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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のメモリセルそれぞれに接続されたワード線を共通にもつＮＡＮＤストリングの集
合を物理ブロックとして有するメモリセルアレイと、
　複数のワード線を駆動するロウデコーダと、
を具備し、
　前記物理ブロックは、複数の第１論理ブロックに分割され、
　前記ロウデコーダは、
　前記複数の第１論理ブロックそれぞれに対応して設けられ、対応する第１論理ブロック
内に不良がある場合、不良を示すフラグを記憶する複数のラッチ回路と、
　選択されたワード線が属する第１論理ブロックに対応する前記ラッチ回路に前記フラグ
が記憶されている場合、前記第１論理ブロックに属するワード線の駆動を阻止し、
　選択されたワード線が属する第１論理ブロックに対応する前記ラッチ回路に前記フラグ
が記憶されていない場合、前記第１論理ブロックを含む物理ブロックに属するワード線の
駆動を許可する駆動回路と、
　を具備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】
　前記メモリセルアレイは、前記複数の第１論理ブロックそれぞれに対応する不良を示す
フラグが記憶された第１の領域をさらに有し、
　前記第１の領域の不良を示すフラグは、電源投入後に読み出され、前記複数の第１論理
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ブロックそれぞれに対応するラッチ回路にセットされる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】
　前記第１論理ブロックは、複数の第２論理ブロックに分割されており、
　前記メモリセルアレイは、前記複数の第２論理ブロックそれぞれに対応して不良を示す
フラグを記憶することが可能な第２の領域を有し、
　前記第２の領域の不良を示すフラグに対する第２論理ブロックの選択を阻止するコント
ローラを
さらに備えることを特徴とする請求項２に記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項４】
　前記ロウデコーダは、
　複数の第１論理ブロックを選択する選択信号及び前記不良を示すフラグを設定するため
の信号に基づき前記複数のラッチ回路のそれぞれに前記不良を示すフラグを設定する複数
の第１論理回路と、
　前記複数の第１論理回路の出力信号と前記選択信号が供給され、前記駆動回路を構成す
る第２論理回路とを具備することを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか１項に記載
の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項５】
　前記メモリセルアレイは、
　半導体基板上に柱状に形成されたシリコン層と、
　前記シリコン層の側壁面を囲むようにトンネル絶縁膜，電荷蓄積層，及びブロック絶縁
膜が形成されたゲート絶縁膜部と、
　前記ゲート絶縁膜部の側壁面を囲むように形成され、且つ前記基板上に複数の層間絶縁
膜と前記ワード線となる複数の制御ゲート電極層が交互に積層された積層構造部とを有し
、
　前記シリコン層，トンネル絶縁膜，電荷蓄積層，ブロック絶縁膜，及び制御ゲート電極
層からなる縦型トランジスタでメモリセルが構成され、
　隣接する２つのシリコン層が底部で電気的に接続されて１つのＮＡＮＤストリングが構
成され、
　前記ＮＡＮＤストリングの一方の前記シリコン層に設けられたメモリセルに接続された
ワード線が第１の方向に引き出されて前記第１グループが構成され、他方のシリコン層に
設けられたメモリセルに接続されたワード線が第２の方向に引き出されて前記第２グルー
プが構成され、同一方向に引き出された同一層のワード線は共通接続されていることを特
徴とする請求項１乃至請求項４の何れか１項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】
　本発明の実施形態は、不揮発性半導体記憶装置に関し、例えばＮＡＮＤ型フラッシュメ
モリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリのビット密度向上に向けたアプローチとして、メモ
リセルを積層した積層型ＮＡＮＤフラッシュメモリ、所謂ＢｉＣＳ（Bit-Cost Scalable
