
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電荷蓄積量に応じてしきい値電圧が遷移する電荷蓄積層を有するメモリセルを備え、電圧
の印加状態に応じて上記電荷蓄積層の電荷蓄積量を調整して、複数の値をとるデ－タのう
ち一の値のデ－タを上記メモリセルへ書き込む不揮発性記憶装置であって、
補助用内部電源と、

上記メモリセルに対して、 最後に書き込み動作が行われてからの経過時間
を計時する計時手段と、
上記計時手段によ 時間と、 あらかじめ設定した限界電荷保持時間とを
比較し、計時時間が限界電荷保持時間に達したならば、上記補助用内部電源の電圧を上記
メモリセルに対して供給し、再度の書き込みを行うリフレッシュ手段と

不揮発性記憶装置。
【請求項２】
上記メモリセルへ書き込まれるデ－タの値は少なくとも３値である
請求項１記載の不揮発性記憶装置。
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放置によりメモリセルのしきい値電圧の遷移特性に基づいてあらかじめ設定したメモリセ
ルの限界電荷保持時間を記憶する手段と、
最後に書き込み動作を行った時間を記録する手段と、

上記記録された

り計時した経過 上記

、を有し、
上記補助用内部電源は、外部電源が切られても、上記計時手段および上記リフレッシュ手
段の動作に必要な電源電圧を供給する



【請求項３】
上記リフレッシュ手段による再書き込み動作は、セクタ－単位で行われる
請求項１記載の不揮発性記憶装置。
【請求項４】
それぞれ供給電圧値が異なる複数の電源と、
上記複数の電源のうちの一の電源を選択し、その電源電圧の値に応じた時間だけ当該電圧
を上記メモリセルに供給する手段と
を有する 不揮発性記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、電気的に書き換え可能な不揮発性記憶装置、たとえば、ＥＥＰＲＯＭ、または
フラッシュＥＥＰＲＯＭなどの不揮発性記憶装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
フロ－ティングゲ－トを有する電気的に書き換えのできるメモリ、たとえば、ＥＥＰＲＯ
ＭまたはフラッシュＥＥＰＲＯＭにおいては、フロ－ティングゲ－トに電荷を注入させる
あるいは放出させることによって、メモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ を変動させ、デ－タ
を記憶することができる。これまでにこの種の記憶装置として、フロ－ティングゲ－トに
電荷の注入または放出する方法、あるいはメモリセルの配置の仕方によって、幾つか仕様
の異なるものが提案されている。
【０００３】
図７（ａ）はこのような書き換え可能な不揮発性記憶装置の基本的な構成例を示すメモリ
セルの簡略断面図である。
図７（ａ）において、１はフロ－ティングゲ－ト（ＦＧ）、２はコントロ－ルゲ－ト（Ｃ
Ｇ）、３は基板、４はソ－ス拡散層（以下、ソ－スという）、５はドレイン拡散層（以下
、ドレインという）、ｅ－　はフロ－ティングゲ－ト１に注入された電荷（電子）をそれ
ぞれ示している。なお、ここでは、たとえばソ－ス４およびドレイン５はｎ型とし、基板
３はｐ型とする。以下にメモリセルの書き込みおよび読み出し動作を説明する。
【０００４】
このように構成されたメモリセルにおいては、デ－タの書き込みは図７（ｂ）に示すよう
に、コントロ－ルゲ－ト２に高いレベルの電圧、たとえば１２Ｖの電圧ＶＧ 　 を印加し、
メモリセルのドレイン５に、たとえば６Ｖの電圧ＶＤ 　 を印加し、ソ－ス４に接地電位（
０Ｖ）を印加することによって行われる。
【０００５】
メモリセルがこのようにバイアスされたとき、メモリセルがオン状態となり、メモリセル
のドレイン５からソ－ス４に向かって電流が流れ、これと反対方向に、メモリセルのソ－
ス４からドレイン５に向かって電子が流れることになる。ドレイン５近傍のピンチオフ領
域で加速された電子の一部がチャネルホットエレクトロン（ＣＨＥ）となり、これがフロ
－ティングゲ－ト１に捕獲される。すなわちホットエレクトロンとなる一部の電子がフロ
－ティングゲ－ト１に蓄積されることになる。
【０００６】
上記のように、フロ－ティングゲ－ト１に電子が注入されることになる。ここでは、フロ
－ティングゲ－ト１に注入される電子の量はフロ－ティングゲ－ト１の電圧または注入電
圧の印加時間によって決定される。フロ－ティングゲ－ト１に電子が注入されると、コン
トロ－ルゲ－ト２によって制御されるトランジスタ（メモリセル）のしきい値電圧Ｖｔ ｈ

