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(57)【要約】
【課題】フラッシュメモリにおいてマルチページ消去動
作を制御する回路および方法を提供する。
【解決手段】マルチページ消去動作の各アドレスのペー
ジアドレスは、ワード線デコーダにラッチされる。ペー
ジ選択リセット発生器回路は、マルチページ消去動作の
各アドレスのブロックアドレスを処理する。アドレスが
異なるブロック内のページに関連する場合、直前にラッ
チされたページアドレスがリセットされる。これは、万
一マルチページ消去動作が、異なるブロック内に複数の
ページを含む場合に、不正確な回路動作が生じることに
なることを回避する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第２アドレスの第２複数ビットブロックアドレス部分とは異なる第１アドレスの第1複
数ビットブロックアドレス部分を検出するための装置であって、
　前記第１アドレスの前記第1複数ビットブロックアドレス部分の少なくとも１つのビッ
トは、前記第２アドレスの前記第２複数ビットブロックアドレス部分の対応する少なくと
も１つのビットとは異なり、前記装置は、
　前記第1複数ビットブロックアドレス部分の各ビットについて、
　前記ビットが前記第２複数ビットブロックアドレス部分の前記対応するビットとは異な
るか否かを検出するためのそれぞれのアドレス検出回路と、
　前記第１アドレスの前記第1複数ビットブロックアドレス部分が前記第２アドレスの前
記第２複数ビットブロックアドレス部分とは異なるか否かを示す出力を生成するために前
記それぞれのアドレス検出回路の出力を結合するための結合回路と、
　Ｎ個の入力と
を備え、
　前記Ｎは、前記第1複数ビットブロックアドレス部分におけるビットの数であり、さら
に、前記Ｎは、前記第２複数ビットブロックアドレス部分におけるビットの数であり、
　前記Ｎ個の入力の各入力について、
　前記装置は、前記第２複数ビットブロックアドレス部分の前記対応するビットによって
フォローされた前記第1複数ビットブロックアドレス部分のビットの前記入力を介して受
け取るように構成されており、
　前記それぞれのアドレス検出回路は、
　上昇しているアドレス変化を検出するための上昇検出回路と、
　下降しているアドレス変化を検出するための下降検出回路と、
　前記上昇検出回路および前記下降検出回路の出力を結合するための結合回路と
を備える、装置。
【請求項２】
　それぞれの第1検出回路は、
　次々と一緒に接続されたインバータおよび遅延素子と、
　前記Ｎ個の入力のうちの一つを受取るために接続された第1入力を有するNANDゲートと
を備え、
　前記NANDゲートは、インバータによる反転および前記遅延素子による遅延後に、前記Ｎ
個の入力のうちの前記1つを受取るために接続された第2入力を有し、
　それぞれの第2検出回路は、
　インバータおよび遅延素子と、
　前記インバータによる反転後に、前記Ｎ個の入力のうちの一つを受取るために接続され
た第1入力を有するNANDゲートとを備え、
　前記NANDゲートは、前記遅延素子による遅延後に、前記Ｎ個の入力のうちの前記1つを
受取るために接続された第2入力を有する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記Ｎ個の入力のそれぞれについて、それぞれ登録されたアドレス出力を生成するため
のそれぞれのサブアドレスレジスタをさらに備え、
　前記第1複数ビットブロックアドレス部分の各ビットについて、前記それぞれのアドレ
ス検出回路は、前記それぞれ登録されたアドレス出力を処理することによるビットの変化
を検出する、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記Ｎ個の入力のそれぞれについて、前記それぞれのサブアドレスレジスタは、
　前記入力を受取るために接続されたSR（セットリセット）ラッチと、
　前記SRラッチに対してラッチ動作をイネーブルするイネーブル回路とを備える、請求項
３に記載の装置。
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【請求項５】
　請求項１に記載の装置を備えるフラッシュデバイス。
【請求項６】
　前記フラッシュデバイスは、NANDフラッシュデバイスである請求項５に記載のフラッシ
ュデバイス。
【請求項７】
　第２アドレスの第２複数ビットブロックアドレス部分とは異なる第１アドレスの第1複
数ビットブロックアドレス部分を検出するための方法であって、
　前記第１アドレスの前記第1複数ビットブロックアドレス部分の少なくとも１つのビッ
トは、前記第２アドレスの前記第２複数ビットブロックアドレス部分の対応する少なくと
も１つのビットとは異なり、前記方法は、
　前記第1複数ビットブロックアドレス部分の各ビットについて、
　前記ビットが前記第２複数ビットブロックアドレス部分の前記対応するビットとは異な
るか否かを検出するステップと、
　前記第１アドレスの前記第1複数ビットブロックアドレス部分が前記第２アドレスの前
記第２複数ビットブロックアドレス部分とは異なるか否かを示す出力を生成するために前
記検出するステップの結果を結合するステップと
を含み、
　Ｎは、前記第１複数ビットブロックアドレス部分におけるビットの数であり、さらに、
前記Ｎは、前記第２複数ビットブロックアドレス部分におけるビットの数であり、
　前記方法は、さらに、
　前記第１複数ビットブロックアドレス部分の前記Ｎビットのそれぞれは、前記第２複数
ビットブロックアドレス部分の前記対応するビットによってフォローされた前記第1複数
ビットブロックアドレス部分のビットを含むそれぞれの信号を受け取り、
　前記複数ビットブロックアドレスの各ビットについて、
　上昇しているアドレス変化を検出するステップと、
　下降しているアドレス変化を検出するステップと、
　前記上昇しているアドレス変化を検出するステップと前記下降しているアドレス変化を
検出するステップとの結果を結合するステップとをさらに含む、方法。
【請求項８】
　前記複数ビットブロックアドレスの各ビットについて、
　前記上昇しているアドレス変化を検出する前記ステップは、
　反転および遅延信号を生成するために前記それぞれの信号について反転および遅延をす
るステップと、
　NANDロジック関数にしたがって前記それぞれの信号と前記反転および遅延をされた信号
とを結合するステップとを含み、
　前記下降しているアドレス変化を検出するステップは、
　反転信号を生成するために前記それぞれの信号を反転するステップと、
　NANDロジック関数にしたがって前記反転信号および前記遅延信号を結合した遅延信号を
生成するために前記それぞれの信号を遅延させるステップとを含む、請求項７に記載の方
法。
【請求項９】
　それぞれ登録されたアドレス出力を生成するために前記Ｎ個の入力信号のそれぞれを登
録するステップをさらに含み、
　前記第1複数ビットブロックアドレス部分の各ビットについて、変化を検出する前記ス
テップは、前記それぞれ登録されたアドレス出力における変化を検出するステップを含む
、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　それぞれ登録されたアドレス出力を生成するために前記Ｎ個の入力信号のそれぞれを登
録する前記ステップは、イネーブル入力の制御下で前記Ｎ個の入力信号のそれぞれをSRラ
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ッチするステップを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　フラッシュデバイスで使用される、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　NANDフラッシュデバイスで使用される、請求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フラッシュメモリにおけるページ消去機能に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　消去機能は、フラッシュセルの元の状態を回復するために不揮発性フラッシュメモリに