）フラッシュメモリのメモリが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－９９３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　本実施形態は、不良に対して使用可能なメモリセルの救済効率を向上させることが可能
な不揮発性半導体記憶装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態の不揮発性半導体記憶装置によれば、複数のメモリセルそれぞれに接続された
ワード線を共通にもつＮＡＮＤストリングの集合を物理ブロックとして有するメモリセル
アレイと、複数のワード線を駆動するロウデコーダと、を具備し、前記物理ブロックは、
複数の第１論理ブロックに分割され、前記ロウデコーダは、前記複数の第１論理ブロック
それぞれに対応して設けられ、対応する第１論理ブロック内に不良がある場合、不良を示
すフラグを記憶する複数のラッチ回路と、選択されたワード線が属する第１論理ブロック
に対応する前記ラッチ回路に前記フラグが記憶されている場合、前記第１論理ブロックに
属するワード線の駆動を阻止し、選択されたワード線が属する第１論理ブロックに対応す
る前記ラッチ回路に前記フラグが記憶されていない場合、前記第１論理ブロックを含む物
理ブロックに属するワード線の駆動を許可する駆動回路と、を具備することを特徴とする
。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】第１の実施形態に係わる不揮発性半導体記憶装置の回路構成を示すブロック図。
【図２】第１の実施形態に係わる不揮発性半導体記憶装置のメモリセルアレイの素子構造
例を示す斜視図。
【図３】図２のメモリセルアレイの電極引き出し部分の構成を示す上面図。
【図４】一般的なｐ－ＢｉＣＳメモリのブロック構成を示す図。
【図５】第１の実施形態におけるｐ－ＢｉＣＳメモリのブロック構成を示す図。
【図６】第１の実施形態に係わる不揮発性半導体記憶装置のロウデコーダ部の回路構成を
示すブロック図。
【図７】ダイソートテスト時の動作を示すフローチャート。
【図８】不良ブロックアドレスマップを示す図。
【図９】パワーオンリセット処理の動作を示すフローチャート。
【図１０】図１０（ａ）（ｂ）は、出荷後に発生する後天性のバッドブロックの処理の一
例を示すフローチャート。
【図１１】第２の実施形態に係わる不揮発性半導体記憶装置のｐ－ＢｉＣＳメモリのブロ
ック構成を示す図。
【図１２】第３の実施形態に係わる不揮発性半導体記憶装置のロウデコーダ部の回路構成
を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、実施の形態について、図面を参照して説明する。全図に亘り、同一部分には同一
符号を付す。また、図面の寸法比率は、図示の比率に限定されるものではない。
【０００８】
　（第１の実施形態）
　［不揮発性半導体記憶装置の構成］
　図１は、第１の実施形態に係わる３次元積層型不揮発性半導体記憶装置の回路構成を示
すブロック図である。
【０００９】
　本実施形態の３次元積層型不揮発性半導体記憶装置は、ＢｉＣＳフラッシュメモリ１０
と、メモリコントローラ２０とを有する。ここで、ＢｉＣＳフラッシュメモリ１０は、メ
モリセルアレイ１１、センスアンプ１２、カラムアドレスバッファ／カラムデコーダ１３
、ロウデコーダ１４、制御回路１５、電圧生成回路１６、パワーオン検出回路１７、ロウ
アドレスバッファ１８、入出力バッファ１９を備えている。
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【００１０】
　メモリセルアレイ１１は、後述するように、複数のメモリセルが垂直方向に積層された
３次元積層型不揮発性半導体記憶装置である。メモリセルアレイ１１の一部のブロックは
、例えばＲＯＭヒューズ領域１１ａ、管理領域１１ｂとして使用される。ＲＯＭヒューズ
領域１１ａには、例えば不良カラムを置換するためのカラム置換情報、各種動作モードを
決めるパラメータや、各種電圧を発生するためのトリミング結果、及び不良ブロックを示
すバッドブロック情報が記憶される。また、管理領域１１ｂには、後述するように、後天
的に発生したバッドブロックを示すバッドブロック情報が記憶される。
【００１１】
　＜センスアンプ及びカラムアドレスバッファ／カラムデコーダ＞