が上昇する。これらのしきい値電圧Ｖｔ ｈ に応じて、”１”または”０”レベルに対応さ
せる。
【０００７】
図８はフロ－ティングゲ－ト１に電子が注入されている場合および注入されていない場合
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請求項１記載の



のメモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ の分布を示す図である。実際にメモリセルのしきい値
電圧Ｖｔ ｈ はある程度にバラツキがあって、このバラツキを考慮すると、メモリセルのし
きい値電圧Ｖｔ ｈ は、図８に示すような分布を呈すると考えられる。
【０００８】
図８は、たとえばメモリ回路の電源電圧ＶＣ Ｃ が５Ｖのとき、フロ－ティングゲ－ト１に
電子を注入することによるメモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ の変化を示す。図８において
は、横軸はしきい値電圧Ｖｔ ｈ 、縦軸はメモリセルの分布する数（ｂｉｔ数）を示してい
る。さらに図８においては、Ａはフロ－ティングゲ－ト１に電子が注入されていないメモ
リセルのしきい値電圧の分布領域、Ｂはフロ－ティングゲ－ト１に電子が注入されている
メモリセルのしきい値電圧の分布領域をそれぞれ示している。
【０００９】
ここで、たとえば、フロ－ティングゲ－ト１に電子が注入されていないメモリセルにおい
ては、そのしきい値電圧Ｖｔ ｈ は２．５Ｖ以下になっている。一方、フロ－ティングゲ－
ト１に電子が注入されたメモリセルにおいては、そのしきい値電圧Ｖｔ ｈ が５．５Ｖ以上
に上昇している。すなわち、フロ－ティングゲ－ト１に電子が注入されているメモリセル
のしきい値電圧Ｖｔ ｈ が電源電圧ＶＣ Ｃ より高くなっている。
【００１０】
このような分布を呈するしきい値電圧Ｖｔ ｈ を有するメモリセルにおいては、たとえばコ
ントロ－ルゲ－トに２．５Ｖ以上、５．５Ｖ以下の電圧ＶＧ 　 が印加された場合、フロ－
ティングゲ－ト１に電子が注入されていないメモリセルがオン状態となり、読み出し電流
が流れる。一方、フロ－ティングゲ－ト１に電子が注入されているメモリセルがオフ状態
となり、読み出し電流が流れない。この読み出し電流の有無をセンス回路を用いて検出し
、”０”あるいは”１”レベルとして認識する。このようにメモリセルに電子の注入に伴
うメモリセルのオン・オフ状態の違いによって、メモリセルに記録されているデ－タを読
み出すことができる。
【００１１】
具体的に、メモリセルからのデ－タの読み出しは図７（ｃ）に示すように、コントロ－ル
ゲ－ト２に高いレベルの電圧、たとえば５Ｖの電圧を印加し、ドレイン５に低いレベルの
電圧、たとえば２Ｖの電圧を印加し、メモリセルのソ－ス４に接地電位を印加することに
よって行われる。
【００１２】
メモリセルがこのようにバイアスされると、フロ－ティングゲ－ト１に電子が注入されて
いるか否かによって、メモリセルに読み出し電流が流れるか否かが決定される。ここで、
たとえば書き込み時にフロ－ティングゲ－ト１に電子が注入されていないメモリセルが図
７（ｃ）のようにバイアスされると、メモリセルがオン状態となり、読み出し電流が流れ
る。一方、書き込み時にフロ－ティングゲ－ト１に電子が注入された場合は、メモリセル
のしきい値電圧が上昇したため、このようにバイアスされても、メモリセルがオフ状態の
ままであり、読み出し電流が流れない。
【００１３】
したがって、この読み出し電流による電圧降下をドレイン５の電極に接続されているセン
ス回路により検出し、出力することによって、各メモリセルに記憶されているデ－タを読
み出すことができる。
【００１４】
一般的に、書き換えのときに低い印加電圧、短い書き込み時間でメモリセルのしきい値電
圧Ｖｔ ｈ を大きくシフトすることが望まれる。一方、長時間の放置あるいは読み出し時の
フロ－ティングゲ－ト１の電子の保持特性も重要である。
【００１５】
フロ－ティングゲ－ト１は電気的に浮遊しており、その周囲はシリコン酸化膜によって電
気的に絶縁されているため、一旦フロ－ティングゲ－ト１に注入された電子が長い時間で
保持されることになる。

