
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のワード線と、
　複数のビット線と、
　少なくとも２レベルの情報電位を蓄えることができる容量素子、および前記ワード線の
電位レベルに応じて前記容量素子と前記ビット線との電気的な接続を制御するトランスフ
ァゲートトランジスタを含む複数のメモリセルと、
　前記複数のビット線のうち、第１のビット線にドレインが接続され、第２のビット線に
ゲートが接続された第１のＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴ、および前記第２のビット線に
ドレインが接続され、前記第１のビット線にゲートが接続された第２のＮチャネル型絶縁
ゲートＦＥＴを含むＮ型センスアンプと、
　前記第１、第２のＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴのソースに、Ｎ型センスアンプ駆動電
位を供給するＮ型センスアンプドライバと、
　前記Ｎ型センスアンプを活性にする時、前記Ｎ型センスアンプドライバにより供給され
るＮ型センスアンプ駆動電位を、前記メモリセルに蓄えられる情報電位のうち、最低の電
位よりも低い第１の電位とし、前記メモリセルの容量素子に情報電位を再書き込みする時
、前記Ｎ型センスアンプドライバにより供給されるＮ型センスアンプ駆動電位を、前記メ
モリセルに蓄えられる情報電位のうち、前記最低の電位 しく、かつ、外部から与えら
れる接地電位と等しい電位の第２の電位とするセンスアンプコントローラと、
　前記第１、第２のビット線はそれぞれ、前記複数のメモリセルに接続される第１の部分

