取り込み回路１９において、データの切り替わりとクロックのタイミン
グが競合して、正常なデータ取り込みを行うことができない。図１４を参照して説明する
。図１４は、出力側回路及び入力側回路双方の可変遅延回路６、１５をバイパスしない場
合のループバック動作を示すタイミング波形図である。図１４において、出力側の可変遅
延回路６により９０°の位相差を付けられたデータ１２３とデータ・ストローブ１２４が
ＤＱ外部端子１３、ＤＱＳ外部端子１４にそれぞれ出力されるが、ループバックして入力
されたデータ・ストローブ信号は、入力側回路の可変遅延回路１５で９０°位相シフトさ
れる。このため、リードデータ取り込み回路１９において、入力データ１２５の切り替わ
りと、入力クロック１２６の遷移エッジが同タイミング（矢線Ａ等参照）となる。すなわ
ち、データの切り替わり（Ｄａｔａ０とＤａｔａ１、Ｄａｔａ２とＤａｔａ３）とリード
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データ取り込みＦ／Ｆ３の入力クロック信号１２６の立ち上がりエッジが同一タイミング
となる。同様に、データの切り替わり（Ｄａｔａ１とＤａｔａ２）と、リードデータ取り
込みＦ／Ｆ４の入力クロック信号の立ち下がりエッジが同一タイミングとなる。図１３の
リードデータ取り込み回路１９のＦ／Ｆ３、Ｆ／Ｆ４において、クロックのタイミングが
競合して、正常なデータ取り込みを行うことができない。
【００２９】
　このため、従来のループバックテスト方法では、出力側回路と入力側回路を別々にテス
トしていた。すなわち、図１３において、出力側回路のテスト時には、セレクタ１７は、
可変遅延回路１５をバイパスし、入力側回路のテスト時には、セレクタ８は可変遅延回路
６をバイパスする。以下、出力側回路のテストと入力側回路のテストについて説明する。
【００３０】
＜出力側回路のテスト＞
　図１５は、図１３の構成において、出力側回路のテストのタイミング波形を示す図であ
る。図１５を参照すると、出力側回路をテストする場合、通常（ノーマルモード時）のメ
モリライトアクセス動作と同じように、出力側回路の可変遅延回路６により、データ１２
７とデータ・ストローブ１２８の間に９０°の位相差を付加する。出力されたデータ１２
７及びデータ・ストローブ１２８は、ＤＱ外部端子１３及びＤＱＳ外部端子１４でループ
バックし、制御装置内に取り込まれる。入力されたデータ１２７とデータ・ストローブ１
２８は、既に９０°の位相差があるため、セレクタ１７では、可変遅延回路１５の出力で
はなく、入力バッファ１２－２の出力を選択する。リードデータ取り込み回路１９のクロ
ック１２９としては、可変遅延回路１５をバイパスしたクロック信号をセレクタ１７で選
択することで、正常なデータ取り込みを行う。リードデータ取り込み回路１９のＦ／Ｆ３
は、クロック１２９の立ち上がりエッジで入力データ（Ｄａｔａ０、Ｄａｔａ２）をサン
プルし、Ｆ／Ｆ４は、クロック１２９の立ち下がりエッジで入力データ（Ｄａｔａ１、Ｄ
ａｔａ３）をサンプルする。
【００３１】
　なお、図１３において、出力元のライトデータ２０と、リードデータ取り込み回路１９
で取り込んだ後のリードデータ２１の値を、比較回路Ａ（２２）で比較し、一致すること
を確認することにより、出力側回路のテストが行われる。その際、リードデータ（ＰＯＳ
）と、その期待値に対応するライトデータ（ＰＯＳ）が比較され、リードデータ（ＮＥＧ
）と、その期待値に対応するライトデータ（ＮＥＧ）が比較される。
【００３２】
＜入力側回路のテスト＞
　図１６は、図１３の構成において、入力側回路のテストのタイミング波形を示す図であ
る。図１６を参照すると、入力側回路をテストする場合、通常（ノーマルモード時）のメ
モリリードアクセス動作と同じように、ＤＱ外部端子１３及びＤＱＳ外部端子１４でのデ
ータ１３０とデータ・ストローブ１３１との間に位相差を設けないようにするため、出力
側回路において、セレクタ８は、可変遅延回路６をバイパスする。
【００３３】
　ＤＱ外部端子１３及びＤＱＳ外部端子１４からそれぞれ出力されたデータ１３０及びデ
ータ・ストローブ１３１は、ＤＱ外部端子１３及びＤＱＳ外部端子１４でループバックさ
れ、データ１３０とデータ・ストローブ１３１との間の位相を同一に保ち、制御装置内の
入力側回路に取り込まれる。
【００３４】
　入力側回路において、通常のメモリリードアクセス動作と同じように、セレクタ１７に
より、可変遅延回路１５で９０°位相シフトした信号（図１６の１３２）が選択され、リ
ードデータ取り込み回路１９のＦ／Ｆ３、Ｆ／Ｆ４のクロックとして使用される。
【００３５】
　なお、図１３において、出力元のライトデータ２０と取り込んだ後のリードデータ２１
の値を比較回路Ａ（２２）で比較し、一致することを確認することにより、入力側回路の
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テストができる。その際、リードデータ（ＰＯＳ）と、その期待値に対応するライトデー
タ（ＰＯＳ）が比較され、リードデータ（ＮＥＧ）と、その期待値に対応するライトデー
タ（ＮＥＧ）が比較される。
【００３６】
　上述した従来のループバックテスト手法を用いて、実スピードで動作させることにより
、出力側回路と入力側回路の可変遅延回路での９０°位相シフト設定における遅延故障を
含めた故障検出が可能である。
【００３７】
　しかしながら、図１３に示した回路構成においては、ループバックテスト時に、可変遅
延回路６、１５をバイパスするために、セレクタ８、１７が挿入されている。このため、
ループバックテスト時のほか、ノーマルモード時にも、セレクタ８、１７の伝播遅延時間
が、クロックのパスに常に加算されることになる。セレクタの挿入により、パスの遅延増
加を招き、設計時のタイミング保障において、負担となる場合がある。また、可変遅延回
路の位相シフト量を細かく切り替えた場合の遅延故障が検出できないため、位相切り替え
機能をテストするためには、高価な高速なテスタで観測するしかない。
【００３８】
【特許文献１】特開２００５－７８５４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３９】
　上述したように、従来のループバックテスト回路では、出力側回路のテストを行う場合
には、入力側回路の可変遅延回路１５をバイパスする必要があり、入力側回路のテストを
行う場合には、出力側回路の可変遅延回路６をバイパスする必要があるため、セレクタ８
、セレクタ１７が挿入されており、各クロックの遅延増加に繋がる。すなわち、ノーマル
モード時におけるメモリアクセスのタイミング保障の負担となる（第１の課題）。通常の
メモリリードアクセスにおいて、リードデータ取り込み回路１９の内部のＦ／Ｆ３、４の
セットアップ（Ｓｅｔｕｐ）時間／ホールド（Ｈｏｌｄ）時間のタイミング保障の条件式
は、次式（１）、（２）で与えられる。この条件式における［セレクタを含むリードデー
タ取り込みクロックパス遅延］には、セレクタ１７の遅延分を含む必要があり、この遅延