10

20

30

40

50

(3) JP 3562043 B2 2004.9.8



【００１６】
また、フロ－ティングゲ－ト１に注入された電子の量を調整することによって、一つのメ
モリセルにより多くの情報を書き込もうとする、いわゆる多値メモリ技術が提案されてい
る。図９はこの技術を用いて書き込まれたメモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ の分布を示す
図である。
【００１７】
図９においては、メモリセルのフロ－ティングゲ－ト１に全く電子を注入せず、メモリセ
ルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ が上昇していない場合に、メモリセルのしきい値電圧の分布領域
をＡ、フロ－ティングゲ－ト１に少量の電子を注入し、メモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ

が少し上昇した場合に、メモリセルのしきい値電圧の分布領域をＢ、それよりメモリセル
のフロ－ティングゲ－ト１に少し多めの電子を注入し、メモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ

がある程度上昇した場合に、メモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ の分布領域をＣ、さらにメ
モリセルのフロ－ティングゲ－ト１に大量の電子を注入することによって、メモリセルの
しきい値電圧Ｖｔ ｈ が大きく上昇した場合に、メモリセルのしきい値電圧の分布領域をＤ
とする。
【００１８】
図９に示すように、領域Ａにおいては、メモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ が０．５Ｖ～１
．５Ｖ、領域Ｂにおいては、メモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ が２．０Ｖ～３．０Ｖ、領
域Ｃにおいては、メモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ が３．５Ｖ～４．５Ｖ、さらに領域Ｄ
においては、メモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ が５．５Ｖ以上にそれぞれの電圧レベル範
囲内に分布している。こうすることによって、一つのメモリセルにより多くの情報、たと
えば４値をとるデ－タを記録することが可能であり、いわゆる多値メモリを実現できる。
【００１９】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、一般的にメモリセルのフロ－ティングゲ－トに電子を注入し、メモリセルのし
きい値電圧Ｖｔ ｈ を所定の値に上昇させたあとメモリセルを放置すると、時間の経過につ
れて、メモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ のシフト（遷移）現象が起こる。図１０は放置時
間に伴い、メモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ のシフト状況を表すグラフである。
【００２０】
このシフト現象の原因は、メモリセルのフロ－ティングゲ－ト１に注入された電子が時間
の経過につれて、フロ－ティングゲ－ト１から放出してしまうからである。図１０に示す
ように、メモリセルの放置時間がｔＯ 　 に達すると、メモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ が
電圧ΔＶｔ ｈ 分だけシフトする、たとえば低下することになる。
【００２１】
メモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ のシフトによって生じた問題を図１１および図１２に関
連付けて説明する。図１１および図１２によると、時間が経過するにつれて、メモリセル
のフロ－ティングゲ－ト１から電子が放出してしまうことによって、メモリセルのしきい
値電圧Ｖｔ ｈ が下方にシフトし、すなわちしきい値電圧Ｖｔ ｈ が低下していく傾向がある
。従来の２値メモリの場合は、電源電圧が十分高いとき、図１１に示すように、しきい値
電圧Ｖｔ ｈ には十分のマ－ジンがあったため、しきい値電圧Ｖｔ ｈ が多少低下しても記録
された情報の読み出しにはさほど影響しない。
【００２２】
しかし、一つのメモリセルには３値以上の情報を記録しようとすると、図１２に示すよう
に、しきい値電圧Ｖｔ ｈ のマ－ジンが非常に小さくなり、放置により生じたしきい値電圧
Ｖｔ ｈ のシフトによるＶｔ ｈ の低下が無視できなくなる。すなわち、しきい値電圧Ｖｔ ｈ