　図１に示すように、センスアンプ１２は、ビット線ＢＬを介してメモリセルアレイ１１
と接続される。センスアンプ１２は、読み出しの際にメモリセルアレイ１１のデータをペ
ージ単位で読み出しを行い、書き込みの際にメモリセルアレイ１１にデータをページ単位
で書き込む。
【００１２】
　また、センスアンプ１２はカラムアドレスバッファ／カラムデコーダ１３とも接続され
ている。センスアンプ１２はカラムアドレスバッファ／カラムデコーダ１３から入力され
る選択信号をデコードし、ビット線ＢＬの何れかを選択して駆動する。
【００１３】
　センスアンプ１２は、書き込む際のデータを保持するデータラッチの機能も兼ねる。本
実施形態のセンスアンプ２は、複数個のデータラッチ回路を有する。例えば１つのセルに
２ビットのデータを記憶するマルチレベルセル（ＭＬＣ）に適用されるセンスアンプは、
３つのデータラッチを有している。
【００１４】
　カラムアドレスバッファ／カラムデコーダ１３は、メモリコントローラ２０から入出力
バッファ１９を介して入力されるカラムアドレス信号を一時的に格納し、カラムアドレス
信号に従ってビット線ＢＬの何れかを選択する選択信号をセンスアンプ１２に出力する。
【００１５】
　＜ロウデコーダ＞
　ロウデコーダ１４は、ロウアドレスバッファ１８を介して入力されるロウアドレス信号
をデコードし、メモリセルアレイのワード線ＷＬ及び選択ゲート線ＳＧＤ、ＳＧＳを選択
して駆動する。また、このロウデコーダ１４は、メモリセルアレイ１１のブロックを選択
する部分とページを選択する部分を有する。
【００１６】
　なお、本実施形態のＢｉＣＳフラッシュメモリ１０は、図示せぬ外部入出力端子Ｉ／Ｏ
を有し、この外部入出力端子Ｉ／Ｏを介して入出力バッファ１９とメモリコントローラ２
０とのデータの授受が行われる。外部入出力端子Ｉ／Ｏを介して入力されるアドレス信号
は、ロウアドレスバッファ１８を介してロウデコーダ１４及びカラムアドレスバッファ／
カラムデコーダ１３に出力される。
【００１７】
　＜制御回路＞
　制御回路１５は、メモリコントローラ２０を介して供給される各種外部制御信号（書き
込みイネーブル信号ＷＥn、読み出しイネーブル信号ＲＥn、コマンドラッチイネーブル信
号ＣＬＥ、アドレスラッチイネーブル信号ＡＬＥ等）とコマンドＣＭＤに基づき、データ
の書き込み及び消去のシーケンス制御、及び読み出し動作を制御する。制御回路１５は、
パワーオン検出回路１７から入力されるパワーオン検知信号を受けて、初期化動作を自動
的に行う。
【００１８】
　＜電圧生成回路＞
　電圧発生回路１６は、制御回路１５により制御され、書き込み、消去及び読み出しの動
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作に必要な各種内部電圧を発生する。この電圧発生回路１６は、電源電圧より高い内部電
圧を発生するための昇圧回路を有している。
【００１９】
　＜パワーオン検出回路＞
　パワーオン検出回路１７は、制御回路１５に接続される。パワーオン検出回路１７は、
電源の投入を検出し、制御回路１５に検知信号を出力する。
【００２０】
　＜メモリコンロトーラ＞
　メモリコンロトーラ２０は、ＢｉＣＳフラッシュメモリ１０の動作に必要なコマンドな
どを出力し、ＢｉＣＳフラッシュメモリ１０の読み出し、書き込みや消去を行う。このメ
モリコントローラ２０は、ＲＡＭ（Random Access Memory）やＥＣＣ（Error Correcting
 Code）回路を含んでいる。
【００２１】
　＜メモリセルアレイ＞
　図２、図３は、本実施形態のメモリセルアレイ１１を示している。なお、図２及び図３
は、説明を簡単にするためにワード線ＷＬの層数を４層としている。
【００２２】
　図２は、本実施形態のメモリセルアレイ１１の素子構造例を示す斜視図である。本実施
形態のメモリセルアレイは、隣接する直列接続された複数のメモリセルの下端をパイプ接
続と呼ばれるトランジスタで接続したｐ－ＢｉＣＳメモリとなっている。
【００２３】
　メモリセルアレイ１１は、ｍ×ｎ個（ｍ、ｎは自然数）のＮＡＮＤストリングＭＳを有
している。図２は、ｍ＝６、ｎ＝２の一例を示している。各ＮＡＮＤストリングＭＳは、
隣接する直列接続された複数のトランジスタ（ＭＴｒ０～ＭＴｒ７）の下端がパイプ接続
され、上端にソース側選択トランジスタＳＳＴｒ及びドレイン側選択トランジスタＳＤＴ
ｒが配置されている。
【００２４】