増加分により、遅延ばらつきやデューティ（Ｄｕｔｙ）崩れが増加する可能性があり、リ
ードデータ取り込み回路１９内のＦ／Ｆ３、４のセットアップ時間／ホールド時間の双方
のタイミング保障の際に負担となる。
【００４０】
　　Setup(max) ＜ － tDQSQ(max) 
　　　　　　　　　＋ [90°位相シフト分]
　　　　　　　　　－ [リードデータ・ストローブのJitter及びDuty崩れ] 
　　　　　　　　　－ [チップ外におけるDQ,DQS間のスキュー要因] 
　　　　　　　　　－ [リードデータパス遅延] × [データパス遅延の相対ばらつき率]
　　　　　　　　　＋ [セレクタを含むリードクロックパス遅延] × [クロックパス遅延
の相対ばらつき率]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・(1)
【００４１】
　　Hold(max) ＜ 　tQH(min) 
　　　　　　　　　＋ [90°位相シフト分]
　　　　　　　　　－ [リードデータ・ストローブのJitter及びDuty崩れ]
　　　　　　　　　－ [チップ外におけるDQ,DQS間のスキュー要因] 
　　　　　　　　　＋ [リードデータパス遅延] × [データパス遅延の相対ばらつき率]
　　　　　　　　　－ [セレクタを含むリードクロックパス遅延] × [クロックパス遅延
の相対ばらつき率]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・(2)
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【００４２】
　ただし、
　　ｔＤＱＳＱ　（ＤＱＳ－ＤＱ　ｓｋｅｗ　ｆｏｒ　ＤＱＳ　ａｎｄ　ａｓｓｏｃｉａ
ｔｅｄ　ＤＱ　ｓｉｇｎａｌｓ；ＤＱＳとＤＱの間のスキュー）、
　　ｔＱＨ　（ＤＱ／ＤＱＳ　ｏｕｔｐｕｔ　ｈｏｌｄ　ｔｉｍｅ　ｆｒｏｍ　ＤＱＳ、
データホールド時間）は、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭのタイミングスペックである。
【００４３】
　また、通常のメモリライトアクセスにおいて、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭには、ｔＤＳ（ＤＱ
　ａｎｄ　ＤＭ　ｉｎｐｕｔ　ｓｅｔｕｐ　ｔｉｍｅ）　及び　ｔＤＨ（ＤＱ　ａｎｄ　
ＤＭ　ｉｎｐｕｔ　ｈｏｌｄ　ｔｉｍｅ）というタイミングスペックのパラメータがある
が、これらのタイミングスペック保障の条件は、次式（３）、（４）で与えられる。条件
式（３）、（４）における［セレクタを含むライトデータ・ストローブ出力パス遅延］に
はセレクタ８の遅延分を含む必要があり、この遅延増加分により遅延ばらつきやＤｕｔｙ
崩れが増加する可能性があり、ｔＤＳ及びｔＤＨ双方のタイミング保障の際に負担となる
ことがある。
【００４４】
　　tDS(max) ＜ [90°位相シフト分]
　　　　　　　－ [内部クロック信号のJitter及びDuty崩れ] 
　　　　　　　－ [チップ外におけるDQ,DQS間のスキュー要因] 
　　　　　　　－ [ライトデータ出力パス遅延] × [データパス遅延の相対ばらつき率]
　　　　　　　＋ [セレクタを含むライトデータ・ストローブ出力パス遅延] × [クロッ
クパス遅延の相対ばらつき率]　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・(3)
【００４５】
　　tDH(max) ＜ [90°位相シフト分]
　　　　　　　　－ [内部クロック信号のJitter及びDuty崩れ] 
　　　　　　　　－ [チップ外におけるDQ,DQS間のスキュー要因] 
　　　　　　　　＋ [ライトデータ出力パス遅延] × [データパス遅延の相対ばらつき率
]
　　　　　　　　－ [セレクタを含むライトデータ・ストローブ出力パス遅延] × [クロ
ックパス遅延の相対ばらつき率]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・(4)
【００４６】
　上述のように、従来のループバックテストでは、出力側回路のテスト時には、出力側回
路の可変遅延回路６は、データ信号とデータ・ストローブ信号が通常動作と同等の９０°
に位相差を保つように設定され、入力側回路の可変遅延回路１５はデータ・ストローブの
位相シフト量を０°とするように設定される（入力側回路の可変遅延回路１５はパイパス
される）。
【００４７】
　また、入力側回路のテスト時には、出力側回路の可変遅延回路６はデータ信号とデータ
・ストローブ信号が同一位相になるように切り替えられ（出力側回路の可変遅延回路６は
バイパスされ）、入力側回路の可変遅延回路１５は通常動作と同等の９０°に設定される
。
【００４８】
　しかしながら、かかる従来のループバックテスト手法では、各可変遅延回路６、１５の
遅延故障の検出という観点から言うと、位相シフト量が９０°、または、入力側でデータ
が正常に取り込める、ある固定値の設定においてしか、テストが行われない。このため、
該設定における可変遅延回路の遅延故障しか検出できない。従来のループバックテスト手
法では、可変遅延回路の包括的な遅延故障の解析が行えず、高速テスタを用いる必要があ
る(第２の課題)。



(11) JP 4878215 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

【００４９】
　ところで、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭの制御装置においては、可変遅延回路の位相切り替えは
、１ステップの遅延変化が、例えば１０ｐｓ程度のものもあり、従来の手法では、ステッ
プを変えると、遅延が切り替わることや、各ステップで妥当な遅延量であることなどを検
出することは困難である。
【００５０】
　このため、遅延故障を検出するには、図１７に示すように、外部端子を通じて、高価な
高速テスタで遅延変動を計測する必要が生じる。遅延故障の解析は、ＤＱ外部端子１３、
ＤＱＳ外部端子１４に対して、データ、データ・ストローブ信号のテストパターンを、テ
スタのドライバから供給し、その際、テスタ側でパターンの遅延（位相）を調整してタイ
ミングのマージン試験（ＡＣ試験）を行うか、あるいは、ＤＱ外部端子１３、ＤＱＳ外部
端子１４からのデータ及びデータ・ストローブ信号をテスタのコンパレータを介して取り
込み、テスタでの比較タイミングを振ることでタイミングのマージン試験（ＡＣ試験）を
行う。このように、従来のループバックテストでは遅延解析を行うことができず、高速テ
スタを用いた遅延解析が必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【００５１】
　本願で開示される発明は、前記課題を解決するため、概略以下の構成とされる。
【００５２】
　本発明の１つのアスペクト（側面）に係る回路は、データ信号と、該データ信号のサン