10

20

JP 3742191 B2 2006.2.1

と等



と、前記Ｎ型センスアンプに接続される第２の部分とを含み、これら第１の部分と第２の
部分とを接続するＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴを含むゲート回路と、を具備し、
　前記Ｎ型センスアンプ駆動電位が前記第１の電位とされ、前記Ｎ型センスアンプが活性
になっている時、前記ゲート回路のＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴのゲートの電位を、前
記第２の電位 第３の電位として、前記ゲート回路のＮチャネル型絶縁ゲートＦ
ＥＴをオフさせることを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項２】
　複数のワード線と、
　複数のビット線と、
　少なくとも２レベルの情報電位を蓄えることができる容量素子、および前記ワード線の
電位レベルに応じて前記容量素子と前記ビット線との電気的な接続を制御するトランスフ
ァゲートトランジスタを含む複数のメモリセルと、
　前記複数のビット線のうち、第１のビット線にドレインが接続され、第２のビット線に
ゲートが接続された第１のＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴ、および前記第２のビット線に
ドレインが接続され、前記第１のビット線にゲートが接続された第２のＮチャネル型絶縁
ゲートＦＥＴを含むＮ型センスアンプと、
　前記第１、第２のＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴのソースに、Ｎ型センスアンプ駆動電
位を供給するＮ型センスアンプドライバと、
　前記Ｎ型センスアンプを活性にする時、前記Ｎ型センスアンプドライバにより供給され
るＮ型センスアンプ駆動電位を、前記メモリセルに蓄えられる情報電位のうち、最低の電
位よりも低い第１の電位とし、前記メモリセルの容量素子に情報電位を再書き込みする時
、前記Ｎ型センスアンプドライバにより供給されるＮ型センスアンプ駆動電位を、前記メ
モリセルに蓄えられる情報電位のうち、前記最低の電位 しく、かつ、外部から与えら
れる接地電位と等しい電位の第２の電位とするセンスアンプコントローラと、
　前記第１、第２のビット線はそれぞれ、前記複数のメモリセルのうち、第１のメモリセ
ル群に接続される第１の部分と、前記複数のメモリセルのうち、第２のメモリセル群に接
続される第２の部分と、前記Ｎ型センスアンプに接続される第３の部分とを含み、これら
第１の部分と前記第３の部分とを接続するＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴを含む第１のゲ
ート回路、および前記第２の部分と前記第３の部分とを接続するＮチャネル型絶縁ゲート
ＦＥＴを含む第２のゲート回路と、を具備し、
　待機状態から読み出し／書き込み期間に遷移する時、前記第１、第２のゲート回路のう
ち、いずれか一方のゲート回路に含まれるＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴのゲートの電位
を、前記第２の電位 第３の電位として、前記一方のゲート回路のＮチャネル型
絶縁ゲート型ＦＥＴをオフさせることを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項３】
　前記待機状態から読み出し／書き込み期間に遷移した後、前記Ｎ型センスアンプ駆動電
位が、少なくとも前記第１の電位とされている間、前記第１、第２のゲート回路うち、他
方のゲート回路に含まれるＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴのゲートの電位を前記第３の電
位とし、前記他方のゲート回路をオフさせることを特徴とする請求項２に記載の半導体集
積回路装置。
【請求項４】
　前記第３の部分に接続され、前記ビット線をプリチャージ電位にプリチャージするビッ
ト線プリチャージ回路を、さらに具備することを特徴とする請求項２に記載の半導体集積
回路装置。
【請求項５】
　前記プリチャージ電位と接地電位との電位差は、前記第１、第２のＮチャネル型絶縁ゲ
ートＦＥＴのしきい値電圧以下であることを特徴とする請求項４に記載の半導体集積回路
装置。
【請求項６】
　複数のワード線と、
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　複数のビット線と、
　少なくとも２レベルの情報電位を蓄えることができる容量素子、および前記ワード線の
電位レベルに応じて前記容量素子と前記ビット線との電気的な接続を制御するトランスフ
ァゲートトランジスタを含む複数のメモリセルと、
　前記複数のビット線のうち、第１のビット線にドレインが接続され、第２のビット線に
ゲートが接続された第１のＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴ、および前記第２のビット線に
ドレインが接続され、前記第１のビット線にゲートが接続された第２のＮチャネル型絶縁
ゲートＦＥＴを含むＮ型センスアンプと、
　前記第１、第２のＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴのソースに、Ｎ型センスアンプ駆動電
位を供給するＮ型センスアンプドライバと、
　前記Ｎ型センスアンプを活性にする時、前記Ｎ型センスアンプドライバにより供給され
るＮ型センスアンプ駆動電位を、前記メモリセルに蓄えられる情報電位のうち、最低の電
位よりも低い第１の電位とし、前記メモリセルの容量素子に情報電位を再書き込みする時
、前記Ｎ型センスアンプドライバにより供給されるＮ型センスアンプ駆動電位を、前記メ
モリセルに蓄えられる情報電位のうち、前記最低の電位 しく、かつ、外部から与えら
れる接地電位と等しい電位の第２の電位とするセンスアンプコントローラと、
　前記第１、第２のビット線はそれぞれ、前記複数のメモリセルに接続される第１の部分
と、前記Ｎ型センスアンプに接続される第２の部分とを含み、これら前記第１の部分と前
記第２の部分とを接続する、負のしきい値電圧を持つＰチャネル型絶縁ゲートＦＥＴを含
むゲート回路と、
　前記Ｎ型センスアンプ駆動電位が前記第１の電位とされ、前記Ｎ型センスアンプが活性
になっている時、前記ゲート回路のＰチャネル型絶縁ゲートＦＥＴのゲートの電位を、前
記第２の電位 しい第４の電位とし、前記Ｎ型センスアンプ駆動電位が前記第２の電位
とされ、前記メモリセルの容量素子に情報電位が再書き込みされる時、前記ゲート回路の
Ｐチャネル型絶縁ゲートＦＥＴのゲートの電位を、前記第２の電位よりも低い第５の電位
とするタイミングコントローラと
　を具備することを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項７】
　待機状態および非選択状態の少なくともいずれかにおける前記ワード線の電位は、前記
第２の電位以下の第６の電位であることを特徴とする請求項１乃至請求項６いずれか一項
に記載に記載の半導体集積回路装置。
【請求項８】
　前記第１のビット線にドレインが接続され、前記第２のビット線にゲートが接続された
第１のＰチャネル型絶縁ゲートＦＥＴ、および前記第２のビット線にドレインが接続され
、前記第１のビット線にゲートが接続された第２のＰチャネル型絶縁ゲートＦＥＴを含む
Ｐ型センスアンプと、
　前記第１、第２のＰチャネル型絶縁ゲートＦＥＴのソースに、Ｐ型センスアンプ駆動電
位を供給するＰ型センスアンプドライバと、をさらに具備し、
　前記センスアンプコントローラは、
　前記Ｐ型センスアンプを活性にする時、前記Ｐ型センスアンプドライバにより供給され
るＰ型センスアンプ駆動電位を、前記メモリセルに蓄えられる情報電位のうち、最高の電
位よりも高い第７の電位とし、
　前記メモリセルの容量素子に情報電位を再書き込みする時、前記Ｐ型センスアンプドラ
イバにより供給されるＰ型センスアンプ駆動電位を、前記メモリセルに蓄えられる情報電
位のうち、前記最高の電位 しい第８の電位とすることを特徴とする請求項１乃至請求
項６いずれか一項に記載の半導体集積回路装置。
【請求項９】
　前記容量素子に蓄えられる情報電位のうち、前記最低の電位と前記最高の電位との電位
差は電源電圧 しく、前記第１の電位と前記第７の電位との電位差は前記電源電圧より
も大きいことを特徴とする請求項８に記載の半導体集積回路装置。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、半導体集積回路装置に係わり、特に低電圧においても確実に動作するビット
線センスアンプを備えたダイナミック型半導体メモリに関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体基板上の加工技術が進歩するにつれて、半導体記憶装置で用いられる素子の大きさ
もスケールされ、次第に小さくなってきている。これに伴い、従来と同じ電源電圧Ｖｃｃ
を用いたままでは、素子の各部の電界密度が高くなりすぎて、信頼性が劣化するようにな
ってきた。信頼性の劣化を抑制するため、動作電源電圧Ｖｃｃは、次第に小さくされる傾
向にある。例えば１ＭビットのＤＲＡＭでは、電源電圧が５Ｖであったが、現在、量産さ
れている１６ＭビットのＤＲＡＭの多くは、電源電圧が３．３Ｖである。
【０００３】
さらに、電源電圧Ｖｃｃの低圧化は、消費電力の低減という、二次的な利点も合わせて得
られる。このため、電源電圧Ｖｃｃの低圧化は、今日、半導体の分野において重要な技術
に発展してきている。
【０００４】
ところで、近時、ＰＤＡなどの携帯器機が、急速に普及している。急速に普及した要因と
して、小型化、性能の向上、機能の高度化があげられる。特に近年では、その機能の高度
化に伴い、ＤＲＡＭなどの半導体メモリも、携帯器機の内部システムに組み込まれるよう
になってきている。
【０００５】
しかし、携帯器機の、いっそうの小型化、性能の向上、機能の高度化を図るため、半導体
メモリのいっそうの低圧動作化が模索され始めてきた。つまり、電源電圧を、３．３Ｖか
ら、一挙に１Ｖ～１．５Ｖとする。これにより、携帯器機の消費電力を、いっそう低下で