のシフトにより、所定の情報を表すしきい値電圧が下がってしまい、他の値を表すしきい
値電圧の分布領域に入る。読み出しのとき、この変化によって、デ－タが他のデ－タに変
換されてしまう。
【００２３】
一方、２値メモリの場合でも、低電源電圧化によって、しきい値電圧Ｖｔ ｈ には十分のマ
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－ジンが取れないことが生じる。このため、メモリの放置により、しきい値電圧Ｖｔ ｈ が
シフトし、所定の値を表すしきい値電圧Ｖｔ ｈ が他のデ－タを表すしきい値電圧領域に入
ってしまい、読み出しのときに、いわゆるデ－タの化けが生じる可能性がある。
【００２４】
また、従来技術におけるもう一つの問題は、メモリセルのフロ－ティングゲ－トに電子を
注入するとき、すなわち書き込むときに生じる。具体的に説明すると、メモリセルに対し
て、書き込みを行うとき、たとえば図７（ｂ）に示すようにメモリセルをバイアスする。
すなわち、メモリセルのコントロ－ルゲ－ト２に高電圧、たとえば１２Ｖの高電圧のパル
スＶＧ 　 を印加し、同時にメモリセルのソ－ス４を接地電位にし、メモリセルのドレイン
５に高電圧、たとえば５Ｖ電圧のパルスＶＤ 　 を印加することによって、フロ－ティング
ゲ－ト１に電子の注入を行う。
図１３は、メモリセルのコントロ－ルゲ－ト２およびドレイン５に印加されたパルスを示
す波形図である。
【００２５】
一般的に、メモリセルのコントロ－ルゲ－ト２に印加された電圧ＶＧ 　 のレベルを高くす
ることによって、フロ－ティングゲ－ト１に電子の注入時間を短縮できる。しかし、図１
４に示すように、単にコントロ－ルゲ－ト２に印加された電圧ＶＧ 　 のレベルを高くする
だけでは、書き込み初期において、書き込む速度が遅くなるという問題がある。
【００２６】
本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、経時的なしきい値電圧
のシフトによる記録された情報の化けを防止でき、ひいては、記憶装置のサイズを増大さ
せることなく、より大容量の情報を記録でき、また、異なる電源電圧に対応でき、しかも
高速に書き込むことができる不揮発性記憶装置を提供することにある。
【００２７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明は、電荷蓄積量に応じてしきい値電圧が遷移する電荷蓄
積層を有するメモリセルを備え、電圧の印加状態に応じて上記電荷蓄積層の電荷蓄積量を
調整して、複数の値をとるデ－タのうち一の値のデ－タを上記メモリセルへ書き込む不揮
発性記憶装置であって、補助用内部電源と、

上記メモリセルに対して、
最後に書き込み動作が行われてからの経過時間を計時する計時手段と、上記計時手段

によ 時間と、 あらかじめ設定した限界電荷保持時間とを比較し、計時
時間が限界電荷保持時間に達したならば、上記補助用内部電源の電圧を上記メモリセルに
対して供給し、再度の書き込みを行うリフレッシュ手段と

