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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリセルがマトリックス状に配置されたメモリセルアレイと、
　前記メモリセルアレイ中の隣接する第１，第２のビット線の一端と第１，第２のバイア
ス電圧が供給される第１，第２の配線間に接続され、前記第１，第２のビット線の電位を
設定するクランプ回路と、
　前記メモリセルアレイ中の前記第１，第２のビット線の他端に接続されたデータキャッ
シュと、
　前記第１，第２のビット線を選択的に分割する第１，第２のスイッチ素子と、
　前記データキャッシュ、前記クランプ回路及び前記第１，第２のスイッチ素子を制御し
、読み出し／ベリファイ対象となるアドレスのメモリセルが接続され、前記第１または第
２のスイッチ素子で分割された前記第１または第２のビット線の一部を、前記クランプ回
路または前記データキャッシュで充電し、残りのビット線を前記クランプ回路により放電
してシールドする制御回路とを具備し、
　前記制御回路は、読み出し／ベリファイ対象となるアドレスのメモリセルが前記第１，
第２のスイッチ素子よりデータキャッシュ側にある第１のビット線に接続されているとき
に、前記第１のスイッチ素子をオフし、前記第２のスイッチ素子をオンして、前記データ
キャッシュ側の分割された第１のビット線を前記データキャッシュから充電し、前記クラ
ンプ回路側の分割された第１のビット線、及び前記第２のビット線を前記クランプ回路で
放電してシールドし、
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　読み出し／ベリファイ対象となるアドレスのメモリセルが前記第１，第２のスイッチ素
子よりデータキャッシュ側にある第２のビット線に接続されているときに、前記第２のス
イッチ素子をオフし、前記第１のスイッチ素子をオンして、前記データキャッシュ側の分
割された第２のビット線を前記データキャッシュから充電し、前記クランプ回路側の分割
された第２のビット線、及び前記第１のビット線を前記クランプ回路でシールドし、
　読み出し／ベリファイ対象となるアドレスのメモリセルが前記第１，第２のスイッチ素
子よりクランプ回路側にある第１のビット線に接続されているときに、前記第１のスイッ
チ素子をオフし、前記第２のスイッチ素子をオンして、前記クランプ回路側の分割された
第１のビット線を前記クランプ回路で充電してクランプし、前記第２のビット線を前記ク
ランプ回路で放電してシールドし、前記データキャッシュ側の分割された第１のビット線
をデータキャッシュで放電し、
　読み出し／ベリファイ対象となるアドレスのメモリセルが前記第１，第２のスイッチ素
子よりクランプ回路側にある第２のビット線に接続されているときに、前記第２のスイッ
チ素子をオフし、前記第１のスイッチ素子をオンして、前記クランプ回路側の第２のビッ
ト線を前記クランプ回路で充電してクランプし、前記第１のビット線を前記クランプ回路
で放電してシールドし、前記データキャッシュ側の分割された第２のビット線を前記デー
タキャッシュで放電するように制御することを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。
【請求項２】
　前記クランプ回路は、各々の電流通路が前記第１，第２のビット線の一端と前記第１，
第２の配線間に接続され、ゲートに前記制御回路から第１，第２の制御信号が供給される
第１，第２のＭＯＳトランジスタを備え、前記第１，第２のＭＯＳトランジスタは、前記
第１，第２のビット線の充電または放電を行うことを特徴とする請求項１に記載の不揮発
性半導体記憶装置。
【請求項３】
　前記データキャッシュは、前記第１，第２のビット線の電位を検知して増幅するセンス
アンプ部と、前記センスアンプ部で増幅した電位を記憶する記憶部とを含むことを特徴と
する請求項１に記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項４】
　前記データキャッシュは、各々の電流通路の一端が前記第１，第２のビット線の他端に
接続され、他端が共通接続され、ゲートに前記制御回路から第１，第２のビット線選択信