プリングのタイミングを規定するデータ・ストローブ信号とを出力する出力側回路と、デ
ータ信号及びデータ・ストローブ信号とを入力する入力側回路と、を備え、データ出力と
入力における、前記データ信号と前記データ・ストローブ信号間の位相関係がそれぞれ所
定の関係とされる規格に準拠するインタフェース回路であって、前記出力側回路が、ノー
マルモード時の位相シフト量を規定する第１の位相シフト量信号と、テストモード時の位
相シフト量を規定する第２の位相シフト量信号とを入力し、ノーマルモード時には、前記
第１の位相シフト量信号を選択し、テストモード時には、前記第２の位相シフト量信号を
選択する第１のセレクタと、クロック信号を受け、前記第１のセレクタで選択された位相
シフト量信号に応じた遅延を前記クロック信号に付加し、出力データのサンプリング回路
にサンプリングクロックとして供給する第１の可変遅延回路と、を備え、前記データ・ス
トローブ信号は、前記クロック信号を固定量位相シフトした信号が出力される。前記入力
側回路は、ノーマルモード時の位相シフト量を規定する第３の位相シフト量信号と、テス
トモード時の位相シフト量を規定する第４の位相シフト量信号とを入力し、ノーマルモー
ド時には、前記第３の位相シフト量信号を選択し、テストモード時には、前記第４の位相
シフト量信号を選択する第２のセレクタと、入力されたデータ・ストローブ信号を受け、
前記第２のセレクタで選択された位相シフト量に応じた遅延を前記データ・ストローブ信
号に付加し、入力データのサンプリング回路にサンプリングクロック信号として供給する
第２の可変遅延回路と、を備えている。
【００５３】
　本発明の他のアスペクトに係る回路は、データ信号と、該データ信号のサンプリングの
タイミングを規定するデータ・ストローブ信号とを出力する出力側回路と、データ信号及
びデータ・ストローブ信号とを入力する入力側回路と、を備え、データ出力と入力におけ
る、前記データ信号と前記データ・ストローブ信号間の位相関係がそれぞれ所定の関係と
される規格に準拠するインタフェース回路であって、前記出力側回路が、ノーマルモード
時の位相シフト量を規定する第１の位相シフト量信号と、テストモード時の位相シフト量
を規定する第２の位相シフト量信号とを入力し、ノーマルモード時には、前記第１の位相
シフト量信号を選択し、テストモード時には、前記第２の位相シフト量信号を選択する第
１のセレクタと、クロック信号を受け、前記第１のセレクタで選択された位相シフト量信
号に応じた遅延を前記クロック信号に付加した信号を、データ・ストローブ信号として出
力する第１の可変遅延回路と、を備え、前記データ信号は、前記クロック信号をサンプリ



(12) JP 4878215 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

ングクロックとしてサンプリング回路でサンプルされる。前記入力側回路は、ノーマルモ
ード時の位相シフト量を規定する第３の位相シフト量信号と、テストモード時の位相シフ
ト量を規定する第４の位相シフト量信号とを入力し、ノーマルモード時には、前記第３の
位相シフト量信号を選択し、テストモード時には、前記第４の位相シフト量信号を選択す
る第２のセレクタと、入力されたデータ・ストローブ信号を受け、前記第２のセレクタで
選択された位相シフト量に応じた遅延を前記データ・ストローブ信号に付加し、入力デー
タのサンプリング回路にサンプリングクロック信号として供給する第２の可変遅延回路と
、を備えている。
【００５４】
　本発明において、出力バッファからそれぞれ出力された前記データ信号及びデータ・ス
トローブ信号を折り返しそれぞれ対応する入力バッファから入力するループバックテスト
時に、前記入力側回路でサンプルされた入力データと、前記入力データに対応する出力デ
ータを期待値として比較する第１の比較回路と、前記入力データと、前記入力データとは
サンプリングタイミングが異なった出力データを期待値として比較する第２の比較回路を
備えている。
【００５５】
　本発明において、前記出力側回路が、前記第１の位相シフト量信号を出力する第１のノ
ーマルモード位相シフト量制御回路と、前記第２の位相シフト量信号を出力する第１のテ
ストモード位相シフト量制御回路と、を備え、前記入力側回路が、前記第３の位相シフト
量信号を出力する第２のノーマルモード位相シフト量制御回路と、前記第４の位相シフト
量信号を出力する第２のテストモード位相シフト量制御回路と、を備え、前記第１及び第
２のノーマルモード位相シフト量制御回路、前記第１及び第２のテストモード位相シフト
量制御回路は、それぞれの位相シフト量を固定又は可変自在に設定記憶するレジスタを備
えている。
【００５６】
　本発明において、前記第１及び第２の可変遅延回路は、遅延ロックループ回路を含む。
【００５７】
　本発明において、前記ループバックテスト時に、前記第１及び第２のセレクタでそれぞ
れ選択される前記第２及び第４の位相シフト量により遅延量を可変させることで、遅延解
析を行う。
【００５８】
　本発明の他のアスペクトに係る回路において、データ信号と、該データ信号のサンプリ
ングのタイミングを規定するデータ・ストローブ信号とを出力する出力側回路と、データ
信号及びデータ・ストローブ信号とを入力する入力側回路と、を備え、データ出力と入力
における、前記データ信号と前記データ・ストローブ信号間の位相関係がそれぞれ所定の
関係とされる規格に準拠するインタフェース回路であって、前記出力側回路が、クロック
信号を逓倍したクロックでデータ信号をサンプルして出力するサンプリング回路を備え、
　前記データ・ストローブ信号は、前記クロック信号を固定量位相シフトした信号が出力
され、前記入力側回路が、ノーマルモード時の位相シフト量を規定する第１の位相シフト
量信号と、テストモード時の位相シフト量を規定する第２の位相シフト量信号とを入力し
、ノーマルモード時には、前記第１の位相シフト量信号を選択し、テストモード時には、
前記第２の位相シフト量信号を選択する第１のセレクタと、入力されたデータ・ストロー
ブ信号を受け、前記第１のセレクタで選択された位相シフト量に応じた遅延を前記データ
・ストローブ信号に付加した信号を、入力データのサンプリング回路にサンプリングクロ
ック信号として供給する第１の可変遅延回路と、を備えている。
【００５９】
　本発明において、前記出力側回路が、ノーマルモード時の位相シフト量を規定する第３
の位相シフト量信号と、テストモード時の位相シフト量を規定する第４の位相シフト量信
号とを入力し、ノーマルモード時には、前記第３の位相シフト量信号を選択し、テストモ
ード時には、前記第４の位相シフト量信号を選択する第２のセレクタと、前記逓倍クロッ



(13) JP 4878215 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

ク信号を受け、前記第２のセレクタで選択された位相シフト量信号に応じた遅延を前記ク
ロック信号に付加した信号を、データ・ストローブ信号として出力する第２の可変遅延回
