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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非線形の電流－電圧特性を有するダイオードと、当該ダイオードに直列に接続されてい
る抵抗変化素子とを含む複数のメモリセルと、
　前記複数のメモリセルに直列に接続される可変負荷抵抗とを備える不揮発性記憶装置の
駆動方法であって、
　前記メモリセルと第１の抵抗値の前記可変負荷抵抗とで構成される直列回路に、第１の
低抵抗化電気パルスを印加することにより、前記抵抗変化素子を第１の高抵抗状態から第
１の低抵抗状態に変化させ、第１の高抵抗化電気パルスを印加することにより、前記抵抗
変化素子を前記第１の低抵抗状態から前記第１の高抵抗状態に変化させて前記第１の低抵
抗状態と第１の高抵抗状態との間を可逆的に遷移させ、
　前記複数のメモリセルのうち、前記第１の低抵抗状態より抵抗値が低い第２の低抵抗状
態の抵抗変化素子を含む過剰低抵抗セルを検出する検出ステップと、
　前記可変負荷抵抗の抵抗値を、前記第１の抵抗値から、前記第１の抵抗値より低い第２
の抵抗値に変更する第１可変抵抗値変更ステップと、
　前記過剰低抵抗セルと、前記第２の抵抗値の前記可変負荷抵抗とで構成される直列回路
に第２の高抵抗化電気パルスを印加することにより、前記過剰低抵抗セルに含まれる前記
抵抗変化素子を、前記第２の低抵抗状態から、前記第１の低抵抗状態より抵抗値が高い第
２の高抵抗状態にする第２の高抵抗化書き込みステップとを含む
　不揮発性記憶装置の駆動方法。
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【請求項２】
　前記第２の高抵抗状態の抵抗値は、前記第１の高抵抗状態より高い
　請求項１に記載の不揮発性記憶装置の駆動方法。
【請求項３】
　前記第２の高抵抗化書き込みステップは、
　前記過剰低抵抗セルと、前記第２の抵抗値の前記可変負荷抵抗とで構成される直列回路
に前記第２の高抵抗化電気パルスを印加する第１印加ステップと、
　前記第１印加ステップ後に、前記過剰低抵抗セルの抵抗値を読み出すステップと、
　前記読み出しステップにより前記過剰低抵抗セルに含まれる前記抵抗変化素子が前記第
２の高抵抗状態になったか否かを判定する判定ステップと、
　前記判定ステップにおいて前記過剰低抵抗セルが前記第２の高抵抗状態になっていない
と判定された場合、前記可変負荷抵抗の抵抗値を前記第２の抵抗値より低い第３の抵抗値
にする第２可変抵抗値変更ステップと、
　前記過剰低抵抗素子と、前記第３の抵抗値の前記可変負荷抵抗とで構成される直列回路
に第２の高抵抗化電気パルスを印加することにより、前記過剰低抵抗素子を前記第２の高
抵抗状態にする第２印加ステップとを含み、
　前記判定ステップにおいて前記過剰低抵抗セルに含まれる前記抵抗変化素子が前記第２
の高抵抗状態になるまで前記各ステップが繰り返される
　請求項１又は２に記載の不揮発性記憶装置の駆動方法。
【請求項４】
　前記可変負荷抵抗は、トランジスタを含み、
　前記第１可変抵抗値変更ステップでは、前記トランジスタのゲート電圧を変化させるこ
とにより、前記可変負荷抵抗の抵抗値をより低い抵抗値に変化させる
　請求項１～３のいずれか１項に記載の不揮発性記憶装置の駆動方法。
【請求項５】
　前記不揮発性記憶装置の駆動方法は、さらに、
　前記第２の高抵抗化書き込みステップの後、前記可変負荷抵抗の抵抗値を、前記第１の
抵抗値よりも低い抵抗値から前記第１の抵抗値に変更する第２可変抵抗値変更ステップを
含む
　請求項１～４のいずれか１項に記載の不揮発性記憶装置の駆動方法。
【請求項６】
　前記メモリセルは、前記第１の高抵抗状態に対応する第１の論理値と、前記第１の低抵
抗状態に対応する第２の論理値との、２値のみのデータを記憶する
　請求項１～５のいずれか１項に記載の不揮発性記憶装置の駆動方法。
【請求項７】
　基板の主面に平行に、第１の方向に所定の間隔で配置された複数の第１の配線と、
　前記基板の主面に平行にかつ前記第１の配線と立体交差するように、第２の方向に所定
の間隔で配置された複数の第２の配線と、
　前記複数の第１の配線と、前記複数の第２の配線との交差点に配置され、非線形の電流
－電圧特性を有するダイオードと、当該ダイオードに直列に接続されている抵抗変化素子
とを含む２端子の複数のメモリセルの各端子がそれぞれ前記複数の第１の配線と前記複数
の第２の配線に接続されたメモリセルアレイと、
　前記メモリセルアレイに含まれる前記メモリセルを選択し所定の書き込み及び読み出し
電圧を前記選択されたメモリセルに印加するための行選択回路／ドライバ及び列選択回路
／ドライバと、
　前記選択されたメモリセルの抵抗値を読み出すためのセンスアンプと、
　前記メモリセルアレイに直列に接続される可変負荷抵抗回路と、を備える不揮発性記憶
装置であって、
　前記選択されたメモリセルに含まれる前記抵抗変化素子は、前記選択されたメモリセル
と第１の抵抗値の前記可変負荷抵抗とで構成される直列回路に、第１の高抵抗化電気パル
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スが印加されることにより、第１の低抵抗状態から第１の高抵抗状態に変化し、第１の低
抵抗化電気パルスが印加されることにより、前記第１の高抵抗状態から前記第１の低抵抗
状態に可逆的に変化し、
　前記不揮発性記憶装置は、
　前記複数のメモリセルのうち、前記第１の低抵抗状態より抵抗値が低い第２の低抵抗状
態の抵抗変化素子を含む過剰低抵抗セルを検出し、
　前記可変負荷抵抗の抵抗値を、前記第１の抵抗値から、前記第１の抵抗値より低い第２
の抵抗値に変更し、
　前記過剰低抵抗セルと、前記第２の抵抗値の前記可変負荷抵抗とで構成される直列回路
に第２の高抵抗化電気パルスを印加することにより、前記過剰低抵抗セルに含まれる前記
抵抗変化素子を、前記第１の低抵抗状態より抵抗値が高い第２の高抵抗状態にする制御回
路をさらに備える
　不揮発性記憶装置。
【請求項８】
　前記不揮発性記憶装置は、第２の高抵抗状態にした過剰低抵抗セルのアドレスを記録す
る記録部と、少なくとも１つの予備のメモリセルとをさらに備え、
　前記制御回路は、第２の高抵抗状態にした過剰低抵抗セルのアドレスを記録し、以降の
メモリ動作時において前記過剰低抵抗セルのアドレスが指定された場合、予備のメモリセ
ルのアドレスにアクセスするよう制御する機能を備える
　請求項６に記載の不揮発性記憶装置。
【請求項９】
　前記第２の高抵抗状態の抵抗値は、前記第１の高抵抗状態より高い
　請求項７又は８に記載の不揮発性記憶装置の駆動方法。
【請求項１０】
　前記制御回路は、過剰低抵抗セルを第２の高抵抗状態にした後、前記可変負荷抵抗回路
の抵抗値を前記第１の抵抗値に戻すよう前記可変負荷抵抗回路を制御する
　請求項７～９のいずれか１項に記載の不揮発性記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、不揮発性記憶装置及びその駆動方法に関し、特に、電圧パルスの印加により
低抵抗状態と当該低抵抗状態より抵抗値が高い高抵抗状態との間を可逆的に遷移する抵抗
変化素子と、ダイオードとを有する不揮発性記憶装置及びその駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタル技術の進展に伴って携帯情報機器及び情報家電等の電子機器が、より一
層高機能化している。これらの電子機器の高機能化に伴い、使用される半導体素子の微細
化及び高速化が急速に進んでいる。その中でも、フラッシュメモリに代表されるような大
容量の不揮発性メモリの用途が急速に拡大している。更に、このフラッシュメモリに置き
換わる次世代の新型不揮発性メモリとして、いわゆる抵抗変化素子を用いた抵抗変化型の
半導体記憶装置（ＲｅＲＡＭ）の研究開発が進んでいる。
【０００３】
　ここで、抵抗変化素子とは、電気的信号によって抵抗値が可逆的に変化する性質を有し
、さらにはこの抵抗値に対応した情報を不揮発的に記憶することが可能な素子のことをい
う。相変化型素子（ＰＣＲＡＭ）では、電気的刺激によって生じる熱によって結晶状態が
変わることを原因として抵抗値が変化する。一方、抵抗変化素子は、相変化型素子（ＰＣ
ＲＡＭ）と異なり、電気的刺激が直接的に、すなわち電子の授受を介して抵抗変化材料の
酸化還元状態を変化させることによって、素子の抵抗値を変化させる。
【０００４】
　この抵抗変化素子を搭載した大容量の半導体記憶装置の一例として、クロスポイント型
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の半導体記憶装置が知られている。このようなクロスポイント型のＲｅＲＡＭの場合には
、各メモリセルの不揮発性記憶素子に対してそれぞれ直列にダイオードを挿入することが