号が供給される第３，第４のＭＯＳトランジスタと、電流通路の一端が前記第３，第４の
ＭＯＳトランジスタの電流通路の他端に接続され、ゲートに前記制御回路からビット線ク
ランプ信号が供給される第５のＭＯＳトランジスタと、電流通路の一端が前記第５のＭＯ
Ｓトランジスタの電流通路の他端に接続され、電流通路の他端にプリチャージ電圧が供給
され、ゲートにビット線プリチャージ信号が供給される第６のＭＯＳトランジスタと、前
記第５のＭＯＳトランジスタの電流通路の他端に接続されるラッチ回路とを備えることを
特徴とする請求項３に記載の不揮発性半導体記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電気的に書き替え可能な不揮発性半導体記憶装置に関し、例えば多値ＮＡ
ＮＤフラッシュメモリにおけるリード／ベリファイ動作の高速化技術に係わる。
【背景技術】
【０００２】
　半導体記憶装置の大容量化に伴ってビット線に接続されるメモリセルの数が増加し、且
つチップサイズの縮小化に伴ってビット線のピッチも狭くなり、ビット線容量並びにビッ
ト線間の容量は増大の一途を辿っている。
【０００３】
　ＮＡＮＤフラッシュメモリでは、ビット線間の寄生容量によるカップリングの影響を少
なくするために、ビット線を充放電する際に隣接する２本のビット線の一方をシールドし
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ている。例えば、偶数アドレスのビット線をアクセスしている場合には奇数アドレスのビ
ット線をシールドし、奇数アドレスのビット線をアクセスしている場合には偶数アドレス
のビット線をシールドする（特許文献１参照）。
【０００４】
　しかしながら、ビット線の負荷容量が大きく、且つビット線を電流駆動能力の小さいク
ランプ回路を用いて充電するため充電に長時間を要し、リード／ベリファイ動作の速度を
低下させる要因となっている。また、ビット線を放電する場合には、微細化によって電流
駆動能力が小さくなったセルトランジスタを介して大きな負荷容量のビット線を放電する
ため放電にも長時間を要し、この点からもリード／ベリファイ動作の速度が低下する。
【特許文献１】特開平４－２７６３９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この発明は上記のような事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、リー
ド／ベリファイ動作の高速化が図れる不揮発性半導体記憶装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明の一態様によると、メモリセルがマトリックス状に配置されたメモリセルアレ
イと、前記メモリセルアレイ中の隣接する第１，第２のビット線の一端と第１，第２のバ
イアス電圧が供給される第１，第２の配線間に接続され、前記第１，第２のビット線の電
位を設定するクランプ回路と、前記メモリセルアレイ中の前記第１，第２のビット線の他
端に接続されたデータキャッシュと、前記第１，第２のビット線を選択的に分割する第１
，第２のスイッチ素子と、前記データキャッシュ、前記クランプ回路及び前記第１，第２
のスイッチ素子を制御し、読み出し／ベリファイ対象となるアドレスのメモリセルが接続
され、前記第１または第２のスイッチ素子で分割された前記第１または第２のビット線の
一部を、前記クランプ回路または前記データキャッシュで充電し、残りのビット線を前記
クランプ回路により放電してシールドする制御回路とを具備し、前記制御回路は、読み出
し／ベリファイ対象となるアドレスのメモリセルが前記第１，第２のスイッチ素子よりデ
ータキャッシュ側にある第１のビット線に接続されているときに、前記第１のスイッチ素
子をオフし、前記第２のスイッチ素子をオンして、前記データキャッシュ側の分割された
第１のビット線を前記データキャッシュから充電し、前記クランプ回路側の分割された第
１のビット線、及び前記第２のビット線を前記クランプ回路で放電してシールドし、読み
出し／ベリファイ対象となるアドレスのメモリセルが前記第１，第２のスイッチ素子より
データキャッシュ側にある第２のビット線に接続されているときに、前記第２のスイッチ