き、また、電池による動作も可能とする。
【０００６】
さらには１Ｖ以下の電源電圧Ｖｃｃで動作する、超低圧動作型の半導体メモリを実現させ
る。このような半導体メモリは、携帯器機のみならず、他の電子器機の分野においても、
有用である。
【０００７】
しかし、電源電圧Ｖｃｃの低圧化が進展するにつれ、ビット線センスアンプにより、メモ
リセルからの微弱な情報信号を検出し、増幅させることが、難しくなってきた。
【０００８】
以下、典型的なビット線センスアンプを説明する。
図１７は、従来のＤＲＡＭに使用されている、典型的なビット線センスアンプの回路図で
ある。図１８は、その動作波形図である。
【０００９】
まず、回路の構成を説明する。
図１７に示すように、ダイナミック型のメモリセルＭＣ１に接続されたビット線ＢＬ、他
のメモリセルＭＣ２に接続された反転ビット線  /ＢＬがそれぞれ設けられている。ビット
線ＢＬと反転ビット線  /ＢＬとは、互いに対をなしている（以下、ビット線対という）。
【００１０】
メモリセルＭＣ１は、電流通路の一端を、ビット線ＢＬに接続し、ゲートをワード線ＷＬ
１に接続したトランスファトランジスタＴＲ１と、ストレージノード電極ＳＮ１を、トラ
ンジスタＴＲ１の電流通路の他端に接続し、プレート電極にプレート電位Ｖ PLを受けるメ
モリキャパシタＣ１とにより構成されている。同様に、メモリセルＭＣ２は、電流通路の
一端を、反転ビット線  /ＢＬに接続し、ゲートをワード線ＷＬ２に接続したトランスファ
トランジスタＴＲ２と、ストレージノード電極ＳＮ２を、トランジスタＴＲ２の電流通路
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の他端に接続し、プレート電極にプレート電位Ｖ PLを受けるメモリキャパシタＣ２とによ
り構成されている。
【００１１】
ビット線対には、ビット線対イコライザ１０、Ｎ型センスアンプ１１、Ｐ型センスアンプ
１２がそれぞれ接続されている。
ビット線対イコライザ１０は、電流通路をビット線ＢＬと反転ビット線  /ＢＬとの間に直
列に接続したＮチャネル型ＭＯＳＦＥＴ（以下ＮＭＯＳという）Ｎ３と、電流通路の一端
をビット線ＢＬに接続し、その他端に高電位Ｖｃｃと低電位Ｖｓｓとの中間の電位Ｖｃｃ
／２を受けるＮＭＯＳ　Ｎ４と、電流通路の一端を反転ビット線  /ＢＬに接続し、その他
端に中間の電位を受けるＮＭＯＳ　Ｎ５　とにより構成されている。これらＮＭＯＳ　Ｎ
３～Ｎ５のゲートにはそれぞれ、プリチャージ信号ＰＲＣが供給される。
【００１２】
Ｎ型センスアンプ１１は、電流通路の一端をビット線ＢＬに接続し、ゲートを反転ビット
線  /ＢＬに接続したＮＭＯＳ　Ｎ１と、電流通路の一端を反転ビット線  /ＢＬに接続し、
ゲートをビット線ＢＬに接続したＮＭＯＳ　Ｎ２とにより構成されている。これらＮＭＯ
Ｓ　Ｎ１、Ｎ２の電流通路の他端はそれぞれ、駆動ノードＳＡＮに接続されている。
【００１３】
駆動ノードＳＡＮは、スイッチＳＷ１Ｎを介して中間の電位Ｖｃｃ／２に接続されるとと
もに、スイッチＳＷ２Ｎを介して低電位Ｖｓｓに接続されている。
Ｐ型センスアンプ１２は、電流通路の一端をビット線ＢＬに接続し、ゲートを反転ビット
線  /ＢＬに接続したＰＭＯＳ　Ｐ１と、電流通路の一端を反転ビット線  /ＢＬに接続し、
ゲートをビット線ＢＬに接続したＰＭＯＳ　Ｐ２とにより構成されている。これらＰＭＯ
Ｓ　Ｐ１、Ｐ２の電流通路の他端はそれぞれ、駆動ノードＳＡＰに接続されている。
【００１４】
駆動ノードＳＡＰは、スイッチＳＷ１Ｐを介して中間の電位Ｖｃｃ／２に接続されるとと
もに、スイッチＳＷ２Ｐを介して高電位Ｖｃｃに接続されている。
次に、その動作を説明する。
【００１５】
図１８に示すように、待機期間（プリチャージ期間）中、ワード線ＷＬ１の電位は、低電
位Ｖｓｓになっている。また、スイッチＳＷ１Ｎ、ＳＷ１Ｐはそれぞれオン、スイッチＳ
Ｗ２Ｎ、ＳＷ２Ｐはそれぞれオフされている。これにより、駆動ノードＳＡＮ、ＳＡＰの
電位はそれぞれ、中間の電位Ｖｃｃ／２にされる。また、プリチャージ信号ＰＲＣは高電
位Ｖｃｃとなっており、ビット線対ＢＬ、  /ＢＬの電位はそれぞれ、中間の電位Ｖｃｃ／
２にイコライズされている。
【００１６】
上記待機期間の後、読み出し／書き込み期間（アクティブ期間）が発生される。待機期間
から読み出し／書き込み期間に移行するとき、まず、プリチャージ信号ＰＲＣが低電位Ｖ
ｓｓに遷移する。また、スイッチＳＷ１Ｎ、ＳＷ１Ｐはそれぞれオフされ、駆動ノードＳ
ＡＮ、ＳＡＰはそれぞれ、中間の電位Ｖｃｃ／２から切り離される。この後、ワード線の
うち、ワード線ＷＬ１が選択されたとすると、ワード線ＷＬ１の電位は、高電位Ｖｃｃよ
りも高い、ワード線昇圧電位ＶＷＬＨとなる。メモリセルＭＣ１のストレージノード電極
ＳＮ１には、蓄積電荷の量に応じた情報が書き込まれている。読み出し動作の場合、ワー
ド線ＷＬ１の電位が電位ＶＷＬＨとなることによって、メモリセルＭＣ１のトランスファ
トランジスタＴＲ１がオンし、ストレージノード電極ＳＮ１に書き込まれていた情報が、
ビット線ＢＬに伝えられる。これにより、ビット線ＢＬの電位は微弱に変化する。ストレ
ージノード電極ＳＮ１に、データ“１”が書き込まれていた場合には、ビット線ＢＬの電
位は、＋ΔＶ上昇する。反対にデータ“０”が書き込まれていた場合には、ビット線ＢＬ
の電位は、－ΔＶ下降する。図１８中では、＋ΔＶ上昇する例を示している。また、電位
ΔＶと、メモリキャパシタＣＳ／ビット線容量ＣＢとの間には、ΔＶ＝（ＣＳ／ＣＢ）×
（Ｖｃｃ／２）の関係がある。ビット線ＢＬの電位が微弱に変化した後、スイッチＳＷ２
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Ｎ、ＳＷ２Ｐをオンさせる。これにより、駆動ノードＳＡＮは低電位Ｖｓｓに接続され、
駆動ノードＳＡＰは高電位Ｖｃｃに接続される。これにより、センスアンプ１１、１２が
アクティブになり、ビット線ＢＬの電位は（Ｖｃｃ／２）＋ΔＶから高電位Ｖｃｃにさら
に上昇され、一方、反転ビット線  /ＢＬの電位は（Ｖｃｃ／２）から低電位Ｖｓｓにさら
に下降され、ビット線対間の電位差が増幅される。増幅されたビット線対間の電位差は、
読み出しデータとして、図示せぬデータ線に伝えられる。また、ビット線対間の電位差は
、センスアンプ１１、１２がアクティブとなっている間、センスアンプ１１、１２にラッ
チされる。ラッチされたビット線ＢＬの電位Ｖｃｃは、メモリセルＭＣ１への再書き込み
データとして利用され、メモリセルＭＣ１に、データ“１”が、再度書き込まれる。
【００１７】
ここで、センスアンプによる電位増幅の原理を説明する。以下では、簡単のため、図１７
に示すＮ型センスアンプ１１（ＮＭＯＳ　Ｎ１、Ｎ２、駆動ノードＳＡＮ）を参照して説
明する。
【００１８】
図１９は電位増幅の原理を説明するための図で、（Ａ）図はセンスアンプが駆動される前
の状態を示す図、（Ｂ）図はセンスアンプが駆動中の状態を示す図である。
【００１９】
図１９（Ａ）に示すように、Ｎ型センスアンプ１１が駆動される前の状態では、ビット線
ＢＬの電位が｛（Ｖｃｃ／２）＋ΔＶ｝、反転ビット線  /ＢＬの電位が（Ｖｃｃ／２）、
駆動ノードＳＡＮの電位が（Ｖｃｃ／２）である。
【００２０】
この後、図１９（Ｂ）に示すように、駆動ノードＳＡＮの電位が（Ｖｓｓ）となり、Ｎ型
センスアンプ１１が駆動する。駆動ノードＳＡＮの電位が（Ｖｓｓ）となると、ビット線
ＢＬの電位（電荷）が、ＮＭＯＳ　Ｎ１を介して低電位（Ｖｓｓ）にディスチャージされ
ようとする。同様に、反転ビット線  /ＢＬの電位（電荷）が、ＮＭＯＳ　Ｎ２を介して低
電位（Ｖｓｓ）にディスチャージされようとする。しかし、ＮＭＯＳ　Ｎ２に注目してみ
ると、ソースＳ２の電位は（Ｖｓｓ）、ゲートＧ２の電位は｛（Ｖｃｃ／２）＋ΔＶ｝で
ある。また、同様にＮＭＯＳ　Ｎ１に注目してみると、ソースＳ１の電位は（Ｖｓｓ）、
ゲートＧ１の電位は（Ｖｃｃ／２）である。つまり、ゲート～ソース間の電位差ＶＧＳは
、ＮＭＯＳ　Ｎ１よりも、ＮＭＯＳ　Ｎ２のほうが大きい。このような状態では、ＮＭＯ
Ｓ　Ｎ２の電流駆動能力は、ＮＭＯＳ　Ｎ１の電流駆動能力よりも高くなっている。した
がって、反転ビット線  /ＢＬの電位（電荷）は、ビット線ＢＬの電位（電荷）よりも先に
、ＮＭＯＳ　Ｎ２を介して低電位Ｖｓｓにディスチャージされていく。反転ビット線  /Ｂ
Ｌの電位が下がることにより、ＮＭＯＳ　Ｎ１のゲートＧ１の電位が下がる。そして、Ｎ
ＭＯＳ　Ｎ１の電流駆動能力は、低下しだす。ＮＭＯＳ　Ｎ１の電流駆動能力が低下しだ
すことによって、ＮＭＯＳ　Ｎ２の電流駆動能力とＮＭＯＳ　Ｎ１の電流駆動能力との差
は、益々拡大されていく。この結果、反転ビット線  /ＢＬの電位は、ビット線ＢＬよりも
、より速やかに低電位Ｖｓｓに近づくようになる。
【００２１】
なお、Ｐ型センスアンプ１２においても、Ｎ型センスアンプ１１と対称的な動作原理によ
って、ビット線ＢＬの電位が、反転ビット線  /ＢＬよりも、より速やかに高電位Ｖｃｃに
近づくようになる。
【００２２】
最終的に、ビット線ＢＬの電位が（Ｖｃｃ）、反転ビット線  /ＢＬの電位が（Ｖｓｓ）と
なった段階でそれぞれ、駆動ノードＳＡＰからのビット線ＢＬへの電荷のチャージ、およ
び反転ビット線  /ＢＬからの駆動ノードＳＡＮへの電荷のディスチャージがそれぞれ、停
止される。
【００２３】
以上が、センスアンプの電位増幅の原理である。
上記のような典型的なセンスアンプにおいて、電源電圧Ｖｃｃが、より低圧化、例えば１
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～１．５Ｖとなると、ＮＭＯＳ　Ｎ１、Ｎ２それぞれのゲート～ソース間電圧ＶＧＳ｛＝
（Ｖｃｃ／２）－Ｖｓｓ｝が小さくなり、ＮＭＯＳ　Ｎ１、Ｎ２それぞれの電流駆動能力
は、従来に増して下がる。これは、センスアンプの電位増幅動作を緩慢にする。
【００２４】
さらに電源電圧Ｖｃｃが、１Ｖ以下に超低圧化されてくると、ＮＭＯＳ　Ｎ１、Ｎ２が充
分に動作しない現象が発生してくる。ゲート～ソース間電圧ＶＧＳよりも、ＮＭＯＳ　Ｎ
１、Ｎ２のしきい値電圧の方が高くなってしまうためである。この状態では、駆動ノード