行われている（例えば、特許文献１参照）。これにより、ワード線とビット線とが立体交
差した交差部に形成される選択された不揮発性記憶素子（メモリセル）の抵抗値を読み取
るときに、非選択の記憶素子を流れる電流（ｓｎｅａｋ　ｃｕｒｒｅｎｔ）の影響を避け
ることができる。
【０００５】
　図１０は、従来の抵抗変化素子を搭載した半導体記憶装置を示す図である。図１０に示
す半導体記憶装置は、ビット線２１０とワード線２２０と、これらの各交点に形成される
メモリセル２８０とを有するクロスポイントメモリセルアレイである。また、電気的スト
レスによる電気抵抗の変化により情報を記憶する抵抗変化素子２６０と、双方向に電流を
流せる非線形の電流－電圧特性を有する２端子のダイオード２７０とを直列接続すること
によりメモリセル２８０が形成されている。上部配線となるビット線２１０はダイオード
２７０と電気的に接続されており、下部配線となるワード線２２０は、抵抗変化素子２６
０と電気的に接続されている。このダイオード２７０には、メモリセル２８０の書き換え
時に双方向に電流が流れるため、例えば、印加電圧の極性の双方向（正電圧側と負電圧側
との両方）に対して非線形な電流－電圧特性を有するダイオード（バリスタなど）を用い
ることにより、大容量化を実現できる。
【０００６】
　また、クロスポイント型のＲｅＲＡＭに可変負荷抵抗を接続した半導体記憶装置も提案
されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００７】
　図１１は、従来の半導体記憶装置の選択されたメモリセルの抵抗変化素子と負荷回路と
周辺回路との関係を示すブロック図である。
【０００８】
　図１１に示す半導体記憶装置は、上記負荷回路の抵抗値を変化させることで、メモリセ
ルのデータ書き換えにおいて、高抵抗状態、及び低抵抗状態の安定化が図れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－２０３０９８号公報
【特許文献２】特開２００７－１８８６０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１に記載されたようなダイオードを用いたクロスポイントメモ
リセルアレイでは、メモリセルに印加する電圧パルスによってダイオードに大きな電流が
流れる。これにより、ダイオードが絶縁破壊されて実質的に短絡状態となることにより、
メモリセルの不良が発生する場合がある。
【００１１】
　あるメモリセルで上記のような不良が発生した場合、メモリセルが実質的に短絡状態（
非常に低い抵抗値となる状態、以下、過剰低抵抗状態と呼ぶ）となる。これにより、不良
のメモリセルと同じ行又は同じ列の他のメモリセルへアクセスする際の電流が全て実質的
に短絡状態である不良のメモリセルに流れることとなる。結果として不良のメモリセルと
同じ行又は同じ列の他の全てのメモリセルに対して書込み、又は読み出しが正しく行えな
くなる問題があった。
【００１２】
　また、特許文献２に記載されたような可変負荷回路を用いた書き換え方法では、ユニポ
ーラ型の抵抗変化素子を安定に抵抗変化させるために抵抗変化素子に直列に接続された負
荷抵抗を切り替えて書き込み動作させることが開示されている。しかし、上記過剰低抵抗
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状態は想定されておらず、対策も示されていない。
【００１３】
　また、バイポーラ型の抵抗変化素子を高抵抗状態から低抵抗状態に変化させる場合、急
激な低抵抗化現象で発生する過剰な電流を抑制するため、あらかじめ所定の負荷抵抗を抵
抗変化素子に直列に接続して抵抗変化させる場合がある。しかし、例えば、メモリセルが
上記のような過剰低抵抗状態になってしまった場合、メモリセルに書き換え電圧を加えて
も、印加された電圧の殆どが負荷抵抗に印加されてしまうため、抵抗変化素子には実効的
に書き換えに必要な電圧を印加することができない。結果として、過剰低抵抗状態から復
帰できないという問題があった。
【００１４】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、ある不揮発性記憶素子で不良
が発生した場合でも、不良の不揮発性記憶素子と同じ行又は同じ列の他の不揮発性記憶素
子に対して書込み、又は読み出しが行えなくなることを有効に防止することができる不揮
発性記憶装置及びその駆動方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記の目的を達成するために、本発明の一形態に係る不揮発性記憶装置の駆動方法は、
非線形の電流－電圧特性を有するダイオードと、当該ダイオードに直列に接続されている
抵抗変化素子とを含む複数のメモリセルと、前記複数のメモリセルに直列に接続される可
変負荷抵抗とを備える不揮発性記憶装置の駆動方法であって、前記メモリセルと第１の抵
抗値の前記可変負荷抵抗とで構成される直列回路に、第１の低抵抗化電気パルスを印加す
ることにより、前記抵抗変化素子を第１の高抵抗状態から第１の低抵抗状態に変化させ、
第１の高抵抗化電気パルスを印加することにより、前記抵抗変化素子を前記第１の低抵抗
状態から前記第１の高抵抗状態に変化させて前記第１の低抵抗状態と第１の高抵抗状態と
の間を可逆的に遷移させ、前記複数のメモリセルのうち、前記第１の低抵抗状態より抵抗
値が低い第２の低抵抗状態の抵抗変化素子を含む過剰低抵抗セルを検出する検出ステップ
と、前記可変負荷抵抗の抵抗値を、前記第１の抵抗値から、前記第１の抵抗値より低い第
２の抵抗値に変更する第１可変抵抗値変更ステップと、前記過剰低抵抗セルと、前記第２
の抵抗値の前記可変負荷抵抗とで構成される直列回路に第２の高抵抗化電気パルスを印加
することにより、前記過剰低抵抗セルに含まれる前記抵抗変化素子を、前記第２の低抵抗
状態から、前記第１の低抵抗状態より抵抗値が高い第２の高抵抗状態にする第２の高抵抗
化書き込みステップとを含む。
【００１６】
　これによれば、本発明の一形態に係る不揮発性記憶装置の駆動方法は、ダイオードが実
質的に短絡状態になることにより不良が発生したメモリセル（過剰低抵抗セル）を検出す
る。さらに、当該駆動方法は、検出された過剰低抵抗セルに対して、可変負荷抵抗の抵抗
値を減少させたうえで電圧パルスを印加することにより、当該メモリセルの高抵抗化を行
う。これにより、高抵抗化のために過剰低抵抗セルに印加される電圧のほとんどは、可変
負荷抵抗ではなく、抵抗変化素子に印加されるため、抵抗変化素子を高抵抗化することが
できる。よって、過剰低抵抗セルは過剰低抵抗状態から脱することができるため、不良と
なったメモリセルと同じ行又は同じ列に電流を流した際に、当該不良のメモリセルに過剰
な電流が流れるのが防止できる。これにより、他のメモリセルを通常動作させることがで
きる。
【００１７】
　このように、本発明の一形態に係る不揮発性記憶装置の駆動方法は、ある不揮発性記憶
素子で不良が発生した場合でも、不良の不揮発性記憶素子と同じ行又は同じ列の他の不揮
発性記憶素子に対して書込み、又は読み出しが行えなくなることを有効に防止することが
できる。
【００１８】
　また、「ダイオードが実質的に短絡状態となったとき」とは、ダイオードが絶縁破壊す
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ることによって、正常時におけるダイオードのＯＮ状態の抵抗値より低い抵抗値を有する
状態となったときを意味する。
【００１９】
　また、前記第２の高抵抗状態の抵抗値は、前記第１の高抵抗状態より高くてもよい。
【００２０】
　これによれば、本発明の一形態に係る不揮発性記憶装置の駆動方法は、不良のメモリセ
ルに流れる電流をさらに低減できるので、不良の不揮発性記憶素子と同じ行又は同じ列の
他の不揮発性記憶素子に対して書込み、又は読み出しが行えなくなることをさらに防止す
ることができる。
【００２１】
　また、前記第２の高抵抗化書き込みステップは、前記過剰低抵抗セルと、前記第２の抵
抗値の前記可変負荷抵抗とで構成される直列回路に前記第２の高抵抗化電気パルスを印加
する第１印加ステップと、前記第１印加ステップ後に、前記過剰低抵抗セルの抵抗値を読
み出すステップと、前記読み出しステップにより前記過剰低抵抗セルに含まれる前記抵抗
変化素子が前記第２の高抵抗状態になったか否かを判定する判定ステップと、前記判定ス
テップにおいて前記過剰低抵抗素子が前記第２の高抵抗状態になっていないと判定された
場合、前記可変負荷抵抗の抵抗値を前記第２の抵抗値より低い第３の抵抗値にする第２可
変抵抗値変更ステップと、前記過剰低抵抗素子と、前記第３の抵抗値の前記可変負荷抵抗
とで構成される直列回路に第２の高抵抗化電気パルスを印加することにより、前記過剰低