素子をオフし、前記第１のスイッチ素子をオンして、前記データキャッシュ側の分割され
た第２のビット線を前記データキャッシュから充電し、前記クランプ回路側の分割された
第２のビット線、及び前記第１のビット線を前記クランプ回路でシールドし、読み出し／
ベリファイ対象となるアドレスのメモリセルが前記第１，第２のスイッチ素子よりクラン
プ回路側にある第１のビット線に接続されているときに、前記第１のスイッチ素子をオフ
し、前記第２のスイッチ素子をオンして、前記クランプ回路側の分割された第１のビット
線を前記クランプ回路で充電してクランプし、前記第２のビット線を前記クランプ回路で
放電してシールドし、前記データキャッシュ側の分割された第１のビット線をデータキャ
ッシュで放電し、読み出し／ベリファイ対象となるアドレスのメモリセルが前記第１，第
２のスイッチ素子よりクランプ回路側にある第２のビット線に接続されているときに、前
記第２のスイッチ素子をオフし、前記第１のスイッチ素子をオンして、前記クランプ回路
側の第２のビット線を前記クランプ回路で充電してクランプし、前記第１のビット線を前
記クランプ回路で放電してシールドし、前記データキャッシュ側の分割された第２のビッ
ト線を前記データキャッシュで放電するように制御する不揮発性半導体記憶装置が提供さ
れる。
【発明の効果】
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【０００７】
　この発明によれば、リード／ベリファイ動作の高速化が図れる不揮発性半導体記憶装置
が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。　
　図１は、この発明の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置について説明するためのも
ので、ＮＡＮＤフラッシュメモリを例に取ってリード／ベリファイ動作に関係する要部の
概略構成を示すブロック図である。
【０００９】
　図１に示す如く、ＮＡＮＤフラッシュメモリは、メモリセルアレイ１１、コマンド入力
バッファ１２、制御回路１３、アドレス入力バッファ１４、ロウデコーダ１５、カラムデ
コーダ１６、データキャッシュ１７、クランプ回路１８及びデータ出力バッファ１９等を
備えている。コマンド入力バッファ１２にコマンドＣＭＤが入力されると、制御回路１３
でデコードされ、この制御回路１３によりコマンドＣＭＤに応じてアドレス入力バッファ
１４、ロウデコーダ１５、データキャッシュ１７及びクランプ回路１８等が制御される。
上記アドレス入力バッファ１４に入力されたアドレス信号ＡＤＤのうち、ロウアドレス信
号はロウデコーダ１５に供給されてデコードされ、カラムアドレス信号はカラムデコーダ
１６に供給されてデコードされる。上記ロウデコーダ１５とカラムデコーダ１６によりメ
モリセルアレイ１１中のメモリセル（セルトランジスタ）が選択されてアクセスされる。
この際、クランプ回路１８によってビット線の充電（プリチャージ）と放電（シールド）
が行われる。選択されたメモリセルから読み出されたデータは、データキャッシュ１７中
のセンスアンプ部で増幅された後、ラッチ部にラッチされ、データ出力バッファ１９を介
して外部へ読み出される。
【００１０】
　図２は、図１に示した回路におけるメモリコア部とその周辺回路を示すブロック図であ
る。上記メモリセルアレイ１１中の各ビット線ＢＬｅ０＿０，ＢＬｏ０＿０～ＢＬｅｉ＿
７，ＢＬｏｉ＿７には、スイッチ素子ＳＷｅ０＿０，ＳＷｏ０＿０～ＳＷｅｉ＿７，ＳＷ
ｏｉ＿７が設けられている。これらのスイッチ素子ＳＷｅ０＿０，ＳＷｏ０＿０～ＳＷｅ
ｉ＿７，ＳＷｏｉ＿７は、制御回路１３から出力される制御信号で選択的にオン／オフ制
御される。これによって、上記スイッチ素子ＳＷｅ０＿０，ＳＷｏ０＿０～ＳＷｅｉ＿７
，ＳＷｏｉ＿７により、各ビット線ＢＬｅ０＿０，ＢＬｏ０＿０～ＢＬｅｉ＿７，ＢＬｏ
ｉ＿７が選択的に２分割、換言すればメモリセルアレイ１１がブロック１１－１と１１－
２に選択的に分割される。上記隣接する偶数アドレスと奇数アドレスのビット線ＢＬｅ０
＿０，ＢＬｏ０＿０の一端にはデータキャッシュＤＣ０＿０が接続され、上記隣接する偶
数アドレスと奇数アドレスのビット線ＢＬｅ０＿７，ＢＬｏ０＿７の一端にはデータキャ