ＳＡＮの電位を（Ｖｓｓ）に接続しても、ＮＭＯＳＮ１、Ｎ２のソース～ドレイン間電圧
ＶＤＳがそれぞれ｛（Ｖｃｃ／２）＋ΔＶ｝、（Ｖｃｃ／２）となるだけで、反転ビット
線  /ＢＬの電荷を、駆動ノードＳＡＮに、有効にディスチャージできない。このため、セ
ンスアンプの電位増幅動作は、さらに緩慢となる。
【００２５】
この事情を解消するには、ＮＭＯＳ　Ｎ１、Ｎ２のしきい値電圧を低く設定すれば良いが
、通常、ＮＭＯＳ　Ｎ１、Ｎ２のしきい値電圧には、０．４～０．５Ｖ以上が必要である
。ＮＭＯＳ　Ｎ１、Ｎ２のしきい値電圧をあまりにも低く設定すると、Ｎ型センスアンプ
１１、Ｐ型センスアンプ１２により構成される、即ち、ＣＭＯＳ型回路で構成されるセン
スアンプに、高電位Ｖｃｃ～低電位Ｖｓｓ間に貫通電流が発生するためである。さらには
ＮＭＯＳ　Ｎ１、Ｎ２と同じ形成工程で形成されるＮＭＯＳを使用した周辺回路において
も、同様な貫通電流が発生する。貫通電流は、周知のように消費電力を増加させる。
【００２６】
このような電源電圧Ｖｃｃの超低圧化による事情を解消するセンスアンプが、 ISSCC 95 M
.Nakamura et al.“ A 29ns 64Mb DRAM with Hierachical Array Architecture”に報告さ
れている。この文献に報告されているセンスアンプでは、駆動ノードＳＡＰを、メモリセ
ルのデータ“１”、つまり高電位Ｖｃｃよりも高い電位Ｖｃｃ２に一旦接続し、センスア
ンプの駆動開始初期における、Ｐ型センスアンプのＰＭＯＳ　Ｐ１、Ｐ２のゲート～ソー
ス間電圧ＶＧＳを、より大きくする。
【００２７】
以下、このセンスアンプによる電位増幅の原理を、図１７、図１８に示したセンスアンプ
に対応させて、簡単に説明する。
図２０は、従来のＤＲＡＭのビット線センスアンプ近傍の回路図である。図２１は、その
動作波形図である。これらの図において、図１７、図１８と同一の部分については、同一
の参照符号を付し、異なる部分のみを説明する。
【００２８】
図２０に示すように、図１７に示した回路と異なる部分は、駆動ノードＳＡＰが、スイッ
チＳＷ３Ｐを介して、高電位Ｖｃｃよりもさらに高い電位Ｖｃｃ２に接続されていること
である。
【００２９】
次に、その動作を説明する。
図２１に示すように、待機期間（プリチャージ期間）中、ワード線ＷＬ１の電位は、低電
位Ｖｓｓになっている。また、スイッチＳＷ１Ｎ、ＳＷ１Ｐはそれぞれオン、スイッチＳ
Ｗ２Ｎ、ＳＷ２Ｐ、ＳＷ３Ｐはそれぞれオフされている。これにより、駆動ノードＳＡＮ
、ＳＡＰの電位はそれぞれ、中間の電位Ｖｃｃにされる。
【００３０】
上記待機期間の後、読み出し／書き込み期間（アクティブ期間）が発生される。待機期間
から読み出し／書き込み期間に移行するとき、まず、プリチャージ信号ＰＲＣが低電位Ｖ
ｓｓに遷移する。また、スイッチＳＷ１Ｎ、ＳＷ１Ｐはそれぞれオフされ、駆動ノードＳ
ＡＮ、ＳＡＰはそれぞれ、中間の電位Ｖｃｃ／２から切り離される。この後、ワード線Ｗ
Ｌ１が選択され、ワード線ＷＬ１の電位が、高電位Ｖｃｃよりも高い、ワード線昇圧電位
ＶＷＬＨとなる。これにより、ストレージノード電極ＳＮ１に書き込まれていた情報が、
ビット線ＢＬに伝えられ、ビット線ＢＬの電位が、±ΔＶの範囲で微弱に変化する。図２
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１中では、＋ΔＶ上昇する例を示している。ビット線ＢＬの電位が微弱に変化した後、ス
イッチＳＷ３Ｐをオンさせ、駆動ノードＳＡＰを、充分に高い電位Ｖｃｃ２に接続する。
このとき、反転ビット線  /BLの電位（Ｖｃｃ／２）と、駆動ノードＳＡＰの電位（Ｖｃｃ
２）との差を、電位（Ｖｃｃ／２）よりも大きくなる。これにより、ＰＭＯＳ　Ｐ１のゲ
ート～ソース間の電位差ＶＧＳ＝（Ｖｃｃ２）－（Ｖｃｃ／２）は、ＰＭＯＳ　Ｐ１のし
きい値電圧よりも大きくなり、Ｐ型センスアンプ１２が、充分な電位増幅動作を開始する
。Ｐ型センスアンプ１２は、上述した電位増幅の原理にしたがって、ビット線ＢＬを、反
転ビット線  /ＢＬよりも先に、ＰＭＯＳ　Ｐ１を介して充分に高い電位Ｖｃｃ２にチャー
ジしだす。これにより、ビット線ＢＬの電位が上昇（この上昇分を＋αとする）する。上
昇したビット線ＢＬの電位によって、ＮＭＯＳ　Ｎ２のゲート～ソース間の電位差ＶＧＳ
＝｛（Ｖｃｃ／２）＋Δ＋α｝－（Ｖｓｓ）は、やがてＮＭＯＳ　Ｎ２のしきい値電圧を
超える。今度はＮ型センスアンプ１１が、充分な電位増幅動作を開始する。Ｎ型センスア
ンプ１１は、上述した電位増幅の原理にしたがって、反転ビット線  /ＢＬの電荷を、ＮＭ
ＯＳ　Ｎ２を介して、ビット線ＢＬよりも先に、低電位Ｖｓｓにディスチャージする。こ
のようにして、ビット線対間の電位差が充分に増幅された後、スイッチＳＷ３Ｐをオフし
、スイッチＳＷ２Ｐをオンする。これにより、ビット線ＢＬの電位（Ｖｃｃ２）を、高電
位（Ｖｃｃ）にディスチャージする。ラッチされたビット線ＢＬの電位Ｖｃｃは、メモリ
セルＭＣ１への再書き込みデータとして利用され、メモリセルＭＣ１に、データ“１”が
、再度書き込まれる。
【００３１】
このようなセンスアンプでは、センスアンプ駆動開始時に、駆動ノードＳＡＰを、充分に
高い電位Ｖｃｃ２とし、Ｐ型センスアンプ１１を先に駆動させ、ビット線ＢＬの電位を、
まず上昇させる。この後、上昇されたビット線ＢＬの電位を利用してＮ型センスアンプ１
２を駆動させる。
【００３２】
このような方法により、電源電圧Ｖｃｃが、ＮＭＯＳ　Ｎ１、Ｎ２のしきい値電圧の２倍
よりも低くなるまで、超低圧化された場合でも、ビット線対間の電位差を、センスアンプ
により増幅することができる。
【００３３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、超低圧動作化された半導体メモリに使用できる、ビット線センスアンプで
は、その動作マージンが、典型的なセンスアンプよりも縮小する、という技術的な困難が
見いだされた。
【００３４】
現在の半導体製造技術では、チップ全体、あるいはウェーハ全体でのしきい値電圧のばら
つきは、ＰＭＯＳの方が、ＮＭＯＳよりも、はるかに大きくなってしまう。
【００３５】
図２０に示した超低圧で動作するセンスアンプでは、Ｐ型センスアンプ１１を、Ｎ型セン
スアンプ１２よりも先に動作させる。つまり、その電位増幅の初期動作が、しきい値電圧
が広範囲にばらついているＰＭＯＳにより行われる。
【００３６】
センスアンプの動作において、対となる２つのトランジスタのしきい値電圧が、製造上の
事情によって異なってしまっている場合、センスアンプの誤動作を引き起こす場合がある
。即ち、上述したように、センスアンプの動作原理は、メモリセルの電荷がビット線に転
送されることにより、ビット線対に現れる微少な電位差を、それぞれのビット線をゲート
電極に接続した２つの駆動能力の差によって増幅するというものであるから、しきい値電
圧がこの微少信号電位よりも大きくばらついてしまうと、信号を正確に増幅できなくなっ
てしまう。したがって、信号電位が製造上の原因によるトランジスタのしきい値電圧のば
らつきに比べて充分に大きなものとすることが、動作マージンを確保する上での条件とな
る。
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【００３７】
電位増幅の初期動作を、しきい値電圧が広範囲にばらついているＰＭＯＳセンスアンプに
より行う、従来の超低圧動作が可能なセンスアンプでは、電源電圧のふらつきや、温度な
どの使用環境に対する動作マージンを、電位増幅の初期動作をＮＭＯＳセンスアンプによ
り行う場合と、同等に確保するためには、ビット線対に現れる微少電位を大きく設定する
必要がある。例えば電源電圧の最低値を高めに設定したり、さもなくばセルキャパシタの
容量を大きくするなどが考えられる。ところが、電源電圧を高くすることは超低圧動作の
目的と反し、また、セルキャパシタの容量を大きくするためには、半導体の製造プロセス
を改良するなどの技術的な困難が伴う。
【００３８】
この発明は、上記の事情に鑑み為されたもので、その目的は、超低圧動作が可能で、しか
も動作マージンを充分に得ることができるセンスアンプを備えた、メモリ機能を有する半
導体集積回路装置を提供することにある。
【００３９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、この発明の第１態様に係る半導体集積回路装置は、複数の
ワード線と、複数のビット線と、少なくとも２レベルの情報電位を蓄えることができる容
量素子、および前記ワード線の電位レベルに応じて前記容量素子と前記ビット線との電気
的な接続を制御するトランスファゲートトランジスタを含む複数のメモリセルと、前記複
数のビット線のうち、第１のビット線にドレインが接続され、第２のビット線にゲートが
接続された第１のＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴ、および前記第２のビット線にドレイン
が接続され、前記第１のビット線にゲートが接続された第２のＮチャネル型絶縁ゲートＦ
ＥＴを含むＮ型センスアンプと、前記第１、第２のＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴのソー
スに、Ｎ型センスアンプ駆動電位を供給するＮ型センスアンプドライバと、前記Ｎ型セン
スアンプを活性にする時、前記Ｎ型センスアンプドライバにより供給されるＮ型センスア
ンプ駆動電位を、前記メモリセルに蓄えられる情報電位のうち、最低の電位よりも低い第
１の電位とし、前記メモリセルの容量素子に情報電位を再書き込みする時、前記Ｎ型セン
スアンプドライバにより供給されるＮ型センスアンプ駆動電位を、前記メモリセルに蓄え
られる情報電位のうち、前記最低の電位 しく、かつ、外部から与えられる接地電位と
等しい電位の第２の電位とするセンスアンプコントローラと、前記第１、第２のビット線
はそれぞれ、前記複数のメモリセルに接続される第１の部分と、前記Ｎ型センスアンプに
接続される第２の部分とを含み、これら第１の部分と第２の部分とを接続するＮチャネル
型絶縁ゲートＦＥＴを含むゲート回路と、を具備し、前記Ｎ型センスアンプ駆動電位が前
記第１の電位とされ、前記Ｎ型センスアンプが活性になっている時、前記ゲート回路のＮ