。
【００２８】
また、本発明では、上記メモリセルへ書き込まれるデ－タの値は少なくとも３値である。
【００２９】
また、本発明では、上記リフレッシュ手段による再書き込み動作は、セクタ－単位で行わ
れる。
【００３０】
さらに、本発明では、電荷蓄積量に応じてしきい値電圧が遷移する電荷蓄積層を有するメ
モリセルを備え、電源電圧の印加状態に応じて上記電荷蓄積層の電荷蓄積量を調整して、
複数の値をとるデ－タのうち一の値のデ－タを上記メモリセルへ書き込む不揮発性記憶装
置であって、それぞれ供給電圧値が異なる複数の電源と、上記複数の電源のうちの一の電
源を選択し、その電源電圧の値に応じた時間だけ当該電圧を上記メモリセルに供給する手
段とを有する。
【００３１】
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放置によりメモリセルのしきい値電圧の遷移
特性に基づいてあらかじめ設定したメモリセルの限界電荷保持時間を記憶する手段と、最
後に書き込み動作を行った時間を記録する手段と、 上記記録さ
れた

り計時した経過 上記

、を有し、上記補助用内部電源
は、外部電源が切られても、上記計時手段および上記リフレッシュ手段の動作に必要な電
源電圧を供給する



【作用】
本発明の不揮発性記憶装置によれば、計時手段により各メモリチップあるいは各メモリセ
クタ－に最後に書き込みを行ってからの経過時間が得られる。そして、この経過時間とあ
らかじめ設定した限界電荷保持時間とを比較し、計時時間が限界電荷保持時間に達したな
らば、補助用電源による電源電圧に基づいて各メモリチップあるいはメモリセクタ－に対
して、再書き込み動作が行われる。
【００３２】
また、書き込みを行うとき、メモリセルのしきい値電圧を調整することによって、３値以
上をとるデ－タのうち１のデ－タをメモリセルに書き込み、いわゆる多値メモリを実現す
る。
【００３３】
また、リフレッシュ機能ブロックにより、メモリセルに対して、再書き込みを行うとき、
メモリセクタ－単位で再書き込みが行われる。
【００３４】
さらに、複数の電圧の異なる電源を備えた場合は、それぞれの電源電圧に応じた書き込み
時間で書き込みが行われる。これにより、所定のしきい値電圧を持つメモリセルが得られ
る。
【００３５】
【実施例】
図１は本発明に係る不揮発性記憶装置の一実施例を示す回路図である。
図１において、１０は不揮発性記憶装置、１１～１６は、たとえば図７に示すようなフロ
－ティングゲ－トを持つ、セル構造を有するフラッシュＥＥＰＲＯＭからなるメモリチッ
プ、１７はリフレッシュ機能を有するリフレッシュ機能ブロック、１８は各メモリチップ
１１～１６およびリフレッシュ機能ブロック１７にクロックを提供するクロック機能ブロ
ック、１９は補助用内部電源としての電池をそれぞれ示している。メモリチップ１１～１
６の各メモリセルに２値以上、たとえば４値のデ－タが記憶可能である。すなわち、メモ
リチップ１１～１６は多値メモリである。
【００３６】
リフレッシュ機能ブロック１７は各メモリチップあるいは各メモリセクタ－毎に最後 書
き込みを行った時間を記録し、そしてクロック機能ブロック１８から供給されるクロック
により、各メモリチップあるいは各メモリセクタ－毎に最後 書き込みを行ってからの経
過時間を計時し、この経過時間とあらかじめ設定した限界電荷保持時間とを比較する。経
過時間が限界電荷保持時間に達したとき、メモリチップあるいはメモリセクタ－に対して
、再度書き込みの動作を行うよう命令を発する。
【００３７】
クロック機能ブロック１８はリフレッシュ機能ブロック１７に対して、経過時間を計時す
るため、安定した周期を持つクロック信号を供給する。
内部電源としての電池１９は、不揮発性記憶装置１０の外部電源が切られても、リフレッ
シュ機能ブロック１７およびクロック機能ブロック１８の動作に必要な電源電圧を供給す
る。このため、不揮発性記憶装置１０が外部電源に依存せずに、電池１９の電源電圧の供
給によりリフレッシュの動作が保証される。
【００３８】
また、各メモリチップあるいは各メモリセクタ－が最後の書き込み時間およびあらかじめ
設定した限界電荷保持時間を表すデ－タをリフレッシュ機能ブロックに備えた専用のメモ
リに記憶するか、あるいはメモリチップ１１～１６の中に所定のメモリ領域に記憶するこ
ともできる。
【００３９】
なお、限界電荷保持時間、すなわちメモリセルに記憶されているデ－タの化ける時間は、
メモリセルに対して書き込みを行ったあと、放置によりメモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ

の遷移特性、すなわち図１０に示すしきい値電圧Ｖｔ ｈ の遷移と放置時間との関係を示す
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グラフより容易に推定できる。そして、この推定の結果をメモリセルの限界電荷保持時間
として、あらかじめリフレッシュ機能ブロック１７にあるメモリ、あるいはメモリチップ
１１～１６の中に所定のメモリ領域に記憶しておき、各メモリチップ１１～１６あるいは
メモリセクタ－に対してリフレッシュを行うか否かを決定するのに用いる。
【００４０】
すなわち、各メモリチップあるいはメモリセクタ－単位に、最後に書き込みを行ってから
の経過時間をあらかじめ設定したメモリセルの限界電荷保持時間とを比較し、仮に経過時
間がメモリセルの限界電荷保持時間に達したならば、メモリチップあるいはメモリセクタ
－に対してリフレッシュ動作を行うように命令を下す。こうすることによって、メモリチ
ップ１１～１６に記憶したデ－タが時間の経過につれて化けることがなくなり、記憶装置
の信頼性が高まる。
【００４１】
また、一つのメモリセルに対して、フロ－ティングゲ－トに電子の注入量を調整する方法
として、しきい値電圧Ｖｔ ｈ と書き込み時高電圧の印加時間との依存性を利用する。メモ
リセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ と高電圧の印加時間との依存性を図２のグラフに示す。この
図において、横軸は対数目盛りで表す時間、縦軸はメモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ であ
る。
【００４２】
なお、図２に示すグラフはコントロ－ルゲ－トに１２Ｖの電圧を印加した場合のデ－タで
ある。実際に、コントロ－ルゲ－トに印加された電圧によって、またデバイスや使用状況
などによって、このデ－タが変化する。
【００４３】
図２に示すように、たとえば０．１ｍｓの書き込み時間によって、メモリセルのしきい値
電圧は約２．５Ｖになり、１．０ｍｓの書き込み時間によって、メモリセルのしきい値電
圧は約４．０Ｖになり、さらに１０ｍｓの書き込み時間によって、メモリセルのしきい値
電圧は約６Ｖになる。
【００４４】
メモリセルのしきい値電圧と書き込み時間の依存性を利用して、フロ－ティングゲ－ト１
に対して、電子を注入する場合、注入時間、すなわち書き込み時間を調整して、所定のし
きい値電圧Ｖｔ ｈ が得られるように行う。これによって、フロ－ティングゲ－ト１の電子
蓄積量を任意の値に調整することができ、すなわちメモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ は任
意の値に調整することができ、一つのメモリセルに３値以上をとるデ－タの記録が可能で
あり、いわゆる多値メモリを実現できる。
【００４５】
また、複数の異なる電源電圧下で動作する場合は、それぞれの電源電圧レベルに応じて、
メモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ を設定することが必要である。上述のメモリセルのしき
い値電圧と書き込み時高電圧の印加時間との依存性を利用して、それぞれの電圧レベルに
対応する書き込み時間を設定することによって、メモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ を異な
る値に設定することができる。すなわち、記憶装置が複数の電源電圧に対応できる。
【００４６】
たとえば、図３に示すように、電源電圧が３．３Ｖの場合は、メモリセルのしきい値電圧
の分布が領域Ｂになるように書き込みを行う。一方、電源電圧が５．５Ｖになると、メモ
リセルのしきい値電圧の分布が領域Ｃになるように書き込みを行う。
【００４７】
図４は、たとえば電源電圧がそれぞれ３．３Ｖまたは５．５Ｖの場合、書き込み時にメモ
リセルのコントロ－ルゲ－ト２に印加される高電圧パルスの波形を示している。書き込み
を行うとき、電源電圧に応じた書き込み時間で書き込み用の高電圧パルスをメモリセルの
コントロ－ルゲ－ト２に印加することにより、所定のしきい値電圧が得られる。たとえば
、電源電圧が５．５Ｖのとき、書き込みのためにコントロ－ルゲ－ト２への書き込みパル
