
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不揮発性のメモリセルアレイと、
　前記メモリセルアレイ内の１つの書き込み単位に対する書き込みおよびベリファイを繰
り返して前記書き込み単位に対するベリファイ書き込みを完了する書き込み回路と、
　前記書き込み回路により繰り返し行われる書き込みの各ステップで書き込み電圧を変化
させる書き込み電圧制御回路
　とをメモリチップに具備し、前記書き込み電圧制御回路は、
　書き込み電圧の初期値が設定された後、前記ベリファイの結果がフェイルする毎に供給
される第１のクロック信号をカウントし、出力データを前記ベリファイ書き込みの各ステ
ップにおける書き込み電圧のデータとして前記書き込み回路に供給する第１のバイナリカ
ウンタと、
　ターゲットとなる書き込み単位に対する前記書き込みおよびベリファイの繰り返し回数
を設定するためのデータを保持する第１のレジスタと、
　第１のタイミングでリセットされ、前記ターゲットとなる書き込み単位に対するベリフ
ァイ書き込みを前記第１のレジスタに設定された回数繰り返しても前記ベリファイ書き込
みの結果がフェイルの場合に供給される第２のクロック信号をカウントし、出力データを
前記第１のバイナリカウンタに書き込み電圧の初期値として供給する第２のバイナリカウ
ンタと、
　前記メモリチップの書き込み開始電圧の適正値を求めるテストをいくつの書き込み単位
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で実施したかを記憶する第２のレジスタと、
　第２のタイミングでリセットされ、

前記第２のレジスタにより指定された回数に対応する複数の書き込み単位に対して前記
ベリファイ書き込みを行った結果として得られる前記第２のバイナリカウンタの内容の累
積値に相当する値を記憶する 累積値記憶回路と、
　前記累積値記憶回路の記憶内容 前記第２のレジスタの記憶内容にしたがって

前記メモリチップの書き込み開始電圧の適正値 記
憶する不揮発性記憶素子
　とを具備することを特徴とする不揮発性半導体メモリ。
【請求項２】
　不揮発性のメモリセルアレイと、
　前記メモリセルアレイ内の１つの消去単位に対する消去およびベリファイを繰り返して
前記消去単位に対するベリファイ消去を完了する消去回路と、
　前記消去回路により繰り返し行われる消去の各ステップで消去電圧を変化させる消去電
圧制御回路
　とをメモリチップに具備し、前記消去電圧制御回路は、
　消去電圧の初期値が設定された後、前記ベリファイの結果がフェイルする毎に供給され
る第１のクロック信号をカウントし、出力データを前記ベリファイ消去の各ステップにお
ける消去電圧のデータとして前記消去回路に供給する第１のバイナリカウンタと、
　ターゲットとなる消去単位に対する前記ベリファイ消去の繰り返し回数を設定するため
のデータを保持する第１のレジスタと、
　第１のタイミングでリセットされ、前記ターゲットとなる消去単位に対するベリファイ
消去を前記第１のレジスタに設定された回数繰り返しても前記ベリファイ消去の結果がフ
ェイルの場合に供給される第２のクロック信号をカウントし、出力データを前記第１のバ
イナリカウンタに消去電圧の初期値として供給する第２のバイナリカウンタと、
　前記メモリチップの消去開始電圧の適正値を求めるテストをいくつの消去単位で実施し
たかを記憶する第２のレジスタと、
　第２のタイミングでリセットされ、

前記第２のレジスタにより指定された回数に対応する複数の消去単位に対して前記ベリ
ファイ消去を行った結果として得られる前記第２のバイナリカウンタの内容の累積値に相
当する値を記憶する 累積値記憶回路と、
　前記累積値記憶回路の記憶内容 前記第２のレジスタの記憶内容にしたがって