抵抗素子を前記第２の高抵抗状態にする第２印加ステップとを含み、前記判定ステップに
おいて前記過剰低抵抗セルに含まれる前記抵抗変化素子が前記第２の高抵抗状態になるま
で前記各ステップが繰り返されてもよい。
【００２２】
　これによれば、本発明の一形態に係る不揮発性記憶装置の駆動方法は、第２の抵抗値の
可変負荷抵抗を用いた高抵抗化により不良のメモリセルを高抵抗化できない場合でも、当
該不良のメモリセルを高抵抗化できる。
【００２３】
　また、前記可変負荷抵抗は、トランジスタを含み、前記第１可変抵抗値変更ステップで
は、前記トランジスタのゲート電圧を変化させることにより、前記可変負荷抵抗の抵抗値
をより低い抵抗値に変化させてもよい。
【００２４】
　これによれば、本発明の一形態に係る不揮発性記憶装置の駆動方法は、メモリセルに接
続される負荷抵抗の抵抗値の変更を容易に行える。
【００２５】
　また、前記不揮発性記憶装置の駆動方法は、さらに、前記第２の高抵抗化書き込みステ
ップの後、前記可変負荷抵抗の抵抗値を、前記第１の抵抗値よりも低い抵抗値から前記第
１の抵抗値に変更する第２可変抵抗値変更ステップを含んでもよい。
【００２６】
　これによれば、本発明の一形態に係る不揮発性記憶装置の駆動方法は、以降の処理にお
いて、通常の書き込み及び読み出し動作を行える。
【００２７】
　また、前記メモリセルは、前記第１の高抵抗状態に対応する第１の論理値と、前記第１
の低抵抗状態に対応する第２の論理値との、２値のみのデータを記憶してもよい。
【００２８】
　また、本発明の一形態に係る不揮発性記憶装置は、基板の主面に平行に、第１の方向に
所定の間隔で配置された複数の第１の配線と、前記基板の主面に平行にかつ前記第１の配
線と立体交差するように、第２の方向に所定の間隔で配置された複数の第２の配線と、前
記複数の第１の配線と、前記複数の第２の配線との交差点に配置され、非線形の電流－電
圧特性を有するダイオードと、当該ダイオードに直列に接続されている抵抗変化素子とを
含む２端子の複数のメモリセルの各端子がそれぞれ前記複数の第１の配線と前記複数の第
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２の配線に接続されたメモリセルアレイと、前記メモリセルアレイに含まれる前記メモリ
セルを選択し所定の書き込み及び読み出し電圧を前記選択されたメモリセルに印加するた
めの行選択回路／ドライバ及び列選択回路／ドライバと、前記選択されたメモリセルの抵
抗値を読み出すためのセンスアンプと、前記メモリセルアレイに直列に接続される可変負
荷抵抗回路と、を備える不揮発性記憶装置であって、前記選択されたメモリセルに含まれ
る前記抵抗変化素子は、前記選択されたメモリセルと第１の抵抗値の前記可変負荷抵抗と
で構成される直列回路に、第１の高抵抗化電気パルスが印加されることにより、第１の低
抵抗状態から第１の高抵抗状態に変化し、第１の低抵抗化電気パルスが印加されることに
より、前記第１の高抵抗状態から前記第１の低抵抗状態に可逆的に変化し、前記不揮発性
記憶装置は、前記複数のメモリセルのうち、前記第１の低抵抗状態より抵抗値が低い第２
の低抵抗状態の抵抗変化素子を含む過剰低抵抗セルを検出し、前記可変負荷抵抗の抵抗値
を、前記第１の抵抗値から、前記第１の抵抗値より低い第２の抵抗値に変更し、前記過剰
低抵抗セルと、前記第２の抵抗値の前記可変負荷抵抗とで構成される直列回路に第２の高
抵抗化電気パルスを印加することにより、前記過剰低抵抗セルに含まれる前記抵抗変化素
子を、前記第１の低抵抗状態より抵抗値が高い第２の高抵抗状態にする制御回路をさらに
備える。
【００２９】
　この構成によれば、本発明の一形態に係る不揮発性記憶装置は、ダイオードが実質的に
短絡状態になることにより不良が発生したメモリセル（過剰低抵抗セル）を検出する。さ
らに、当該不揮発性記憶装置は、検出された過剰低抵抗セルに対して、可変負荷抵抗の抵
抗値を減少させたうえで電圧パルスを印加することにより、当該メモリセルの高抵抗化を
行う。これにより、高抵抗化のために過剰低抵抗セルに印加される電圧のほとんどは、可
変負荷抵抗ではなく、抵抗変化素子に印加されるため、抵抗変化素子を高抵抗化すること
ができる。よって、過剰低抵抗セルは過剰低抵抗状態から脱することができるため、不良
となったメモリセルと同じ行又は同じ列に電流を流した際に、当該不良のメモリセルに過
剰な電流が流れるのが防止できる。これにより、他のメモリセルを通常動作させることが
できる。
【００３０】
　このように、本発明の一形態に係る不揮発性記憶装置は、ある不揮発性記憶素子で不良
が発生した場合でも、不良の不揮発性記憶素子と同じ行又は同じ列の他の不揮発性記憶素
子に対して書込み、又は読み出しが行えなくなることを有効に防止することができる。
【００３１】
　また、前記不揮発性記憶装置は、第２の高抵抗状態にした過剰低抵抗セルのアドレスを
記録する記録部と、少なくとも１つの予備のメモリセルとをさらに備え、前記制御回路は
、第２の高抵抗状態にした過剰低抵抗セルのアドレスを記録し、以降のメモリ動作時にお
いて前記過剰低抵抗セルのアドレスが指定された場合、予備のメモリセルのアドレスにア
クセスするよう制御する機能を備えてもよい。
【００３２】
　また、前記第２の高抵抗状態の抵抗値は、前記第１の高抵抗状態より高くてもよい。
【００３３】
　この構成によれば、本発明の一形態に係る不揮発性記憶装置は、不良のメモリセルに流
れる電流をさらに低減できるので、不良の不揮発性記憶素子と同じ行又は同じ列の他の不
揮発性記憶素子に対して書込み、又は読み出しが行えなくなることをさらに防止すること
ができる。
【００３４】
　また、前記制御回路は、過剰低抵抗セルを第２の高抵抗状態にした後、前記可変負荷抵
抗回路の抵抗値を前記第１の抵抗値に戻すよう前記可変負荷抵抗回路を制御してもよい。
【００３５】
　この構成によれば、本発明の一形態に係る不揮発性記憶装置は、以降の処理において、
通常の書き込み及び読み出し動作を行える。
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【００３６】
　なお、本発明は、このような不揮発性記憶装置の駆動方法として実現できるだけでなく
、当該駆動方法に含まれる特徴的なステップを手段とする不揮発性記憶装置として実現し
て実現できる。また、本発明は、当該駆動方法に含まれる特徴的なステップをコンピュー
タに実行させるプログラムとして実現したりすることもできる。そして、そのようなプロ
グラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体及びインターネット等の伝送媒体を介して流通させ
ることができるのは言うまでもない。
【００３７】
　さらに、本発明は、このような不揮発性記憶装置の機能の一部又は全てを実現する半導
体集積回路（ＬＳＩ）として実現できる。
【発明の効果】
【００３８】
　以上より、本発明は、１つの抵抗変化型不揮発性記憶素子と１つのダイオードとが直列
に接続された１Ｄ１Ｒ型のメモリセルにおいて、ある不揮発性記憶素子において不良が発
生した場合でも、不良の不揮発性記憶素子と同じ行又は同じ列の他の不揮発性記憶素子に
対して書込み、又は読み出しが行えなくなることを有効に防止することができる不揮発性
記憶装置及びその駆動方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の第１の実施の形態に係るメモリセルの模式図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明の第１の実施の形態に係る半導体記憶装置の模式図である。
【図２】図２は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体記憶装置の上面図である。
【図３】図３は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体記憶装置の断面図である。
【図４】図４は、本発明の第１の実施の形態に係るダイオードの電流－電圧特性を示すグ
ラフである。
【図５Ａ】図５Ａは、本発明の第１の実施の形態に係るメモリセルと負荷抵抗との接続関
係を示す模式図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、本発明の第１の実施の形態に係るメモリセルと負荷抵抗との接続関
係を示す等価回路図である。
【図６】図６は、本発明の第１の実施の形態に係る抵抗変化状態を示すグラフである。
【図７】図７は、本発明の第２の実施の形態に係る不揮発性記憶装置のブロック図である
。
【図８Ａ】図８Ａは、本発明の第２の実施の形態に係る負荷抵抗の一例を示す図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、本発明の第２の実施の形態に係る負荷抵抗の一例を示す図である。