路と、を備えている。
【００６０】
　本発明において、出力バッファからそれぞれ出力された前記データ信号及びデータ・ス
トローブ信号を折り返しそれぞれ対応する入力バッファから入力するループバックテスト
時に、前記入力側回路でサンプルされた入力データと、前記入力データに対応する出力デ
ータを期待値として比較する第１の比較回路と、前記入力データと、前記入力データとは
サンプリングタイミングが異なった出力データを期待値として比較する第２の比較回路を
備えている。
【００６１】
　本発明によれば、上記インタフェース回路を備えた半導体装置が提供される。
【００６２】
　本発明によれば、上記インタフェース回路を備え、クロック同期型メモリとデータ、デ
ータ・ストローブ信号の入出力を行うメモリ制御装置が提供される。ノーマルモード時、
出力される前記データ信号は、前記メモリへのライトデータ、入力データは前記メモリか
らのリードデータであり、出力される前記データ・ストローブ信号は、前記メモリへのデ
ータ・ストローブ信号、入力される前記データ・ストローブ信号は、前記メモリからのデ
ータ・ストローブ信号であり、前記クロック信号は、メモリを駆動するクロックと同一周
波数のクロック信号とされ、ループバックテストモード時、前記データ信号の出力端子と
入力端子が接続され、データ・ストローブ信号の出力端子と入力端子が接続される。
【発明の効果】
【００６３】
　本発明によれば、従来の回路で用いられていた、可変遅延回路バイパス用のセレクタを
不要とし、ノーマルモード時におけるメモリアクセスのタイミング保障の負担が軽減する
。また、テスト時においては、実スピード動作における遅延故障検出のテストを実現する
。
【００６４】
　また、本発明によれば、可変遅延回路の位相シフト機能の遅延故障の検出のために、高
速テスタを用いなくても、ループバックテストで可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６５】
　上記した本発明についてさらに詳細に説述すべく、添付図面を参照して以下に説明する
。本発明を実施するための最良の一形態は、データ信号と、該データ信号のサンプリング
のタイミングを規定するデータ・ストローブ信号とを出力する出力側回路と、データ信号
及びデータ・ストローブ信号とを入力する入力側回路と、を備え、データ出力と入力にお
ける、前記データ信号と前記データ・ストローブ信号間の位相関係がそれぞれ所定の関係
とされる規格に準拠するインタフェース回路であって、前記出力側回路が、ノーマルモー
ド時の位相シフト量を規定する第１の位相シフト量制御回路（２３）からの第１の位相シ
フト量信号と、テストモード時の位相シフト量を規定する第２の位相シフト量制御回路（
２５）からの第２の位相シフト量信号とを入力し、ノーマルモード時には、前記第１の位
相シフト量信号を選択し、テストモード時には、前記第２の位相シフト量信号を選択する
第１のセレクタ（２７）と、クロック信号を受け、前記第１のセレクタ（２７）で選択さ
れた位相シフト量信号（１０１）に応じた遅延を前記クロック信号に付加し、出力データ
のサンプリング回路（１０）にサンプリングクロックとして供給する第１の可変遅延回路
（６）と、を備え、前記データ・ストローブ信号は、前記クロック信号を固定量位相シフ
トした信号が出力される。本発明において、前記入力側回路が、ノーマルモード時の位相
シフト量を規定する第３の位相シフト制御回路（２４）からの第３の位相シフト量信号と
、テストモード時の位相シフト量を規定する第４の位相シフト量制御回路（２６）からの
第４の位相シフト量信号とを入力し、ノーマルモード時には、前記第３の位相シフト量信
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号を選択し、テストモード時には、前記第４の位相シフト量信号を選択する第２のセレク
タ（２８）と、入力されたデータ・ストローブ信号を受け、前記第２のセレクタ（２８）
で選択された位相シフト量信号（１０２）に応じた遅延を前記データ・ストローブ信号に
付加し、入力データのサンプリング回路（１９）にサンプリングクロック信号として供給
する第２の可変遅延回路（１５）と、を備えている。あるいは、出力データのサンプリン
グ回路（１０）のサンプリングクロックの位相は固定とし、第１の可変遅延回路（６）は
、データ・ストローブ信号の位相シフトを可変制御するようにしてもよい。以下、具体的
な実施例に即して説明する。
【００６６】
＜実施例１＞
　図１は、本発明の第１の実施例の構成を示す図である。図１において、図１３に示した
構成要素と同一又は同等の要素には、同一の参照番号が付されている。以下では、本実施
例と、図１３の従来の回路構成との相違点について主に説明し、同一要素の説明は、重複
を回避するため、適宜省略する。
【００６７】
　図１を参照すると、本発明の第１の実施例は、出力側回路に、ノーマルモード位相シフ
ト量制御回路２３と、テストモード位相シフト量制御回路２５と、セレクタ２７と、セレ
クタ２７で選択された位相シフト量に応じて内部クロック信号（Ｃｌｏｃｋ）５に遅延を
付加した信号を、ライトデータのサンプリング回路１０（Ｆ／Ｆ１、Ｆ／Ｆ２）にサンプ
リングクロックとして供給する可変遅延回路６を備えている。なお、データ・ストローブ
信号としては、内部クロック信号（Ｃｌｏｃｋ）５をインバータ回路３２で反転した信号
（１８０°位相シフトした信号）が出力バッファ１２－１に供給される。
【００６８】
　また、本発明の第１の実施例は、入力側回路に、ノーマルモード位相シフト量制御回路
２４と、テストモード位相シフト量制御回路２６と、セレクタ２８と、セレクタ２８で選
択された位相シフト量に応じて、入力されたデータ・ストローブ信号に遅延を付加した信
号を、リードデータ取り込み回路１９（Ｆ／Ｆ３、Ｆ／Ｆ４）にサンプリングクロックと
して供給する可変遅延回路１５とを備えている。
【００６９】
　さらに、本発明の第１の実施例は、出力元のライトデータ２０と、取り込んだリードデ
ータ２１をそのまま照合する比較回路Ａ（２２）に加え、リードデータ取り込みがデータ
・ストローブの１エッジ分遅れた場合を想定した期待値比較を行う比較回路Ｂ（１００）
を備えている。
【００７０】
　なお、テストモード位相シフト量制御回路２５、２６は、テスト時のシフト度数の設定
値を保持するレジスタよりなり、このレジスタは、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ　制御装置（コン
トローラ）の外部端子（不図示）から設定されるか、テスト時に、テスタから直接設定さ
れる。一方、ノーマルモード位相シフト量制御回路２３、２４は、ノーマルモード時には
、固定値または上位システムより値が設定可能なレジスタから構成される。該レジスタは
、ノーマルモード時のシフト度数を保持する。上位装置等からソフト的に設定可能とされ
るか最適なシフト度数を導出するキャリブレーション回路（不図示）等の外部回路から設
定される。特に制限されないが、可変遅延回路６、１５は、位相シフト回路を構成するも