前記メモリチップの消去開始電圧の適正値 記憶す
る不揮発性記憶素子
　とを具備することを特徴とする不揮発性半導体メモリ。
【請求項３】
　前記第１のタイミングは、テスト開始時および前記ターゲットとなる単位に対するベリ
ファイ動作を前記第１のレジスタに設定された回数だけ実行した時であり、前記第２のタ
イミングは、テスト開始時であることを特徴とする請求項１または２記載の不揮発性半導
体メモリ。
【請求項４】
　前記第２のレジスタは、前記適正値を求めるテストを実施する単位数が外部入力により
設定される、または、前記適正値を求めるテストを実施した単位の数をカウントすること
を特徴とする請求項１乃至 のいずれか１項に記載の不揮発性半導体メモリ。
【請求項５】
　テスト時には、前記第２のバイナリカウンタの初期値は外部入力コマンドに基づいて設
定され、当該初期値が前記第１のバイナリカウンタの初期値として設定されることを特徴
とする請求項１乃至 のいずれか１項に記載の不揮発性半導体メモリ。
【請求項６】
　通常動作時には、前記第２のバイナリカウンタの初期値は前記不揮発性記憶素子に記憶
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されている開始電圧に基づいて設定され、当該初期値が前記第１のバイナリカウンタの初
期値として設定されることを特徴とする請求項１乃至 のいずれか１項に記載の不揮発性
半導体メモリ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、不揮発性半導体メモ 係り、特にベリファイ書き込みおよびベリファイ消
去を行なう不揮発性半導体メモリにおける書き込み電圧の初期値および消去電圧の初期値
を設定する回 関するもので、例えばＮＡＮＤ型フラッシュメモリに適用されるもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
不揮発性半導体メモリの１種であるＮＡＮＤ型フラッシュメモリについては、例えば「 K.
Imamiya et.al.” A 130-mm2 256-Mb NAND Flash with Shallow Trench Isolation Techno
logy”， IEEE J.Solid State Circuits, Vol.34,pp.1536-1543, Nov.1999」などの文献に
よって発表されている。
【０００３】
このような不揮発性半導体メモリでは、ウェハ・テストの工程において、電圧トリミング
と不良セルのリダンダンシ置き換えが行われる。
【０００４】
図１５は、従来のＮＡＮＤ型フラッシュメモリのウェハ・テスト工程を概略的に示すフロ
ーチャートである。
【０００５】
各工程の動作内容は下記の通りである。
【０００６】
ＤＣテストでは、コンタクト・チェック、スタンバイ電流等のＤＣチェックを行なう。Ｖ
ref（基準電圧）トリミングでは、まずウェハ上の各チップのＶ refをモニタし、次いでこ
れらをターゲット値に補正するためにトリミング値をいくらにすればよいかを計算する。
【０００７】
次に、Ｖ pgm（書き込み電圧）初期値トリミングを行なう。ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ
では書き込み電圧Ｖ pgmを初期値から段階的に上げてゆく Incremental Step Pulse Progra
mming Scheme を採用している。この方法については、例えば「 K.D.Suh et.al.， "A 3.3V
 32Mb NAND Flash Memory with Incremental Step Pulse Programming Scheme"， ISSCC D
igest of Technical Papers, pp.128-129, Feb.1995」に記載されている。
【０００８】
この書き込み方法では、書き込み時間（もしくは書き込みループ回数）が所定の時間（回
数）内に収まるようにするために、Ｖ pgmの初期値を最適化する必要がある。そのために
はまず、メモリセルアレイ内から書き込み消去のできるブロック（グッド・ブロック）を
見つける必要がある。なぜならこの段階では未だ不良セルのリダンダンシ置き換えがなさ
れていないからである。
【０００９】
グッド・ブロックが見つかったら、Ｖ pgmの初期値を変えつつそのブロックに書き込みを
行い、最適値を決定する。
【００１０】
続いて電圧トリミング用フューズ・カットを行なう。この工程では、ウェハをレーザー・
ブロー装置に移し、上記Ｖ refトリミング、Ｖ pgm初期値トリミングで決定したトリミング
値に応じてフューズ・カットする。
【００１１】
続いて不良カラム・ロウ検出を行なう。ここでは、リダンダシン置き換えのためにメモリ
セルアレイに数通りのデータパターンを書き込み、不良カラム・ロウを検出する。
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【００１２】
次に、リダンダシン用フューズ・カットを行なう。ここでは、ウェハを再度レーザー・ブ
ロー装置に移し、リダンダンシ置き換えのフューズ・カットをする。
【００１３】
なお、このフローチャートにおいて、不良カラム・ロウ検出の前に電圧トリミング用のフ
ューズ・カットを行なうのは、Ｖ pgm等の内部生成電圧がずれた状態で不良カラム・ロウ
検出を行なうと不良が見つけられない可能性があるためである。
【００１４】
上記のようなウェハ・テスト工程のテスト時間は、チップのコストに反映される。したが
ってチップコストを削減するには、必要なウェハ・テストを行ないつつテスト時間を極力
短縮することが必要である。
【００１５】
上述したウェハ・テストの工程で、テスト時間を長くする要因の１つは、フューズ・カッ
ト工程の存在である。レーザー・ブローによりフューズ・カットを行なうためには、ウェ
ハをテスタから取り出してレーザー・ブロー装置に移す必要があり、ここで時間のオーバ
ーヘッドが生じる。上記ウェハ・テスト工程では特に、フューズ・カットを２回に分けて
行なう必要があるためオーバーヘッドがより顕著なものとなっている。
【００１６】
上記フューズ・カット工程分の時間を削減するための方法が、本願出願人による特開 2001
-176290（特願平 11-351396号）の「不揮発性半導体装置」で述べられている。
【００１７】
また、本願出願人は、特開 2002-117699（特願 2000-303854）の「半導体装置及びそのテス
ト方法」により、不揮発性半導体メモリにおける書き込み電圧／消去電圧のトリミング値
やリダンダンシの情報をメモリセルアレイ内に記憶させ、メモリに電源を投入した時点で
メモリセルアレイ内から上記情報を取り出して所定のレジスタに格納することにより、メ
モリの通常の動作状態では上記レジスタに電圧のトリミング値やリダンダンシの情報が格
納されるようにすることを提案した。
【００１８】
ところで、従来のＮＡＮＤ型フラッシュメモリにおいては、チップ毎にテストを行った結
果で書き込みまたは消去の初期電圧を決定しており、それに伴う問題点を以下で詳細に説
明する。
【００１９】
図９は、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリにおける読み出し／書き込み動作を説明するために
関連する構成を概略的に示している。
【００２０】
図９において、メモリセルアレイ１１は、電気的書き替えが可能な不揮発性のメモリセル
が複数直列に接続されてなるＮＡＮＤセルユニットが、カラム、ロウ方向にマトリクス状
に配列して構成されている。上記各メモリセルは、コントロールゲートとフローティング
ゲートとが積層されたスタックトゲート型のＭＯＳトランジスタ構造を有している。
【００２１】
ここで、メモリセルアレイ１１は、他とは絶縁分離されたウェル領域上に形成されており
、メモリセルアレイ１１内のメモリセルのデータを消去する際は、消去動作を複数ステッ
プに分けて各ステップ毎に上記ウェル領域に与える消去電圧を初期電圧から一定電圧ずつ