おいて使用される。消去動作の物理的制限のために、動作を終了するのに長い時間がかか
る。消去動作は、ページプログラムなどの他の主要な動作と比べて比較的長くかかる。た
とえば、消去時間が1.5msである場合、ページプログラム時間は25μsである。ブロック消
去動作によって、ページ(行)のセットからなるブロック全体が一度で消去される。このた
め、ブロックのコンテンツの一部が保持されるべきであるとすると、コンテンツの一部(
いくつかのページ)が回復されることを可能にするために、ブロック消去は、選択された
ブロック内の全てのコンテンツを同時に消去する前に、別のメモリ媒体に対してコンテン
ツをバックアップする必要がある。これは、フラッシュメモリの上記データ回復を維持す
るために、別のメモリシステムが、同じボードまたは同じパッケージ内に組込まれること
を必要とする。これは、フラッシュメモリに関して総システムコストを増加させ、データ
制御をより複雑にする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国仮特許出願第60/786,897号明細書
【特許文献２】米国仮特許出願第60/843,593号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　1つの広範な態様では、本発明は、不揮発性メモリにおいて複数ページ消去動作を制限
するページ選択リセット発生器回路を提供し、ページ選択リセット発生器回路は、1つま
たは複数のアドレスのセットの各アドレスのブロックアドレス部を受取る入力と、ページ
アドレスのセットの2つのアドレスのブロックアドレス部が異なるときを検出するアドレ
ス変化検出回路とを備え、ページ選択リセット発生器回路は、2つのアドレスのブロック
アドレス部が異なることを検出したとき、ラッチされたページをクリアするためのリセッ
ト出力を発生するよう動作可能である。
【０００５】
　一部の実施形態では、ページ選択リセット発生器回路は、フラッシュメモリを含む不揮
発性メモリにおいて複数ページ消去動作を制限するためのものである。
【０００６】
　一部の実施形態では、ページ選択リセット発生器回路は、さらに、アドレスが複数ペー
ジ消去動作に関するときに、リセット出力の発生をイネーブルする第1ペーシ選択リセッ
トイネーブル回路を備える。
【０００７】
　一部の実施形態では、ページ選択リセット発生器回路は、さらに、主アドレスレジスタ
におけるアドレスのラッチ動作と適切にタイミングを合わせたリセット出力の発生をイネ
ーブルする第2ペーシ選択リセットイネーブル回路を備える。
【０００８】
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　一部の実施形態では、ページ選択リセット発生器回路は、ページアドレスが複数ページ
消去動作に関するときに、リセット出力の発生をイネーブルする第1ページ選択リセット
イネーブル回路と、主アドレスレジスタにおけるアドレスのラッチ動作と適切にタイミン
グを合わせたリセット出力の発生をイネーブルする第2ペーシ選択リセットイネーブル回
路とをさらに備え、ページ選択リセット発生器回路は、第1ページ選択リセットイネーブ
ル回路と第2ペーシ選択リセットイネーブル回路の両方によってイネーブルされたときだ
け、リセット出力を発生するよう動作可能である。
【０００９】
　一部の実施形態では、アドレス変化検出回路は、複数ビットブロックアドレスの各ビッ
トについて、a)ビットを登録し、登録されたアドレス出力を生成するためのそれぞれのサ
ブアドレスレジスタと、b)登録されたアドレス出力の変化を検出するためのそれぞれのビ
ットごとのアドレス検出回路と、ビットごとのアドレス検出回路の出力を結合するマージ
ャ回路とを備える。
【００１０】
　一部の実施形態では、各ビットごとのアドレス検出回路は、立上りアドレス変化を検出
する第1回路と、立下りアドレス変化を検出する第2回路と、第1回路の出力と第2回路の出
力を結合する回路とを備える。
【００１１】
　一部の実施形態では、立上りアドレス変化を検出する第1回路は、a)次々と一緒に接続
されたインバータおよび遅延素子と、b)登録されたアドレス出力のうちの1つを受取るた
めに接続された第1入力を有し、インバータによる反転および遅延素子による遅延後に、
登録されたアドレス出力のうちの1つを受取るために接続された第2入力を有するNANDゲー
トとを備え、立下りアドレス変化を検出する第2回路は、a)インバータおよび遅延素子と
、b)インバータによる反転後に、登録されたアドレス出力のうちの1つを受取るために接
続された第1入力を有し、遅延素子による遅延後に、登録されたアドレス出力のうちの1つ
を受取るために接続された第2入力を有するNANDゲートとを備える。
【００１２】
　一部の実施形態では、複数ビットブロックアドレスの各ビットについて、それぞれのサ
ブアドレスレジスタは、ビットを受取るために接続された入力を有するSRラッチと、ペー
ジアドレスが複数ページ消去動作に関するときに、リセット出力の発生をイネーブルする
SRラッチに対してビットのラッチ動作をイネーブルするイネーブル回路とを備える。
【００１３】
　一部の実施形態では、ページ選択リセット発生器回路は、さらに主リセットパルス発生
器回路を備える。
【００１４】
　別の広範な態様によれば、本発明は、メモリ回路を提供し、メモリ回路は、複数のペー
ジに配列された不揮発性メモリセルを各ブロックが備える複数のメモリブロックと、各ペ
ージについてそれぞれのラッチ回路であって、各ページはページアドレスを有し、ページ
のページアドレスは各ブロック内で一意であり、各ページのページアドレスは、それぞれ
の他のブロック内の対応するページのページアドレスと同じであるそれぞれのラッチ回路
と、各ブロックについてそれぞれのブロックイネーブル回路と、アドレスのブロックアド
レス部によって特定されたブロックについてブロックイネーブル回路をイネーブルするこ
とによって、ページ消去コマンドの各アドレスのブロックアドレス部を処理するブロック
プリデコーダ回路と、アドレス部によって特定されたページアドレスを有する各ページに
ついて、ラッチ回路をセットすることによって、ページ消去コマンドの各アドレスのペー
ジアドレス部を処理するページプリデコーダ回路と、上記で要約されたページ選択リセッ
ト発生器回路とを備え、ラッチ回路は、ページ消去コマンドの全てのアドレスが、ブロッ
クプリデコーダ回路、ページプリデコーダ回路およびページ選択リセット発生器回路によ
って処理された後に、イネーブルされたブロックの選択されたページに消去電圧を接続す
るようさらに動作可能であり、2つ以上の異なるブロックアドレスに関連する、複数ペー
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ジ消去動作によるページの不測の消去が防止される。
【００１５】
　一部の実施形態では、不揮発性メモリはフラッシュメモリを含む。
【００１６】
　一部の実施形態では、ラッチ回路は、ページ選択リセット発生器回路によって発生され
るリセット出力を受取るための共通に接続されたリセット入力を有する。
【００１７】
　別の広範な態様によれば、本発明は方法を提供し、方法は、不揮発性メモリに関連する
複数ページ消去動作の複数のアドレスの各アドレスであって、ブロックアドレス部および
ページアドレス部を含む、各アドレスについて、a)ブロックアドレス部が、複数のアドレ
スの直前のアドレスのブロックアドレス部と異なるかどうかを検出するステップと、b)ブ