ッシュＤＣ０＿７が接続される。また、上記隣接する偶数アドレスと奇数アドレスのビッ
ト線ＢＬｅｉ＿０，ＢＬｏｉ＿０の一端にはデータキャッシュＤＣｉ＿０が接続され、上
記隣接する偶数アドレスと奇数アドレスのビット線ＢＬｅｉ＿７，ＢＬｏｉ＿７の一端に
はデータキャッシュＤＣｉ＿７が接続されている。
【００１１】
　上記データキャッシュＤＣ０＿０，…，ＤＣ０＿７，…，ＤＣｉ＿０，…，ＤＣｉ＿７
にはそれぞれ、ＭＯＳトランジスタＱ０＿０，…，Ｑ０＿７，…，Ｑｉ＿０，…，Ｑｉ＿
７の電流通路の一端が接続される。上記ＭＯＳトランジスタＱ０＿０，…，Ｑｉ＿０の電
流通路の他端は、データ出力バッファ１９の１ビットを構成する出力バッファ１９－０の
入力端に接続される。上記ＭＯＳトランジスタＱ０＿７，…，Ｑｉ＿７の電流通路の他端
は、データ出力バッファ１９の１ビットを構成する出力バッファ１９－７の入力端に接続
される。上記ＭＯＳトランジスタＱ０＿０，…，Ｑ０＿７は共通カラム選択線ＣＳＬ０で
制御され、上記ＭＯＳトランジスタＱｉ＿０，…，Ｑｉ＿７は共通カラム選択線ＣＳＬｉ
で制御される。
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【００１２】
　図３は、上記図２に示した回路における隣接する奇数アドレスと偶数アドレスの２本の
ビット線ＢＬｏ，ＢＬｅに着目してメモリセルアレイ１１、データキャッシュ１７及びク
ランプ回路１８の詳細な構成例を示している。この図３では、データキャッシュ１７に近
いブロック１１－１中のワード線ＷＬ０＿ｄが選択されたときの状態を示している。
【００１３】
　ビット線ＢＬｅ，ＢＬｏには、これらのビット線をデータキャッシュ１７に近い側のビ
ット線ＢＬｅｌ，ＢＬｏｌと遠い側のビット線ＢＬｅｕ，ＢＬｏｕに２分割するためのス
イッチ素子（ＳＷｅ０＿０，ＳＷｏ０＿０～ＳＷｅｉ＿７，ＳＷｏｉ＿７）として働くＭ
ＯＳトランジスタＱｓｗｅ，Ｑｓｗｏが設けられている。これらのＭＯＳトランジスタＱ
ｓｗｅ，Ｑｓｗｏのゲートには、制御回路１３から制御信号ＳＷｅ，ＳＷｏ（制御信号Ｃ
Ｓに対応する）が供給されてオン／オフ制御される。
【００１４】
　上記ビット線ＢＬｅｌ，ＢＬｏｌ，ＢＬｅｕ，ＢＬｏｕにはそれぞれ、ＮＡＮＤストリ
ングＮＳが接続されている。ビット線ＢＬｅｌに接続されたＮＡＮＤストリングＮＳで代
表して示すように、ここでは各ＮＡＮＤストリング中に３２個のセルトランジスタＣＴ０
～ＣＴ３１の電流通路が直列接続された例を示している。上記セルトランジスタＣＴ０の
ソースとソース線ＣＥＬＳＲＣ間には選択ゲートトランジスタＳＴ１の電流通路が接続さ
れ、セルトランジスタＣＴ３１のドレインとビット線ＢＬｅｌ間には選択ゲートトランジ
スタＳＴ２の電流通路が接続されている。各ＮＡＮＤストリングＮＳ中の選択ゲートトラ
ンジスタＳＴ１のゲートは選択ゲート線ＳＧＳに共通接続され、セルトランジスタＣＴ０
～ＣＴ３１のコントロールゲートはワード線ＷＬ０＿ｄ～ＷＬ３１＿ｄ，ＷＬ０＿ｕ～Ｗ
Ｌ３１＿ｕに共通接続され、選択ゲートトランジスタＳＴ２のゲートは選択ゲート線ＳＧ
Ｄに共通接続されている。
【００１５】
　上記ビット線ＢＬｅｕとバイアス電圧ＶＢＩＡＳｅが印加される配線２０－１との間に
は、ＭＯＳトランジスタＱｂｉａｓｅの電流通路が接続され、上記ビット線ＢＬｏｕとバ
イアス電圧ＶＢＩＡＳｏが印加される配線２０－２との間には、ＭＯＳトランジスタＱｂ
ｉａｓｏの電流通路が接続される。上記ＭＯＳトランジスタＱｂｉａｓｅ，Ｑｂｉａｓｏ
は、ビット線の充電（プリチャージ）用と放電（シールド）用を兼ねており、制御回路１
３からゲートに供給されるバイアス信号ＢＩＡＳｅ，ＢＩＡＳｏに応答してオン／オフ制
御される。上記バイアス電圧ＶＢＩＡＳｅ，ＶＢＩＡＳｏはそれぞれ、ビット線のプリチ
ャージ及びシールド時に電源電圧Ｖｄｄまたは接地電位Ｖｓｓ（０．０Ｖ）に選択的に設
定される。
【００１６】
　また、上記ビット線ＢＬｅｌ，ＢＬｏｌの一端には、データキャッシュ１７が接続され
ている。このデータキャッシュ１７は、ビット線ＢＬｅ，ＢＬｏの電位を検知して増幅す
るセンスアンプ部と、このセンスアンプ部で増幅した電位を記憶する記憶部とを備えてお
り、ＭＯＳトランジスタＱ１ｅ，Ｑ１ｏ，Ｑ２，Ｑ３及びラッチＬＡなどを含んで構成さ