上げてゆくような消去方法が採られる。
【００２２】
上記メモリセルアレイ１１には、互いに交差するようにそれぞれ複数本のワード線及びビ
ット線が設けられており、複数本のワード線はロウデコーダ１２のデコード出力によって
選択的に駆動される。
【００２３】
データの読み出し時には、メモリセルアレイ１１内のメモリセルから読み出された信号が
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、ビット線を介してページバッファ１３に供給されてセンスされた後、カラム単位で選択
されて外部に出力される。
【００２４】
データの書き込み時には、外部から供給される書き込みデータに応じた電圧がページバッ
ファ１３を介してビット線ＢＬに供給され、選択メモリセルにデータが書き込まれる。
【００２５】
前記メモリセルアレイ１１のワード線は複数のＮＡＮＤセルユニットで共通に接続されて
おり、この複数のＮＡＮＤセルユニットは、データ消去の最小単位となるセルブロックを
構成しており、複数のセルブロックがビット線を共通にして配置されている。
【００２６】
１つのワード線により選択されるメモリセルの範囲は１ページと呼ばれ、データの書き込
み動作は、１ページ単位で一括して行われる。例えば５１２バイト分あるデータレジスタ
に保持された書き込みデータがビット線を通して一括して書き込まれる。
【００２７】
図１０（ａ）、（ｂ）は、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリのメモリセル（セルトランジスタ
）に対するデータの書き込み動作時のバイアス関係を示している。
【００２８】
図１０（ａ）に示すように、書き込みデータが“０”の場合は、セルトランジスタのウェ
ル領域に書き込みバイアス（本例では 0V）を加える。このように書き込みバイアスを加え
られたセルトランジスタは、電子がフローティングゲートに注入され、その閾値が正側に
シフトし、書き込みが行われる。
【００２９】
図１０（ｂ）に示すように、書き込みデータが“１”の場合は、セルトランジスタのウェ
ル領域に書き込みバイアスを加えないでフローティング状態にする。このように書き込み
バイアスを加えられないセルトランジスタは、電子がフローティングゲートに注入されな
いので、その閾値は低いままで変化しない（書き込みが行われない）。
【００３０】
図１１は、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリの読み出し時のメモリセルユニットのバイアス関
係を示す。
【００３１】
選択ワード線（本例ではＷＬ１４）には 0Vの電圧が印加され、非選択ワード線（本例では
、ＷＬ０～ＷＬ１３、ＷＬ１５）、ビット線（ＢＬ）側の選択ゲートトランジスタおよび
共通ソース線（ＳＬ）側の選択ゲートトランジスタの各ゲート線ＳＧＤ，ＳＧＳには読み
出し電圧Ｖ readが印加される。この場合、非選択ワード線（本例では、ＷＬ０～ＷＬ１３
、ＷＬ１５）に読み出し電圧Ｖ readが印加されるセルトランジスタおよびゲート線に読み
出し電圧Ｖ readが印加される選択ゲートトランジスタは、オン状態になる必要がある。
【００３２】
そのためには、データ“０”の状態（書き込まれた状態）のセルトランジスタの閾値は、
選択ワード線電圧 (0V)と非選択ワード線電圧 (Ｖ read)の間にマージンをもって収まる必要
がある。しかし、セルトランジスタの書き込み特性は、ロット毎、ウェハ毎、チップ毎、
さらには同一チップ内のセル毎にばらつく。
【００３３】
図１２は、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリのチップ全体に適当な書き込みバイアスを加えた
場合の書き込み後のセルトランジスタの閾値のばらつきを示している。ここでは、書き込
み後のセルトランジスタの閾値が 0VとＶ readの間にマージンを持って収まらない様子が分
かる。
【００３４】
この対策として、メモリの書き込みは書き込み動作とベリファイ動作を繰り返し行ってベ
リファイがパスするまで行なうベリファイ書き込みという手法を用いて書き込み後の閾値
のばらつきを小さく抑えている。
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【００３５】
図１３および図１４は、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリにおけるベリファイ書き込み時の書
き込みバイアスの変化を示す。
【００３６】
ベリファイ書き込みは、図１３に示すように、書き込みおよびベリファイを繰り返す過程
で書き込み毎に書き込みバイアス（ワード線電圧）を弱いものから強いものに徐々に変化
させ、図１４に示すように、ベリファイ電圧よりも高く書き込みが行われたセルに対して
は、次回の書き込みでは書き込みバイアスを加えないという手法である。
【００３７】
上記したようなベリファイ書き込みを不揮発性メモリのテストで行なう際、十分に低い書
き込みバイアスから書き込みを始めれば書き込み後の閾値分布は狭くなるが、あまり低い
書き込みバイアスから書き込みを始めると、書き込みの繰り返し回数が多くなり、書き込
みのパフォーマンスが悪くなってしまう。
【００３８】
上記したようなベリファイ書き込みを始める電圧（初期値）を設定する際、メモリセルの
書き込み特性は前記したようにチップ毎に特徴を持つので、チップ毎、または、それより
も細かい単位で、ターゲットとする書き込み回数で書き込みが終了するように書き込み電
圧の初期値を設定する必要がある。
【００３９】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来は、ベリファイ書き込みまたはベリファイ消去の初期電圧は、１つの書き込
み単位または消去単位のテストを行った結果で決定されており、典型的な書き込み特性ま
たは消去特性を示すメモリセル群から取得されたとは限らず、この初期電圧のトリミング
値が適正でないものになってしまうおそれがあるという問題があった。
【００４０】
　本発明は上記の問題点を解決すべくなされたもので、複数の書き込みまたは消去単位で
従来例と同様のテストを自動的に行い、この結果の平均値をトリミングデータ決定の基準
とすることにより、より適正なトリミングデータを得ることができ、書き込みもしくは消
去電圧の最適値をウェハ・テスト工程における自動的なテストにより自動的に選択し得る
不揮発性半導体メモ 提供することを目的とする。
【００４１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の不揮発性半導体メモリは、不揮発性のメモリセルアレイと、前記メモリ
セルアレイ内の１つの書き込み単位に対する書き込みおよびベリファイを繰り返して前記
書き込み単位に対するベリファイ書き込みを完了する書き込み回路と、前記書き込み回路
により繰り返し行われる書き込みの各ステップで書き込み電圧を変化させる書き込み電圧
制御回路とをメモリチップに具備し、前記書き込み電圧制御回路は、書き込み電圧の初期
値が設定された後、前記ベリファイの結果がフェイルする毎に供給される第１のクロック
信号をカウントし、出力データを前記ベリファイ書き込みの各ステップにおける書き込み
電圧のデータとして前記書き込み回路に供給する第１のバイナリカウンタと、ターゲット
となる書き込み単位に対する前記書き込みおよびベリファイの繰り返し回数を設定するた
めのデータを保持する第１のレジスタと、第１のタイミングでリセットされ、前記ターゲ
ットとなる書き込み単位に対するベリファイ書き込みを前記第１のレジスタに設定された
回数繰り返しても前記ベリファイ書き込みの結果がフェイルの場合に供給される第２のク
ロック信号をカウントし、出力データを前記第１のバイナリカウンタに書き込み電圧の初
期値として供給する第２のバイナリカウンタと、前記メモリチップの書き込み開始電圧の
適正値を求めるテストをいくつの書き込み単位で実施したかを記憶する第２のレジスタと
、第２のタイミングでリセットされ、