【図９】図９は、本発明の第２の実施の形態に係る不揮発性記憶装置による駆動方法のフ
ローチャートである。
【図１０】図１０は、従来の抵抗変化素子を搭載した半導体記憶装置を示す図である。
【図１１】図１１は、従来の抵抗変化素子と負荷回路と周辺回路との関係を示すブロック
図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して詳しく説明する。なお、全ての図を通じ
て同一又は相当する要素には同一の符号を付しその説明は省略する場合がある。
【００４１】
　また、以下で説明する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すもので
ある。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及
び接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨では
ない。本発明は、特許請求の範囲だけによって限定される。よって、以下の実施の形態に
おける構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要
素については、本発明の課題を達成するのに必ずしも必要ではないが、より好ましい形態
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を構成するものとして説明される。
【００４２】
　（第１の実施の形態）
　［概略構成］
　図１Ａは、本発明の第１の実施の形態に係るメモリセル１１を示す概略回路図である。
【００４３】
　図１Ｂは、本発明の第１の実施の形態に係る半導体記憶装置（メモリセルアレイ）１０
を示す概略回路図である。
【００４４】
　図２は、図１Ｂに示す半導体記憶装置１０の平面視における構成を示す概略平面図であ
る。
【００４５】
　図３は、図２に示すＸ－Ｘ面の概略断面図である。
【００４６】
　図１Ａに示すように、本発明の第１の実施の形態に係るメモリセル１１は、ダイオード
１１２と、抵抗変化素子１０５とが直列に接続された構成となっている。
【００４７】
　図１Ｂに示すように、本発明の第１の実施の形態に係る半導体記憶装置１０は、行列状
に配置された複数のメモリセル１１を備える。それぞれのメモリセル１１の一端は、第１
の配線（ワード線）１０１に接続され、もう一端は、第２の配線（ビット線）１１９に接
続される。このように、半導体記憶装置１０は、クロスポイント構造となっている。
【００４８】
　例えば、図１Ｂに示すメモリセルＭ１１が過剰低抵抗状態の不良となった場合は、ワー
ド線ＷＬ１とビット線ＢＬ１とがメモリセル１１によりショートした状態となり、同一行
の他のメモリセル（Ｍ１０、Ｍ１２）及び同一列の他のメモリセル（Ｍ０１、Ｍ２１）に
対して、書き込み、及び読み出しが正常に行えなくなる。
【００４９】
　図２及び図３に示すように、本実施の形態に係る半導体記憶装置１０は、基板１００と
、基板１００の主面上に互いに平行にかつ第１の方向（図２及び図３において左右方向）
に延びるように配設された複数の第１の配線（ワード線）１０１と、該複数の第１の配線
１０１の上方に基板１００の主面に平行な面内において互いに平行にかつ該複数の第１の
配線１０１と立体交差するような第２の方向（図３において紙面に垂直な方向、図１Ｂに
おいて上下方向）に延びるように配設された複数の第２の配線（ビット線）１１９と、第
１の配線１０１と第２の配線１１９との立体交差部のそれぞれに対応して第１の配線１０
１と第２の配線１１９とを接続するように設けられた複数のメモリセル（不揮発性記憶素
子）１１を有する不揮発性記憶素子アレイと、を備えている。
【００５０】
　抵抗変化素子１０５は、下部電極（第１の電極）１０６と、上部電極（第２の電極）１
０８と、下部電極１０６と上部電極１０８との間に介挿された抵抗変化層１０７とを備え
ている。下部電極１０６と抵抗変化層１０７とは物理的に接触しており、上部電極１０８
と抵抗変化層１０７とは物理的に接触している。
【００５１】
　ダイオード１１２は、下部電極（第３の電極）１１３と、上部電極（第４の電極）１１
５と、下部電極１１３と上部電極１１５との間に介挿された絶縁体層又は半導体層１１４
とを備えている。下部電極１１３と絶縁体層又は半導体層１１４とは物理的かつ電気的に
接触してショットキー接合を形成しており、上部電極１１５と絶縁体層又は半導体層１１
４とは物理的かつ電気的に接触してショットキー接合を形成している。
【００５２】
　基板１００の上には、第１の配線１０１を覆うように第１の層間絶縁層１０２が形成さ
れている。第１の層間絶縁層１０２の上には、基板１００の主面側（図３の上方向）から
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見て第１の配線１０１の上に等間隔で並ぶように、複数の抵抗変化素子１０５が形成され
ている。
【００５３】
　第１の配線１０１とその上方にある抵抗変化素子１０５の下部電極１０６とは、第１の
層間絶縁層１０２を貫通するように形成された第１のコンタクトプラグ１０３によって接
続されている。
【００５４】
　第１の層間絶縁層１０２の上には、抵抗変化素子１０５を覆うように第２の層間絶縁層
１０９が形成されている。第２の層間絶縁層１０９の上には、基板１００の主面側から見
て抵抗変化素子１０５と重なる位置に、複数のダイオード１１２が形成されている。抵抗
変化素子１０５の上部電極１０８とダイオード１１２の下部電極１１３とは、第２のコン
タクトプラグ１１０によって抵抗変化素子１０５の抵抗変化層１０７及びダイオード１１
２の半導体層１１４のいずれにも直接的に接触することなく接続されている。
【００５５】
　第２の層間絶縁層１０９の上には、ダイオード１１２を覆うように第３の層間絶縁層１
１６が形成されている。第３の層間絶縁層１１６の上には、基板１００の主面側から見て
第１の配線１０１と直交しかつ抵抗変化素子１０５及びダイオード１１２と重なるように
、第２の配線１１９が形成されている。第２の配線１１９とその下方にあるダイオード１
１２の上部電極１１５とは、第３の層間絶縁層１１６を貫通するように形成された第３の
コンタクトプラグ１１７によって接続されている。
【００５６】
　上記の通り、メモリセル１１は、第１の配線１０１と抵抗変化素子１０５の下部電極１
０６との間に設けられそれらを互いに導通する第１のコンタクトプラグ１０３と、抵抗変
化素子１０５の上部電極１０８とダイオード１１２の下部電極１１３との間に設けられそ
れらを互いに導通する第２のコンタクトプラグ１１０と、ダイオード１１２の上部電極１
１５と第２の配線１１９との間に設けられそれらを互いに導通する第３のコンタクトプラ
グ１１７とを備えている。
【００５７】
　また、第３の層間絶縁層１１６の上には、厚み方向から見てメモリセル１１が並ぶ領域
の外に、第２の配線１１９と平行に、第２の方向に延びた引き出し配線１２０が形成され
ている。第１の配線１０１と引き出し配線１２０とは、それぞれ第１の層間絶縁層１０２
、第２の層間絶縁層１０９及び第３の層間絶縁層１１６を貫通するように形成された第４
のコンタクトプラグ１１８によって接続されている。
【００５８】
　第１の配線１０１、第２の配線１１９、及び引き出し配線１２０は、例えばアルミ又は
銅などの導電性材料によって構成される。第１の層間絶縁層１０２、第２の層間絶縁層１
０９及び第３の層間絶縁層１１６は、例えば酸化シリコンなどの絶縁材料によって構成さ
れる。
【００５９】
　第１のコンタクトプラグ１０３を除く第２のコンタクトプラグ１１０、第３のコンタク
トプラグ１１７及び第４のコンタクトプラグ１１８は、例えばタングステンや銅などの導
電性材料によって構成される。
【００６０】
　かかる構成により、半導体記憶装置１０を基板１００の主面側から見て、互いに交差す
る第１の配線１０１と第２の配線１１９との立体交差部のそれぞれにメモリセル１１が設
けられている、クロスポイント型のメモリセルアレイを備えた半導体記憶装置１０が実現
される。
【００６１】
　［抵抗変化素子の構成］
　本実施の形態における抵抗変化素子１０５の抵抗変化層１０７は、酸素不足型の遷移金
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属酸化物を含む。ここで、酸素不足型の遷移金属酸化物とは、化学量論的な酸化物と比較
して酸素の含有量［原子比：総原子数に占める酸素原子数の割合］が少ない遷移金属酸化
物をいう。例えば遷移金属がタンタル（Ｔａ）の場合には、化学量論的な酸化物の組成は
Ｔａ２Ｏ５であって、ＴａとＯの原子数の比率（Ｏ／Ｔａ）は２．５である。したがって
、酸素不足型のタンタル酸化物は、ＴａとＯの原子比は０より大きく、２．５より小さい