ロックアドレス部が複数のアドレスの直前のアドレスのブロックアドレス部と異なること
を検出したとき、ページおよびブロックの任意の直前の選択をリセットするステップと、
c)複数のブロックのそれぞれにおいてそれぞれのページを選択するステップと、d)複数の
ブロックのそれぞれの1つを選択するステップとを含み、各アドレスに関して、前記検出
し、前記リセットし、前記それぞれのページを選択し、前記複数のブロックのそれぞれの
1つを選択した後、単一の残りのブロックアドレスが選択されることになり、方法は、さ
らに、単一の残りの選択されたブロック内の任意の選択されたページを消去するステップ
を含む。
【００１８】
　一部の実施形態では、方法は、さらに、直前の選択をリセットするために、リセット出
力を発生するステップを含む。
【００１９】
　一部の実施形態では、方法は、さらに、各アドレスがブロックアドレス部およびページ
アドレス部を含むアドレスを受取るステップと、受取られた各アドレスについて、アドレ
スがページ消去動作の一部であるかどうかを判定するステップと、アドレスがページ消去
動作の一部であると判定される場合だけ、前記検出することおよび前記リセットすること
を実施するステップとを含む。
【００２０】
　一部の実施形態では、方法は、さらに、主アドレスレジスタにおいてアドレスをラッチ
するステップと、リセット出力の発生と主アドレスレジスタにおけるアドレスのラッチ動
作のタイミングを合わせるステップとを含む。
【００２１】
　一部の実施形態では、ブロックアドレス部が、複数のアドレスの直前のアドレスのブロ
ックアドレス部と異なるかどうかを検出することは、複数ビットブロックアドレスの各ビ
ットについて、a)ビットをそれぞれのサブアドレスレジスタに登録するステップと、b)サ
ブアドレスレジスタの出力の変化を検出するために、ビットごとのアドレス検出を実施す
るステップと、ビットごとのアドレス検出の出力を結合するステップとを含む。
【００２２】
　一部の実施形態では、ビットごとのアドレス検出を実施することは、立上りアドレス変
化を検出するステップと、立下りアドレス変化を検出するステップとを含む。
【００２３】
　一部の実施形態では、方法は、フラッシュメモリに適用される。
【００２４】
　本発明の実施形態は、添付図を参照して、例としてだけ、ここで述べられるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】フラッシュメモリシステムの略図である。
【図２】フラッシュメモリセル用のデコーダ回路の回路図である。
【図３】ブロックデコーダ接続のさらなる詳細を示すフラッシュメモリシステムの回路図
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である。
【図４Ａ】単一ブロック内で複数のページ消去を実施するときの挙動を示すフラッシュメ
モリシステムの回路図である。
【図４Ｂ】複数のページ消去動作が、異なるブロック内のページに関して実施されるとき
の挙動を示すフラッシュメモリシステムの回路図である。
【図５】単一ブロック内で複数のページが消去されることについての正しい挙動を示すフ
ラッシュメモリシステムの略図である。
【図６Ａ】複数のブロック内での複数のページ消去が試みられるが、異なるブロックの検
出によってページアドレスがリセットされることを示すフラッシュメモリシステムの略図
である。
【図６Ｂ】複数のブロック内での複数のページ消去が試みられるが、異なるブロックの検
出によってページアドレスがリセットされることを示すフラッシュメモリシステムの略図
である。
【図７】サブアドレスレジスタの詳細回路図である。
【図８】ATD(アドレス変化検出)回路の詳細回路図である。
【図９】複数ページ消去動作中にブロックアドレス変更が存在したときを検出し、相応し
て、リセットパルスを発生して、ページアドレスをリセットする回路の詳細回路図である
。
【図１０】ページ消去動作の連続アドレス入力のための、図9の回路の動作の第1の例であ
る。
【図１１】共にページアドレスでない連続コマンドのための、図9の回路の動作の第2の例
である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　ブロック消去の制限のために、ページベース消去は、フラッシュメモリにおけるブロッ
ク消去動作の代替法として導入された。出願人の同時係属中の米国仮特許出願第60/786,8
97号明細書(2006年3月29日に出願された)および第60/843,593号明細書(2006年9月11日に
出願された)に、例が記載される。ブロック消去は、ブロック全体を消去するというアプ
リケーションを依然として有する。ブロックおよびページ消去機能は、フラッシュメモリ
動作内に共存し得る。複数のブロック消去動作の場合、同時に消去すべきブロックの選択
に対して制限が存在しない。フラッシュメモリアプリケーションは、カメラ、データ記憶
装置、携帯型オーディオおよびビデオプレーヤなどの密度志向市場において主に使用され
るため、セル密度が重要であり、かつ、小さな周辺ブロックおよびデコーダブロックが必
須である。フラッシュメモリシステムでは、メモリコアの周辺にある回路を簡略化し、か
つ、回路の量を最小にすることが目的であることが多い。このため、フラッシュメモリシ
ステムでは、通常、ページ選択デコ-ディング信号は、大域的デコーディングによって全
てのブロックに共通に接続される。こうしたシステムでは、異なるブロックアドレスに関
するページ消去が存在する場合、異なるブロック内の望まれていないページが誤って削除
される可能性がある。この不正確な動作の例は、以下で詳述される。
【００２７】
　図1は、フラッシュメモリセルの配置構成を示し、その配置構成には、それぞれが、フ
ラッシュメモリセル21、23、25、27およびそれぞれのデコーダ11、13、・・・、15、17を
有する物理セクタまたはブロック10、12、・・・、14、16が存在する。各ブロックのメモ
リセルは、ページ(行)のセットからなる。ページ1 24およびページN 26は、ブロック10に
ついて示され、ページ1 28およびページN 30は、ブロック12について示される。ブロック
プリデコーダ20は、ブロック選択出力32のセットを生成する。ブロック選択出力の1つお
よび共有される信号32は、ブロックのそれぞれに接続される。ページ選択出力34のセット
を有するプリデコーダ22も示される。ページ選択出力34は、ブロック10、12、・・・、14
、16の全てに共通に接続される。動作時、ブロックプリデコーダ20は、ブロック選択信号
32を発生して、ブロック10、12、・・・、14、16の特定のサブセットを選択する。プリデ
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消去動作は、選択されたブロックから選択されたページを消去することになる。
【００２８】
　図2は、行アドレスデコーダによるコアブロックにおける複数ページ消去機能を有する
詳細ラッチ構造を示す。図2の構造は、図1のデコーダ11、13、・・・、15、17の一部を形
成し、各ページについて複製される。回路は、wl_act(ワード線アクティブ=ページ線アク
ティブ)40、Address_Set 42、プリデコード入力X,Y,Z 44(図1のプリデコーダ22の出力)、
Address_Reset 46およびブロック選択47(図1のブロックデコーダ20からのブロック選択信
号32のうちの1つ)からなる入力を有する。入力wl_actは、NANDゲート48への第1入力とし
て入力される。Address_Set 42は、トランジスタ50のゲートに接続される。プリデコード
入力X,Y,Z 44は、3入力ANDゲート45に入力され、3入力ANDゲート45の出力は、別のトラン
ジスタ52の入力およびORゲート62の入力に接続される。この例の場合、所与のページにつ
いて、Xは、xまたは
【００２９】