チャネル型絶縁ゲートＦＥＴのゲートの電位を、前記第２の電位 第３の電位と
して、前記ゲート回路のＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴをオフさせることを特徴とする。
【００４０】
　また、この発明の第２態様に係る半導体集積回路装置は、複数のワード線と、複数のビ
ット線と、少なくとも２レベルの情報電位を蓄えることができる容量素子、および前記ワ
ード線の電位レベルに応じて前記容量素子と前記ビット線との電気的な接続を制御するト
ランスファゲートトランジスタを含む複数のメモリセルと、前記複数のビット線のうち、
第１のビット線にドレインが接続され、第２のビット線にゲートが接続された第１のＮチ
ャネル型絶縁ゲートＦＥＴ、および前記第２のビット線にドレインが接続され、前記第１
のビット線にゲートが接続された第２のＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴを含むＮ型センス
アンプと、前記第１、第２のＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴのソースに、Ｎ型センスアン
プ駆動電位を供給するＮ型センスアンプドライバと、前記Ｎ型センスアンプを活性にする
時、前記Ｎ型センスアンプドライバにより供給されるＮ型センスアンプ駆動電位を、前記
メモリセルに蓄えられる情報電位のうち、最低の電位よりも低い第１の電位とし、前記メ
モリセルの容量素子に情報電位を再書き込みする時、前記Ｎ型センスアンプドライバによ
り供給されるＮ型センスアンプ駆動電位を、前記メモリセルに蓄えられる情報電位のうち
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、前記最低の電位 しく、かつ、外部から与えられる接地電位と等しい電位の第２の電
位とするセンスアンプコントローラと、前記第１、第２のビット線はそれぞれ、前記複数
のメモリセルのうち、第１のメモリセル群に接続される第１の部分と、前記複数のメモリ
セルのうち、第２のメモリセル群に接続される第２の部分と、前記Ｎ型センスアンプに接
続される第３の部分とを含み、これら第１の部分と前記第３の部分とを接続するＮチャネ
ル型絶縁ゲートＦＥＴを含む第１のゲート回路、および前記第２の部分と前記第３の部分
とを接続するＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴを含む第２のゲート回路と、を具備し、待機
状態から読み出し／書き込み期間に遷移する時、前記第１、第２のゲート回路のうち、い
ずれか一方のゲート回路に含まれるＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴのゲートの電位を、前
記第２の電位 第３の電位として、前記一方のゲート回路のＮチャネル型絶縁ゲ
ート型ＦＥＴをオフさせることを特徴とする。
【００４１】
　また、この発明の第３態様に係る半導体集積回路装置は、複数のワード線と、複数のビ
ット線と、少なくとも２レベルの情報電位を蓄えることができる容量素子、および前記ワ
ード線の電位レベルに応じて前記容量素子と前記ビット線との電気的な接続を制御するト
ランスファゲートトランジスタを含む複数のメモリセルと、前記複数のビット線のうち、
第１のビット線にドレインが接続され、第２のビット線にゲートが接続された第１のＮチ
ャネル型絶縁ゲートＦＥＴ、および前記第２のビット線にドレインが接続され、前記第１
のビット線にゲートが接続された第２のＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴを含むＮ型センス
アンプと、前記第１、第２のＮチャネル型絶縁ゲートＦＥＴのソースに、Ｎ型センスアン
プ駆動電位を供給するＮ型センスアンプドライバと、前記Ｎ型センスアンプを活性にする
時、前記Ｎ型センスアンプドライバにより供給されるＮ型センスアンプ駆動電位を、前記
メモリセルに蓄えられる情報電位のうち、最低の電位よりも低い第１の電位とし、前記メ
モリセルの容量素子に情報電位を再書き込みする時、前記Ｎ型センスアンプドライバによ
り供給されるＮ型センスアンプ駆動電位を、前記メモリセルに蓄えられる情報電位のうち
、前記最低の電位 しく、かつ、外部から与えられる接地電位と等しい電位の第２の電
位とするセンスアンプコントローラと、前記第１、第２のビット線はそれぞれ、前記複数
のメモリセルに接続される第１の部分と、前記Ｎ型センスアンプに接続される第２の部分
とを含み、これら前記第１の部分と前記第２の部分とを接続する、負のしきい値電圧を持
つＰチャネル型絶縁ゲートＦＥＴを含むゲート回路と、前記Ｎ型センスアンプ駆動電位が
前記第１の電位とされ、前記Ｎ型センスアンプが活性になっている時、前記ゲート回路の
Ｐチャネル型絶縁ゲートＦＥＴのゲートの電位を、前記第２の電位 しい第４の電位と
し、前記Ｎ型センスアンプ駆動電位が前記第２の電位とされ、前記メモリセルの容量素子
に情報電位が再書き込みされる時、前記ゲート回路のＰチャネル型絶縁ゲートＦＥＴのゲ
ートの電位を、前記第２の電位よりも低い第５の電位とするタイミングコントローラとを
具備することを特徴とする。
【００５５】
【発明の実施の形態】
以下、この発明を実施の形態により説明する。
図１は、この発明の第１の実施形態に係るＤＲＡＭのビット線センスアンプの回路図、図
２は、その動作波形図、図３は、そのビット線センスアンプを備えたＤＲＡＭのブロック
図である。
【００５６】
図１に示すように、セルアレイには、複数のワード線ＷＬ (WL1、 WL2) 、および複数のビ
ット線ＢＬ (BL、 /BL)がそれぞれ形成されている。これらワード線ＷＬとビット線ＢＬと
の各電気的交点にはそれぞれ、ダイナミック型のメモリセルＭＣ (MC1、 MC2) が形成され
ている。メモリセルＭＣは各々、キャパシタＣ (C1、 C2) 、およびトランスファトランジ
スタＴＲ (TR1、 TR2) とから構成される。トランジスタＴＲは、ゲートをワード線ＷＬに
、電流通路をキャパシタＣとビット線ＢＬとの間に直列に接続する。キャパシタＣの一方
の電極はプレート電位ＶＰＬが供給されるプレート電極であり、他方の電極は、情報を、
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少なくとも２レベルの電位として蓄えるストレージノードＳＮ (SN1、 SN2) である。スト
レージノードＳＮは、トランジスタＴＲのソースに接続されている。ビット線ＢＬは、メ
モリセルＭＣ１に接続され、ビット線  /ＢＬは、メモリセルＭＣ２に接続されている。ビ
ット線  /ＢＬと、ビット線ＢＬとは、互いに対をなす（以下、ビット線対という）。
【００５７】
ビット線対ＢＬ、  /ＢＬは、例えばセルアレイの外に導出され、セルアレイの外において
、ビット線系回路（カラム系回路）に接続される。第１の実施形態では、ビット線系回路
として、ビット線対ＢＬ、  /ＢＬ間の電位差をイコライズするビット線対イコライザ１０
、ビット線対ＢＬ、  /ＢＬ間の微小電位差として読み出されたメモリセルＭＣの記憶情報
を増幅するＮ型センスアンプ１１およびＰ型センスアンプ１２、並びに読み出し指定され
たビット線対ＢＬ、  /ＢＬをＤＱ線対ＤＱ、  /ＤＱに接続するカラムゲート１５をそれぞ
れ含んでいる。
【００５８】
イコライザ１０は、電流通路をビット線ＢＬと反転ビット線  /ＢＬとの間に直列に接続し
たＮチャネル型ＭＯＳＦＥＴ（以下ＮＭＯＳという）Ｎ３と、電流通路の一端をビット線
ＢＬに接続し、その他端に高電位Ｖｃｃと接地電位Ｖｓｓとの中間の電位Ｖｃｃ／２を受
けるＮＭＯＳ　Ｎ４と、電流通路の一端を反転ビット線  /ＢＬに接続し、その他端に中間
の電位を受けるＮＭＯＳ　Ｎ５　とにより構成されている。これらＮＭＯＳ　Ｎ３～Ｎ５
のゲートにはそれぞれ、プリチャージ信号ＰＲＣが供給される。
【００５９】
Ｎ型センスアンプ１１は、ドレインをビット線ＢＬに接続し、ゲートを反転ビット線  /Ｂ
Ｌに接続したＮＭＯＳ　Ｎ１と、ドレインを反転ビット線  /ＢＬに接続し、ゲートをビッ
ト線ＢＬに接続したＮＭＯＳ　Ｎ２とにより構成されている。これらＮＭＯＳ　Ｎ１、Ｎ
２のソースはそれぞれ、制御信号線（駆動ノード）ＳＡＮに接続されている。
【００６０】
制御信号線ＳＡＮの電位は、Ｎ型センスアンプドライバ２０Ｎにより与えられる。ドライ
バ２０Ｎは、スイッチＳＷ１Ｎ、ＳＷ２Ｎ、ＳＷ３Ｎを有している。スイッチＳＷ１Ｎは
、制御信号線ＳＡＮを、電源電圧（Ｖｓｓ～Ｖｃｃ）の中間の電位に接続する。第１の実
施形態では、中間の電位を、電位Ｖｃｃの約半分である、電位Ｖｃｃ／２に設定している
。スイッチＳＷ２Ｎは、制御信号線ＳＡＮを、電源電圧の低電位側電位に接続する。第１
の実施形態では、低電位側電位は、接地電位Ｖｓｓである。スイッチＳＷ３Ｎは、制御信
号線ＳＡＮを、接地電位Ｖｓｓよりもさらに低い、例えば負電位Ｖｓｓ２に接続する。
【００６１】
Ｐ型センスアンプ１２は、ドレインをビット線ＢＬに接続し、ゲートを反転ビット線  /Ｂ
Ｌに接続したＰＭＯＳ　Ｐ１と、ドレインを反転ビット線  /ＢＬに接続し、ゲートをビッ
ト線ＢＬに接続したＰＭＯＳ　Ｐ２とにより構成されている。これらＰＭＯＳ　Ｐ１、Ｐ
２のソースはそれぞれ、制御信号線（駆動ノード）ＳＡＰに接続されている。
【００６２】
制御信号線ＳＡＰの電位は、Ｐ型センスアンプドライバ２０Ｐにより与えられる。ドライ
バ２０Ｐは、スイッチＳＷ１Ｐ、ＳＷ２Ｐ、ＳＷ３Ｐを有している。スイッチＳＷ１Ｐは
、制御信号線ＳＡＰを、電源電圧（Ｖｓｓ～Ｖｃｃ）の中間の電位に接続する。第１の実
施形態では、中間の電位は、上記電位Ｖｃｃ／２である。スイッチＳＷ２Ｐは、制御信号
線ＳＡＰを、電源電圧の高電位側電位に接続する。第１の実施形態では、高電位側電位は
、外部から与えられる高電位Ｖｃｃである。スイッチＳＷ３Ｐは、制御信号線ＳＡＰを、
高電位Ｖｃｃよりもさらに高い電位Ｖｃｃ２に接続する。
【００６３】
これらのスイッチＳＷ１Ｎ～ＳＷ３Ｎ、ＳＷ１Ｐ～ＳＷ３Ｐはそれぞれ、図３に示すセン
スアンプ制御回路２１により、開閉制御される。
次に、その動作を説明する。
【００６４】