　本実施形態に係わる不揮発性半導体記憶装置において、ＮＡＮＤストリングＭＳを構成
するメモリトランジスタＭＴｒ（以下、メモリセルと称す）は、半導体層を複数積層する
ことによって形成されている。各ＮＡＮＤストリングＭＳは、Ｕ字状半導体ＳＣ、ワード
線ＷＬ（ＷＬ０～ＷＬ７）、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ、ドレイン側選択ゲート線ＳＧ
Ｄを有している。また、ＮＡＮＤストリングＭＳは、バックゲート線ＢＧを有している。
【００２５】
　Ｕ字状半導体ＳＣは、ロウ方向からみてＵ字状に形成されている。Ｕ字状半導体ＳＣは
、半導体基板Ｂａに対して略垂直方向に延びる一対の柱状部ＣＬ、及び一対の柱状部ＣＬ
の下端を連結させるように形成された連結部ＪＰを有する。なお、柱状部ＣＬは、円柱状
であっても、角柱状であってもよい。また、柱状部ＣＬは、段々形状を有する柱状であっ
てもよい。ここで、ロウ方向は、積層方向に直交する方向であり、後述するカラム方向は
、垂直方向及びロウ方向に直交する方向である。
【００２６】
　Ｕ字状半導体ＳＣは、一対の柱状部ＣＬの中心軸を結ぶ直線がカラム方向に平行になる
ように配置されている。また、Ｕ字状半導体ＳＣは、ロウ方向及びカラム方向から構成さ
れる面内にマトリクス状となるように配置されている。
【００２７】
　各層のワード線ＷＬは、ロウ方向に平行に延びている。各層のワード線ＷＬは、カラム
方向に一定の間隔を設けて、互いに絶縁分離してライン状に形成されている。
【００２８】
　カラム方向の同一位置に設けられ、ロウ方向に配置されたメモリセル（ＭＴｒ０～ＭＴ
ｒ７）のゲートは、同一のワード線ＷＬに接続されている。各ワード線ＷＬは、ＮＡＮＤ
ストリングＭＳに略垂直に配置されている。
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【００２９】
　ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤは、最上部のワード線ＷＬの上方に設けられ、ロウ方向
に平行に延びている。ソース側選択ゲート線ＳＧＳもドレイン側選択ゲート線ＳＧＤと同
様に、最上部のワード線ＷＬの上方に設けられ、ロウ方向に平行に延びている。
【００３０】
　また、ソース側選択トランジスタＳＳＴｒは共通ソース線ＳＬに接続され、ドレイン側
選択トランジスタＳＤＴｒは最上層のビット線ＢＬに接続されている。
【００３１】
　図３は、ワード線ＷＬの引き出し部のレイアウトを示す上面図であり、２つのブロック
(Block n, Block n+1)を示している。
【００３２】
　上述したように、１つのＵ字状半導体ＳＣに形成される１つのＮＡＮＤストリングに関
して、一方の柱状部ＣＬに設けられるセルのワード線群ＷＬ０～ＷＬ３と、他方の柱状部
ＣＬに設けられるセルのワード線群ＷＬ４～ＷＬ７とは互いに逆方向に引き出されている
。図３の例では、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤは例えばＯｕｔ側に引き出され、ソース
側選択ゲート線ＳＧＳは例えばＩｎ側に引き出されている。このように逆方向に引き出す
理由は、引き出す本数を減らすことにより、メタル配線層数の増加を抑制するためである
。
【００３３】
　上記ｐ－ＢｉＣＳメモリは、４層のワード線ＷＬを持っているため、１ストリングは、
８本のワード線ＷＬにより構成されている。各ワード線ＷＬ０～３、ＷＬ４～７は、それ
ぞれ櫛状に形成されている。すなわち、ワード線ＷＬ０～３は、ビット線ＢＬと直交して
配置され、柱状部ＣＬが設けられるワード線の本体Ｐ１１をそれぞれ有し、ワード線ＷＬ
４～７は、ビット線ＢＬと直交して配置され、柱状部ＣＬが設けられるワード線の本体Ｐ
１２をそれぞれ有している。ワード線ＷＬ０～３の本体Ｐ１１とワード線ＷＬ４～７の本
体Ｐ１２は、それぞれ同一レイヤーにおいて、２本おきに配置されている。ワード線ＷＬ
０～３の複数の本体Ｐ１１の一端（Ｉｎ側端部）は、ビット線ＢＬに沿って配置された複
数の連結部Ｐ１２によりそれぞれ共通接続されている。また、ワード線ＷＬ４～７の複数
の本体Ｐ２１の他端（Ｏｕｔ側端部）は、ビット線ＢＬに沿って配置された複数の連結部
Ｐ２２により共通接続されている。
【００３４】
　各ブロックＢＬＫｎ、ＢＬＫｎ＋１のＩｎ側及びＯｕｔ側には、それぞれロウデコーダ
１４ｎ、１４ｎ＋１が配置されている。これらロウデコーダ１４ｎ、１４ｎ＋１の上方に