【数１】

【００３０】
　を受取るために接続され、Yは、yまたは
【００３１】

【数２】

【００３２】
　を受取るために接続され、Zは、zまたは
【００３３】

【数３】

【００３４】
　を受取るために接続され、x、
【００３５】
【数４】

【００３６】
　、y、
【００３７】
【数５】

【００３８】
　、zおよび
【００３９】
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【数６】

【００４０】
　はプリデコーダの出力である。各ページは、個々に選択され得るように、プリデコーダ
出力に対して接続の異なるセットを有する。デコーダ回路は、ブロックの全ての対応する
ページについて、プリデコードされた同じ入力を有する。Address_Reset 46は、別のトラ
ンジスタ60のゲートに接続される。インバータ54、56は、セットリセット(SR)ラッチ58を
形成するように接続される。セットリセットラッチ58の出力は、ORゲート62の別の入力に
接続され、ORゲート62の出力は、NANDゲート48への第2入力として接続される。NANDゲー
ト48の出力は、インバータ64を通過して、WL_driver 66に到る。WL_driver 66の出力は、
ブロック選択入力47によってイネーブルされる(または、イネーブルされない)ブロック選
択トランジスタ68を通過する。ブロック選択入力は、所与のブロックの全てのページにつ
いて同じであるが、各ブロックについて異なる。
【００４１】
　動作時、wl_act 40は、任意のページ消去動作の間、ハイである必要がある。セットリ
セットラッチ58のセット動作は、ANDゲート45の出力と組み合わせてAddress_set 42によ
って制御される。ANDゲート45の出力は、ページ選択信号がそのページについて適切にセ
ットされるとハイになる。Address_set 42およびANDゲート45の出力は共に、セット動作
がセットリセットラッチ58内で起こるためにハイである必要がある。セットリセットラッ
チ58のリセット動作は、Address_reset入力46によって制御される。Address_resetがハイ
であるとき、リセットが起こる。ラッチ58がセットされると、ORゲート62の出力がハイに
なることになる。wl_act 40がハイであると仮定すると、これは、インバータ64の出力に
おいてハイを生成することになり、ハイがdriver 66を通る。WL_driver 66の出力は、ブ
ロックデコーダからの対応ブロック選択47が同様にハイである場合、そのページのメモリ
セルに接続されることになるだけである。WL_driver 66は、消去が必要とされるとき、ロ
ー値を有する。「H」(Vddレベル、動作電圧)は非選択であり、「L」(Vssレベル、グラウ
ンドレベル)は選択である。消去電圧(約20v)が基板に印加される。
【００４２】
　ブロックデコーダおよびプリデコーダによって処理されてもよいコマンド構造の例は以
下の通りである。
{block B1,page P1},{block B2,page P2},・・・,{block BK,page PK},erase
これは、ページPKが消去されるブロックBKまで、ブロックB1ではページP1が消去され、ブ
ロックB2ではページP2が消去されるなどを意味する。これらの{block,page}対はそれぞれ
、ブロックおよびページについて、対応するデコーダロジックにおけるセット動作をもた
らす。全てのセット動作が終了した後、消去コマンドが実行されて、選択されたページお
よびブロックについて消去動作が実施される。
【００４３】
　図2の回路は各ページについて繰返される。この構造によって、消去機能が開始する前
のアドレスセット段階中に、選択されたブロック内の各ページアドレスが、各ワード線デ
コーディングブロックのラッチ58にラッチされ、消去されるべき複数のワード線が選択さ
れ得る。各ブロック内の共通に接続された行アドレスデコーダは、プリデコーダおよびブ
ロックデコーダによって同時に選択される。正しいブロック内のページは、ブロック選択
47を、(WL_driver 66とメモリセルブロック(図示せず)との間に設置されたトランジスタ6
8に対して)選択されるブロックに関してハイに駆動することによって選択される。このた
め、複数ページ消去は、同じブロック内で複数ページを消去することに限定される場合だ
け、適切に働くことになる。
【００４４】
　図3は、複数のページが全て同じブロック内にあるとき、複数ページ消去がどのように
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適切に働き得るかを示す。図3は、図1の回路の異なる図を示す。ブロック10は、ワード線
デコーダ80、82、84、86(図1のデコーダ11の一部を形成する)およびメモリセル21を示す
ように展開された。ブロック選択出力32の1つは、各ページについてそれぞれのトランジ
スタ68に接続される。複数のページが選択されることは、全てのブロックの対応するワー
ド線デコーダがセットされることをもたらすことになる。しかし、第1ブロック10だけの
中のページが消去される場合、ブロック選択出力は、第1ブロック10だけをイネーブルし
、したがって、そのブロック内のページだけが消去されることになり、それが所望の結果
である。最終的な選択は、トランジスタ68がNMOSスイッチとして働くことによって実施さ
れる。全てのブロック内の選択されたページについてのWL_driverは、ページ消去電圧(0V
)を発生する。これは、選択されたブロックのトランジスタ68だけがスイッチオンするた
め、選択されたブロックのメモリセルのゲートレベルに結合されるだけである。さらに、
20Vが、フラッシュメモリの基板に印加される。ゲート(0V)と基板(20V)との間のこの逆電
圧のために、選択された各セルの浮遊ゲートのトラップされた電荷が消去され得る。非選
択セルの場合、WL_driverはVddを発生する。Vddを印加されたページ線の浮遊レベルは、
非選択セルのゲートがほぼ16Vを有するように基板レベル(20V)によって高められ、消去は
起こらない。
【００４５】
　図4Aは、複数のページが全て同じブロック内にあるとき、複数ページ消去がどのように
適切に働き得るかについてのさらなる詳細を示す。図4Aは、図1の回路の異なる図を示す
。ブロック10は、図3の場合と同様に展開された。さらに、ブロック12は、ワード線デコ
ーダ100、102、104、106(図1のデコーダ13の一部を形成する)およびメモリセル23を示す
ように展開された。ブロック12のためのブロック選択出力32は、ブロック12内の各ページ
についてそれぞれのトランジスタ110に接続される。この例のために、アドレス情報
{block0,page1},{block0,page2},erase
が消去動作のために生成されており、そこでは、block 0はブロック10であり、block1は
ブロック12であり、page0はデコーダ80、100に関連するページであり、page1はデコーダ8
2、102に関連するページであり、page2はデコーダ84、104に関連するページであり、page
3はデコーダ86、106に関連するページであることが仮定される。
【００４６】
　複数のページが選択されることは、全てのブロックの対応するワード線デコーダがセッ
トされることをもたらすことになる。しかし、同じブロック(この例ではblock0)内のペー
ジが消去される場合、ブロック選択出力は、第1ブロック10だけをイネーブルし、したが
って、そのブロック内のページだけが消去されることになり、それが所望の結果である。
ここで、ワード線デコーダ82、84は、イネーブルされ、したがって、「L」出力(選択され
たセルの消去電圧)を生成し、ワード線デコーダ80、86は、ディセーブルされ、したがっ
て、「H」出力を生成することが仮定される。プリデコーダ出力が、全てのブロックにつ
いて同様に接続されるため、ブロック12についての対応するワード線デコーダがイネーブ
ルされ、また、ディセーブルされる。より具体的には、ワード線デコーダ102、104はイネ