ことになる。
【００６２】
　抵抗変化層１０７は、タンタルの酸素不足型酸化物（ＴａＯｘ：０＜ｘ＜２．５）又は
ハフニウムの酸素不足型酸化物（ＨｆＯｘ：０＜ｘ＜２．０）で構成することができるが
、タンタルの酸素不足型酸化物又はハフニウムの酸素不足型酸化物に代えて、ジルコニウ
ムの酸素不足型酸化物など、その他の遷移金属酸化物を用いてもよい。また、酸素不足型
の遷移金属酸化物で構成された抵抗変化層は、異なる酸素含有率の遷移金属酸化物で構成
された積層構造を有していてもよい。例えば上部電極側に高酸素含有率抵抗変化層（高抵
抗層）を配置し、下部電極側に低酸素含有率抵抗変化層（低抵抗層）を配置する。この場
合、下部電極を基準にして上部電極に第１の閾値以上の正の電圧パルスを印加した場合、
抵抗変化層は高抵抗化し、絶対値が第２の閾値以上の負の電圧パルスを印加した場合、抵
抗変化層は低抵抗化する。抵抗変化層を低抵抗化する場合は、所定の電流値で電流制限す
るように構成してもよい。電流制限する方法としては抵抗変化素子にトランジスタ又は負
荷抵抗を直列に接続する構成としてもよい。これらの抵抗変化層は、可逆的に安定した抵
抗値の切り換え特性を示す。
【００６３】
　本実施の形態においては、極性の異なる電気パルスで抵抗変化素子１０５の抵抗値を切
り換える。高抵抗化時（リセット動作時）には、下部電極１０６を基準として上部電極１
０８側に正の電圧（正極性の電気的信号）が印加され、電流は上部電極１０８から下部電
極１０６へと流れる。これにより、上部電極側では抵抗変化層１０７から電極へと電子が
奪われることにより、抵抗変化層１０７の材料が酸化され、その抵抗値が上昇する。
【００６４】
　低抵抗化時（セット動作時）には、下部電極１０６を基準として上部電極１０８側に負
の電圧（負極性の電気的信号）が印加され、電流は下部電極１０６から上部電極１０８へ
と流れる。これにより、上部電極側では電極から抵抗変化層１０７へと電子が付与される
ことにより、抵抗変化層１０７の材料が還元され、その抵抗値が低下する。
【００６５】
　上部電極１０８には、抵抗変化層を構成する金属より標準電極電位が高い材料、例えば
白金（Ｐｔ）又はイリジウム（Ｉｒ）等を用い、下部電極１０６には上部電極材料より標
準電極電位が低い材料、例えばタンタル窒化物（ＴａＮ）等、を用いる。これにより、上
部電極近傍の抵抗変化層において抵抗変化現象を選択的に発現させることができる。
【００６６】
　抵抗変化層１０７の膜厚は、例えば５０～２００ｎｍとすることができる。積層構造の
抵抗変化層とする場合、高抵抗層の膜厚は１～１０ｎｍとすることができる。このような
膜厚とすることにより、５Ｖ以下の低電圧で安定的に抵抗変化を起こすことができる。
【００６７】
　［ダイオードの構成］
　本実施の形態においては、前述のように、絶対値がある閾値以上の極性の異なる電気パ
ルスを抵抗変化素子１０５の両電極間に印加することで抵抗変化素子１０５の抵抗値を切
り換える。したがって、メモリセル１１では両電極間にいずれの方向にも電流が流れる必
要がある。よって、メモリセルが選択されたときに抵抗変化素子１０５に双方向に電流を
流し、メモリセルが非選択のときに抵抗変化素子１０５に電流を流さない機能を有する双
方向のダイオード１１２が適用される。ダイオード１１２は、非線形の電流－電圧特性を
有する素子であり、印加電圧の絶対値が臨界電圧未満では抵抗値が大きく（オフ状態）、
印加電圧の絶対値が正又は負の臨界電圧の絶対値以上では抵抗値が極端に小さくなる（オ
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ン状態）素子である。
【００６８】
　本実施の形態におけるダイオード１１２は、例えば、タンタル窒化物で構成される下部
電極１１３と、Ｓｉ３Ｎ４より窒素含有率が小さい窒素不足型のシリコン窒化膜で構成さ
れる半導体層１１４と、タンタル窒化物で構成される上部電極１１５とを備えたＭＳＭダ
イオードとして構成される。半導体層１１４の厚みは例えば３～２０ｎｍとすることがで
きる。シリコン窒化膜は窒素含有率を小さくすることにより半導体特性を有するように形
成することができ、ＭＳＭダイオードとして構成されるダイオード１１２を簡単な製造プ
ロセスにより作製することができる。窒素不足型のシリコン窒化膜（ＳｉＮｚ：０＜ｚ＜
１．３３）は、例えばＳｉターゲットを用いた窒素ガス雰囲気中でのリアクティブスパッ
タリングにより形成することができる。このとき、室温条件で、チャンバーの圧力を０．
１Ｐａ～１Ｐａとし、Ａｒ／Ｎ２流量を１８ｓｃｃｍ／２ｓｃｃｍとして作製すればよい
。
【００６９】
　図４に、上記のような方法で作製した双方向ダイオード１１２の正側のＩＶカーブ（電
流－電圧特性）を示す（負側は符号が逆になるだけで同様のため図示せず）。
【００７０】
　実際には、製造中の加工ばらつき等により、ダイオード１１２のＩＶカーブにもばらつ
きが生じる。図４に示すＩＶカーブ２１及び２２は、そのばらつきの例を示している。
【００７１】
　また、図４に示すように、ダイオード１１２の両端に加える電圧を増加させると電流も
増加し、ダイオード１１２はやがて絶縁破壊（ブレークダウン）状態となる。
【００７２】
　絶縁破壊前の最大電圧（ダイオード１１２に印加できる最大の電圧）及び最大電流（ダ
イオード１１２に流すことのできる最大の電流）は、ＩＶカーブ２１では３．２Ｖ、１８
０μＡ、ＩＶカーブ２２では３、４Ｖ、２５０μＡ、となっている。
【００７３】
　なお、ここでは、ダイオード１１２がＭＳＭ（Ｍｅｔａｌ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏ
ｒ　Ｍｅｔａｌ）ダイオードの例を示したが、ダイオード１１２は、下部電極１１３と上
部電極１１５との間に絶縁体層を備えたＭＩＭ（Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｓｕｌａｒｔｏｒ　Ｍ
ｅｔａｌ）ダイオードであってもよい。その場合、絶縁体層の材料としてはＳｉＯ２、Ｓ
ｉ３Ｏ４、又はＴａ２Ｏ５等を用いることができる。なお、オン状態において、より大き
な電流を流したい場合、ＭＳＭダイオードの方が有利である。
【００７４】
　［正常時におけるメモリセルの動作］
　以下では、抵抗変化層１０７としてタンタルの酸素不足型酸化物（膜厚：約３０ｎｍ）
を用いた抵抗変化素子１０５と、半導体層１１４として窒素不足型窒化シリコンを用いた
ダイオード１１２とを直列接続したときの特性について説明する。
【００７５】
　図５Ａは本実施の形態に係るメモリセル１１の模式図である。
【００７６】
　図５Ｂは本実施の形態に係るメモリセル１１の等価回路図である。
【００７７】
　図６は上記メモリセルに電圧パルスを印加した場合における抵抗値の変化を示したグラ
フである。
【００７８】
　図５Ａに示すように、メモリセル１１はダイオード１１２と抵抗変化素子１０５との直
列接続で構成されている。更に、抵抗変化動作を安定化させるために、負荷抵抗１２１が
メモリセル１１に直列に接続されている。
【００７９】
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　抵抗変化素子１０５は、メモリセル１１と負荷抵抗１２１とで構成される直列回路に電
気パルスが印加されることにより、第１の低抵抗状態（ＬＲ状態）と第１の低抵抗状態よ
り抵抗値が高い第１の高抵抗状態（ＨＲ状態）との間を可逆的に遷移する。
【００８０】
　なお、以下では、ＬＲ状態の抵抗変化素子１０５を含むメモリセル１１を、ＬＲ状態の
メモリセル１１と呼び、ＨＲ状態の抵抗変化素子１０５を含むメモリセル１１を、ＨＲ状
態のメモリセル１１と呼ぶ。
【００８１】
　負荷抵抗１２１は、例えば、ポリシリコン抵抗、不純物拡散層抵抗、又はトランジスタ
のＯＮ抵抗で構成される。なお、負荷抵抗１２１は、その他、特許文献２で示されている
ような種々の方法で実現されてもよい。
【００８２】
　図５Ｂに、図５Ａに示す構成の等価回路図を示す。
【００８３】
　書き換え動作時（第１の高抵抗化時及び第１の低抵抗化時）には、メモリセル１１と負
荷抵抗１２１とで構成される直列回路の両端に、電圧Ｖｗ（第１の高抵抗化時と第１の低
抵抗化時とでは極性と絶対値とが異なる）を印加する。
【００８４】
　書き換え電圧Ｖｗは、ダイオード１１２、抵抗変化素子１０５、及び負荷抵抗１２１の
それぞれの抵抗値に対応して分圧され、Ｖｗ＝Ｖｄ＋Ｖｒ＋Ｖｘとなる。ここで、Ｖｄは
ダイオード１１２の両端の電圧であり、Ｖｒは抵抗変化素子１０５の両端の電圧であり、
Ｖｘは負荷抵抗１２１の両端の電圧である。
【００８５】
　例えば、抵抗変化素子１０５が抵抗変化する際（例えば低抵抗化時）に流れる電流を１
００μＡとした場合、図４に示すダイオード１１２のＩＶカーブ２１より、Ｖｄは約３Ｖ
となる。
【００８６】