スの印加時間が、図４（ａ）に示すように１００ｍｓとし、これによって、メモリセルの
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しきい値電圧が図３の領域Ｃに分布し、５．５Ｖの電源電圧に対応できる。
【００４８】
また、電源電圧が３．３Ｖにのとき、書き込みのためにコントロ－ルゲ－ト２への書き込
みパルスの印加時間が、図４（ｂ）に示すように、たとえば１０ｍｓとし、これによって
、メモリセルのしきい値電圧が図３の領域Ｂに分布し、３．３Ｖの電源電圧に対応できる
。
【００４９】
これによって、電源電圧に応じた書き込み時間だけ書き込みパルスを所定のメモリセルの
コントロ－ルゲ－トに印加し、メモリセルのしきい値電圧を調整することにより、異なる
電源電圧に対応する。また、低電源電圧化の場合には書き込み時間を短縮することができ
る。
【００５０】
さらに、メモリセルのフロ－ティングゲ－ト１に電子を注入するとき、電子の注入量が常
に最大になるように、コントロ－ルゲ－ト２に印加する電圧を調整することによって、短
い注入時間でメモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ を所定の電圧レベルまでに上昇させること
ができる。
【００５１】
本実施例においては、コントロ－ルゲ－ト２に図５に示すような電圧可変な高電圧のパル
スを印加することによって、フロ－ティングゲ－ト１に電子を注入するとき、常に電子の
注入量が最大に保たれるため、フロ－ティングゲ－ト１への電子の注入時間を短くするこ
とができる。
【００５２】
図６は図５に示す可変電圧のパルスによるフロ－ティングゲ－ト１への電子の注入時間と
、図１３に示す従来例の固定電圧パルスによる電子の注入時間との比較結果を示している
。図６によると、メモリセルのしきい値電圧Ｖｔ ｈ を所定のレベルまで上昇させるために
、可変パルスによるフロ－ティングゲ－ト１への電子の注入時間は、従来の固定パルスに
よる電子の注入時間より、約一桁短くなる。すなわち、本実施例の可変電圧パルスによる
フロ－ティングゲ－ト１への電子の注入は、短い時間でできる利点がある。
【００５３】
ここで、図１の不揮発性記憶装置１０の全体的な動作について説明する。通常、不揮発性
記憶装置１０は外部電源により、メモリチップ１１～１６に対する書き込みおよび読み出
しが行われる。書き込み動作を行った後は、リフレッシュ機能ブロック１７によって、各
メモリチップ毎に、あるいは各メモリセクタ－毎に書き込みを行った時間が所定のメモリ
に記憶される。
【００５４】
一方、不揮発性記憶装置１０が放置されているとき、内部電源としての電池１９により電
源電圧が供給され、リフレッシュ機能ブロック１７およびクロック機能ブロック１８の機
能が維持される。そして、クロック機能ブロック１８から供給されるクロックにより、各
メモリチップあるいは各メモリセクタ－毎に最後 書き込みを行ってからの経過時間が計
時され、この経過時間とあらかじめ設定した限界電荷保持時間とが比較される。比較の結
果、経過時間が限界電荷保持時間に達したとき、メモリチップあるいはメモリセクタ－に
対する再書き込み命令が発せられ、再書き込み動作が行われ、時間経過に基づくデ－タの
化けが防止される。
【００５５】
以上述べたように、本実施例によれば、記憶装置の中に、二つ以上、たとえば六つのメモ
リチップ１１～１６、またはリフレッシュ機能ブロック１７、クロック機能ブロック１８
および電池１９を備え、メモリチップあるいはメモリチップの中にあるメモリセクタ－毎
に最後に書き込みを行ってから経過した時間とあらかじめ記憶された限界電荷保持時間、
すなわちデ－タの化ける時間とを比較し、比較結果により各メモリチップあるいはメモリ
チップの中にあるメモリセクタ－に対してリフレッシュする命令を発するので、外部電源
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が切られても内部の電池１９によりリフレッシュの機能が維持され、メモリセル１１～１
６のしきい値電圧Ｖｔ ｈ のシフトにより、記録されたデ－タの化けを避けることができる
。
【００５６】