れている。上記ＭＯＳトランジスタＱ１ｅ，Ｑ１ｏの電流通路の一端はビット線ＢＬｅｌ
，ＢＬｏｌにそれぞれ接続され、電流通路の他端は共通接続される。上記ＭＯＳトランジ
スタＱ１ｅ，Ｑ１ｏの電流通路の共通接続点には、ＭＯＳトランジスタＱ２の電流通路の
一端が接続される。このＭＯＳトランジスタＱ２のゲートには、ビット線クランプ信号Ｂ
ＬＣＬＡＭＰが供給される。上記ＭＯＳトランジスタＱ２の電流通路の他端には、信号線
ＴＤＣ及びＭＯＳトランジスタＱ３の電流通路の一端が接続される。上記信号線ＴＤＣに
はラッチ回路ＬＡが接続される。このラッチ回路ＬＡは、制御回路１３から供給されるラ
ッチ信号ＬＡＴＣＨで動作が制御される。また、上記ＭＯＳトランジスタＱ３の電流通路
の他端には、プリチャージ電圧ＶＰＲＥが供給され、ゲートには上記制御回路１３からビ
ット線プリチャージ信号ＢＬＰＲＥが供給されるようになっている。
【００１７】
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　上記のような構成において、図４のタイミングチャートに示すように、まず、選択ゲー
ト線ＳＧＤを４．５Ｖ程度に設定して選択ゲートトランジスタＳＴ２をオンさせ（時点ｔ
０）、選択ブロック中の選択ワード線（ここではブロック１１－１中のワード線ＷＬ０＿
ｄ）を検知レベル（０．０Ｖ＝Ｖｃｇｒｘ）に設定し、且つ選択ブロック１１－１中の非
選択ワード線（ワード線ＷＬ１＿ｄ～ＷＬ３１＿ｄ）をセルトランジスタが充分オンでき
るレベル（例えば４．５Ｖ＝Ｖｒｅａｄ）に設定する（時点ｔ１）。
【００１８】
　次の時点ｔ２で、奇数アドレスと偶数アドレスのバイアス信号ＢＩＡＳｏ，ＢＩＡＳｅ
を電源電圧Ｖｄｄ（２．５Ｖ）レベルから８．０Ｖに上昇させてＭＯＳトランジスタＱｂ
ｉａｓｅ，Ｑｂｉａｓｏをオンさせ、ビット線ＢＬｅｕ，ＢＬｏｕを接地電位Ｖｓｓ（０
．０Ｖ）に放電してシールドする。
【００１９】
　また、上記時点ｔ０に、プリチャージ電圧ＶＰＲＥを電源電圧Ｖｄｄに上昇させ、時点
ｔ１にビット線プリチャージ信号ＢＬＰＲＥを４．５Ｖ程度に設定してＭＯＳトランジス
タＱ３をオンさせ、信号線ＴＤＣをＶｄｄレベルに充電する。この時点ｔ１では、ビット
線クランプ信号ＢＬＣＬＡＭＰを１．８Ｖに設定して、ＭＯＳトランジスタＱ２のソース
を０．７Ｖ程度でクランプする（ＭＯＳトランジスタＱ２の閾値電圧が１．１Ｖであると
すると、ソースは「１．８Ｖ－１．１Ｖ＝０．７Ｖ」でクランプされる）。
【００２０】
　この後（時点ｔ３）、ビット線選択信号ＢＬＳｅを８．０ＶにしてＭＯＳトランジスタ
Ｑ１ｅをオンさせてビット線ＢＬｅｌをプリチャージして０．７Ｖに設定する。この時、
ＭＯＳトランジスタＱｓｗｅはオフしているので、充電するビット線ＢＬｅｌの負荷容量
は実質的に１／２になり、充電時間はビット線ＢＬｅを充電する場合の約１／２になる。
【００２１】
　なお、上記ビット線ＢＬｅｌのプリチャージ時には、ビット線選択信号ＢＬＳｏは０．
０Ｖであり、ＭＯＳトランジスタＱ１ｏはオフしている。また、ＭＯＳトランジスタＱｓ
ｗｏ，Ｑｂｉａｓｅ，Ｑｂｉａｓｏはオンしており、バイアス電圧ＶＢＩＡＳｅ，ＶＢＩ
ＡＳｏはともに０．０Ｖであるので、ビット線ＢＬｅｕ，ＢＬｏｕ，ＢＬｏｌは０．０Ｖ
になっている。
【００２２】
　次の時点ｔ４に、ビット線クランプ信号ＢＬＣＬＡＭＰを０．０ＶにしてＭＯＳトラン
ジスタＱ２をオフさせ、ビット線プリチャージ信号ＢＬＰＲＥを０．０Ｖ、プリチャージ
電圧ＶＰＲＥをＶｓｓレベルに設定して、信号線ＴＤＣをＭＯＳトランジスタＱ３を介し
て０．０Ｖに放電する。その後（時点ｔ５）、ビット線プリチャージ信号ＢＬＰＲＥをＶ
ｄｄレベルに設定する。
【００２３】
　また、上記時点ｔ４に、ＭＯＳトランジスタＱ２をオフしたと同時に、選択ゲート線Ｓ
ＧＳを４．５Ｖ程度の電圧に設定して選択ゲートトランジスタＳＴ２をオンさせる。この
とき、選択ブロック１１－１の選択ワード線ＷＬ０＿ｄのレベル（０．０Ｖ）よりセルト
ランジスタＣＴ０の閾値電圧が低ければ（「１」セルならば）、このセルトランジスタＣ
Ｔ０を介してビット線ＢＬｅｌが放電される。一方、選択ブロック１１－１の選択ワード
線ＷＬ０＿ｄのレベルよりこのセルトランジスタＣＴ０の閾値電圧が高ければ（「０」セ