　よって、Ｖｗ＝６．５Ｖとすると、Ｖｗ－Ｖｄ＝Ｖｒ＋Ｖｘ＝３．５Ｖとなる。また、
負荷抵抗１２１の抵抗値を５０００Ωとすると、Ｖｘ＝０．５Ｖ、Ｖｒ＝３．０Ｖとなる
。
【００８７】
　この状態で電圧パルス印加中に、あるメモリセル１１のダイオード１１２が絶縁破壊し
たとする。この場合、ダイオード１１２に掛かる電圧は極めて小さくなるので、Ｖｗ＝Ｖ
ｒ＋Ｖｘ（Ｖｄ≒０Ｖ）となる。つまり、書き換え電圧Ｖｗは、抵抗変化素子１０５と負
荷抵抗１２１とに分圧される。
【００８８】
　この際、負荷抵抗１２１の抵抗値を５０００Ωとしたので、抵抗変化素子１０５の低抵
抗状態（ＬＲ状態）の抵抗値が５０００Ωの場合は、Ｖｒ＝Ｖｘ＝６．５／２＝３．２５
Ｖとなる。
【００８９】
　さらに、負荷抵抗１２１の抵抗値＞ＬＲ状態の抵抗値、の場合には、実効的に抵抗変化
素子１０５に印加される電圧Ｖｒは、さらに減少してしまうことになる。
【００９０】
　以下、図６に示すパルス抵抗変化グラフを用いて説明する。
【００９１】
　図６に示す「通常の抵抗変化動作」例においては、下部電極１０６と上部電極１１５と
の間に、下部電極１０６を基準として上部電極１１５に、第１の高抵抗化電圧パルスとし
て電圧値が＋６．５Ｖでパルス幅が５００ｎｓの電圧パルスと、第１の低抵抗化電圧パル
スとして電圧値が―５．５Ｖでパルス幅が５００ｎｓの電圧パルスとが交互に印加されて
いる。
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【００９２】
　また、図６の縦軸の抵抗値は、抵抗変化素子１０５とダイオード１１２とで構成される
メモリセル１１と負荷抵抗１２１との抵抗値の合計である。図６に示すように、第１の高
抵抗化電圧パルス（例えば電圧値が＋６．５Ｖ）を印加すると抵抗値は第１の高抵抗状態
（例えば５００ｋΩ程度）となる。逆に、第１の低抵抗化電圧パルス（例えば電圧値が－
５．５Ｖ）を印加すると抵抗値は第１の低抵抗状態（例えば１００ｋΩ程度）となる。第
１の低抵抗化電圧パルスを印加したとき、第１の動作電流（例えば、±１００～２００μ
Ａ程度）が抵抗変化素子１０５に流れる。なお、これらの抵抗値の読み出しには第１の読
み出し電圧（例えば３．５Ｖ）を用い、負荷抵抗１２１の抵抗値は例えば５０００Ωであ
る。
【００９３】
　［ダイオード破壊～過剰低抵抗～高抵抗化処理動作］
　図６に示す「ダイオード破壊」点以降は、メモリセル１１のダイオード１１２が絶縁破
壊して短絡を起こしている状態である。
【００９４】
　その結果、抵抗変化レンジが下方向にシフトして、抵抗変化素子１０５は、第１の低抵
抗状態（ＬＲレベル）よりも抵抗値が低い、過剰低抵抗状態（第２の低抵抗状態）となる
。
【００９５】
　この状態で、続けて第１の高抵抗化電圧パルス及び第１の低抵抗化電圧パルスを継続し
て印加しても、メモリセル１１の抵抗値はＬＲレベルより低い過剰低抵抗状態を維持して
いることが分かる。
【００９６】
　次に、過剰低抵抗状態のメモリセル１１を高抵抗化するために第２の高抵抗化電圧をメ
モリセル１１に印加する。この際、抵抗変化素子１０５に実効的に印加される電圧を増や
すために、負荷抵抗１２１を通常動作時よりも低い抵抗値の負荷抵抗に切り替える。図６
の例では、負荷抵抗１２１の抵抗値を５０００Ωから０Ωに変更して、第２の高抵抗化電
圧（例えば＋１０Ｖ）を印加した。その結果、メモリセル１１は第２の低抵抗状態から脱
し、第２の高抵抗状態（ここでは１００ＭΩ以上）まで高抵抗化される。
【００９７】
　また、第２の高抵抗状態に高抵抗化された後に、メモリセル１１に再び第１の高抵抗化
電圧パルス及び第１の低抵抗化電圧パルスを印加しても、当該メモリセル１１は低抵抗化
しないことが確認されている。
【００９８】
　なお、図６の例では、第２の高抵抗化処理時において、負荷抵抗１２１の抵抗値を０Ω
にしたが、当該負荷抵抗１２１の抵抗値は、高抵抗化処理に十分な実効電圧を得られるよ
うに調整すればよいので、０Ωである必要は無い。つまり、高抵抗化処理時において、負
荷抵抗１２１の抵抗値は、通常動作時よりも低い抵抗値であればよい。また、上記説明で
は高抵抗化電圧として＋１０Ｖを印加しているが、それ以外の電圧値であってもよい。
【００９９】
　実際には、電圧パルス発生回路からメモリセル１１に至るまでの配線抵抗、及びコンタ
クト抵抗などの負荷抵抗が数百～１０００Ω程度存在する場合が多い。
【０１００】
　また、図６の例では、極端に高いレベルまで高抵抗化処理を行っているが、少なくとも
通常動作時のＬＲレベルよりも高いレベルまで高抵抗化を行えば、不良メモリセルと同一
行、又は同一列に存在する他のメモリセルの動作は阻害されない。
【０１０１】
　以上により、ダイオード破壊によって生じた過剰低抵抗不良メモリセルを高抵抗化する
ことができる。これにより、該不良メモリセルに流れる電流が減少するため、不良メモリ
セルと同一行、及び同一列に存在する他のメモリセルの動作は阻害されなくなる。
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【０１０２】
　上記のように第２の高抵抗状態にされた不良メモリセルのアドレスは別途記録され、以
降のメモリ動作において当該不良メモリセルのアドレスは選択されないよう、メモリ装置
の周辺回路で制御される。この一例については、以下の第２の実施の形態で説明する。
【０１０３】
　（第２の実施の形態）
　次に、第２の実施の形態では、第１の実施の形態で説明した半導体記憶装置（メモリセ
ルアレイ）１０を有する不揮発性記憶装置について説明する。
【０１０４】
　図７に、メモリセル１１を複数個含む不揮発性記憶装置（以下、単に「メモリ装置」と
も呼ぶ）２００の概略構成図を示す。
【０１０５】
　図８Ａ及び図８Ｂは、負荷抵抗１２１の一例を示す図である。
【０１０６】
　図９は、過剰低抵抗状態の不良ビットの高抵抗化書き込み処理のフローチャートである
。
【０１０７】
　図７に示すメモリ装置２００は、ワード線１０１とビット線１１９とが立体的に交差す
る点にメモリセル１１を介在させたクロスポイント型である。また、メモリ装置２００は
、第１の実施の形態で説明した構造のメモリセル１１が複数個（例えば、２５６個）配置
されたメモリセルアレイ１０を備える。
【０１０８】
　メモリ装置２００は、メモリ本体部２０１を含む。このメモリ本体部２０１は、メモリ
セルアレイ１０と、行選択回路／ドライバ２０３と、列選択回路／ドライバ２０４と、情
報の書き込みを行うための書き込み回路２０５と、ビット線１１９の電位を増幅するセン
スアンプ２０６と、端子ＤＱを介して入出力データの入出力処理を行うデータ入出力回路
２０７と、可変負荷抵抗回路２１１とを具備している。また、メモリ装置２００は、外部
から入力されるアドレス信号を受け取るアドレス入力回路２０８と、外部から入力される
コントロール信号に基づいて、メモリ本体部２０１の動作を制御する制御回路２０９とを
さらに備えている。
【０１０９】
　メモリセルアレイ１０は、第１の実施の形態で説明した不揮発性記憶素子がメモリセル
１１としてマトリクス状に整列されたものである。そして、メモリセルアレイ１０は半導
体基板の上に互いに平行に形成された複数のワード線１０１（ＷＬ０、ＷＬ１、ＷＬ２、
・・・）と、これらの複数のワード線１０１の上方にその半導体基板の主面に平行な面内
において互いに平行に、しかも複数のワード線１０１に立体交差するように形成された複
数のビット線１１９（ＢＬ０、ＢＬ１、ＢＬ２、・・・）とを備えている。
【０１１０】
　また、これらの複数のワード線１０１と複数のビット線１１９との立体交差点に対応し
てマトリクス状に設けられた複数のメモリセル１１（Ｍ００、Ｍ０１、Ｍ０２、・・・、
Ｍ１０、Ｍ１１、Ｍ１２、・・・、Ｍ２０、Ｍ２１、Ｍ２２、・・・）が設けられている
。
【０１１１】
　ここで、メモリセル１１は、第１の実施の形態に係る不揮発性記憶素子（メモリセル１
１）に相当し、半導体基板の上に酸素不足型タンタル酸化物を含む抵抗変化層で構成され
る抵抗変化素子１０５が形成され、その抵抗変化素子１０５に直列に双方向ダイオード（
ここでは、ＭＳＭダイオード１１２）が接続された構成になっている。
【０１１２】
　アドレス入力回路２０８は、外部回路（図示せず）からアドレス信号を受け取り、この
アドレス信号に基づいて、行アドレス信号を行選択回路／ドライバ２０３へ出力するとと
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もに、列アドレス信号を列選択回路／ドライバ２０４へ出力する。ここで、アドレス信号
は、複数のメモリセル１１のうち、選択される特定のメモリセル１１のアドレスを示す信
号である。また、行アドレス信号は、アドレス信号に示されたアドレスのうちの行のアド
レスを示す信号であり、列アドレス信号は、アドレス信号に示されたアドレスのうちの列