ーブルされ、ワード線デコーダ100、106はディセーブルされる。この例では、ブロック10
だけがイネーブルされ(ブロック選択入力が「H」であり)、トランジスタ110をターンオン
しないが、トランジスタ68をターンオンする。この結果として、ブロック10のデコーダの
「L」出力は、ブロック10のメモリセル21まで伝播し、メモリセル21は、消去コマンドが
アサートされると消去されることになる。「H」出力は、浮遊状態を生成し、消去が起こ
らないことを意味する。ブロック12では、デコーダ100、102、104、106の出力は、メモリ
セル23まで全く伝播せず、セルは全て、浮遊状態であり、消去が起こらないことを意味し
、これが所望の結果である。
【００４７】
　図4Bは、複数のページが全て同じブロック内にあるとき、複数ページ消去がどのように
適切に働き得るかについてのさらなる詳細を示す。図4Bは、図4Aと同じ回路詳細を示す。
この例のために、アドレス情報
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{block0,page1},{block1,page2},erase
が、消去動作のために生成されていることが仮定される。
【００４８】
　両方のブロックが選択されるため、トランジスタ68および110は共にイネーブルされる
ことになる。複数のページが選択されることは、全てのブロックの対応するワード線デコ
ーダがセットされることをもたらすことになる。そのため、デコーダ82、84、102、104の
出力は、全てイネーブルされることになり、「L」出力を生成する。トランジスタ68、110
が全てイネーブルされるため、消去電圧が、セル21、23まで伝播することになる。結果と
して、block0では、page1およびpage2が消去され、block1では、page1およびpage2が消去
される。これは、コマンドに従って消去されることに比べて優れることが容易に明らかで
ある。
【００４９】
　図5、6Aおよび6Bは、ページ消去機能を実現する本発明の実施形態によって提供される
回路の図である。図5は、同じブロック内のページに関して複数ページ消去コマンドを処
理する回路を示すが、図6Aおよび6Bは、ページが異なるブロック内にある状態で複数ペー
ジ消去コマンドを処理する、同じ回路の2つの図である。回路において、2つのブロック61
0、612が存在する。ブロック610は、メモリセル588の一部を形成する4つのページを有す
る。ブロック612は、メモリセル608の一部を形成する4つのページを有する。より一般的
には、任意の数のブロックおよびページが存在し得る。ブロック610は、スイッチングト
ランジスタ590を通してメモリセル588に接続されたワード線デコーダ580、582、584、586
(1ページについて1つのデコーダ)を有する。ブロック612は、スイッチングトランジスタ7
10を通してメモリセル608に接続されたワード線デコーダ600、602、604、606を有する。
ブロックプリデコーダ500も示される。ブロックプリデコーダ500は、ブロック610につい
て、イネーブル/ディセーブルスイッチングトランジスタ590に接続されたブロック選択出
力506を有し、また、ブロック612について、イネーブル/ディセーブルスイッチングトラ
ンジスタ710に接続されたブロック選択出力508を有する。ページプリデコーダ502もまた
設けられ、従来型実施態様について先に述べたように、各ブロックにおいて対応するワー
ド線デコーダに共通に接続されるページ選択出力509を有する。ページプリデコーダ502は
また、ワード線デコーダのそれぞれのリセット入力に共通に接続されるAddress_reset出
力510、ワード線デコーダのそれぞれのセット入力に共通に接続されるAddress_set出力51
2およびワード線デコーダのWL_act入力に共通に接続されるWL_act出力514を有する。ペー
ジ選択リセット発生器回路504も示される。この回路は、ページプリデコーダ502に、また
は、直接Address_reset510に接続され、また、ブロックプリデコーダ500に接続されるリ
セット出力516を有する。
【００５０】
　図5、6Aおよび6Bでは、ブロックプリデコーダ500とブロックとの間の接続は、ロジカル
相互接続であると考えられ得る。一般に、ブロックが個々に選択されることを可能にする
いずれの機能も実施され得る。他のロジック介入が存在してもよい。たとえば、多数の(
以下の例では2048などの)ブロックを有する実施態様の場合、ブロック選択はページ選択
と同様に実施されてもよい。たとえば、各ブロックは、ブロック選択線のセット上に送出
される特定のビットによって一意にアドレス指定されるブロック線デコーダを有してもよ
い。換言すれば、ブロック線デコーダのセットは、単一ブロックのワード線デコーダのセ
ットと類似であろう。ブロック線デコーダは、直前にラッチされたブロックアドレスをリ
セットするための類似のリセット入力を有し得る。
【００５１】
　ページ選択リセット発生器回路504は、ページプリデコーダと別個の回路として示され
るが、両者は、単一回路として実施されてもよい。ページ選択出力の特定の形態が示され
るが、より一般的には、ワード線デコーダの対応するページが選択されることを可能にす
る任意のタイプのページ選択出力が使用されてもよい。さらに、一部の実施形態では、図
5、6Aおよび6Bのワード線デコーダは、図2のデコーダと形態が類似するが、より一般的に
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は、任意のラッチ回路が使用され得る。
【００５２】
　動作時、複数のページが選択されることは、全てのブロックの対応するワード線デコー
ダがセットされることをもたらすことになる。ページが同じブロック内にあると仮定する
と、ページ選択リセット発生器回路504は、リセットを発生しないことになる。全てのア
ドレスがセットされた後、消去動作が実行され、消去電圧(0V)は、スイッチングトランジ
スタの適切な制御によって(ブロック610についてトランジスタ590をターンオンすること
によって、または、ブロック612についてトランジスタ710をターンオンすることによって
)選択されたブロックのページに伝播されることになる。一方、ページが同じブロック内
にないとき、異なるブロックが検出されるとすぐに、ページ選択リセット発生器回路504
は、直前にセットされた全てのページアドレスをリセットし、かつ、ブロックアドレスを
リセットするリセットをリセット出力516上に生成する。その後のアドレスは、通常、全
て同じブロックに属すると仮定して、ラッチされ、消去される。
【００５３】
　図5では、同じブロックにおける複数ページ消去動作の例が示される。ここで、動作
{block0,page1},{block0,page2},erase
が考えられる。ページ消去アドレスpage1は、ワード線デコーダ582、602内のラッチのセ
ット状態をもたらし、ページ消去アドレスpage2は、ワード線デコーダ584、604内のラッ
チのセット状態をもたらす。さらに、ブロックアドレスblock0は、ブロック選択506がイ
ネーブル状態になることをもたらす。ブロック選択508は、ディセーブル状態に留まる。
消去動作が実行されると、ワード線デコーダ582、584、602、604内のWL_driver(図示せず
)は、2つのブロック610、612内のpage1、page2のそれぞれについて消去電圧を発生する。
示す例では、消去電圧(「L」)は、選択されたページ(page1、page2)のそれぞれについて
発生するのが示される。ブロック選択信号によるblock0だけの選択(block0 610のスイッ
チングトランジスタ590への入力506上の「H」、一方、block1 612のスイッチングトラン
ジスタ710への入力508上の「L」)は、block0 610からのページだけが消去されることを意
味し、これが所望の結果である。
【００５４】
　図6Aおよび6Bに示す例において、異なるブロック内のページアドレスのための複数ペー
ジ消去動作の例について、回路の逐次状態が示される。ここで、動作