前記第２のレジスタにより指定された回数に対応する複数の書き込み単位に対して前記
ベリファイ書き込みを行った結果として得られる前記第２のバイナリカウンタの内容の累
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積値に相当する値を記憶する 累積値記憶回路と、前記累
積値記憶回路の記憶内容 前記第２のレジスタの記憶内容にしたがって

前記メモリチップの書き込み開始電圧の適正値 記憶する不
揮発性記憶素子とを具備することを特徴とする。
【００４２】
　本発明の第２の不揮発性半導体メモリは、不揮発性のメモリセルアレイと、前記メモリ
セルアレイ内の１つの消去単位に対する消去およびベリファイを繰り返して前記消去単位
に対するベリファイ消去を完了する消去回路と、前記消去回路により繰り返し行われる消
去の各ステップで消去電圧を変化させる消去電圧制御回路とをメモリチップに具備し、前
記消去電圧制御回路は、消去電圧の初期値が設定された後、前記ベリファイの結果がフェ
イルする毎に供給される第１のクロック信号をカウントし、出力データを前記ベリファイ
消去の各ステップにおける消去電圧のデータとして前記消去回路に供給する第１のバイナ
リカウンタと、ターゲットとなる消去単位に対する前記ベリファイ消去の繰り返し回数を
設定するためのデータを保持する第１のレジスタと、第１のタイミングでリセットされ、
前記ターゲットとなる消去単位に対するベリファイ消去を前記第１のレジスタに設定され
た回数繰り返しても前記ベリファイ消去の結果がフェイルの場合に供給される第２のクロ
ック信号をカウントし、出力データを前記第１のバイナリカウンタに消去電圧の初期値と
して供給する第２のバイナリカウンタと、前記メモリチップの消去開始電圧の適正値を求
めるテストをいくつの消去単位で実施したかを記憶する第２のレジスタと、第２のタイミ
ングでリセットされ、 前記第２のレ
ジスタにより指定された回数に対応する複数の消去単位に対して前記ベリファイ消去を行
った結果として得られる前記第２のバイナリカウンタの内容の累積値に相当する値を記憶
する 累積値記憶回路と、前記累積値記憶回路の記憶内容