10

20

30

40

50

(11) JP 3742191 B2 2006.2.1



図２に示すように、待機期間（プリチャージ期間）中、ワード線ＷＬ１の電位は、接地電
位Ｖｓｓよりも低い、ワード線降圧電位ＶＷＬＬとされる。これは、トランスファトラン
ジスタＴＲ（ TR1、 TR2 ）に流れるリーク電流を少なくするためである。また、スイッチ
ＳＷ１Ｎ、ＳＷ１Ｐはそれぞれオン、スイッチＳＷ２Ｎ、ＳＷ２Ｐ、ＳＷ３Ｎ、ＳＷ３Ｐ
はそれぞれオフされる。これにより、制御信号線ＳＡＮ、ＳＡＰの電位はそれぞれ、中間
の電位Ｖｃｃ／２にされる。また、プリチャージ信号ＰＲＣは高電位Ｖｃｃとなっており
、ビット線対ＢＬ、  /ＢＬの電位はそれぞれ、中間の電位Ｖｃｃ／２にイコライズされて
いる。
【００６５】
上記待機期間の後、読み出し／書き込み期間（アクティブ期間）が始まる。待機期間から
読み出し／書き込み期間に移行するとき、まず、プリチャージ信号ＰＲＣを、接地電位Ｖ
ｓｓよりも、低い電位に遷移させる。第１の実施形態では、上記ワード線降圧電位ＶＷＬ
Ｌに遷移させる。これは、ＮＭＯＳ　Ｎ３、Ｎ４、Ｎ５に流れるリーク電流を少なくする
ためである。また、スイッチＳＷ１Ｎ、ＳＷ１Ｐはそれぞれオフされ、制御信号線ＳＡＮ
、ＳＡＰはそれぞれ、中間の電位Ｖｃｃ／２から切り離される。この後、ワード線のうち
、ワード線ＷＬ１が選択されたとする。選択されたワード線ＷＬ１には、高電位Ｖｃｃよ
りも高い、ワード線昇圧電位ＶＷＬＨが供給される（これは、キャパシタＣ（ C1、 C2 ）
に、“Ｈ”データ、即ち電位Ｖｃｃを“しきい値落ち”することなく、書き込むためであ
る）。メモリセルＭＣ１のストレージノード電極ＳＮ１には、蓄積電荷の量に応じた情報
が書き込まれている。ワード線ＷＬ１の電位が電位ＶＷＬＨとなることによって、トラン
スファトランジスタＴＲ１がオンし、ストレージノード電極ＳＮ１に書き込まれていた情
報、即ち、微弱な電荷がビット線ＢＬに伝えられる。これにより、ビット線ＢＬの電位は
微弱に変化する。ストレージノード電極ＳＮ１に、データ“１”が書き込まれていた場合
には、ビット線ＢＬの電位は、＋ΔＶ上昇する。反対にデータ“０”が書き込まれていた
場合には、ビット線ＢＬの電位は、－ΔＶ下降する。図２中では、＋ΔＶ上昇する例を示
している。
【００６６】
この後、スイッチＳＷ３Ｎ、ＳＷ３Ｐをオンさせる。これにより、制御信号線ＳＡＮは、
接地電位Ｖｓｓよりも充分に低い電位Ｖｓｓ２に接続され、制御信号線ＳＡＰは、高電位
Ｖｃｃよりも充分に高い電位Ｖｃｃ２に接続される。
【００６７】
このとき、ＮＭＯＳ　Ｎ１のゲート～ソース間には｛（Ｖｃｃ／２）－Ｖｓｓ２｝の電位
差がかかり、ＮＭＯＳ　Ｎ２のゲート～ソース間には｛（Ｖｃｃ／２）＋ΔＶ－Ｖｓｓ２
｝の電位差がかかる。電位Ｖｓｓ２は、接地電位Ｖｓｓ（＝０Ｖ）よりも低い。このため
、ＮＭＯＳ　Ｎ１、Ｎ２のゲート～ソース間には、図１７、図２０に示した従来のセンス
アンプに比べ、より大きい電位差をかけることができる。この大きな電位差を、ＮＭＯＳ
　Ｎ１、Ｎ２のしきい値電圧、例えば０．４～０．５以上としておくことで、ＮＭＯＳ　
Ｎ１、Ｎ２は、充分に動作できる。よって、電位増幅の原理にしたがい、反転ビット線  /
ＢＬの電位（電荷）は、ＮＭＯＳ　Ｎ２を介して電位（Ｖｃｃ／２）から、充分に低い電
位Ｖｓｓ２にディスチャージされる。
【００６８】
また、ＰＭＯＳ　Ｐ１のゲート～ソース間には｛Ｖｃｃ２－（Ｖｃｃ／２）｝の電位差が
、ＰＭＯＳ　Ｐ２のゲート～ソース間には｛Ｖｃｃ２－（Ｖｃｃ／２）＋ΔＶ｝の電位差
がそれぞれかかる。電位Ｖｃｃ２は、高電位Ｖｃｃ（＝１Ｖ）よりも高い。このため、Ｎ
ＭＯＳ　Ｎ１、Ｎ２と同様に、ＰＭＯＳ　Ｐ１、Ｐ２のゲート～ソース間には、従来のセ
ンスアンプに比べて、より大きい電位差がかかる。この大きな電位差を、ＰＭＯＳ　Ｐ１
、Ｐ２のしきい値電圧以上としておくことで、ＮＭＯＳ　Ｎ１、Ｎ２と同様に、ＰＭＯＳ
　Ｐ１、Ｐ２が充分に動作する。これにより、ビット線ＢＬの電位は、ＰＭＯＳ　Ｐ１を
介して電位（Ｖｃｃ／２＋ΔＶ）から、充分に高い電位Ｖｃｃ２に、さらにチャージされ
る。
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【００６９】
このようにして充分に増幅されたビット線対ＢＬ、  /ＢＬ間の電位差（Ｖｃｃ２－Ｖｓｓ
２）は、カラムゲート１５が導通することにより、データ線対ＤＱ、  /ＤＱに読み出され
ていく。
【００７０】
この後、スイッチＳＷ３Ｎ、ＳＷ３Ｐをオフし、スイッチＳＷ２Ｎ、スイッチＳＷ２Ｐを
オンさせる。これにより、ビット線ＢＬの電位は、充分に高い電位（Ｖｃｃ２）から、高
電位Ｖｃｃに遷移する。また、反転ビット線  /ＢＬは、充分に低い電位（Ｖｓｓ２）から
、接地電位Ｖｓｓに遷移する。センスアンプ１１、１２がアクティブとなっている間、ビ
ット線ＢＬの電位Ｖｃｃ、反転ビット線  /ＢＬの電位Ｖｓｓはそれぞれ、センスアンプ１
１、１２にラッチされている。ラッチされたビット線ＢＬの電位Ｖｃｃは、メモリセルＭ
Ｃ１への再書き込みデータとして利用され、メモリセルＭＣ１に、データ“１”が、再度
書き込まれる。
【００７１】
上記とは逆に、メモリセルＭＣ１から、データ“０”を読み出した場合には、ビット線Ｂ
Ｌの電位は、センスアンプ１１、１２によって、電位Ｖｓｓにラッチされる。ビット線Ｂ
Ｌの電位Ｖｓｓは、メモリセルＭＣ１への再書き込みデータとして利用され、メモリセル
ＭＣ１に、データ“０”が、再度書き込まれる。
【００７２】
メモリセルＭＣ１に、読み出したデータを再度書き込んだ後、ワード線ＷＬ１の電位を、
ワード線降圧電位ＶＷＬＬとする。この後、プリチャージ信号ＰＲＣを高電位Ｖｃｃとし
、スイッチＳＷ２Ｎ、ＳＷ２Ｐをオフ、スイッチＳＷ１Ｎ、ＳＷ１Ｐをオンさせることで
、待機期間に再度戻る。
【００７３】
以上説明したように、第１の実施形態に係るセンスアンプは、ビット線対ＢＬ、  /ＢＬ間
の微小電位差を増幅するとき、ＮＭＯＳ　Ｎ１、Ｎ２のソースに、接地電位Ｖｓｓよりも
充分に低い電位Ｖｓｓ２を与える。このようにＮ型センスアンプ１１を駆動する制御信号
線ＳＡＮの電位を下げることで、電源電圧Ｖｃｃが、接地電位Ｖｓｓとプリチャージ電位
Ｖｃｃ／２との電位差がＮＭＯＳ　Ｎ１、Ｎ２のしきい値電圧よりも小さくなるほど超低
圧化されても、Ｎ型センスアンプ１１は、電位の増幅動作を行うことができる。Ｎ型セン
スアンプ１１が動作し、ビット線対間の電位差が拡がりだした後、Ｐ型センスアンプ１２
が動作し出すことにより、ビット線対間の電位差は、さらに拡大される。
【００７４】
また、超低圧動作型のセンスアンプは、例えば図２０に示したように、従来より知られて
いるが、このセンスアンプでは、電位増幅の初期動作を、ＰＭＯＳにより行う。即ち、Ｐ
型センスアンプを使って、ビット線対ＢＬ、  /ＢＬ間の微小電位差を増幅し、増幅された
後のビット線電位を、Ｎ型センスアンプのＮＭＯＳのゲートに与えることで、Ｎ型センス
アンプを動作させる。しかしながら、ＰＭＯＳは、ＮＭＯＳに比べてしきい値電圧のばら
つきが大きく、ビット線対ＢＬ、  /ＢＬ間の微小電位差がより微小になってくると、誤読
み出しの可能性が高まる。
【００７５】
この点、第１の実施形態では、Ｐ型センスアンプ１２よりも先に、Ｎ型センスアンプ１１
が動作するので、電位増幅の初期動作をＮＭＯＳにより行うことができる。ＮＭＯＳは、
ＰＭＯＳよりもしきい値電圧のばらつきの範囲が狭い。したがって、ビット線対ＢＬ、  /
ＢＬ間の微小電位差がより微小になったとき、誤読み出しの可能性を、図２０に示した超
低圧動作型のセンスアンプに比べて、より少なくなる。
【００７６】
このように、第１の実施形態に係るセンスアンプは、誤読み出しの可能性を少なくするこ
とができるので、さらなる電源電圧の超低圧化に、充分に対応できる、という効果がある
。
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【００７７】
さらに第１の実施形態では、待機期間中の全てのワード線の電位、および読み出し／書き
込み期間中の非選択のワード線の電位を、接地電位Ｖｓｓよりも低いワード線降圧電位Ｖ
ＷＬＬとする。降圧電位ＶＷＬＬのレベルは、例えば電位Ｖｓｓ２のレベルと同じでよい
。このような降圧電位ＶＷＬＬを、ワード線に与えることで、接地電位Ｖｓｓよりもさら
に低い電位Ｖｓｓ２となるビット線ＢＬ、  /ＢＬに接続されるトランスファトランジスタ
ＴＲを、確実にオフさせることができる。
【００７８】
このような工夫が為されたセルアレイでは、第１の実施形態に係るセンスアンプをビット
線対ＢＬ、  /ＢＬに接続しても、トランスファトランジスタＴＲのゲート～ソース間の電
位差がしきい値電圧以下となったときのリーク電流を小さくできる、という効果を得るこ
とができる。
【００７９】
同様の観点から、プリチャージ信号ＰＲＣの電位を降圧電位ＶＷＬＬとして、イコライザ
１０をオフさせる。また、カラム選択信号ＣＳＬの電位を降圧電位ＶＷＬＬとして、カラ
ムゲート１５をオフさせる。このように、ビット線系回路に含まれるＮＭＯＳを、電位Ｖ
ｓｓ２のレベルと同等のレベルである降圧電位ＶＷＬＬによりオフさせることにより、第
１の実施形態に係るセンスアンプ１１、１２を含むビット線系回路を、誤動作し難くでき
る、という効果を得ることができる。
【００８０】
次に、第２の実施形態を説明する。
図４は、第２の実施形態に係るＤＲＡＭの回路図、図５は、その動作波形図、図６は、そ
の全体構成を示すブロック図である。図４～図６において、図１～図３と同一部分につい
ては同一の参照符号を付し、異なる部分についてのみ説明する。
【００８１】
図４および図６に示すように、第２の実施形態が第１の実施形態と異なる部分は、各ビッ
ト線対ＢＬ、  /ＢＬごとに、ゲート回路１３をビット線系回路とセルアレイとの間に含む
ことである。このゲート回路１３は、ビット線対ＢＬ、  /ＢＬを、セルアレイ側ビット線
対ＢＬＡ、  /ＢＬＡ、ビット線系回路側ビット線対ＢＬＢ、  /ＢＬＢとに分割する。
【００８２】
ゲート回路１３は、電流通路を、ビット線ＢＬに直列に挿入したＮＭＯＳ　Ｎ６と、電流
通路を、ビット線  /ＢＬに直列に挿入したＮＭＯＳ　Ｎ７とにより構成される。ＮＭＯＳ
　Ｎ６、Ｎ７はそれぞれ、イコライザ１０と、メモリセルＭＣとの間に接続されている。
【００８３】
ＮＭＯＳ　Ｎ６、Ｎ７のゲートには、導通タイミング制御信号Ｐが供給される。導通タイ
ミング制御信号Ｐは、図６に示すタイミング制御回路３０から出力される。タイミング制
御回路３０は、ゲート回路１３のＮＭＯＳ　Ｎ６、Ｎ７をそれぞれ、ビット線系回路側ビ
ット線対ＢＬＢ、  /ＢＬＢ間の電位差が増幅（Ｖｃｃ２－Ｖｓｓ２）されている間、オフ
するように制御する。
【００８４】
次に、その動作を、動作波形図を参照してより詳しく説明する。
図５に示すように、待機期間中、導通タイミング信号Ｐのレベルは、高電位Ｖｃｃよりも
高い、ワード線昇圧電位ＶＷＬＨであり、セルアレイ側ビット線対ＢＬＡ、  /ＢＬＡは、
ビット線系回路側ビット線対ＢＬＢ、  /ＢＬＢに接続されている。このため、待機期間に
おいては、第１の実施形態と同様である。
【００８５】
　読み出し／書き込み期間において、選択されたワード線ＷＬ１の電位が立ち上がり、セ
ルアレイ側ビット線対ＢＬＡ、／ＢＬＡに、微小電位差Δが現れる。このとき、導通タイ
ミング信号Ｐのレベルは、高電位Ｖｃｃよりも高い、ワード線昇圧電位ＶＷＬＨであり、
ＮＭＯＳ　Ｎ６、Ｎ７はそれぞれ、オンしている。このため、微小電位差Δは、ビット線
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系回路側ビット線対ＢＬＢ、／ＢＬＢにも伝えられる。この後、導通タイミング信号Ｐの
レベルは、接地電位Ｖｓｓよりも低い、ワード線降圧電位 とし、ＮＭＯＳ　Ｎ６
、Ｎ７をそれぞれ、オフさせる。これにより、ビット線対ＢＬＡ、／ＢＬＡと、ビット線
対ＢＬＢ、／ＢＬＢとを非接続にする。この後、スイッチＳＷ３Ｎ、ＳＷ３Ｐをオンさせ
る。これにより、Ｎ型センスアンプ１１では、第１の実施形態と同様な電位の増幅動作が
始まり、やがて、ビット線対ＢＬＢ、／ＢＬＢ間の電位差は、微小電位差Δから、電源電
圧よりも大きい電位差（Ｖｃｃ２－Ｖｓｓ２）まで増幅される。この後、データを読み出
す。データを読み出した後、スイッチＳＷ３Ｎ、ＳＷ３Ｐをオフさせ、スイッチＳＷ２Ｎ
、ＳＷ２Ｐをオンさせる。これにより、ビット線対ＢＬＢ、／ＢＬＢ間の電位差は、電位
差（Ｖｃｃ２－Ｖｓｓ２）から、電源電圧（Ｖｃｃ－Ｖｓｓ）まで下がる。この後、導通
タイミング信号Ｐのレベルを、降圧電位ＶＷＬＬから、昇圧電位ＶＷＬＨに上げ、ＮＭＯ
Ｓ　Ｎ６、Ｎ７をそれぞれオンさせる。これにより、ビット線対ＢＬＡ、／ＢＬＡ間の電
位差は、微小電位差Δから、電源電圧（Ｖｃｃ－Ｖｓｓ）まで増幅される。この増幅され
た電位差により、メモリセルＭＣ１には情報が再度書き込まれる。
【００８６】
このような第２の実施形態に係るＤＲＡＭでは、ゲート回路１３によって、電源電圧より
も大きい電位差（Ｖｃｃ２－Ｖｓｓ２）が、セルアレイ側ビット線対ＢＬＡ、  /ＢＬＡに
伝わらなくなる。このため、メモリセルＭＣには、電源電圧以上の大きな電圧が加わらな
いので、第１の実施形態に比較して、メモリセルＭＣの微細化を促進できる、という効果
を得ることができる。
【００８７】
次に、第３の実施形態を説明する。
図７は、第３の実施形態に係るＤＲＡＭの回路図、図８は、その動作波形図、図９は、そ