{block0,page1},{block1,page2},erase
が考えられる。ページ消去アドレスpage1は、ワード線デコーダ582、602内のラッチのセ
ット状態をもたらす。さらに、ブロックアドレスblock0は、ブロック選択506がイネーブ
ル状態になることをもたらす。この時点における回路の状態は図6Aに示される。全てのア
ドレスが処理されるまで消去動作が実行されず、また、確認コマンド「erase」がまだ発
行されていないため、消去電圧は、依然としてメモリセルまで伝播している。この後、異
なるブロック内の次のページがセットされようとすると、ページ選択リセット発生器回路
504は、block1がblock0と異なるため、次のアドレスのブロックアドレスが異なることを
検出する。この時点で、reset 516が発生し、これが、ワード線デコーダにおいて、直前
にセットされたラッチがリセットされる(具体的は、この例では、デコーダ582、602内の
ラッチがリセットされる)ことをもたらし、同様に、ブロック選択506をリセットしてディ
セーブル状態にすることをもたらす。その後、第2アドレスが通常処理される。特に、ペ
ージ消去アドレスpage2は、ワード線デコーダ584、604内のラッチのセット状態をもたら
す。さらに、ブロックアドレスblock1は、ブロック選択508がイネーブル状態になること
をもたらす。ブロック選択506はディセーブル状態に留まる。ワード線デコーダ584、604
内のWL_driver(図示せず)は、2つのブロック内のpage2について消去電圧(0V)を発生する
。この時点において、回路の状態は図6Bに示すようなものである。ブロック10用のブロッ
ク選択上の「H」は、リセットされて「L」になり、ワード線デコーダ582、602内のページ
選択はリセットされている。示す例では、消去電圧(「L」)は、選択されたページ(page2)
について発生しているのが示される。ブロック選択信号によるblock1だけの選択(block1 
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612のスイッチングトランジスタ710への入力508上の「H」、一方、block0 610のスイッチ
ングトランジスタ590への入力506上の「L」)は、block1 612からのページだけが消去され
ることを意味し、これが所望の結果である。
【００５５】
　ページ選択リセット発生器回路504の例示的な実施態様の詳細が、ここで示されるであ
ろう。一部の実施形態では、述べた動作を実施するために、異なるブロックアドレス検出
が、ATD(アドレス変化検出)機構を使用して実施される。ATD(アドレス変化検出)は、新し
いアドレスの開始を見出すために、非同期DRAM(ダイナミックランダムアクセスメモリ)お
よびSRAM(スタティックランダムアクセスメモリ)において一般に使用されてきたことが留
意される。検出されるアドレス変化の関数として、内部制御ロジックは、DRAMまたはSRAM
において関連する信号を発生する。パルス幅および複数のまたは単一のアドレス変化は、
非同期DRAMまたはSRAMの回路設計が考慮されるときに重要な因子であり、このため、ATD
機能を実施するために、複雑なロジックが使用された。
【００５６】
　ここで図7を参照すると、ページ選択リセット発生器回路504の一部を形成する、ブロッ
クアドレスをラッチするためのブロックサブアドレスレジスタ回路が示される。図7の回
路は、トランジスタ204、212の入力をイネーブルするために接続されたwr_en入力200を有
する。トランジスタ204を通して、インバータ206、208からなるラッチ210のセット入力に
接続されるブロックアドレス入力202が存在する。ブロックアドレス入力202はまた、イン
バータ214およびトランジスタ212を通して、ラッチ210のリセット入力に接続される。ラ
ッチ210は、総合出力218を生成するために、インバータ216を通して接続される出力を有
する。
【００５７】
　動作時、wr_en入力200がハイであると、トランジスタ204はスイッチオンし、アドレス
入力202上での正の変化が、インバータ206、208からなるラッチ210をセットする。wr_en2
00がハイである限り、トランジスタ212もまたスイッチオンし、アドレス入力202上での負
の変化が、ラッチ210をリセットすることになる。ラッチ状態は、インバータ216によって
反転されて、出力信号218が生成され、これがラッチされるブロックアドレスになる。図7
の回路は、ブロックアドレスビットの数と同じ回数だけ複製される。この場合、RA<16:6>
から、ブロックアドレスは11ビットであり、そのため、図7の回路は、11回複製される。
ブロックアドレスおよびページアドレスからなる行アドレスを主アドレスレジスタに格納
した後(図示せず)、ブロックアドレスが、図7のサブアドレスレジスタにラッチされる。
「wr_en」制御信号200は、2つの入力の結合から発生する。第1入力cmd_addip_pgperseは
、最新のコマンドがページ消去アドレス入力コマンドであることを意味し、第2入力は、
図7のサブアドレスレジスタの前の、レジスタブロック内に設置された主アドレスレジス
タにおいて使用されるRow_latchである(図示せず)。cmd_addip_pgperseとRow_latchを結
合させる特定の機構は、以下の図9の図において詳述されるであろう。
【００５８】
　図7の各サブアドレスレジスタは、wr_enによってイネーブルされるときだけ、ラッチさ
れたブロックアドレス出力218を発生し、これは、ページ消去アドレスを処理するときに
起こるだけである。結果として、こうしたサブアドレスレジスタを使用すると、他のコマ
ンドに関連する行アドレスの不必要なアドレス変化検出による電力消費が回避され得る。
【００５９】
　ATD(アドレス変化検出)回路の例は図8に示されるが、ATD機能を実施する多くの回路が
、別法として使用され得ることが明確に理解されるべきである。図8では、入力230は、図
7の回路のうちの1つの回路によって生成されるラッチされたブロックアドレス218のうち
の1つである。図8の回路はまた、ブロックアドレスビットの数と同じ回数だけ複製される
。この場合、RA<16:6>から、ブロックアドレスは11ビットであり、そのため、図8の回路
は、11回複製される。入力230は、第1NANDゲート240の第1入力に、インバータ232および
遅延素子236を通して第1NANDゲート240の第2入力に送られ、インバータ234を通して第2NA
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NDゲート242の第1入力に送られ、遅延素子238を通して第2NANDゲート242の第2入力に送ら
れる。第1NANDゲート240の出力と第2NANDゲート242の出力は、第3NANDゲート244のそれぞ
れの入力に送られ、第3NANDゲート244の出力は、総合ATD_out信号246である。このATD_ou
t信号は、図9に示すATDマージャ回路340の入力に接続される出力(全部で11)のうちの1つ
である。より一般的には、一部の実施形態では、ATD回路は、立下りアドレス変化を検出
する第1回路と、立上りアドレス変化を検出する第2回路と、第1回路の出力と第2回路の出
力を結合する回路からなる。
【００６０】
　動作時、入力230上のローからハイへの変化(立上りアドレス変化)は、NANDゲート240の
出力において、遅延素子236によって導入される遅延の継続時間だけ継続するパルス(アク
ティブロー)をもたらすことになる。これは、ATD_out 246において対応するパルス(アク
ティブハイ)を発生する。入力230上のハイからローへの変化(立下りアドレス変化)は、NA
NDゲート242の出力において、遅延素子238によって導入される遅延の継続時間だけ継続す
るパルス(アクティブロー)をもたらすことになる。これは、ATD_out 246において対応す
るパルス(アクティブハイ)を発生する。こうして、回路は、入力230における任意の変更