前記第２のレジスタの記憶内容にしたがって
前記メモリチップの消去開始電圧の適正値 記憶する不揮発性記憶素子とを具備する
ことを特徴とする。
【００４５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００４６】
図１は、本発明の第１の実施形態に係るＮＡＮＤ型フラッシュメモリの概略的な構成を示
すブロック図である。
【００４７】
図１において、メモリセルアレイ（ Memory Cell Array）１１は、電気的書き替えが可能
な不揮発性メモリセルがカラム、ロウ方向にマトリクス状に配列して構成されている。上
記各メモリセルは、コントロールゲートとフローティングゲートとが積層されたスタック
トゲート型のＭＯＳトランジスタ構造を有している。
【００４８】
上記メモリセルアレイ１１は、他とは絶縁分離されたウェル領域上に形成されており、メ
モリセルアレイ１１内のメモリセルのデータを消去する際は、消去動作を複数ステップに
分けて各ステップ毎に上記ウェル領域に与える消去電圧を初期電圧から一定電圧ずつ上げ
てゆくような消去方法が採られる。
【００４９】
また、メモリセルアレイ１１には、不良セルを置き換えるためのリダンダシカラムが設け
られており、さらに、初期設定データを格納するための初期設定データ領域（図示せず）
が設定されている。
【００５０】
そして、メモリセルアレイ１１には、互いに交差するようにそれぞれ複数本のワード線及
びビット線が設けられており、複数本のワード線はロウデコーダ（ Row Decoder）１２の
デコード出力によって選択的に駆動される。
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【００５１】
データの読み出し時には、メモリセルアレイ１１内のメモリセルから読み出された信号が
ビット線を介してページバッファ（ Page Buffer）１３に供給され、ここでセンスされる
。ページバッファ１３でセンスされたデータは、カラムゲート回路（ Column Gate）１４
によってカラム単位で選択されてＩ／Ｏバス（ I/O Bus）１５に供給され、さらにＩ／Ｏ
バッファ（ I/O Buffer）１６から外部に出力される。
【００５２】
データの書き込み時には、外部から供給される書き込みデータがＩ／Ｏバッファ１６～Ｉ
／Ｏバス１５～カラムゲート回路１４に供給され、さらに、ページバッファ１３を介した
書き込みデータに応じた電圧がビット線に供給され、選択メモリセルにデータが書き込ま
れる。
【００５３】
また、Ｉ／Ｏバッファ１６には、データ書き込み時には書き込みデータが供給される他に
、メモリセルを選択するためのアドレスやメモリの動作を制御するためのコマンドがチッ
プ外部から供給される。
【００５４】
そして、アドレスはアドレスバッファ（ Address Buffer）１７に取り込まれ、コマンドは
コマンドバッファ（ Command Buffer）１８に取り込まれる。アドレスバッファ１７に取り
込まれたアドレスのうち、ロウアドレスはロウデコーダ１２に、カラムアドレスはカラム
ゲート回路１４に供給される。
【００５５】
不良カラムアドレスレジスタ（ Bad Column Add. Register）１９は、メモリセル１１に不
良カラムが発生している場合にリダンダンシ置き換えをすべき不良カラムに対応した不良
カラムアドレスを格納するために設けられている。
【００５６】
なお、この実施の形態におけるメモリでは、ブロック・リダンダンシは設けないが、その
代わりに不良ブロックを検出してフラグを立て、ユーザに不良ブロック・アドレスが判る
ようにしている。不良ブロックのフラグ情報はロウデコーダ１２内のラッチに記憶される
。この不良カラムアドレスレジスタ１９は上記Ｉ／Ｏバス１５に接続されている。
【００５７】
内部電圧生成回路（ Voltage Generator）２０は、チップ内部で使用される各種電圧を生
成するものであり、この電圧には例えばＶ ref（基準電圧）、Ｖ pgm（書き込み電圧）、内
部降圧電圧（Ｖ dd）、消去電圧（Ｖ erase）、非選択セルのワード線に供給される非選択
セルワード線電圧（Ｖ read）などがある。内部電圧生成回路２０で生成された各種電圧は
ロウデコーダ１２などに供給される。
【００５８】
トリミングデータレジスタ（ Trim. Data Register）２１は、上記内部電圧生成回路２０
で上記各種電圧を生成する際に使用される調整用データ（トリミングデータ）を格納する
。
【００５９】
タイマー回路（ Timer）２２は、チップ内部で使用される各種タイミングパルスを生成す
る。
【００６０】
トリミングデータレジスタ（ Trim. Data Register）２３は、上記タイマー回路２２で上
記各種タイミングパルスを生成する際に使用される調整用データ（トリミングデータ）を
格納する。
【００６１】
上記トリミングデータレジスタ２１、２３は、従来技術におけるフューズの役割をする。
即ち、電源投入時に、メモリセルアレイ１１内の後述する初期設定データ領域からレジス
タに格納すべきデータが読み出され、１／Ｏバス１５を介して各レジスタ２１、２３に順
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次格納される。
【００６２】
Ｉ／Ｏ制御回路（ I/O Control）２４は、外部から供給されるチップイネーブル信号／Ｃ
Ｅ、リードイネーブル信号／ＲＥ、ライトイネーブル信号／ＷＥなどの各種制御信号を取
り込む。
【００６３】
このＩ／Ｏ制御回路２４に取り込まれた制御信号及び前記コマンドバッファ１８に取り込
まれたコマンドは制御回路（ Control Logic）２５に供給される。
【００６４】
この制御回路２５は、Ｉ／Ｏ制御回路２４からの制御信号及びコマンドをデコードした結
果に基づいてチップ内部の各回路の動作を制御（データ書き込み、データ消去のシーケン
ス制御を含む）する。この制御回路２５内には制御用のデータを格納するための各種レジ
スタが設けられている。また、制御回路２５は外部回路に対して、チップがアクセス可能