ルならば）、このセルトランジスタＣＴ０がオフしているのでビット線ＢＬｅｌは放電さ
れない。
【００２４】
　その後、プリチャージ電圧ＶＰＲＥを電源電圧Ｖｄｄに上昇させ（時点ｔ６）、ビット
線プリチャージ信号ＢＬＰＲＥを４．５Ｖ程度の電圧に上昇させてＭＯＳトランジスタＱ
３をオンさせ（時点ｔ７）、このＭＯＳトランジスタＱ３を介して信号線ＴＤＣをＶｄｄ
レベルに充電しておく（時点ｔ８）。
【００２５】
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　そして、時点ｔ９にビット線クランプ信号ＢＬＣＬＡＭＰを１．６Ｖに設定し、ビット
線ＢＬｅｌのレベルが０．５Ｖ（１．６Ｖ－１．１Ｖ：ＭＯＳトランジスタＱ２の閾値電
圧＝０．５Ｖ）以上であれば、このＭＯＳトランジスタＱ３はオフ状態を維持するので信
号線ＴＤＣの電荷は引き抜かれない。一方、ビット線ＢＬｅｌのレベルが０．５Ｖ以下で
あれば、ＭＯＳトランジスタＱ３はオンする。ビット線ＢＬｅｌは放電されているので、
このビット線ＢＬｅｌの容量に電荷は蓄積されておらず、そこへ信号線ＴＤＣの電荷が流
れ込む。この際、信号線ＴＤＣの容量はビット線ＢＬｅｌの容量に比べて充分小さいため
、信号線ＴＤＣからほとんどの電荷がビット線ＢＬｅｌに流れ込む。このため、信号線Ｔ
ＤＣはほぼ０．０Ｖまで放電される。
【００２６】
　その後（時点ｔ１０）は、ラッチ信号ＬＡＴＣＨの制御により信号線ＴＤＣの電位をラ
ッチ回路ＬＡに取り込んでリード／ベリファイ動作が完了する。この時点ｔ１０には、バ
イアス信号ＢＩＡＳｅ，ＢＩＡＳｏと制御信号ＳＷｅ，ＳＷｏがＶｄｄレベルに設定され
る。
【００２７】
　上述したように、ＭＯＳトランジスタＱｓｗｅ，Ｑｓｗｏでビット線ＢＬｅ，ＢＬｏを
２分割することによって、リード／ベルファイ時に移動するビット線の電荷量を半分にで
きる。これにより、ビット線の充放電時間を半減させることができ、リード／ベリファイ
の時間を短縮できる。
【００２８】
　なお、図３及び図４では、偶数アドレスのビット線ＢＬｅｌに対してリード／ベリファ
イ動作を行う場合を例に取って説明したが、奇数アドレスのビット線ＢＬｏｌに対してリ
ード／ベリファイ動作を行う場合も同様である。
【００２９】
　図５は、上記図２に示した回路における隣接する奇数アドレスと偶数アドレスの２本の
ビット線ＢＬｏ，ＢＬｅに着目してメモリセルアレイ１１、データキャッシュ１７及びク
ランプ回路１８の詳細な構成例を示している。この図５では、データキャッシュ１７から
離れたブロック１１－２中のワード線ＷＬ０＿ｕが選択されたときの状態を示している。
【００３０】
　図６のタイミングチャートに示すように、まず、選択ゲート線ＳＧＤを４．５Ｖ程度に
設定して選択ゲートトランジスタＳＴ２をオンさせ（時点ｔ０）、選択ブロック中の選択
ワード線（ここではブロック１１－２中のワード線ＷＬ０＿ｕ）を検知レベル（０．０Ｖ
＝Ｖｃｇｒｘ）に設定し、且つ選択ブロック１１－２中の非選択ワード線（ワード線ＷＬ
１＿ｕ～ＷＬ３１＿ｕ）をセルトランジスタが充分オンできるレベル（例えば４．５Ｖ＝
Ｖｒｅａｄ）に設定する（時点ｔ１）。
【００３１】
　また、上記時点ｔ０に、バイアス電圧ＶＢＩＡＳｅを電源電圧Ｖｄｄ、バイアス電圧Ｖ
ＢＩＡＳｏを０．０Ｖに設定する。この時、奇数アドレスと偶数アドレスのバイアス信号
ＢＩＡＳｏ，ＢＩＡＳｅはともにＶｄｄレベルに設定されている。その後、奇数アドレス
のバイアス信号ＢＩＡＳｅを０．０Ｖに設定してＭＯＳトランジスタＱｂｉａｓｅをオフ
させ、信号ＳＷｅをＶｄｄレベルから０．０Ｖに設定してＭＯＳトランジスタＱｓｗｅを
オフさせる。この時点では信号ＳＷｏはＶｄｄレベルである。そして、バイアス信号ＢＩ
ＡＳｅを１．８Ｖに設定した後、バイアス信号ＢＩＡＳｏを８．０Ｖに設定することによ
り、ビット線ＢＬｅｕを０．７Ｖに充電（クランプ）し、ビット線ＢＬｏｕ，ＢＬｏｌを
０．０Ｖに放電してシールドする。上記ビット線ＢＬｅｕを充電する際には、ビット線Ｂ
Ｌｅのほぼ半分のビット線負荷容量を充電するので充電時間を半減できる。
【００３２】
　上記時点ｔ１には、ビット線クランプ信号ＢＬＣＬＡＭＰとビット線プリチャージ信号
ＢＬＰＲＥが４．５Ｖ程度に設定される。この時、プリチャージ電圧ＶＰＲＥは接地電位