を検出し、こうして検出したとき、ATD_out 246においてパルスを発生することになる。
【００６１】
　図9は、新しいブロックアドレスを検出するための全体回路のブロック図である。これ
は、たとえば、図5および図6のページ選択リセット発生器回路504として実施されるであ
ろう。入力は、Row_latch 310、Rst_b 302(2つの場所において示される入力)、New_cmd_b
 304(2つの場所において示される入力)、Radd<16:6>、Cmd_addip_pgperse 308を含む。Ro
w_latch 310は、インバータ314によって反転され、NANDゲート316への第1入力として入力
される。Rst_b 302およびNew_cmd_b 304は、NANDゲート318に入力される。NANDゲート316
、318は、SRラッチ319として接続される。SRラッチ319の出力は、遅延素子330に入力され
る。遅延素子330の出力331は、Latch_startと表示され、これは、NANDゲート320の第1入
力に入力される。同様に、Cmd_addip_pgperse 308は、インバータ324によって反転され、
NANDゲート326への第1入力として入力される。Rst_b 302およびNew_cmd_b 304は、NANDゲ
ート328に入力される。NANDゲート326、328は、SRラッチ329として接続される。SRラッチ
329の出力327は、Pgpadd_inputと表示され、これは、NANDゲート320の第2入力に入力され
る。NANDゲート320の出力は、インバータ322によって反転されて、wr_en 323が生成され
、wr_en 323は、図7を参照して先に述べたサブアドレスレジスタ332に入力される。Radd<
16:6>は、アドレスレジスタ332への入力として機能する。アドレスレジスタ332の出力333
は、Raddo<16:6>であり、これは、ATD(アドレス変化検出)回路334に入力される。より具
体的には、各ビットは、図8に示すように、それぞれのビットごとのATD要素に入力される
。これらのビットごとのATD信号atd<16:6> 335は、ATDマージャ回路340とマージャされる
。ビットごとのATD信号のセットは、NORゲート342、346、348、350、NANDゲート352、354
およびNORゲート356と組合わされる。最後のNORゲート356の出力は、NANDゲート358、360
からなるSRラッチ361にラッチされる。第2NANDゲート360は、Rst_b 302およびNew_cmd_b 
304を受取る。マージされた総合出力atd_allは、362に示される。atd_all 362は、主リセ
ットパルス発生器回路370に入力される。これは、直接NANDゲート364の第1入力に入力さ
れ、遅延素子366およびインバータ368を介してNANDゲート364の第2入力に入力される。NA
NDゲート364の出力は、インバータ371によって反転されて、dec_rst_pgp(新しいブロック
アドレス)と呼ばれる総合出力372が生成される。
【００６２】
　図9の回路の動作は、ここで詳細に述べられるであろう。通常動作の開始前に、rst_b 3
02がアサートされて(すなわち、ローへの変化)、全てのラッチの状態を初期化し、また、
各ラッチおよび接続されたロジックに対して既知の明確な出力状態を与える。
【００６３】
　信号New_cmd_b 304は、コマンドアサーションによって発生する。任意の新しいコマン
ドがアサートされるときはいつでも、New_cmd_b 304がアサートされる(すなわち、ローへ
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の変化)。これはまた、全てのラッチおよび接続されたロジックを初期化する。新しい動
作は、新しいコマンドがアサートされるたびに開始する。
【００６４】
　コマンドがページ消去動作のアドレス入力であるとき、入力Cmd_addip_pgperse 308上
にパルスが存在する。たとえば、「ページ消去のためのアドレス入力」が、デバイスの入
力ポートを通してアサートされると、内部クロックがコマンドビットをラッチし、コマン
ドインタープリタが8ビットコマンドをデコードする。デコードされた結果が「ページ消
去のためのアドレス入力」である場合、「Cmd_addip_pgperse」が、コマンドインタープ
リタからパルスとして発せられる。このパルスは、ブロックアドレスが同じブロックであ
るか、または、異なるブロックであるかを判定するためにブロックアドレス検出を始動す
るために、生成され使用される。この入力は、ラッチ329によってラッチされる。ラッチ3
29の出力Pgpadd_input 327がハイであるとき、これは、Latch_start 331を駆動するRow_l
atch 310が、ページ消去動作のためのアドレス入力に関することを意味する。
【００６５】
　ページ消去のためのアドレス入力がアサートされると、Pgpadd_input 327がハイになり
、Row_latch 310が発生されるため、Latch_start 331がハイになり、次に、wr_en 323(イ
ンバータ322の出力)がハイになり、New_cmd_b 304またはRst_b 302によってリセットされ
る。これは、ブロックアドレス変化検出の開始をイネーブルする。
【００６６】
　11ビットRadd<16:6> 306は、アドレスのブロックアドレス部であり、先に述べたサブア
ドレスレジスタの入力値として使用されるブロックアドレスのビットを表す。これは、20
48ブロックを有する実施態様を仮定する。より一般的には、任意の数が使用され得る。こ
れらの値は、Row_latchパルスのタイミングを使用して主アドレスレジスタ(図示せず)に
格納される。一部の実施形態では、Radd<16:6>　は、同様にRow_latch 310の関数として
ラッチされ、したがって、ブロックアドレスがRadd<16:6>上に現れる前に遅延が存在する
。Radd<16:6> 306とwr_en 323との間のタイミング余裕を得るために、Row_latch入力310
からLatch_start 331を得るために遅延素子330が設けられる。
【００６７】
　サブアドレスレジスタ332のRaddo<16:6>出力333は、次に、ATD回路334によって処理さ
れて、ブロックについてそれぞれのatdビット(atd<16:6> 335)が生成され、atdビットは
、ATDマージャ回路340と組合わされて、atd_allが生成される。示す例では、これは、単
一atd_all出力362を生成するためにマージされた11の個々のATDビットからなる。atd<16:
6>の任意の1つまたは複数がハイである場合、atd_allはハイになる。
【００６８】
　atd_all 362がハイになると、最終的な出力は、Dec_rst_pgp 372上のパルスになる。こ
れは、行アドレスデコーダ(ワード線デコーダ(複数可)とも呼ばれる)に接続されて、異な
るブロックページにアクセスする場合、ラッチ状態をリセットする。
【００６９】
　リセット信号Dec_rst_pgp 372が、第1の「ページ消去のためのアドレス入力」コマンド
について発っせられると、第1ページアドレスがデコードされ、デコードされた出力が、
適切なワード線デコーダにラッチされる。ブロックアドレスの変更が検出されたと仮定す
ると、リセット信号が最初に発せられ、次に、選択されたデコーダラッチのセット信号が
発せられる。同じブロックアドレスに関する連続したページアドレスの場合、さらなるリ
セット信号は発せられない。異なるブロックアドレスに関する連続したページアドレスの
場合、別のリセット信号が発生されて、直前にラッチされたページがクリアされる。
【００７０】
　一部の実施形態では、ページ選択リセットイネーブル回路は、主アドレスレジスタにお
けるアドレスのラッチ動作と適切にタイミングを合わせたリセット出力の発生をイネーブ
ルするために設けられる。図9の例の場合、参照数字311によってひとまとめに参照される
回路が、この機能を果たすが、他の回路が、別法として使用され得る。たとえば、SRラッ