の全体構成を示すブロック図である。図７～図９において、図１～図６と同一部分につい
ては同一の参照符号を付し、異なる部分についてのみ説明する。
【００８８】
図７および図９に示すように、第３の実施形態が、第１、第２の実施形態と異なる部分は
、セルアレイＡとセルアレイＢとで共通のビット線系回路側ビット線対ＢＬＣ、  /ＢＬＣ
（以下、共通ビット線対という）を有することである。共通ビット線対ＢＬＣ、  /ＢＬＣ
に接続されたビット線系回路は、セルアレイＡとセルアレイＢとで共通に使用される。共
通に使用されるビット線系回路には、第１の実施形態により説明した超低圧動作が可能な
Ｎ型センスアンプ１１、Ｐ型センスアンプ１２の他、イコライザ１０、カラムゲート１５
などが含まれている。なお、セルアレイＡとセルアレイＢとで共通に使用されるセンスア
ンプは、シェアード型センスアンプと呼ばれている。
【００８９】
セルアレイＡのビット線対ＢＬＡ、  /ＢＬＡは、共通ビット線対ＢＬＣ、  /ＢＬＣの一端
に、ゲート回路１３Ａによって接続される。同様に、セルアレイＢのビット線対ＢＬＢ、
 /ＢＬＢは、共通ビット線対ＢＬＣ、  /ＢＬＣの他端に、ゲート回路１３Ｂによって接続
される。ゲート回路１３Ａは、電流通路の一端をビット線ＢＬＡに接続し、その他端を共
通ビット線ＢＬＣの一端に接続したＮＭＯＳ　Ｎ６Ａと、電流通路の一端をビット線  /Ｂ
ＬＡに接続し、その他端を共通ビット線  /ＢＬＣの他端に接続したＮＭＯＳ　Ｎ７Ａとに
より構成されている。同様に、ゲート回路１３Ｂは、電流通路の一端をビット線ＢＬＢに
接続し、その他端を共通ビット線ＢＬＣの一端に接続したＮＭＯＳ　Ｎ６Ｂと、電流通路
の一端をビット線  /ＢＬＢに接続し、その他端を共通ビット線  /ＢＬＣの他端に接続した
ＮＭＯＳ　Ｎ７Ｂとにより構成されている。ＮＭＯＳ　Ｎ６Ａ、Ｎ７Ａのゲートには、導
通タイミング制御信号ＰＡが供給され、ＮＭＯＳ　Ｎ６Ｂ、Ｎ７Ｂのゲートには、導通タ
イミング制御信号ＰＢが供給される。導通タイミング制御信号ＰＡ、ＰＢは、図９に示す
タイミング制御回路３１から出力される。タイミング制御回路３１は、データの読み出し
／書き込みを行うために、セルアレイＡ、セルアレイＢのいずれかを選び、選ばれたセル
アレイＡ、またはセルアレイＢを、データ線ＤＱ、  /ＤＱに接続する。さらに選ばれたセ
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ルアレイＡ、またはセルアレイＢに対して、読み出し／書き込み期間中、ゲート回路１３
ＡのＮＭＯＳ　Ｎ６Ａ、Ｎ７Ａ、またはゲート回路１３ＢのＮＭＯＳ　Ｎ６Ｂ、Ｎ７Ｂを
それぞれ、共通ビット線対ＢＬＣ、  /ＢＬＣ間の電位差が増幅（Ｖｃｃ２－Ｖｓｓ２）さ
れている間、オフするように制御する。
【００９０】
次に、その動作を、動作波形図を参照してより詳しく説明する。
図８に示すように、待機期間中、導通タイミング信号ＰＡ、ＰＢのレベルはそれぞれ、高
電位Ｖｃｃよりも高い、ワード線昇圧電位ＶＷＬＨであり、ビット線対ＢＬＡ、  /ＢＬＡ
、およびビット線対ＢＬＢ、  /ＢＬＢはそれぞれ、共通ビット線対ＢＬＣ、  /ＢＬＣに接
続されている。これにより、ビット線対ＢＬＡ、  /ＢＬＡ間の電位差、およびビット線対
ＢＬＢ、  /ＢＬＢの電位差はともに、共通のイコライザ１０により、イコライズされる。
この後、選択されたワード線を立ち上げる前に、セルアレイＡ、セルアレイＢのいずれを
アクセスするかが決定される。この決定にしたがって、アクセスされるセルアレイのビッ
ト線対を、共通ビット線対ＢＬＣ、  /ＢＬＣに接続したままに、アクセスされないセルア
レイのビット線対を、共通ビット線対ＢＬＣ、  /ＢＬＣから非接続にする。図８には、セ
ルアレイＡがアクセスされる状態が示されている。そのため、導通タイミング信号ＰＡは
、ワード線昇圧電位ＶＷＬＨのまま、また、信号ＰＢは、ワード線降圧電位ＶＷＬＬにさ
れる。これにより、ＮＭＯＳ　Ｎ６Ａ、Ｎ７Ａはオンのまま、ＮＭＯＳ　Ｎ６Ｂ、Ｎ７Ｂ
はオフする。
【００９１】
読み出し／書き込み期間においては、ゲート回路１３Ａは、第２の実施形態のゲート回路
１３と同様な動作を行う。このため、読み出し／書き込み期間は、第２の実施形態と同様
である。
【００９２】
このような第３の実施形態に係るＤＲＡＭは、第１の実施形態により説明した超低圧動作
可能なセンスアンプを、シェアード型センスアンプと呼ばれているものに応用している。
このように、この発明に係るセンスアンプは、シェアード型とすることもできる。また、
ゲート回路１３Ａ、１３Ｂは、シェアード型センスアンプを搭載しているＤＲＡＭにおい
ては、φｔゲートと呼ばれている。一般的なφｔゲートでは、選択されたものにおいては
、読み出し／書き込み期間中、オフされることはなく、セルアレイのビット線対と、共通
ノード線対とを接続し続ける。
【００９３】
しかし、第３の実施形態のゲート回路１３Ａ、１３Ｂは、その動作に、第２の実施形態で
説明したゲート回路１３の動作を採用している。つまり、共通ノード線対間の微小電位差
Δを増幅しているとき、選択されたものにおいても、読み出し／書き込み期間中、オフさ
せる。これにより、第３の実施形態では、超低圧動作が可能なシェアード型センスアンプ
を搭載しているＤＲＡＭにおいて、メモリセルＭＣに、電源電圧以上の大きな電圧が加え
ずに済み、第２の実施形態と同様に、メモリセルＭＣの微細化を促進できる、という効果
を得ることができる。
【００９４】
次に、第４の実施形態を説明する。
図１０は、第４の実施形態に係るＤＲＡＭの動作波形図、図１１は、その全体構成を示す
ブロック図である。図１０、図１１において、図５、図６と同一の部分については同一の
参照符号を付し、異なる部分についてのみ説明する。
【００９５】
図１０に示すように、第４の実施形態が、第２の実施形態と異なる部分は、ワード線の電
位が、待機状態、あるいは非選択状態において接地電位Ｖｓｓであることである。
【００９６】
また、図１１に示すように、第４の実施形態は、第２の実施形態と同様なゲート回路１３
を有しているので、電源電圧以上に増幅された電位差（Ｖｃｃ２－Ｖｓｓ２）は、セルア
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レイ側ビット線ＢＬＡ、  /ＢＬＡに伝わらないようにできるとともに、再書き込み時のセ
ルアレイ側ビット線ＢＬＡ、  /ＢＬＡの電位差を、電源電圧（Ｖｃｃ－Ｖｓｓ）にできる
。再書き込み時のセルアレイ側ビット線ＢＬＡ、  /ＢＬＡの電位差を電源電圧（Ｖｃｃ－
Ｖｓｓ）とすることで、待機状態、あるいは非選択状態におけるワード線の電位を接地電
位Ｖｓｓとしても、サブスレッショルドリークは、第１～第３の実施形態と同様に、充分
に抑制することができる。
【００９７】
待機状態、あるいは非選択状態において、ワード線の電位を接地電位Ｖｓｓとした時の利
点は、ワード線の電位を降圧電位ＶＷＬＬとした時よりも、電位を安定させ易くなること
である。
【００９８】
また、第１～第３の実施形態における降圧電位ＶＷＬＬは、集積回路チップ内に設けられ
る電圧発生回路、例えばＰＭＯＳとキャパシタとで構成される降圧用チャージポンプ回路
によって発生され、ワード線ドライバ、プリチャージ制御回路、タイミング制御回路など
にそれぞれ供給される。しかし、第４の実施形態では、降圧電位ＶＷＬＬを、ワード線ド
ライバに供給せずに済むので、電圧発生回路の回路規模を小さくできる利点がある。特に
電圧発生回路が降圧用チャージポンプ回路である場合には、キャパシタの面積を小さくで
き、集積回路のチップサイズの増大を抑制する効果は、特に高くすることができる。
【００９９】
　次に、第５の実施形態を説明する。
　図１２は、 の実施形態に係るＤＲＡＭの動作波形図、図１３は、その全体構成を示
すブロック図である。図１２、図１３において、図８、図９と同一の部分については同一
の参照符合を付し、異なる部分についてのみ説明する。
【０１００】
　 に示すように、第５の実施形態が、第３の実施形態と異なる部分は、ワード線の
電位が、待機状態、あるいは非選択状態において接地電位Ｖｓｓであることである。つま
り、第５の実施形態は、第４の実施形態を、シェアード型のセンスアンプのＤＲＡＭに応
用したものである。
【０１０１】
第５の実施形態では、シェアード型のセンスアンプのＤＲＡＭにおいて、第４の実施形態
で説明した、待機状態、あるいは非選択状態において、ワード線の電位を安定させ易くな
る、および降圧電位ＶＷＬＬを発生させる電圧発生回路の回路規模を小さくできる、とい
う利点を得ることができる。
【０１０２】
次に、第６の実施形態を説明する。
図１４は、この発明の第６の実施形態に係るＤＲＡＭのビット線センスアンプの回路図、
ＤＲＡＭの回路図、図１５は、その動作波形図、図１６は、その全体構成を示すブロック
図である。図１４～図１６において、図１～図３と同一の部分については同一の参照符号
を付し、異なる部分についてのみ説明する。
【０１０３】
図１４および図１６に示すように、第６の実施形態が第１の実施形態と異なる部分は、各
ビット線対ＢＬ、  /ＢＬごとに、ビット線対間の電位差の振幅を調節するゲート回路１４
を含むことである。この第６の実施形態に示すゲート回路１４は、特に電位差（Ｖｃｃ２
－Ｖｓｓ２）という大きい電位差を、Ｎ型センスアンプ１１よりデータ線対ＤＱ、  /ＤＱ
側のビット線対に発生されるようにしている。このため、センスアンプのうち、Ｎ型セン
スアンプ１１をデータ線対ＤＱ、  /ＤＱ側に配置し、ゲート回路１４を、Ｎ型センスアン
プ１１とＰ型センスアンプ１２との間に設けている。また、この第６の実施形態では、振
幅を調節するゲート回路１４の一つの例として、ＰＭＯＳの“しきい値浮き”を利用した
ゲート回路１４を示す。このようなゲート回路１４は、電流通路を、ビット線ＢＬに直列
に挿入したＰＭＯＳ　Ｐ３と、電流通路を、ビット線  /ＢＬに直列に挿入したＮＭＯＳ　
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Ｐ４とにより構成される。ＰＭＯＳ　Ｐ３、Ｐ４はそれぞれ、所定の負のしきい値電圧Ｖ
ｔｈを有する。さらにＰＭＯＳ　Ｐ３、Ｐ４は、ビット線対ＢＬ、  /ＢＬを、電位差（Ｖ
ｃｃ２－Ｖｓｓ２）以下の電位差を生ずるビット線対ＢＬＡ、  /ＢＬＡと、電位差（Ｖｃ
ｃ２－Ｖｓｓ２）を生ずるビット線対ＢＬＢ、  /ＢＬＢとに分割する。
【０１０４】
ＰＭＯＳ　Ｐ３、Ｐ４のゲートには、振幅タイミング制御信号Ｑが供給される。振幅タイ
ミング制御信号Ｑは、図１６に示すタイミング制御回路３２から出力される。タイミング
制御回路３２は、ゲート回路１４のＰＭＯＳ　Ｐ３、Ｐ４それぞれのゲートに接地電位Ｖ
ｓｓを与えて“しきい値浮き”が生じるように、特に再書き込み時においては、接地電位
Ｖｓｓよりもさらに低い降圧電位ＶＷＬＬをＰＭＯＳ　Ｐ３、Ｐ４それぞれのゲートに与
えて“しきい値浮き”が補償されるように、ＰＭＯＳ　Ｐ３、Ｐ４のゲート電位を制御す
る。
【０１０５】
次に、その動作を、動作波形図を参照してより詳しく説明する。
図１５に示すように、制御信号Ｑのレベルは、待機期間から読み出し／書き込み期間中の
特に読み出し期間にかけて接地電位Ｖｓｓである。このため、待機期間から読み出し期間
にかけての動作タイミングは、第１の実施形態と同様であるが、ビット線対ＢＬＢ、  /Ｂ
ＬＢ間の電位差が（Ｖｃｃ２－Ｖｓｓ２）であるのに対して、ビット線対ＢＬＡ、  /ＢＬ
Ａ間の電位差が（Ｖｃｃ２－Ｖｓｓ＋Ｖｔｈ）であることが異なっている。“Ｖｔｈ”は
、ＰＭＯＳ　Ｐ３、Ｐ４のしきい値電圧であり、制御信号Ｑのレベルが接地電位Ｖｓｓで
ある間、ＰＭＯＳ　Ｐ３、Ｐ４のうち、電位Ｖｓｓ２となっているビット線に接続されて
いるものは、“しきい値浮き”を発生する。
【０１０６】
読み出し期間の後、スイッチＳＷ３Ｎ、ＳＷ３Ｐがオフし、スイッチＳＷ２Ｎ、ＳＷ２Ｐ
がオンして書き込み期間に入ると、制御信号Ｑのレベルが接地電位Ｖｓｓよりもさらに低
い降圧電位ＶＷＬＬとなる。制御信号Ｑのレベルが降圧電位ＶＷＬＬとなっている間は、
上述したように“しきい値浮き”が補償される。
【０１０７】
このような第６の実施形態によれば、ビット線対ＢＬＡ、  /ＢＬＡ間の電位差が、電位差
（Ｖｃｃ２－Ｖｓｓ２）よりも小さい電位差（Ｖｃｃ２－Ｖｓｓ＋Ｖｔｈ）となり、特に
第２の実施形態で説明したような、第１の実施形態に比較して、メモリセルＭＣにかかる
最大電圧を小さくでき、メモリセルＭＣの微細化を推進できる、という効果を得ることが
できる。
【０１０８】
また、再書き込み時、制御信号Ｑのレベルを降圧電位ＶＷＬＬとし、“しきい値浮き”を
補償する。このため、特に“０”レベルのデータを再書き込みする場合には、ビット線の
電位をほぼ接地電位Ｖｓｓにでき、充分な“０”データを、メモリセルＭＣに書き込むこ
とができる。
【０１０９】
また、この第６の実施形態では、セルアレイ側ビット線対ＢＬＡ、  /ＢＬＡの電位が、充
分に低いＶｓｓ２まで下がらないようにできる。このため、待機状態、あるいは非選択状
態におけるワード線の電位を、降圧電位ＶＷＬＬの他、図１５に示すように接地電位Ｖｓ
ｓとしても、サブスレッショルドリークを抑制できる。このため、特に第４の実施形態で
説明した効果と同等の効果を得ることもできる。
【０１１０】
また、ゲート回路１４を設ける位置は、図１４および図１６に示すように、Ｎ型センスア
ンプ１１とＰ型センスアンプ１２との間に限られることはなく、例えばＰ型センスアンプ
１２とイコライザ１０との間や、イコライザ１０とセルアレイとの間に設けることも可能
である。
【０１１１】