Ｖｓｓである。
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【００３３】
　そして、時点ｔ３に、ビット線選択信号ＢＬＳｅが８．０ＶになってＭＯＳトランジス
タＱ１ｅがオンすると、ビット線ＢＬｅｌはＭＯＳトランジスタＱ１ｅ，Ｑ２、信号線Ｔ
ＤＣ及びＭＯＳトランジスタＱ３を介してプリチャージ電圧ＶＰＲＥ（Ｖｓｓレベル）に
放電される。この時、ＭＯＳトランジスタＱｓｗｅはオフしているので、放電されるビッ
ト線ＢＬｅｌの負荷容量はビット線ＢＬｅの実質的に１／２になり、放電時間はビット線
ＢＬｅを放電する場合のほぼ１／２になる。
【００３４】
　次の時点ｔ４に、選択ゲート線ＳＧＳを４．５Ｖ程度の電圧に設定して選択ゲートトラ
ンジスタＳＴ１をオンさせる。この際、選択ブロック１１－２の選択ワード線ＷＬ０＿ｕ
のレベル（０．０Ｖ）よりセルトランジスタＣＴ０の閾値電圧が低ければ（「１」セルな
らば）、このセルトランジスタＣＴ０を介してビット線ＢＬｅｕは放電される。このビッ
ト線ＢＬｅｕが放電を開始した時点で、制御信号ＳＷｅをＶｄｄレベルにしてＭＯＳトラ
ンジスタＱｓｗｅをオンし、ビット線クランプ信号ＢＬＣＬＡＭＰをＶｓｓレベルに設定
してＭＯＳトランジスタＱ２をオフする。このとき、データキャッシュ１７側のビット線
ＢＬｅｌはＶｓｓレベルに放電されている。「１」セルの場合は、データキャッシュ１７
から離れた（クランプ回路１８側）のビット線ＢＬｅｕはＶｓｓレベルに放電されつつ電
荷が引き抜かれる。ビット線ＢＬｅ，ＢＬｏの容量をＣとするとクランプ回路１８側のビ
ット線ＢＬｅｕ，ＢＬｏｕの電荷量は、Ｃ／２×０．７Ｖであり、ビット線ＢＬｅ，ＢＬ
ｏの電荷量Ｃ×０．７Ｖの半分である。つまり、ビット線ＢＬｅｕ，ＢＬｏｕの放電時間
はほぼ半分になる。
【００３５】
　一方、「０」セルの場合は、クランプ回路１８側のビット線ＢＬｅｕは０．７Ｖに充電
されており、ＭＯＳトランジスタＱｓｗｅがオンしたときからこのＭＯＳトランジスタＱ
ｓｗｅを介して電荷の移動が行われる。ビット線ＢＬｅｕの電荷量はＣ／２×０．７Ｖで
あり、ビット線ＢＬｅｌの電荷量は０であるため、ＭＯＳトランジスタＱｓｗｅがオンし
た後は、ビット線ＢＬｅｕ，ＢＬｅｌのレベルは共に０．３５Ｖになる。
【００３６】
　その後（時点ｔ５）、ビット線プリチャージ信号ＢＬＰＲＥをＶｄｄレベルに設定する
。また、プリチャージ電圧ＶＰＲＥを電源電圧Ｖｄｄに上昇させ（時点ｔ６）、ビット線
プリチャージ信号ＢＬＰＲＥを４．５Ｖ程度の電圧に上昇させてＭＯＳトランジスタＱ３
をオンさせ（時点ｔ７）、このＭＯＳトランジスタＱ３を介して信号線ＴＤＣをＶｄｄレ
ベルに充電しておく（時点ｔ８）。
【００３７】
　そして、時点ｔ９にビット線クランプ信号ＢＬＣＬＡＭＰを１．２５Ｖに設定する。ビ
ット線クランプ信号ＢＬＣＬＡＭＰが１．６Ｖから０．３５Ｖ低下しているのは、ビット
線ＢＬｅｌのレベルが０．７Ｖから０．３５Ｖに低くなっているためである。
【００３８】
　その後（時点ｔ１０）は、ラッチ信号ＬＡＴＣＨの制御により信号線ＴＤＣの電位をラ
ッチ回路ＬＡに取り込んでリード／ベリファイ動作が完了する。この時点ｔ１０には、バ
イアス信号ＢＩＡＳｅ，ＢＩＡＳｏと制御信号ＳＷｅ，ＳＷｏがＶｄｄレベルに設定され
る。
【００３９】
　なお、図５及び図６では、偶数アドレスのビット線ＢＬｅｕに対してリード／ベリファ
イ動作を行う場合を例に取って説明したが、奇数アドレスのビット線ＢＬｏｕに対してリ
ード／ベリファイ動作を行う場合も同様である。
【００４０】
　上述したように、本実施形態では、ビット線ＢＬｅ，ＢＬｕをスイッチ素子としてのＭ
ＯＳトランジスタＱｓｗｅ，Ｑｓｗｏで２分割し、１／２の電荷量を充放電する。例えば
奇数アドレスのビット線ＢＬｅを充放電するものと仮定すると、従来はビット線ＢＬｅの
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容量をＣとすると充放電される電荷量はＣ×０．７Ｖであった。これに対し、本実施形態
ではＭＯＳトランジスタＱｓｗｅ，Ｑｓｗｏよりもデータキャッシュ１７側のワード線選
択時には、ＭＯＳトランジスタＱｓｗｅをオフするので、ビット線ＢＬｅｕの電荷量は０