である否かの状態を示すレディー／ビジー信号（Ｒ／Ｂｎ）を出力する機能を有している
。
【００６５】
上記制御回路２５は、データ書き込み時には、選択されたメモリセルでの書き込み動作、
書き込み状態を確認するためのベリファイ動作を行い、書き込み不十分のメモリセルには
再度書き込みを行なうという一連の制御を行なう。そして、データ消去時には、選択され
たブロックでの消去動作、消去状態を確認するためのベリファイ動作を行い、消去不十分
の場合には再度消去を行なうという一連の制御を行なう。
【００６６】
図２は、図１中のメモリセルアレイ１１の一部の等価回路を示す。
【００６７】
メモリセルアレイは、電気的書き換え可能な不揮発性のメモリセルをマトリクス配列して
構成される。メモリセルは、例えばｐ型シリコン基板の素子分離絶縁膜により区画された
素子形成領域に、トンネル絶縁膜を介して浮遊ゲートが形成され、浮遊ゲート上にゲート
間絶縁膜を介して制御ゲートが積層されたスタックトゲート型のＭＯＳトランジスタ（セ
ルトランジスタ）を有する。
【００６８】
この例では、メモリセルアレイは、１６個のセルトランジスタが直列接続されたＮＡＮＤ
セルユニットと選択ゲートトランジスタがマトリクス状に多数配置されている。
【００６９】
この場合、各セルトランジスタのソース、ドレイン拡散層は、ＮＡＮＤセルユニット内の
隣接するセルトランジスタ同士で共有されている。そして、ＮＡＮＤセルユニットの一端
は、選択ゲートトランジスタＳ１を介してビット線ＢＬに接続され、他端は選択ゲートト
ランジスタＳ２を介して共通ソース線ＳＬに接続される。
【００７０】
前記１６個のセルトランジスタの制御ゲートは、それぞれ一方向に連続的に配設されてワ
ード線ＷＬ０～ＷＬ１５となる。選択ゲートトランジスタＳ１，Ｓ２のゲート電極は、セ
ルトランジスタと同様の積層ゲート構造を有する。この場合、積層ゲート電極がワード線
ＷＬと同じ方向に連続的に配設されており、浮遊ゲート分離は行われず、選択ゲート線Ｓ
ＧＤ，ＳＧＳとなる。セルアレイ上は層間絶縁膜で覆われ、その上にビット線（ＢＬ）が
形成される。
【００７１】
この様なメモリセルアレイ１の複数のセルブロックＢ０、Ｂ１、…、Ｂｎうち、適当なセ
ルブロックの一つ或いは複数個、例えばセルブロックＢｎが初期設定データを記憶するた
めの初期設定データ領域として使用される。
【００７２】
　この初期設定データ領域は、ビット線ＢＬ及びワード線ＷＬの選択駆動により、データ
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の書き込み、消去及び読み出しが可能ではあるが、ＥＥＰＲＯＭの通常の動作においては
外部からはアクセスされない。したがって、データの一括消去あるいはブロック単位の消
去の際にも、この初期設定データ領 消去条件に設定されないので初期設定データ領域
内のデータは消去されない。
【００７３】
前記１６個のセルトランジスタのワード線ＷＬ０～ＷＬ１５は複数のＮＡＮＤセルユニッ
トで共通に接続されており、この複数のＮＡＮＤセルユニットは、データ消去の最小単位
となるセルブロックを構成している。そして、複数のセルブロックＢ０、Ｂ１、…、Ｂｎ
がビット線ＢＬを共通にして配置されている。
【００７４】
１つのワード線ＷＬにより選択されるメモリセルの範囲は１ページと呼ばれ、データの書
き込み動作は、１ページ単位で一括して行われる。例えば、 512 バイト分あるデータレジ
スタに保持された書き込みデータがビット線を通し一括して書き込まれる。
【００７５】
図３は、上記ＮＡＮＤ型フラッシュメモリのウェハ・テスト時における各工程を示すフロ
ーチャートである。
【００７６】
次に、図３のフローチャートを参照してウェハ・テストの工程を説明する。
【００７７】
（１）ＤＣテスト（ DC Test）
まず、ＤＣテストを行なう。この部分は自動テスト化できないが、トータルのテスト時間
に占める割合は小さいので、テスト時間への影響は少ない。
【００７８】
（２）デフォルト・リセット（ Default Reset）
全レジスタをデフォルト状態（初期状態）にセットする。トリミングデータレジスタ２１
、２３に対しては、各レジスタの中身がデフォルトのトリミング値となるようリセットす
る。一方、不良カラムアドレスレジスタ１９と前記不良ブロック・フラグに関しては、不
良カラムおよび不良ブロックがない状態にリセットする。
【００７９】
（３）タイマー及び電圧トリミング（ Timer & Voltage Trimming）
タイマー回路２２で生成するパルス信号のパルス幅のトリミング及び内部電圧生成回路２
０で生成する電圧の値のトリミングを行なう。ここでトリミングする電圧は、基準電圧Ｖ
ref、内部降圧電圧Ｖ dd並びに非選択セルワード線電圧Ｖ readの３つである。
【００８０】
（４）不良カラム検出及び置き換え（ Bad Col. Detection & Repair）
従来は正常なメモリブロック（ Good Block）を検出してＶ pgmの初期値のトリミングを行
なった後に不良カラム検出を実施していた。しかし、不良カラムが存在するとチップ内に
正常なメモリブロックが存在しないという事態が起こり得る。なぜなら、正常なメモリブ
ロックかどうかは書き込み消去を行なって一括検知をパスするかどうかで判定するが、不
良カラムがあると一括検知で常にフェイル（ Fail）となるからである。
【００８１】
そこで、この実施の形態のメモリでは、不良カラム検出と置き換えを行なった後、正常な
メモリブロックの調査（ Good Block Search）を行い、Ｖ pgmの初期値のトリミング（ Vpgm
 Initial Value Trimming）を実施する。
【００８２】
Ｖ pgmの初期値のトリミングを行なう前に不良カラム検出と置き換えを行なうには、書き
込み消去せずに不良カラムを検出する必要がある。そこで、ビット線のリークチェックや
オープンチェック等を行って不良カラムを検出する。逆に言えば、このような手法で不良
カラムが検出できるので、不良カラム検出の工程をＶ pgmの初期値のトリミング工程の前
に持ってくることが可能となる。