のアドレスを示す信号である。
【０１１３】
　制御回路２０９は、情報の書き込みサイクルにおいては、データ入出力回路２０７に入
力された入力データＤｉｎに応じて、書き込み用電圧の印加を指示する書き込み信号を書
き込み回路２０５へ出力する。他方、情報の読み出しサイクルにおいて、制御回路２０９
は、読み出し用電圧の印加を指示する読み出し信号を列選択回路／ドライバ２０４へ出力
する。
【０１１４】
　行選択回路／ドライバ２０３は、アドレス入力回路２０８から出力された行アドレス信
号を受け取り、この行アドレス信号に応じて、複数のワード線１０１のうちのいずれかを
選択し、その選択されたワード線１０１に対して、所定の電圧を印加する。
【０１１５】
　また、列選択回路／ドライバ２０４は、アドレス入力回路２０８から出力された列アド
レス信号を受け取り、この列アドレス信号に応じて、複数のビット線１１９のうちのいず
れかを選択し、その選択されたビット線１１９に対して、書き込み用電圧又は読み出し用
電圧を印加する。これらの行選択回路／ドライバ２０３及び列選択回路／ドライバ２０４
は、メモリセルアレイ１０から少なくとも一つのメモリセル１１を選択する選択回路を構
成している。
【０１１６】
　書き込み回路２０５は、制御回路２０９から出力された書き込み信号を受け取った場合
、行選択回路／ドライバ２０３に対して選択されたワード線１０１に対する電圧の印加を
指示する信号を出力するとともに、列選択回路／ドライバ２０４に対して選択されたビッ
ト線１１９に対して書き込み用電圧の印加を指示する信号を出力する。
【０１１７】
　さらに、書き込み回路２０５は、制御回路２０９から出力された書き込み信号を受け取
った場合、可変負荷抵抗回路２１１に対して、選択されたワード線１０１に対して第１の
抵抗値の負荷抵抗１２１を接続することを指示する信号を出力する。
【０１１８】
　可変負荷抵抗回路２１１は、図８Ａや図８Ｂに例示するような、抵抗値を変更可能な負
荷抵抗１２１を含む。この可変負荷抵抗回路２１１は、選択されたワード線１０１に負荷
抵抗１２１を接続する。また、可変負荷抵抗回路２１１は、負荷抵抗１２１の抵抗値を、
例えば、第１の抵抗値と、当該第１の抵抗値より小さい第２の抵抗値と、当該第２の抵抗
値より小さい第３の抵抗値との間で、多段階で切り替えるようにしてもよい。
【０１１９】
　例えば、図８Ａに示すように、負荷抵抗１２１は、トランジスタ１３０を用いて構成す
ることができる。この場合、可変負荷抵抗回路２１１は、トランジスタ１３０のゲート電
圧を変更することにより、トランジスタ１３０のオン抵抗を変更する。これにより、可変
負荷抵抗回路２１１は、負荷抵抗１２１の抵抗値を変更する。
【０１２０】
　また、図８Ｂに示すように、負荷抵抗１２１は、並列に接続されたトランジスタ１３１
と、抵抗１３２とを備えて構成してもよい。この場合、可変負荷抵抗回路２１１は、トラ
ンジスタ１３１のオン及びオフを切り替えることにより、負荷抵抗１２１の抵抗値を変更
する。
【０１２１】
　また、センスアンプ２０６は、情報の読み出しサイクルにおいて、読み出し対象となる
ビット線１１９の電位を増幅する。その結果得られた出力データＤＯは、データ入出力回
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路２０７を介して、外部回路へ出力される。つまり、センスアンプ２０６は、選択回路（
行選択回路／ドライバ２０３及び列選択回路／ドライバ２０４）で選択されたメモリセル
１１に含まれる抵抗変化素子１０５が高抵抗状態及び低抵抗状態のいずれであるかを判別
する。
【０１２２】
　したがって、ＭＳＭダイオード１１２と抵抗変化素子１０５とが直列に接続されたメモ
リセル１１において、書き込みのときにはＭＳＭダイオード１１２は高い印加電圧が印加
されたＯＮ状態となる。これにより、効率よく抵抗変化素子１０５に大きい電圧が印加さ
れるので、メモリセル１１に対して安定した書き込みが行える。
【０１２３】
　また、読み出しのときにはＭＳＭダイオード１１２は、書き込みの印加電圧より低い印
加電圧が印加される。これにより、抵抗変化素子１０５には比較的小さい電圧しか印加さ
れないことにより、効率よく書き込みディスターブを防止することができる。また、ＭＳ
Ｍダイオード１１２により、ノイズ及びクロストークが抵抗変化素子１０５に影響するこ
とを効率よく阻止することができるので、メモリセル１１の誤動作の発生を防止すること
ができる。
【０１２４】
　このように、本実施の形態におけるメモリ装置２００は本発明の第１の実施の形態で示
したメモリセル１１を用いて構成される。
【０１２５】
　本実施の形態におけるメモリ装置２００は、さらに第２の高抵抗状態にした過剰低抵抗
セルのアドレスを記録する過剰低抵抗セルアドレス記録部と、少なくとも１つの予備のメ
モリセルを備え（図示せず）、制御回路２０９は、第２の高抵抗状態にした過剰低抵抗セ
ルのアドレスを過剰低抵抗セルアドレス記録部に記録し、以降のメモリ動作時において前
記過剰低抵抗セルのアドレスが指定された場合、予備のメモリセルのアドレスにアクセス
するよう制御する機能を備えていてもよい。
【０１２６】
　以下、メモリ装置２００の動作を説明する。図９は、メモリ装置２００による、過剰低
抵抗状態のメモリセル１１（以下、過剰低抵抗セル）に対する高抵抗化書き込み処理のフ
ローチャートである。
【０１２７】
　なお、通常の書き込み処理及び読み出し処理時には、制御回路２０９は、負荷抵抗１２
１の抵抗値を第１の抵抗値にする。また、制御回路２０９は、通常の書き込み処理時には
、メモリセル１１と第１の抵抗値の負荷抵抗１２１とで構成される直列回路に電圧パルス
を印加することにより、抵抗変化素子１０５をＬＲ状態とＨＲ状態との間で可逆的に遷移
させる。
【０１２８】
　まず、制御回路２０９は、不良ビットである過剰低抵抗セルを検出する（Ｓ１０１）。
【０１２９】
　例えば、メモリセル１１が過剰低抵抗セルかどうかを判定する場合、制御回路２０９は
、メモリセル１１に第１の抵抗値の負荷抵抗１２１が接続された状態の抵抗値を測定する
。
【０１３０】
　次に、制御回路２０９は、上記で測定した抵抗値が、ＬＲレベルよりも所定の値以上低
いかどうかを判定する。例えば、制御回路２０９は、上記で測定した抵抗値が、ＬＲレベ
ル×７０％以下なら過剰低抵抗セルと判定する。
【０１３１】
　また、上記ステップＳ１０１は、例えば、通常の書き込み処理時のベリファイ動作時に
行われる。また、上記ステップＳ１０１は、具体的には、制御回路２０９がセンスアンプ
２０６を制御することにより行なわれる。
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【０１３２】
　処理対象のメモリセル１１が過剰低抵抗セルではない場合（Ｓ１０２でＮｏ）、制御回
路２０９は、処理対象のメモリセル１１が正常である判断して処理を終了する。
【０１３３】
　一方、処理対象のメモリセル１１が過剰低抵抗セルであると判定された場合（Ｓ１０２
でＹｅｓ）、制御回路２０９は、可変負荷抵抗回路２１１を制御することにより、メモリ
セル１１に接続された負荷抵抗１２１の抵抗値を第１の抵抗値から当該第１の抵抗値より
小さい第２の抵抗値に切り替える（Ｓ１０３）。例えば、第１の抵抗値は５０００Ωであ
り、第２の抵抗値は１０００Ωである。これは前述したように実効的に抵抗変化素子１０
５に印加される電圧を増やすためである。
【０１３４】
　続けて、制御回路２０９は、過剰低抵抗セルと、第２の抵抗値の負荷抵抗１２１とで構
成される直列回路に電圧パルスを印加することにより、過剰低抵抗セルをＬＲ状態より抵
抗値が高い第２の高抵抗状態にする。
【０１３５】
　具体的には、制御回路２０９は、書き込み回路２０５を制御することにより、メモリセ
ル１１と第２の抵抗値の負荷抵抗１２１とで構成される直列回路の両端に、第２の高抵抗
化書き込み電圧パルス、例えば＋６～１０Ｖ、パルス幅５００ｎｓを印加する（Ｓ１０４
）。
【０１３６】
　次に、制御回路２０９は、センスアンプ２０６を制御することにより、ステップＳ１０
４により、過剰低抵抗セルが第２の高抵抗状態になったか否かを判定する（Ｓ１０５）。
例えば、上記パルス印加後のメモリセル１１の抵抗値が、ＬＲレベルよりも高いかどうか
を判定する。
【０１３７】
　上記パルス印加後のメモリセル１１の抵抗値が、ＬＲレベルよりも小さい場合（Ｓ１０
６でＮｏ）、制御回路２０９は、可変負荷抵抗回路２１１を制御することにより、負荷抵
抗１２１の抵抗値を更に小さい第３の抵抗値に切り替える（Ｓ１０９）。そして、制御回
路２０９は、書き込み回路２０５を制御することにより、過剰低抵抗セルと、第３の抵抗
値の負荷抵抗１２１とで構成される直列回路に電圧パルスを印加することにより、過剰低
抵抗セルを第２の高抵抗状態にする処理（Ｓ１０４）を繰り返す。例えば、第３の抵抗値