(16) JP 2013-168211 A 2013.8.29

10

20

30

40

50

チの代わりにDフリップフロップが使用されるであろう。
【００７１】
　一部の実施形態では、ページ選択リセットイネーブル回路は、ページアドレスが複数ペ
ージ消去動作に関するときにリセット出力の発生をイネーブルするために設けられる。図
9の例の場合、参照数字309によってひとまとめに参照される回路が、この機能を果たすが
、他の回路が、別法として使用され得る。たとえば、SRラッチの代わりにDフリップフロ
ップが使用されるであろう。
【００７２】
　図9の回路を理解するのをさらに補助するために、2つの特定の動作例が、ここで、図10
および図11を参照して述べられるであろう。最初に図10を参照すると、これは、ページ消
去動作のために連続するアドレス入力が存在するとき、図9の回路がどのように動作する
かについての例を示す。2つの場合が示され、1つは、2つのアドレスが同じブロックアド
レスを有する場合であり、1つは、2つのアドレスが異なるブロックアドレスを有する場合
である。信号は、図9の場合と同じにラベル付けされ、ナンバリングされる。単一ビット
のatdについて単一信号だけが示される点で、atd<16:6>について、短縮表記が使用された
。
【００７３】
　動作は、Rst_b 302上のパルス400によってリセットされる。これは、Latch_start 331
およびPgpadd_input 327に対して既知の状態を生成する。新しいコマンドアサーションの
開始は、New_cmd_b 304上のパルス402によって合図されることで認識される。これに続く
のは、コマンドがページ消去コマンドであることを示すCmd_Addip_pgperse 308上のパル
ス404である。これは、ラッチされ、Pgpadd_input 327上に変化405を生成する。新しいコ
マンド入力は、第1の行アドレスが受取られたことを示すRow_latch 310上のパルス406を
伴う。これは、Latch_start 331上に変化408を誘発する。Latch_start 331上のハイ状態
とPgpadd_input 327上のハイ状態の結合は、wr_en 323上に変化410をもたらす。次に、wr
_en 323が、411において、サブアドレスレジスタ332におけるブロックアドレスRadd<16:6
>のラッチ動作を誘発する。
【００７４】
　第1アドレス用のブロックアドレスは412に示される。これが第1アドレスであると仮定
すると、新しいブロックアドレスは未知状態と異なることになる。これは、atd<16:6>上
のパルス414によって表されるが、パルスは、実際には11個のatd信号のうちの1つで起こ
る。これは、ATDマージャ回路によって処理され、パルス416が、atd_all 362上に生成さ
れ、パルス416は、次に、dec_rst_pgp 372上に主リセットパルス418を発生する。これは
、ラッチされた任意のアドレスをリセットすることになるが、この時点では、アドレスは
まだラッチされていない。この動作は、プリデコーダおよびブロックデコーダ内にどんな
状態が存在するかに無関係な初期リセット動作である。プリデコーダおよびブロックデコ
ーダについてのリセット動作後に、最初に受取られたブロックアドレスおよびページアド
レスが、先に述べたようにラッチされる。
【００７５】
　しばらくして、別の新しいコマンドが、New_cmd_b 304上のパルス422によって合図され
ることで受取られる。これは、Latch_start 331をリセットし(負の変化423)、Pgpadd_inp
ut 327をリセットし(負の変化425)、wr_enをリセットする(負の変化427)。これに続くの
は、コマンドがページ消去コマンドの一部を形成するアドレスであることを示すCmd_Addi
p_pgperse 308上のパルス424である。これは、ラッチされ、Pgpadd_input 327上に変化42
9を生成する。新しいコマンド入力は、アドレスが受取られたことを示すRow_latch 310上
のパルス426を伴う。これは、Latch_start 331上に変化428を誘発する。Latch_start 331
上のハイ状態とPgpadd_input 327上のハイ状態の結合は、wr_en 323上に変化430をもたら
す。次に、wr_en 323が、431で示すように、サブアドレスレジスタ332におけるブロック
アドレスRadd<16:6>のラッチ動作を誘発する。
【００７６】
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　第2アドレス用のブロックアドレスは432に示される。これが第2アドレスであると仮定
すると、新しいブロックアドレスは前のブロックアドレスと異なってもよく、または、異
ならなくてもよい。新しいブロックアドレスが直前のブロックアドレスと同じである場合
、得られるatd<16:6>は335-1に示される。これは、atd<16:6>信号のいずれの1つについて
も変化が存在しないことを示すための短縮表記である。結果として、atd_allはローであ
り、したがって、主リセットパルスは存在しない。新しいブロックアドレスが直前のブロ
ックアドレスと異なる場合、得られるatd<16:6>は335-2に示される。atd<16:6>上にパル
ス434が存在し、これは、11個のatd信号のうちの1つに関するパルスの発生についての短
縮表記である。これは、ATDマージャ回路によって処理され、パルス436がatd_all 362上
に生成され、パルス436は、次に、dec_rst_pgp 372上に主リセットパルス438を発生する
。これは、直前にラッチされたページアドレスをクリアすることになり、また、後続のペ
ージアドレスがラッチされることになる。
【００７７】
　ここで図11を考えると、これは、共にページ消去コマンドでない逐次コマンドのための
、図9の回路の動作の例である。例は、ページ消去コマンドである第1コマンドの処理のた
めの図10の例と同一であり、この説明は、繰返されないであろう。しばらくして、別の新
しいコマンド開始が、New_cmd_b 304上のパルス422によって合図されることで認識される
。これは、Latch_start 331をリセットし(負の変化423)、Pgpadd_input 327をリセットす
る(負の変化425)。これは、次に、wr_en 323をリセットする(負の変化427)。これに続い
て、コマンドがページ消去コマンドであることを示すCmd_Addip_pgperse 308は存在しな
い。新しいコマンド入力は、アドレスが受取られたことを示すRow_latch 310上の第1パル
ス450を伴う。これは、Latch_start 331上のハイ状態とPgpadd_input 327上のハイ状態の
要求される結合によってイネーブルされていないため回路の任意のさらなる動作を誘発し
ない。
【００７８】
　上述した実施形態では、デバイス要素および回路は、簡潔にするために、図で示すよう
に互いに接続される。本発明の実際のアプリケーションでは、要素、回路などは、互いに
直接的に接続されてもよい。同様に、要素、回路などは、デバイスおよび装置の動作に必
要な他の要素、回路などを通して、互いに間接的に接続されてもよい。こうして、実際の
構成では、回路要素および回路は、互いに直接的または間接的に、結合されるかまたは接
続される。
【００７９】
　上記実施形態は、フラッシュメモリの使用を仮定した。より一般的には、不揮発性メモ
リが使用され得る。
【００８０】
　本発明の上述した実施形態は、例に過ぎないことを意図される。添付特許請求の範囲に
よってだけ規定される、本発明の範囲から逸脱することなく、特定の実施形態に対する変
更、修正および変形が、当業者によって行われてもよい。
【符号の説明】
【００８１】
　　20、500　ブロックプリデコーダ
　　22、502　プリデコーダ
　　21、23、25、27、588、608　フラッシュメモリセル
　　11、13、15、17　デコーダ
　　10、12、14、16　物理セクタまたはブロック
　　24、28　ページ1
　　26、30　ページN
　　48、240、242、244、316、318、320、326、328、352、354、358、360、364　NANDゲ
ート
　　45　3入力ANDゲート
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　　50、52、60、68、110、204、212　トランジスタ
　　54、56、64、206、208、214、216、232、234、314、324、322、368、371　インバー
タ
　　58、210、319、329、361　SRラッチ
　　62　ORゲート
　　66　WL_driver
　　80、82、84、86、100、102、104、106、580、582、584、586、600、602、604、606　
ワード線デコーダ
　　210　ラッチ
　　236、238、330、366　遅延素子
　　340　ATDマージャ回路
　　332　サブアドレスレジスタ
　　334　ビットごとのATD回路
　　342、346、348、350　NORゲート
　　370　主リセットパルス発生器回路
　　504　ページ選択リセット発生器回路

【図１】 【図２】
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