また、記憶装置の中に備えた電池１９は、クロック機能および数箇月、数年起きに実行さ
れるリフレッシュ動作を１０年間保証すればよいことから、従来のＳＲＡＭなどのバック
アップ電源に比較すれば格段に低容量の電池で済む。さらにリフレッシュ機能ブロック１
７およびクロック機能ブロック１８はメモリチップ１１～１６と比較すれば格段に小さい
面積しか占有しないため、半導体装置または半導体システムのレイアウト面積の増大を来
すことはほとんどない。
【００５７】
また、メモリセルのしきい値電圧と書き込み時間との依存性を利用して、フロ－ティング
ゲ－トに対して、高電圧の印加時間、すなわち書き込み時間を調整することにより、所定
のしきい値電圧が得られる。これにより、一つのメモリセルに２つ以上、たとえば４つの
値を記録することができ、いわゆる多値メモリを実現できる。
【００５８】
また、供給電圧値が異なる複数の電源を設け、メモリセルのしきい値電圧と書き込み時間
との依存性を利用して、複数の電源電圧に対応し、各々の電源電圧レベルに応じたメモリ
セルのしきい値電圧を調整することによって、複数の電源電圧に対応できる不揮発性記憶
装置を実現できる。
【００５９】
さらに、メモリセルの書き込み時に、メモリセルのコントロ－ルゲ－トに可変電圧のパル
スを印加することによって、フロ－ティングゲ－トへの電子注入量が常に最大に保たれ、
書き込み時間を短くすることができる。
【００６０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、従来の不揮発性記憶装置にリフレッシュ機能ブロ
ック、クロック機能ブロックおよび小容量の電池のみを追加することによって、記憶装置
のレイアウトの面積を増大することがほとんどなく、多値メモリを実現でき、また、時間
の経過に伴うデ－タの化けが避けられ、従来のメモリチップと比較すれば、たとえば２倍
の情報を記録することが可能となる利点がある。
【００６１】
また、本発明によれば、メモリセルのしきい値電圧と書き込み時間との依存性を利用して
、メモリセルに多値のデ－タを書き込むことができるほか、複数の電源電圧に対応できる
不揮発性記憶装置を実現できる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る不揮発性記憶装置の実施例を示すブロック図である。
【図２】しきい値電圧と書き込み時間との関係を示すグラフである。
【図３】電源電圧としきい値電圧の分布を示す図である。
【図４】メモリセルの書き込み時間を示す図である。
【図５】電子注入時の電圧可変コントロ－ルゲ－ト電圧とドレイン電圧の波形を示す図で
ある。
【図６】書き込み時間としきい値電圧の関係を示す図である。
【図７】メモリセルの簡略断面図である。
【図８】電子の注入によるしきい値電圧の分布を示す図である。
【図９】注入電子を調整することによりしきい値電圧の分布を示す図である。
【図１０】放置時間に伴うしきい値電圧の遷移を示すグラフである。
【図１１】放置によるしきい値電圧の分布の変化を示す図である（２値）。
【図１２】放置によるしきい値電圧の分布の変化を示す図である（４値）。
【図１３】従来例の電子注入時の固定コントロ－ルゲ－ト電圧とドレイン電圧の波形を示
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す図である。
【図１４】書き込み時間としきい値電圧との関係を示す図である。
【符号の説明】
１…フロ－ティングゲ－ト
２…コントロ－ルゲ－ト
３…基板
４…ソ－ス
５…ドレイン
１０…不揮発性記憶装置
１１～１６…メモリチップ
１７…リフレッシュ機能ブロック
１８…クロック機能ブロック
１９…電池
ＶＧ 　 …コントロ－ルゲ－ト電圧
ＶＤ 　 …ドレイン電圧
ＶＳ 　 …ソ－ス電圧
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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 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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