のであり、ＭＤＬＬ（Ｍａｓｔｅｒ　Ｄｅｌａｙ　Ｌｏｃｋ　Ｌｏｏｐ）とＳＤＬＬ（Ｓ
ｌａｖｅ　Ｄｅｌａｙ　Ｌｏｃｋ　Ｌｏｏｐ）から構成される。ＭＤＬＬは、位相シフト
量信号で示されるシフト度数から、遅延量を判定し、内部クロック信号（Ｃｌｏｃｋ）５
の周期に対応した遅延切り替え制御信号を生成する。ＳＤＬＬは、ＭＤＬＬからの遅延切
り替え制御信号に従い、遅延を付加する。可変遅延回路６のＳＤＬＬにおいては、内部ク
ロック信号、可変遅延回路１５のＳＤＬＬにおいては、データ・ストローブ信号ＤＱＳに
遅延を付加する。なお、可変遅延回路１５としては、制御信号に基づき位相シフト量が可
変できるものであれば、ＤＬＬに制限されるものでなく、クロック周期を測定する遅延回
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路列と、周期を再現する遅延回路列を備えた同期ミラー遅延回路（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕ
ｓ　Ｍｉｒｒｏｒ　Ｄｅｌａｙ）等を用いてもよいことは勿論である。
【００７１】
　図２（Ａ）は、比較回路Ａ（２２）、図２（Ｂ）は、比較回路Ｂ（１００）の構成を示
す図である。図２（Ａ）に示すように、４つのデータを比較する場合、比較回路Ａは、第
１ライトデータから第４ライトデータと、第１リードデータから第４リードデータをそれ
ぞれ一致検出回路を構成する排他的論理和（ＥＸＯＲ）回路で比較し、４つの排他的論理
和（ＥＸＯＲ）回路の出力の論理和を、比較結果として出力する。４つの排他的論理和（
ＥＸＯＲ）回路の１つでも不一致検出時、比較結果として論理１が出力される。なお、比
較回路の構成は、図２の構成に限定されるものでないことは勿論である。一致検出回路を
構成する排他的否定論理和（ＥＸＮＯＲ）回路で構成してもよい。この場合、論理和回路
はＡＮＤ回路で構成され、１つでも不一致検出時、比較結果として論理０が出力される。
なお、第１、第２のライトデータ、第１、第２のリードデータに挿入されるフリップ・フ
ロップ（Ｆ／Ｆ）はリタイミングレジスタであり、第１乃至第４のライトデータと、第１
乃至第４のリードデータをパラレルに、あるタイミングに同期して一斉に比較するための
タイミング調整を行う。一方、図２（Ｂ）に示すように、比較回路Ｂは、４つのデータを
比較する場合、第２のライトデータ、第３のライトデータ、第４のライトデータ、第５ラ
イトデータ（固定値）と、第１リードデータから第４リードデータを比較する回路である
。リードデータに対して、ライトデータはデータ・ストローブ信号の１エッジ分（１デー
タサイクル）遅れたデータとされる。
【００７２】
　本実施例において、ループバックテスト時には、出力側回路の可変遅延回路６に与える
位相シフト量信号として、従来のノーマルモード時の位相シフト量信号７（図１３参照）
ではなく、ノーマルモード位相シフト量制御回路２３と、テストモード位相シフト量制御
回路２５の出力を、セレクタ２７で選択し、ノーマルモード時とテストモード時で切り替
え可能な信号（ＯＦＦＳＥＴ（Ｗ））１０１とする。なお、ノーマルモード位相シフト量
制御回路２３は、図１３の従来の回路と同一構成でよいが、テストモード位相シフト量制
御回路２５は、後述する評価順の例のように、位相シフト量を細かく変化させたループバ
ックテストを行うための制御が可能なように、テスタ等により、外部から設定可能なレジ
スタ構成とする。
【００７３】
　また、本実施例では、後述する評価方法により、出力側回路の可変遅延回路６をバイパ
スする必要がない。このため、特性劣化につながる出力側回路の可変遅延回路６をバイパ
スするセレクタ（図１３の８）が不要となる。
【００７４】
　本実施例において、ループバックテスト時には、入力側回路の可変遅延回路１５に与え
る位相シフト量信号として、従来のノーマルモード時の位相シフト量信号１６（図１３参
照）ではなく、ノーマルモード位相シフト量制御回路２４と、テストモード位相シフト量
制御回路２６の出力を、セレクタ２８で選択し、ノーマルモード時とテストモード時で切
り替え可能な信号（ＯＦＦＳＥＴ（Ｒ））１０２とする。ノーマルモード位相シフト量制
御回路２４は、図１３の従来回路と同じ構成でよいが、テストモード位相シフト量制御回
路２６は、後述する評価順の例のように位相シフト量を細かく変化させたループバックテ
ストを行うための制御が可能なように、テスタ等により、外部から設定可能なレジスタ構
成とする。
【００７５】
　本実施例においては、後述する評価方法により、入力側回路の可変遅延回路１５をバイ
パスする必要がない。このため、特性劣化につながる入力側回路の可変遅延回路１５をバ
イパスするセレクタ（図１３の１７）が不要となる。
【００７６】
　本実施例においては、出力側回路の可変遅延回路６及び入力側回路の可変遅延回路１５
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の位相シフト量１０１、１０２の設定値をそれぞれ変化させることにより、比較回路Ａ（
２２）と比較回路Ｂ（１００）における比較結果として以下の３種のケースが発生する。
【００７７】
＜ケース１＞
　図３は、出力側回路の位相シフト量１０１が入力側回路の位相シフト量１０２よりも大
きい場合の例として、出力側回路を１３５°、入力側回路を４５°としている。この場合
、出力側回路の可変遅延回路６により、ＤＱ外部端子１３とＤＱＳ外部端子１４における
データ１０３とデータ・ストローブ１０４との位相差は４５°となる。さらに、ＤＱＳ外
部端子のデータ・ストローブ１０４に対し、入力側回路の可変遅延回路１５にて４５°の
位相シフトを行うため、リードデータ取り込み回路１９の入力データ１０５とクロック１
０６の位相差は９０°となり、正常に取り込みが行われる。したがって、ライトデータ２
０として、順に、Ｄａｔａ０、Ｄａｔａ１、Ｄａｔａ２、Ｄａｔａ３を与えた場合、リー
ドデータ取り込み回路１９で取り込まれるリードデータ２１は、順に、Ｄａｔａ０、Ｄａ
ｔａ１、Ｄａｔａ２、Ｄａｔａ３となり、比較回路Ａ（２２）は一致し、比較回路Ｂ（１
００）は不一致となる。
【００７８】
＜ケース２＞
　図４は、出力側回路の位相シフト量信号１０１の示す度数が入力側回路の位相シフト量
信号１０２の示す度数より小さい場合の例として、出力側回路における可変遅延回路６で
の位相シフト量を４５°、入力側回路における可変遅延回路１５での位相シフト量を１３
５°としている。この場合、出力側回路の可変遅延回路６により、ＤＱ外部端子１３とＤ
ＱＳ外部端子１４におけるデータ１０７とデータ・ストローブ１０８との位相差は１３５
°となる。
【００７９】
　さらに、ＤＱＳ外部端子１４のデータ・ストローブ１０８に対し、入力側回路の可変遅
延回路１５にて１３５°位相シフトを行うため、リードデータ取り込み回路１９の入力デ
ータ１０９とクロック１１０の位相差は２７０°となり、１つずれたデータが、正常に取
り込まれる。このため、ライトデータ２０として、順に、Ｄａｔａ０、Ｄａｔａ１、Ｄａ