は１００Ωである。
【０１３８】
　一方、上記パルス印加後のメモリセル１１の抵抗値が、ＬＲレベルよりも大きい場合（
Ｓ１０６でＹｅｓ）、つまり、過剰低抵抗セルが第２の高抵抗状態になった場合、制御回
路２０９は、可変負荷抵抗回路２１１を制御することにより、負荷抵抗１２１を再び第１
の抵抗値（５０００Ω）に戻す（Ｓ１０７）。
【０１３９】
　なお、上記ステップＳ１０５における高抵抗化書き込み処理後の判定レベルは、ＨＲレ
ベル（ＨＲ状態の抵抗値）以上、又はＨＲレベルより＋１桁以上など、更に高抵抗な値に
設定してもよい。言い換えると、上記第２の高抵抗状態の抵抗値は、ＨＲレベルより高く
てもよいし、ＨＲレベルより１桁以上高くてもよい。このようにすることにより不良のメ
モリセルによるリーク電流が減少し、読み出し動作のマージン向上及び書き込みディスタ
ーブの減少等の効果がある。
【０１４０】
　また、制御回路２０９は、上記のようにして高抵抗化されたメモリセル１１を不良ビッ
トとして判定する。また、制御回路２０９は、当該不良ビットを特定する情報を冗長回路
（図示せず）に記憶し、当該不良ビットを正常なメモリセルと置き換える（Ｓ１０８）。
【０１４１】
　以上より、本発明の第２の実施の形態に係る不揮発性記憶装置２００は、ダイオード１
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１２が実質的に短絡状態になることにより不良が発生したメモリセル１１（過剰低抵抗セ
ル）を検出する。さらに、不揮発性記憶装置２００は、検出された過剰低抵抗セルに対し
て、負荷抵抗１２１の抵抗値を、通常動作時に用いられる第１の抵抗値より低い第２の抵
抗値に減少させたうえで電圧パルスを印加することにより、当該メモリセルの高抵抗化を
行う。
【０１４２】
　これにより、高抵抗化のために過剰低抵抗セルに印加される電圧のほとんどは、負荷抵
抗１２１ではなく、抵抗変化素子１０５に印加されるため、抵抗変化素子１０５を高抵抗
化することができる。よって、過剰低抵抗セルは過剰低抵抗状態から脱することができる
。
【０１４３】
　これにより、不良のメモリセル１１と同一行、又は同一列の他のメモリセルに書き込み
及び読み出しを行う場合、メモリセル１１にも電圧は印加されるが、当該メモリセル１１
に過剰なリーク電流は流れないので、他のメモリセルを通常動作させることができる。よ
って、不揮発性記憶装置２００の性能を向上させることができる。
【０１４４】
　このように、本発明の第２の実施の形態に係る不揮発性記憶装置２００は、あるメモリ
セル１１で不良が発生した場合でも、不良のメモリセル１１と同じ行又は同じ列の他のメ
モリセル１１に対して書込み、又は読み出しが行えなくなることを有効に防止することが
できる。
【０１４５】
　以上、本発明の実施の形態に係る不揮発性記憶装置及びその駆動方法について説明した
が、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。
【０１４６】
　例えば、上記説明では、メモリセル１１が、第１の高抵抗状態に対応する第１の論理値
と、第１の低抵抗状態に対応する第２の論理値との、２値のみのデータを記憶する場合を
例に説明したが、メモリセル１１は３値以上のデータを記憶してもよい。この場合、抵抗
変化素子１０５は、複数の論理値の各々に対応した複数の抵抗状態を有する。そして、上
述した過剰低抵抗状態（第２の低抵抗状態）とは、この複数の抵抗状態の抵抗値のうち、
最も低い抵抗値よりも、抵抗値が低い状態である。
【０１４７】
　なお、上記実施の形態に係る不揮発性記憶装置に含まれる各処理部は典型的には集積回
路であるＬＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部又は
全てを含むように１チップ化されてもよい。
【０１４８】
　また、集積回路化はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現し
てもよい。ＬＳＩ製造後にプログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇ
ｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、又はＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を
再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
【０１４９】
　また、本発明の実施の形態に係る不揮発性記憶装置の機能の一部又は全てを、ＣＰＵ等
のプロセッサがプログラムを実行することにより実現してもよい。
【０１５０】
　さらに、本発明は上記プログラムであってもよいし、上記プログラムが記録された記録
媒体であってもよい。また、上記プログラムは、インターネット等の伝送媒体を介して流
通させることができるのは言うまでもない。
【０１５１】
　また、上記各図において、各構成要素の角部及び辺を直線的に記載しているが、製造上
の理由により、角部及び辺が丸みをおびたものも本発明に含まれる。
【０１５２】
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　また、上記実施の形態に係る不揮発性記憶装置及びその変形例の機能のうち少なくとも
一部を組み合わせてもよい。
【０１５３】
　また、上記で用いた数字は、全て本発明を具体的に説明するために例示するものであり
、本発明は例示された数字に制限されない。さらに、ハイ／ローにより表される論理レベ
ル又はオン／オフにより表されるスイッチング状態は、本発明を具体的に説明するために
例示するものであり、例示された論理レベル又はスイッチング状態の異なる組み合わせに
より、同等な結果を得ることも可能である。
【０１５４】
　また、上記で示した各構成要素の材料は、全て本発明を具体的に説明するために例示す
るものであり、本発明は例示された材料に制限されない。
【０１５５】
　また、上記説明では、ＭＯＳトランジスタを用いた例を示したが、バイポーラトランジ
スタ等の他のトランジスタを用いてもよい。
【０１５６】
　更に、本発明の主旨を逸脱しない限り、本実施の形態に対して当業者が思いつく範囲内
の変更を施した各種変形例も本発明に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１５７】
　本発明は、不揮発性記憶装置及びその駆動方法に適用できる。また、本発明は、不揮発
性記憶装置を用いる、デジタル家電、メモリカード、携帯型電話機、及びパーソナルコン
ピュータなどの種々の電子機器に有用である。
【符号の説明】
【０１５８】
　１０　メモリセルアレイ（半導体記憶装置）
　１１、２８０　メモリセル（不揮発性記憶素子）
　２１、２２　ＩＶカーブ
　１００　基板
　１０１、２２０　ワード線（第１の配線）
　１０２　第１の層間絶縁層
　１０３　第１のコンタクトプラグ
　１０５、２６０　抵抗変化素子
　１０６　下部電極
　１０７　抵抗変化層
　１０８　上部電極
　１０９　第２の層間絶縁層
　１１０　第２のコンタクトプラグ
　１１２、２７０　ダイオード
　１１３　下部電極
　１１４　半導体層
　１１５　上部電極
　１１６　第３の層間絶縁層
　１１７　第３のコンタクトプラグ
　１１８　第４のコンタクトプラグ
　１１９、２１０　ビット線（第２の配線）
　１２０　引き出し配線
　１２１　負荷抵抗
　１３０、１３１　トランジスタ
　１３２　抵抗
　２００　　不揮発性記憶装置（メモリ装置）
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　２０１　　メモリ本体部
　２０３　　行選択回路／ドライバ
　２０４　　列選択回路／ドライバ
　２０５　　書き込み回路
　２０６　　センスアンプ
　２０７　　データ入出力回路
　２０８　　アドレス入力回路
　２０９　　制御回路
　２１１　　可変負荷抵抗回路
【要約】
　本発明に係る不揮発性記憶装置の駆動方法は、複数のメモリセル（１１）のうち、過剰
低抵抗セルを検出するステップ（Ｓ１０１）と、負荷抵抗（１２１）の抵抗値を、第１の
抵抗値より低い第２の抵抗値に変更するステップ（Ｓ１０３）と、過剰低抵抗セルと、第
２の抵抗値の負荷抵抗（１２１）とで構成される直列回路に電圧パルスを印加することに
より、過剰低抵抗セルに含まれる抵抗変化素子（１０５）を、第１の低抵抗状態より抵抗
値が高い第２の高抵抗状態にするステップ（Ｓ１０４）とを含む。
【選択図】図９

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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