10

20

30

40

50

(18) JP 3742191 B2 2006.2.1



しかしながら、図１４および図１６に示すようなＮ型センスアンプ１１とＰ型センスアン
プ１２との間にゲート回路１４を設ける構成は、特にＰ型センスアンプ１２、およびイコ
ライザ１０にかかる最大電圧を小さくできる、という効果があり、Ｐ型センスアンプ１２
、およびイコライザ１０を構成するＭＯＳＦＥＴを微細化できる、という特有の効果を得
ることができる。
【０１１２】
また、Ｎ型センスアンプ１１とＰ型センスアンプ１２との間にゲート回路１４を設ける構
成は、電位増幅を、ビット線対ＢＬＡ、  /ＢＬＡと、ビット線対ＢＬＢ、  /ＢＬＢとに分
けて行うことができる。つまり、Ｎ型センスアンプ１１が増幅すべきビット線対の配線容
量を第１～第６の実施形態に比較してより小さくでき、電位増幅を、第１～第６の実施形
態に比較してより高速に行うことができる、という効果も有る。
【０１１３】
また、第２～第５の実施形態に示したゲート回路１３、１３Ａ、１３Ｂは、第６の実施形
態のように、Ｎ型センスアンプ１１とＰ型センスアンプ１２との間に設けるようにするこ
とも可能である。
【０１１４】
なお、第６の実施形態は、第３、第５の実施形態で説明したようなシェアード型センスア
ンプにも適用することができる。その場合には、ゲート回路１４の他に、φｔゲート（ゲ
ート回路１３Ａ、１３Ｂ）を設けても良いし、ゲート回路１４自身をφｔゲートのように
動作させるようにしても良い。ゲート回路１４自身をφｔゲートのように動作させる場合
には、例えば非選択のセルアレイ側のゲート回路１４を構成するＰＭＯＳのゲートに、高
電位Ｖｃｃ、あるいは昇圧電位ＶＷＬＨを与えてオフさせ、選択されたセルアレイ側のゲ
ート回路１４を構成するＰＭＯＳのゲートには、上述したように接地電位Ｖｓｓ与えると
ともに、特に再書き込み時において、降圧電位ＶＷＬＬを与えるようにすれば良い。
【０１１５】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、超低圧動作が可能で、しかも動作マージンを充
分に得ることができるセンスアンプを備えた、メモリ機能を有する半導体集積回路装置を
提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１はこの発明の第１の実施形態に係るセンスアンプの回路図。
【図２】図２はこの発明の第１の実施形態に係るセンスアンプの動作波形図。
【図３】図３はこの発明の第１の実施形態に係るセンスアンプを備えたＤＲＡＭのブロッ
ク図。
【図４】図４はこの発明の第２の実施形態に係るセンスアンプの回路図。
【図５】図５はこの発明の第２の実施形態に係るセンスアンプの動作波形図。
【図６】図６はこの発明の第２の実施形態に係るセンスアンプを備えたＤＲＡＭのブロッ
ク図。
【図７】図７はこの発明の第３の実施形態に係るセンスアンプの回路図。
【図８】図８はこの発明の第３の実施形態に係るセンスアンプの動作波形図。
【図９】図９はこの発明の第３の実施形態に係るセンスアンプを備えたＤＲＡＭのブロッ
ク図。
【図１０】図 10はこの発明の第４の実施形態に係るセンスアンプの動作波形図。
【図１１】図 11はこの発明の第４の実施形態に係るセンスアンプを備えたＤＲＡＭのブロ
ック図。
【図１２】図 12はこの発明の第５の実施形態に係るセンスアンプの動作波形図。
【図１３】図 13はこの発明の第５の実施形態に係るセンスアンプを備えたＤＲＡＭのブロ
ック図。
【図１４】図 14はこの発明の第６の実施形態に係るセンスアンプの回路図。
【図１５】図 15はこの発明の第６の実施形態に係るセンスアンプの動作波形図。
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【図１６】図 16はこの発明の第６の実施形態に係るセンスアンプのを備えたＤＲＡＭブロ
ック図。
【図１７】図 17は従来のセンスアンプの回路図。
【図１８】図 18は従来のセンスアンプの動作波形図。
【図１９】図 19（Ａ）および（Ｂ）はそれぞれセンスアンプの増幅原理を説明するための
図。
【図２０】図 20は従来の超低圧動作型のセンスアンプの回路図。
【図２１】図 21は従来の超低圧動作型のセンスアンプの動作波形図。
【符号の説明】
１０…ビット線対イコライザ、
１１…Ｎ型センスアンプ、
１２…Ｐ型センスアンプ、
１３…セル側ノード／センスアンプ側ノード分割ゲート、
１３Ａ、１３Ｂ…φｔゲート、
１４…ビット線電位調整ゲート、
１５…カラムゲート、
２０Ｎ…Ｎ型センスアンプドライバ、
２０Ｐ…Ｐ型センスアンプドライバ、
２１…センスアンプ制御回路。
３０，３１，３２…タイミング制御回路。
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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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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

(25) JP 3742191 B2 2006.2.1



フロントページの続き

(74)代理人  100070437
            弁理士　河井　将次
(72)発明者  白武　慎一郎
            神奈川県川崎市幸区小向東芝町１番地　株式会社東芝研究開発センター内

    審査官  堀田　和義

(56)参考文献  特開平０７－２４００９３（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－３０９８７２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－３３３３８６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－０１２８６６（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G11C 11/409

(26) JP 3742191 B2 2006.2.1


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