ｔａ２、Ｄａｔａ３を出力すると、リードデータ取り込み回路１９で取り込まれるリード
データ２１は、順に、Ｄａｔａ１、Ｄａｔａ２、Ｄａｔａ３、不定となり、比較回路Ａは
不一致となり、比較回路Ｂは一致する。
【００８０】
＜ケース３＞
　図５は、出力側回路の位相シフト量信号１０１の示す度数と入力側回路の位相シフト量
信号１０２の示す度数が同程度の場合の例として、出力側回路における可変遅延回路６で
の位相シフト量を９０°、入力側回路可変遅延回路１５での位相シフト量を９０°として
いる。この場合、出力側回路の可変遅延回路６により、ＤＱ外部端子１３とＤＱＳ外部端
子１４におけるデータ１１１とデータ・ストローブ１１２との位相差は９０°となる。さ
らに、ＤＱＳ外部端子１３のデータ・ストローブ１１２に対し、入力側回路の可変遅延回
路１５にて９０°位相シフトを行うため、リードデータ取り込み回路１９の入力データ１
１３とクロック１１４の位相差は１８０°となる。データの切り替わりタイミングとクロ
ックのエッジのタイミングに重なりが生じる（競合がおきる）ため、正常なデータが取り
込まれない。したがって、比較回路Ａ（２２）、比較回路Ｂ（１００）の双方とも不一致
となる。
【００８１】
　このように、本実施例によれば、出力側回路及び入力側回路の可変遅延回路６、１５を
バイパスするためのセレクタを不要としたことにより、各クロックパスの特性劣化が解消
でき、設計時のタイミング保障の負担が軽減され、設計の効率化、性能向上につながる。
【００８２】
　すなわち、図１において、出力側回路の可変遅延回路６をバイパスするためのセレクタ
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(図１３の８)が不要となることにより、ｔＤＳ、ｔＤＨのタイミングスペックの条件式（
５）、（６）において、従来手法と異なり、［ライトデータ・ストローブ出力パス遅延］
にセレクタ分の遅延付加が不要となるため、その遅延分に伴う遅延ばらつきやＤｕｔｙ崩
れが無くなり、ｔＤＳ及びｔＤＨのタイミング保障の負担が軽減される。
【００８３】
　　tDS(max) ＜ [90°位相シフト分]
　　　　　　　－ [内部クロック信号のJitter及びDuty崩れ] 
　　　　　　　－ [チップ外におけるDQ,DQS間のスキュー要因] 
　　　　　　　－ [ライトデータ出力パス遅延]× [データパス遅延の相対ばらつき率]
　　　　　　　＋ [ライトデータ・ストローブ出力パス遅延] × [クロックパス遅延の相
対ばらつき率]　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・(5)
【００８４】
　　tDH(max) ＜ [90°位相シフト分]
　　　　　　　－ [内部クロック信号のJitter及びDuty崩れ] 
　　　　　　　－ [チップ外におけるDQ,DQS間のスキュー要因] 
　　　　　　　＋ [ライトデータ出力パス遅延] × [データパス遅延の相対ばらつき率]
　　　　　　　－ [ライトデータ・ストローブ出力パス遅延] × [クロックパス遅延の相
対ばらつき率]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・(6)
【００８５】
　入力側回路において、可変遅延回路１５をバイパスするためのセレクタ（図１３の１７
）が不要となることにより、リードデータ取り込み回路１９のＦ／Ｆ３、Ｆ／Ｆ４のＳｅ
ｔｕｐ／Ｈｏｌｄタイミングスペックの条件式（７）、（８）において、従来手法と異な
り［リードデータ取り込みクロックパス遅延］にセレクタ分の遅延付加が不要となるため
、その遅延分に伴う遅延ばらつきやＤｕｔｙ崩れが無くなり、取り込みＦ／ＦのＳｅｔｕ
ｐ及びＨｏｌｄのタイミング保障の負担が軽減される。
【００８６】
　　Setup(max) ＜ － tDQSQ(max) 
　　　　　　　　　＋ [90°位相シフト分]
　　　　　　　　　－ [リードデータ・ストローブのJitter及びDuty崩れ] 
　　　　　　　　　－ [チップ外におけるDQ,DQS間のスキュー要因] 
　　　　　　　　　－ [リードデータパス遅延] × [データパス遅延の相対ばらつき率]
　　　　　　　　　＋ [リードクロックパス遅延]× [クロックパス遅延の相対ばらつき
率]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・(7)
【００８７】
　　Hold(max) ＜ tQH(min) 
　　　　　　　　＋ [90°位相シフト分]
　　　　　　　　－ [リードデータ・ストローブのJitter及びDuty崩れ] 
　　　　　　　　－ [チップ外におけるDQ,DQS間のスキュー要因] 
　　　　　　　　＋ [リードデータパス遅延] × [データパス遅延の相対ばらつき率]
　　　　　　　　－ [リードクロックパス遅延] × [クロックパス遅延の相対ばらつき率
]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・(8)
【００８８】
　上述のように、出力側回路の可変遅延回路６及び入力側回路の可変遅延回路１５の位相
シフト量信号１０１、１０２の設定値をそれぞれ変化させることにより、比較回路Ａ（２
２）と比較回路Ｂ（１００）における比較結果として、前記３種のケース（ケース１、２
、３）が発生するが、その関係は図６に示すようなものとなる。図６において、横軸のリ
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ード側ＤＬＬシフト度数は、入力側回路の可変遅延回路１５の位相シフト量である。縦軸
のライト側ＤＬＬシフト度数は、出力側回路の可変遅延回路６の位相シフト量である。
【００８９】
　図６において、評価順の例１１８や１１９の矢印ように、出力側回路及び入力側回路の
位相シフト量信号を、１ステップ単位（１シフト度数）で変化させながら、ケース１（１
１５）とケース３（１１７）の境界、ケース２（１１６）とケース３（１１７）の境界が
現れることを確認することができれば、各位相シフト量信号の設定可能範囲内において、
可変遅延回路６、１５の遅延故障を検出することが可能である。評価順の例１１８では、
ケース１から、入力側回路の可変遅延回路１５の位相シフト量を１ステップ（度数単位１
つ分）遅らせると、ケース３となり、入力側回路の可変遅延回路１５での位相シフト量を
同一としたまま、出力側回路の可変遅延回路６の位相シフト量を１ステップ（度数単位１
つ分）遅らせると、ケース１となり、今度は、出力側回路の可変遅延回路６の位相シフト
量を同一としたまま入力側回路の可変遅延回路１５の位相シフト量を１ステップ（度数単
位１つ分）遅らせると、ケース３となり、ステップ１と３を交互に遷移する。評価順の例
１１９では、ケース２から、入力側回路の可変遅延回路１５の位相シフト量を１ステップ
（度数単位１つ分）遅らせると、ケース２となり、入力側回路の可変遅延回路１５での位
相シフト量を同一としたまま、出力側回路の可変遅延回路６の位相シフト量を１ステップ