10

20

30

40

50

(10) JP 3866627 B2 2007.1.10

域は



【００８３】
（５）正常なメモリブロックのサーチ（ Good Block Search）
Ｖ pgmの初期値を決定するための書き込み動作は、書き込み消去のできるブロックで行な
う必要がある。そこで、正常なメモリブロックのサーチを行なう。
【００８４】
図４は、上記正常なメモリブロックのサーチ工程のシーケンスを示すフローチャートであ
る。
【００８５】
まず、適当な初期ブロック・アドレスを入力する（ Input Initial Block Address）。初
期ブロック・アドレスは先頭ブロック・アドレスでなくてもよい。次にブロック消去コマ
ンドを入力し、このブロックを消去する（ Block Erase）。
【００８６】
消去動作に引き続いて、消去ベリファイ（一括検知で全て“１”状態になっていることを
チェックする）が行なわれ、その結果を図１の中の制御回路２５などに設けられている第
１のステータスレジスタに格納する。
【００８７】
次に、マニュアルプログラム（ Manual Program）コマンドを入力し、選択されているペー
ジに対し全て“０”書き込みを行なう。このマニュアルプログラムでは書き込みループ回
数を１回とし、Ｖ pgmは最大値もしくはそれに近い値にする。プログラム後はベリファイ
動作を行い、その結果を同じく制御回路２５などに設けられている第２のステータスレジ
スタに格納する（ Manual All “０”  Program (Vpgm fix））。
【００８８】
続いて、アドレスレジスタコントロールコマンドを入力する（ Input Address Register C
ontrol Command）。これにより、上記第１、第２のステータスレジスタの内容のいずれか
１つもしくは両方がフェイル（ Fail）であればブロック・アドレスがインクリメントされ
る。両方のステータスレジスタの内容がパス（ Pass）であればそのアドレスに留まる。
【００８９】
なお、上記のように第１、第２のステータスレジスタの内容を見る代わりに、パス／フェ
イル結果を累積して記憶するような１つのステータスレジスタを用いて上記操作を行って
もよい。即ち、直前の消去もしくは書き込みベリファイの結果がパスであればレジスタの
データを変えず、フェイルであればレジスタの状態を強制的に第１の信号状態にするよう
なステータスレジスタを設け、このレジスタデータがフェイルである場合にブロック・ア
ドレスをインクリメントさせるようにする。最初にこのステータスレジスタをパス状態に
しておいてから、消去・書き込みを行なえば、消去もしくは書き込みのいずれかがフェイ
ルのとき、このレジスタはフェイル状態になる。従って、１つのステータスレジスタによ
り上記と同様の機能を実現することができる。
【００９０】
ブロック消去からアドレスレジスタコントロールコマンド入力までのシーケンスを、所定
の回数繰り返す。この結果、シーケンスが終了した時点ではブロック・アドレスのバッフ
ァに各々のチップの正常なメモリブロック（ Good Block）のアドレスが入っていることに
なる。この操作はタイマー・トリミングや電圧トリミングの場合と同様、完全並列動作が
可能である。アドレスレジスタコントロールコマンドの役割は、タイマー・トリミングや
電圧トリミングにおけるレジスタコントロールコマンドの役割に相当している。
【００９１】
（６）Ｖ pgm初期値トリミング（ Vpgm Initial Value Trimming）
図５は、上記Ｖ pgm初期値トリミングのシーケンスを示すフローチャートである。
【００９２】
最初に、Ｖ pgmの初期値を格納するレジスタをリセットする（ Vpgm ini Register Reset）
。このレジスタは、カウンタの機能を有しており、制御回路からインクリメント信号が発
せられるとレジスタ内のデータをインクリメントする。
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【００９３】
次に、所望のプログラムループ数を入力し、所定のレジスタに格納する（ Program Loop #
 Input）。この状態で自動プログラム（ Auto Program）を実行すると、入力されたループ
回数分Ｖ pgmがステップアップされる。プログラム後のパス／フェイル（ Pass/Fail）情報
は前記第２のステータスレジスタに格納する。
【００９４】
この段階でレジスタコントロールコマンドを入力すると（ Input Register Control Comma
nd）、プログラムステータスがフェイル（ Fail）であればＶ pgmの初期値のレジスタ値が
インクリメントされ、パス（ Pass）であればそのレジスタ状態が保持される。従って、こ
の自動プログラムとレジスタコントロールの組を所定回数分繰り返した後は、Ｖ pgmの初
期値のレジスタに所望のプログラムループ数で書き込みが終了するようなＶ pgmの初期値
が入力されていることになる。
【００９５】
図６は、上記のシーケンスで書き込み電圧Ｖ pgmがどのように変化していくかを示したフ
ローチャートである。ここでは、プログラムループ数は５回に設定されている。
【００９６】
第１回目の書き込みシーケンス（ Sequence）ではＶ pgmの初期値は最小の値に設定されて
いる。ここからＶ pgmの値が４回ステップアップ（ Step Up）し、その後ステータスが判定
される。ステータスがフェイル（ Status Fail）の間はＶ pgmの初期値がインクリメントさ
れ続け、ステータスがパス（ Status Pass）となったらＶ pgmの初期値はその状態を保つ。
従って、所定回数このシーケンスを繰り返した後は、Ｖ pgmの初期値がそのチップに応じ
た最適値に設定されていることになる。
【００９７】
なお、プログラム時は非選択ワード線電圧Ｖ passもステップアップする。このＶ passの初
期値は、Ｖ pgmの初期値に連動して変わるよう設定しておけばよい。
【００９８】
また、ここでは、Ｖ pgmの初期値の最適化の方法のみを説明したが、必要であれば消去電
圧Ｖ eraseの初期値も同様の方法で最適化できる。
【００９９】
再び、図３のフローチャートに戻ってウェハ・テスト工程を説明する。
【０１００】
（７）不良メモリブロック検出（ Bad Block Detection）
ＮＡＮＤ型フラッシュメモリではブロック不良に対してはフラグＦｌａｇ（ Bad Block Fl
ag）を立て、リダンダンシ置き換えは行なわない。
【０１０１】
（８）オプション・セット（ Option Set）
これまでの操作で、メモリセルアレイ１１の初期設定データ領域に格納するデータのうち
、各種トリミングやセルアレイ部の不良に関する情報は確定したことになる。初期設定デ
ータ領域にはこの他、チップのオプション（ Option）に関する情報、例えばチップを多値
品として使うか２値品として使うかなどの情報が書き込まれる。こうした情報は、この時
点でテスタから各チップに入力する。入力されたデータは所定のレジスタに格納される。
【０１０２】
（９）ＲＯＭヒューズ・プログラム（ ROM-Fuse Program）
ここでは、各レジスタに格納されているデータを順次ページバッファに転送し、次いで初
期設定データ領域に書き込む。書き込みが終了したら電源を一旦切り、再度電源を投入す
る。チップ内ではパワーオンを検知して初期設定データ領域からデータが読み出され、各
レジスタに順次データが転送される。これにより各種トリミングやセルアレイ部の不良に
関する情報が以降のチップ動作に反映される。必要ならば、これを検証するために各種電
圧、タイマーをモニタしたり、メモリセルヘの書き込み／消去／読み出し動作を行なう。
【０１０３】
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（１０）パワーオフ、オン時のレジスタ状態の検証（ Power Off, On Verification of Re
gister State）
なお、上記したようなウェハ・テストのうち、（２）のデフォルト・リセットから（９）
のＲＯＭヒューズ・プログラムまでの工程は、電源を投入した後に電源を切ることなく続
けて行われる。
【０１０４】
次に、上記ＮＡＮＤ型フラッシュメモリにおける本発明の特徴について詳細に説明する。
【０１０５】
図７（ａ）、（ｂ）は、図１のＮＡＮＤ型フラッシュメモリにおける書き込み開始電圧を
設定する回路の一例を示すブロック図およびその動作例を示すタイミング波形図である。
【０１０６】
図７（ａ）、（ｂ）において、複数のレジスタからなるＮビットのバイナリカウンタレジ
スタ（第１のカウンタ）７１は、初期値が設定された後、第１のクロック CLK1により２ｍ