、ビット線ＢＬｅｌの電荷量はＣ／２×０．７Ｖとなる。また、ＭＯＳトランジスタＱｓ
ｗｅ，Ｑｓｗｏよりもクランプ回路１８側のワード線選択時には、ＭＯＳトランジスタＱ
ｓｗｅをオフしたときのビット線ＢＬｅｕの電荷量はＣ／２×０．７Ｖ、ビット線ＢＬｅ
ｌの電荷量は０である。同様に、ＭＯＳトランジスタＱｓｗｅ，Ｑｓｗｏよりもクランプ
回路１８側のワード線選択時に、ＭＯＳトランジスタＱｓｗｅがオンしているときのビッ
ト線ＢＬｅｕの電荷量はＣ／２×０．７／２Ｖ、ビット線ＢＬｅｌの電荷量はＣ／２×０
．７／２Ｖとなる。
【００４１】
　従って、ビット線の充放電時間を実質的に半分にすることができ、リード／ベリファイ
の時間を短縮できる。
【００４２】
　なお、上記実施形態では、ビット線を２分割にして、ビット線の電荷量を半分にし、ビ
ット線の充放電時間を半分にする場合を例に取って説明したが、同様にビット線をｎ分割
すれば、ビット線の電荷量を１／ｎにし、ビット線の充放電時間を１／ｎにすることが可
能である。
【００４３】
　以上実施形態を用いてこの発明の説明を行ったが、この発明は上記実施形態に限定され
るものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能で
ある。また、上記実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成
要件の適宜な組み合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば実施形態に示される全
構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述
べた課題の少なくとも１つが解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果の少なくと
も１つが得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】この発明の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置及びそのリード／ベリファイ
方法について説明するためのもので、ＮＡＮＤフラッシュメモリを例に取ってリード／ベ
リファイ動作に関係する要部の概略構成を示すブロック図。
【図２】図１に示した回路におけるメモリコア部とその周辺回路を示すブロック図。
【図３】図２に示した回路における隣接する奇数アドレスと偶数アドレスの２本のビット
線に着目してメモリセルアレイ、データキャッシュ及びクランプ回路の詳細な構成例を示
すもので、データキャッシュに近いブロック中のワード線が選択されたとき状態を示す回
路図。
【図４】図３に示した回路におけるリード／ベリファイ時のタイミングチャート。
【図５】図２に示した回路における隣接する奇数アドレスと偶数アドレスの２本のビット
線に着目してメモリセルアレイ、データキャッシュ及びクランプ回路の詳細な構成例を示
すもので、データキャッシュから遠いブロック中のワード線が選択されたときの状態を示
す回路図。
【図６】図３に示した回路におけるリード／ベリファイ時のタイミングチャート。
【符号の説明】
【００４５】
　１１…メモリセルアレイ、１１－１，１１－２…ブロック、１２…コマンド入力バッフ
ァ、１３…制御回路、１４…アドレス入力バッファ、１５…ロウデコーダ、１６…カラム
デコーダ、１７…データキャッシュ、１８…クランプ回路、１９…データ出力バッファ、
ＳＷｅ０＿０，ＳＷｏ０＿０～ＳＷｅｉ＿７，ＳＷｏｉ＿７…スイッチ素子、ＣＳ…制御
信号、ＢＬｅ０＿０，ＢＬｏ０＿０～ＢＬｅ０＿７，ＢＬｏ０＿７…ビット線、ＷＬ０＿
ｄ～ＷＬ３１＿ｄ，ＷＬ０＿ｕ～ＷＬ３１＿ｕ…ワード線、ＳＧＤ，ＳＧＳ…選択ゲート
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線、ＮＳ…ＮＡＮＤストリング、ＣＴ０～ＣＴ３１…セルトランジスタ、ＳＴ１，ＳＴ２
…選択ゲートトランジスタ、ＣＥＬＳＲＣ…ソース線。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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