（度数単位１つ分）遅らせると、ケース３となり、今度は、出力側回路の可変遅延回路６
の位相シフト量を同一としたまま入力側回路の可変遅延回路１５の位相シフト量を１ステ
ップ（度数単位１つ分）遅らせると、ケース２となり、ステップ２と３を交互に遷移する
。
【００９０】
　これは、ケース境界付近において、出力側回路のどの位相シフト量においても、その位
相シフト量からの１ステップ単位の変化に伴い、ケースの切り替わりを観測できるような
ポイントの存在が期待できるからである。
【００９１】
　また、入力側回路のどの位相シフト量においても、その位相シフト量からの１ステップ
単位の変化に伴い、ケースの切り替わりを観測できるようなポイントの存在が期待できる
からである。
【００９２】
＜実施例２＞
　次に、本発明の第２の実施例を説明する。図７は、本発明の第２の実施例の構成を示す
図である。図７を参照すると、出力側回路の可変遅延回路６の出力信号が、ライトデータ
のサンプリング回路（Ｆ／Ｆ）のサンプリングクロックではなく、ライトデータ・ストロ
ーブ信号ＤＱＳとして出力される回路構成をもつＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ制御装置における実
施例である。
【００９３】
　本実施例においても、図１の第１の実施例と同様に、出力側回路の可変遅延回路６及び
入力側回路の可変遅延回路１５の位相シフト量信号２００、２０１の設定値をそれぞれ変
化させることにより、比較回路Ａ（２２）と比較回路Ｂ（１００）における比較結果とし
て３種のケース（ケース１、２、３）が発生する。その関係は、図８のようになる。図８
において、横軸のリード側ＤＬＬシフト度数は、入力側回路の可変遅延回路１５の位相シ
フト量である。縦軸のライト側ＤＬＬシフト度数は、出力側回路の可変遅延回路６の位相
シフト量である。
【００９４】
　ただし、出力側回路の可変遅延回路５を、ライトデータ出力クロックではなく、データ
・ストローブ信号側の出力に持つため、出力側回路の位相シフト量信号２００の示す度数
に対するＤＱ外部端子１３とＤＱＳ外部端子１４における位相差は、１８０°から、図１
の位相シフト量信号１０１の度数を差し引いたものに相当する。
【００９５】
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　本実施例においても、図１の第１の実施例と同様に、出力側回路及び入力側回路の可変
遅延回路をバイパスする回路が不要となることにより、出力側回路及び入力側回路のクロ
ックパスの特性劣化が解消でき、設計時のタイミング保障の負担が軽減され、その結果、
メモリ制御装置、あるいは、メモリシステムの設計の効率化、性能向上に貢献する。
【００９６】
　図８において、評価順の例２０５や２０６のように、出力側回路及び入力側回路の位相
シフト量信号を１ステップ単位で変化させながら、ケース１（２０２）とケース３（２０
４）の境界、及び、ケース２（２０３）とケース３（２０４）の境界が現れることを確認
することができれば、各位相シフト量信号の設定可能範囲内の全てにおいて、可変遅延回
路の遅延故障を検出することが可能である。
【００９７】
　さらに、出力側回路と入力側回路の可変遅延回路の特性が同じものであることを前提と
すると、図８の評価順の例２０７のように、出力側回路の位相シフト量信号の設定と入力
側回路の位相シフト量信号の設定が同じ値を保ったまま変化させた場合、
　・ケース１からケース３へ切り替わる境界の位相シフト量信号の設定値と、
　・ケース３からケース２へ切り替わる境界の位相シフト量信号の設定値が、９０°を中
心に均等に同じ開きをもつことが確認できれば、９０°設定時の絶対的な遅延量が妥当で
あることがわかる。
【００９８】
　可変遅延回路をもつメモリ制御装置の構成は、図１の第１の実施例や、図７の第２の実
施例の他にもいくつかバリエーションがある。これらのバリエーションに対して、本発明
に係るループバックテスト構成を適用することができる。
【００９９】
　本発明によれば、可変遅延回路の位相シフト量信号の設定を変化させながらループバッ
クテストを行うことで、同様に、可変遅延回路バイパスのためのセレクタは不要となり、
また、可変遅延回路の遅延故障がループバックテストで検出できる。
【０１００】
　以下に、可変遅延回路をもつメモリ制御装置のその他の構成例を示すが、それぞれの場
合においても、基本的に本発明が応用可能である。
【０１０１】
＜実施例３＞
　図９は、本発明の第３の実施例の構成を示す図であり、ＤＤＲ２　ＳＤＲＡＭ制御装置
に対して、本発明に係るループバックテスト回路を適用した構成例を示す図である。ＤＤ
Ｒ２　ＳＤＲＡＭ制御装置では、データ・ストローブが差動信号（ＤＱＳ、ＤＱＳＢ）と
なるが、本発明を同様に適用することができる。データ・ストローブが差動信号（ＤＱＳ
、ＤＱＳＢ）の出力バッファ１２－１’、入力バッファ１２－２’は、差動で信号入力し
、シングルエンドで信号出力する差動アンプよりなり、差動データ・ストローブ信号ＤＱ
Ｓ、ＤＱＳＢを入出力する端子として、ＤＱＳ外部端子１４－１、ＤＱＳＢ外部端子１４
－２を備えている。これ以外の構成は、図１の実施例と同様であるため、説明は省略する
。
【０１０２】
＜実施例４＞
　図１０は、本発明の第４の実施例の構成を示す図であり、ライトデータのサンプリング
回路１０’のフリップフロップＦ／Ｆのサンプリングクロックに、メモリクロック（シス
テムクロック）Ｃｌｏｃｋの２倍周波数（２逓倍）のクロック信号を使用した場合の構成
に、本発明を適用した例を示す図である。
【０１０３】
　図１０を参照すると、ライトデータのサンプリング回路をなすデータ出力回路１０’の
フリップフロップＦ／Ｆ１では、サンプリングクロックに、２倍クロック（２倍Ｃｌｏｃ
ｋ）の反転エッジを用いている。Ｆ／Ｆ１は２倍クロックの立ち下がりエッジで、ライト
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データをサンプルする。これにより、９０°位相シフトを実現できるため、出力側回路の
可変遅延回路は、通常不要である。なお、図１０において、２倍Ｃｌｏｃｋを入力するフ
リップフロップＦ／Ｆ１のデータ端子に供給されるライトデータは、ライトデータ（ＰＯ
Ｓ）とライトデータ（ＮＥＧ）を、２倍Ｃｌｏｃｋで駆動して、データ出力回路１０’に
供給する構成としたものである。図１０において、データ・ストローブ信号は、２倍クロ
ックの１／２周波数の内部クロック信号（Ｃｌｏｃｋ）をインバータ（ＮＡＮＤ回路の一
方の入力をＨＩＧＨ）で反転した信号（１８０°位相シフト）がバッファ１２－１に供給
されＤＱＳ外部端子１４から出力される。入力側回路は、内部クロック信号（Ｃｌｏｃｋ
）で駆動され、図１の第１の実施例と同一構成とされる。比較回路Ａ（２２）、比較回路
Ｂ（１００）における、期待値（ライトデータ）との比較照合は、前記第１の実施例と同
様に行われる。この場合も、入力側回路の位相シフト量信号の設定を変化させ、比較回路