ずつカウントアップすることが可能であり、その出力を書き込み電圧データとして書き込
み電圧制御回路７７に供給する。上記クロック CLK1は、書き込み後のベリファイ動作がフ
ェイルする毎に供給されるものであり、上記フェイル毎に書き込み電圧データが大きくな
り、再書き込みのための書き込みバイアスを増加させていくことになる。
【０１０７】
なお、上記第１のカウンタ７１は、その出力（バイナリデータ）中の２ｍ の重みを有する
ビットに対応するステージより後段にクロック CLK1を入力することにより、２ｍ ずつカウ
ントアップすることが可能になる。
【０１０８】
複数のレジスタからなるＬビットのバイナリカウンタ（第２のカウンタ）７２は、第１の
タイミングでリセットされ、Ｌビットの初期値が設定された後、第２のクロック CLK2によ
り２ｋ （ｋ＜ｍ）ずつカウントアップすることが可能であり、その出力を第１のカウンタ
７１に書き込み初期電圧データとして供給する。
【０１０９】
書き込み制御回路７８は、ベリファイ書き込み動作の進行に伴って、第１のレジスタ７３
の内容を参照して前記クロック CLK1、 CLK2を生成するものである。
【０１１０】
第１のレジスタ７３は、テスト時にターゲットとなる書き込み単位に対する書き込みの繰
り返し回数を設定するためのものであり、外部入力により設定することが可能である。
【０１１１】
ここで、前記第２のカウンタ７２のリセットタイミングは、前記ターゲットとなる書き込
み単位を新たに選択した時である。
【０１１２】
第２のレジスタ７５は、書き込み電圧の適正値を求めるテストを幾つの書き込み単位で実
施するか、あるいは実施したかを示すデータＥを記憶するものであり、外部からデータが
入力する、または、テストの実施回数を数えるものである。
【０１１３】
さらに、前記複数の書き込み単位でテストをした結果により得られる第２のカウンタ７２
の内容の累積値に相当する値を記憶する累積値記憶回路として、例えば複数のレジスタか
らなるバイナリカウンタ（第３のカウンタ）７４が設けられている。この第３のカウンタ
７４は、前記第２のカウンタ７２とは異なる第２のタイミングでリセットされ（テスト開
始時にリセットされるが、前記ターゲットとなる書き込み単位を新たに選択した時にはリ
セットされない）、前記クロック CLK2によりカウントアップする。
【０１１４】
平均値回路７９は、前記第３のカウンタ７４のデータＤおよび前記第２のレジスタ７５で
示されるテスト回数データＥを受け、データＤ／Ｅに相当する論理処理を行って前記複数
の書き込み単位でテストをした書き込み回数の平均値を算出する。この場合、テスト回数
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データＥがｉビットで表わされるものとすると、第３のカウンタ７４のカウント値の下位
ｉビットを除いた上位ビットのデータを取り出す処理を行なう。そして、算出した平均値
に予め規定したオフセット電圧を加えた値を書き込み電圧の初期値として不揮発性記憶素
子７６に書き込む。
【０１１５】
なお、上記構成は、ベリファイ書き込み動作に着目して説明したが、ベリファイ消去動作
に着目した場合には、書き込みを消去に置き換えればよい。
【０１１６】
図８は、図７（ａ）の回路を用いて書き込み電圧の適正値を設定するテスト方法の一例を
示すフローチャートである。
【０１１７】
（ステップＳ１）
テスト時にターゲットとなる書き込み単位に対する書き込みの繰り返し回数を第１のレジ
スタ７３に設定した後、第３のバイナリカウンタ７４をリセットする。
【０１１８】
（ステップＳ２）
書き込みアドレスを指定して第１の書き込み単位（または消去単位）を選択し、第２のカ
ウンタ７２をリセットする。
【０１１９】
（ステップＳ３）
書き込み開始電圧を示す第２のカウンタ７２の値を第１のカウンタ７１にロード（設定）
する。
【０１２０】
（ステップＳ４）
ターゲットとなる書き込み単位のメモリセルに対する消去を行なう。
【０１２１】
（ステップＳ５）
ターゲットとなる書き込み単位のメモリセルに対して、第１のカウンタ７１に設定されて
いる書き込み電圧での書き込みおよび書き込みベリファイを行い、ベリファイの結果がパ
ス（書き込みが完了した）の場合はステップＳ９に進み、フェイルであった（書き込みが
完了しなかった）場合はステップＳ６に進む。
【０１２２】
（ステップＳ６）
第１のクロック CLK1を生成し、第１のカウンタ７１のカウント値（書き込み電圧を示す）
をインクリメントさせる。そして、第１のカウンタ７１のカウント値が第１のレジスタ７
３に設定されている回数に達したか否かを判定し、達していない場合にはステップＳ５に
戻り、達した場合にはステップＳ７に進む。ステップＳ５に戻った場合は、第１のカウン
タ７１の新たなカウント値（それまでより高い電圧を示す）でターゲットとなる書き込み
単位のメモリセルに対する書き込みおよび書き込みベリファイを行なう。つまり、書き込
みベリファイの結果がパスになるまで、または、第１のレジスタ７３に設定されている回
数だけ、ステップＳ５のループ動作を繰り返す。
【０１２３】
（ステップＳ７）
第２のカウンタ７２のカウント値が最大値 MAX （最大書き込み開始電圧）に達しているか
否かを判定し、達していない場合はステップＳ８に進み、達した場合（つまり、第２のカ
ウンタ７２のカウント最大値 MAX に達するまで前記ステップＳ５、Ｓ６の動作をだけ繰り
返しても、書き込みベリファイの結果がフェイルであった場合）は、ループから抜けてス
テップＳ９に進む。
【０１２４】
（ステップＳ８）
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第２のクロック CLK2を出力し、第２のカウンタ７２のカウント値をインクリメントさせ、
かつ、第３のカウンタ７４のカウント値をインクリメントさせた後、前記ステップＳ３に
戻る。ステップＳ３に戻った場合は、それまでより高い新たな開始電圧で、ステップＳ４
以降の動作を行なう。
【０１２５】
（ステップＳ９）
前記ステップＳ５またはＳにおいてループから抜けると、第１の書き込み単位（または消
去単位）でのテストを終了し、第２のレジスタ７５により指定されているテスト回数に達
したか否かを判定し、達していない場合（ No、テスト回数が不足している）にはステップ
Ｓ２に戻り、達した場合（ Yes）には、テストを終了する。
【０１２６】
ステップＳ２に戻った場合は、第２の書き込み単位（または消去単位）を選択して前記し
たステップＳ２以降の動作によるテストに再び移り、第２のレジスタ７５で指定されたテ
スト回数に達するまで上記テストを繰り返す。
【０１２７】
この際、第２のカウンタ７２は、前記第１の書き込み単位における適正な書き込み開始電
圧が記憶されているが、リセットされる。これに対して、第３のカウンタ７３はリセット
されない。
【０１２８】
したがって、第３のカウンタ７４のカウント値は、前記したステップＳ２以降の動作によ
るテストを繰り返す過程で、テスト回数分の第２のカウンタ７２のカウント値の和、つま
り、各書き込み単位でテストを始めた時から書き込みが完了した時までの書き込み回数を
２進数で表した累積値を示す。
【０１２９】
テストを終了すると、前記各カウンタ７１、７２，７３のカウントアップ動作を止め、平
均値回路７９により前記複数の書き込み単位でテストをした書き込み回数の平均値を算出
し、この平均値に予め規定したオフセット電圧を加えた値を書き込み電圧の初期値として
不揮発性記憶素子７６に書き込む。
【０１３０】
通常使用時には、不揮発性記憶素子７６に記憶されている初期値がチップ内部で自動的に
、あるいは外部入力コマンドに基づいて第２のカウンタ７２（またはそれに相当するレジ
スタ）にロードされ、さらに、このレジスタの値（もしくはこれに既定値を加えた値）が
第１のカウンタ７１にロードされた後に書き込み動作が開始される。
【０１３１】
なお、図８のフローチャートは、書き込み電圧の適正値を設定する方法の一例を示したが
、消去電圧の適正値を設定する際も図８のフローチャートに準じて（書き込みと消去とを
読み替えて）実施することが可能である。
【０１３２】
なお、本発明は、上記各実施の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。したがって、本発明の不揮発性半導
体メモリは、メモリ専用の集積回路に限らず、メモリ混載集積回路も含む。
【０１３３】
【発明の効果】
　上述したように本発明の不揮発性半導体メモ よれば、チップ毎の書き込みまたは消
去の開始電圧の適正値を、複数の書き込み単位または消去単位から得られた平均値で設定
することが可能になるので、メモリの安定した動作が期待される。また、上記平均値を求
める手法が大変簡易であるので、回路構成が簡単になり、メモリチップのシュリンクに効
果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るＮＡＮＤ型フラッシュメモリの概略的な構成を示すブロック図。
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【図２】図１のメモリのメモリセルアレイの一部の構成を示す回路図。
【図３】図１のメモリのウェハ・テスト工程を示すフローチャート。
【図４】図１のメモリにおける正常なメモリブロックのサーチのシーケンスを示すフロー
チャート。
【図５】図１のメモリにおけるＶｐｇｍ初期値トリミングのシーケンスを示すフローチャ
ート。
【図６】図５のシーケンスで書き込み電圧Ｖｐｇｍがどのように変化していくかを示すフ
ローチャート。
【図７】図１のＮＡＮＤ型フラッシュメモリにおける書き込み開始電圧（または消去開始
電圧）を設定する回路の一例を示すブロック図およびその動作例を示すタイミング波形図
。
【図８】図７の回路を用いて書き込み電圧（または消去電圧）の適正値を設定するテスト
方法の一例を示すフローチャート。
【図９】ＮＡＮＤ型フラッシュメモリにおける読み出し／書き込み動作を説明するために
関連する構成を概略的に示すブロック図。
【図１０】ＮＡＮＤ型フラッシュメモリのメモリセル（セルトランジスタ）に対するデー
タの書き込み動作時のバイアス関係を示す断面図。
【図１１】ＮＡＮＤ型フラッシュメモリの読み出し時のメモリセルユニットのバイアス関
係を示す等価回路図。
【図１２】ＮＡＮＤ型フラッシュメモリのチップ全体に適当な書き込みバイアスを加えた
場合の書き込み後のセルトランジスタの閾値のばらつきを示す分布図。
【図１３】ＮＡＮＤ型フラッシュメモリにおけるベリファイ書き込み時の書き込みバイア
スの経時変化を示す図。
【図１４】ＮＡＮＤ型フラッシュメモリにおけるベリファイ書き込み時の書き込みバイア
スの変化とセルトランジスタの閾値の分布を示す特性図。
【図１５】従来のＮＡＮＤ型フラッシュメモリのウェハ・テスト工程を概略的に示すフロ
ーチャート。
【符号の説明】
７１…第１のバイナリカウンタ、
７２…第２のバイナリカウンタ、
７３…第１のレジスタ、
７４…第３のバイナリカウンタ（累積値記憶回路）、
７５…第２のレジスタ、
７６…不揮発性記憶素子、
７７…書き込み電圧制御回路、
７８…書き込み制御回路、
７９…平均値回路。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

(18) JP 3866627 B2 2007.1.10



【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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