Ａ（２２）、比較回路Ｂ（１００）の結果を確認することで、本発明のテスト手法が適用
可能である。
【０１０４】
＜実施例５＞
　図１１は、本発明の第５の実施例の構成を示す図である。本実施例は、図１０の構成に
おいて、出力側回路に、ノーマルモード位相シフト量制御回路２３、テストモード位相シ
フト量制御回路２５、セレクタ２７、可変遅延回路６を備え、２倍クロックの位相をシフ
ト制御する構成としたものである。すなわち、ライトデータのサンプリング回路１０’の
Ｆ／Ｆ１のサンプリングクロックとして、メモリクロックとしても用いられる内部クロッ
ク信号（Ｃｌｏｃｋ）の２倍周波数の内部クロック信号を使用している。Ｆ／Ｆ１のクロ
ックに２倍周波数クロックの反転エッジを用いており、９０°位相シフトするため、出力
側回路の可変遅延回路は、図１０に示したように、不要であるが、２倍周波数クロックの
１８０°前後の位相シフト及び遅延微調整を行うために、可変遅延回路６を用いている。
【０１０５】
　上記した各実施例の作用効果を説明する。
【０１０６】
　メモリアクセスのタイミング保障の負担が軽減する。
【０１０７】
　可変遅延回路の位相シフト機能の遅延故障の検出がループバックテストでも可能となる
。
【０１０８】
　なお、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ制御装置の構成に準じて、データ信号とデータ・ストローブ
信号はＩ／Ｏコモン端子から入力、出力する構成とされているが、本発明は、データ信号
とデータ・ストローブ信号とが、データ出力端子、入力端子が分離している構成について
も適用可能であることは勿論である。また、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ等では、メモリ駆動用の
クロックは差動クロック信号として供給されるが、本発明は、かかる構成に制限されるも
のでなく、メモリ駆動用のクロックをシングルエンドで出力する構成にも適用されること
は勿論である。メモリへ供給されるクロックをシングルエンドで伝送する場合、該クロッ
クはメモリ制御装置の内部クロック信号と同相である場合のほか、逆相で出力される場合
もある。さらに、用途に応じては、内部クロック信号を逓倍したクロックを分周したクロ
ックを用いて、メモリを駆動してもよい。
【０１０９】
　以上、本発明を上記実施例に即して説明したが、本発明は上記実施例の構成にのみ制限
されるものでなく、本発明の範囲内で当業者であればなし得るであろう各種変形、修正を
含むことは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】本発明の第１の実施例の構成を示す図である。
【図２】（Ａ）は図１の比較回路Ａ、（Ｂ）は図１の比較回路Ｂを説明する図である。



(21) JP 4878215 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

【図３】本発明の第１の実施例の比較回路におけるケース１（比較回路Ａは一致、比較回
路Ｂは不一致）を説明するタイミング波形図である。
【図４】本発明の第１の実施例の比較回路におけるケース２（比較回路Ａは不一致、比較
回路Ｂは一致）を説明するタイミング波形図である。
【図５】本発明の第１の実施例の比較回路におけるケース３（比較回路Ａ、比較回路Ｂ双
方とも不一致）を説明するタイミング波形図である。
【図６】本発明の第１の実施例における位相シフト量設定値と比較結果の関係を示す図で
ある。
【図７】本発明の第２の実施例の構成を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施例における位相シフト量設定値と比較結果の関係を示す図で
ある。
【図９】本発明の第３の実施例の構成を示す図である。
【図１０】本発明の第４の実施例の構成を示す図である。
【図１１】本発明の第５の実施例の構成を示す図である。
【図１２】（Ａ）、（Ｂ）は、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭの通常時のメモリアクセス（ライト、
リード）の動作を示すタイミング波形図である。
【図１３】ループバックテスト機能をもつ従来のＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ制御回路の典型的な
構成を示す図である。
【図１４】図１３において、双方の可変遅延回路をバイパスしない場合のループバックテ
スト動作のタイミング波形を示す図である。
【図１５】図１３において、ループバックを用いた出力側回路のテスト動作のタイミング
波形を示す図である。
【図１６】図１３において、ループバックを用いた入力側回路のテスト動作のタイミング
波形を示す図である。
【図１７】図１３において、可変遅延回路の遅延故障の検出を説明するための図である。
【符号の説明】
【０１１１】
　１、３　データ
　２、４　データ・ストローブ
　５　クロック信号
　６　可変遅延回路
　７　位相シフト量信号
　８　セレクタ
　９　クロック信号
　１０、１０’　データ出力回路（ライトデータのサンプリング回路）
　１０－１　マルチプレクサ　
　１１　インタフェースバッファ
　１１－１　出力バッファ
　１１－２　入力バッファ
　１２　インタフェースバッファ
　１２－１、１２－１’　出力バッファ
　１２－２、１２－２’　入力バッファ
　１３　ＤＱ外部端子（データ入出力端子）
　１４　ＤＱＳ外部端子（データ・ストローブ入出力端子）
　１４－１　ＤＱＳ外部端子
　１４－２　ＤＱＳＢ外部端子
　１５　可変遅延回路
　１６　位相シフト量信号
　１７　セレクタ
　１８　リードデータ取り込みクロック信号
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　１９　リードデータ取り込み回路
　２０　ライトデータ
　２１　リードデータ
　２２　比較回路Ａ
　２３、２４　ノーマルモード位相シフト量制御回路
　２５、２６　テストモード位相シフト量制御回路
　２７、２８　セレクタ
　３１、３２　インバータ回路
　１００　比較回路Ｂ
　１０１、１０２、２００、２０１　位相シフト量信号
　１０３、１０７、１１１　データ
　１０４、１０８、１１２　データ・ストローブ
　１０５、１０９、１１３　リードデータ取り込みＦ／Ｆの入力データ
　１０６、１１０、１１４　リードデータ取り込みＦ／Ｆのクロック
　１１５、２０２　ケース１
　１１６、２０３　ケース２
　１１７、２０４　ケース３
　１１８、１１９、２０５、２０６、２０７　評価順
　１２３、１２７、１３０　データ
　１２４、１２８、１３１　データ・ストローブ
　１２５　リードデータ取り込みＦ／Ｆの入力データ
　１２６、１２９、１３２　リードデータ取り込みＦ／Ｆの入力クロック

【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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