は、ブロックＢＬＫｎ、ＢＬＫｎ＋１に共通のグローバル配線が設けられている。
【００３５】
　すなわち、Ｉｎ側のロウデコーダ１４ｎ、１４ｎ＋１の上方には、ブロックＢＬＫｎ、
ＢＬＫｎ＋１のワード線ＷＬ０～ＷＬ３に共通接続された配線ＣＧ０～ＣＧ３と、ソース
側選択ゲート線ＳＧＳ０～３に共通接続された同名のソース側選択ゲート線ＳＧＳ０～３
が配置されている。
【００３６】
　また、Ｏｕｔ側のロウデコーダ１４ｎ、１４ｎ＋１の上方には、ブロックＢＬＫｎ、Ｂ
ＬＫｎ＋１のワード線ＷＬ４～ＷＬ７に共通接続された配線ＣＧ４～ＣＧ７と、ドレイン
側選択ゲート線ＳＧＤ０～３に共通接続された同名のドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ０～
３が配置されている。
【００３７】
　図４は、一般的なｐ－ＢｉＣＳメモリのブロック構成を示している。図４に示すように
、このＰ－ＢｉＣＳメモリは、４８層のワード線を有し、２４個のＵ字型のストリングを
１ブロックとしている。ページ長が８ＫＢで、１つのメモリセルに１ビットを記憶するシ
ングルレベルセル（ＳＬＣ）である場合、１ブロックの容量は、１８４３２ＫＢとなる。
これは、１ブロックが６４本のワード線ＷＬを有し、ページ長が８ＫＢのＮＡＮＤフラッ
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シュメモリ（１ブロック当たりの容量は５１２ＫＢ）と比較して非常に大きい。
【００３８】
　また、一般的な平面型のＮＡＮＤフラッシュメモリにおいて、例えば隣接するワード線
同士が短絡した場合、これらワード線を含むブロックをバッドブロック（不良ブロック）
として、使用不能とされる。このような、一般的なＮＡＮＤフラッシュメモリの制御を、
大きな容量のブロックを有するｐ－ＢｉＣＳメモリに適用した場合、大きな容量が使用不
能となってしまう。このため、ｐ－ＢｉＣＳメモリは、バッドブロックによって、一般的
なＮＡＮＤフラッシュメモリの数十倍の速さで使用可能な容量が減少する可能性がある。
【００３９】
　そこで、本実施形態は、使用可能な容量の減少を防止するため、以下のように構成して
いる。
【００４０】
　以下、各実施形態において、共通のワード線を持つストリングの集まりを、物理ブロッ
ク（フィジカルブロック）と呼ぶ。また、各実施形態において、ブロックは、消去単位を
意味しない。データの消去は、例えばソース線ＳＬを共有するストリング単位、或いは、
別の単位で実行することが可能である。
【００４１】
　図５は、本実施形態におけるブロック構成の例を示している。図５は、１つのフィジカ
ルブロックの構成を示している。本実施形態のｐ－ＢｉＣＳメモリは、上述したように、
共通のワード線を持つ複数のメモリセルが１つのロジカルブロック（論理ブロック）を構
成する。図５に示すように、ワード線ＷＬ０～ＷＬ４７に接続された複数のメモリセルが
ロジカルブロック０を構成し、ワード線ＷＬ４８～ＷＬ９５に接続された複数のメモリセ
ルがロジカルブロック１を構成する。つまり、これら２つのロジカルブロック（第１ロジ
カルブロックともいう。以下、第１の実施形態で用いるロジカルブロックは全て第１のロ
ジカルブロックを示す）がフィジカルブロックを構成する。これら２つのロジカルブロッ
クがロウデコーダにより、別々に選択され駆動される。
【００４２】
　この構成によれば、例えばロジカルブロック０内の異なるレイヤー間において、隣接す
るワード線同士が短絡した場合、ロジカルブロック０のみをバッドブロックとし、ロジカ
ルブロック１は正常なブロックとすることができる。このようにすることによって、使用
不能となる容量を１／２に抑えることが可能となる。
【００４３】
　そこで、本実施形態に係るロウデコーダは、２つのロジカルブロックのそれぞれに対応
して、例えば２つのバッドブロックを示すフラグ（ＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ＿Ｒ）を保持する
２つのラッチを配置している。
【００４４】
　図６は、本実施形態に係るロウデコーダに含まれるブロックデコードの一例を示してい
る。図６に示すように、ブロックデコーダは、ＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ＿Ｒをそれぞれ保持す
るラッチ回路３１ａ，３１ｂ、インバータ３２ａ，３２ｂ、ＡＮＤゲート３３ａ，３３ｂ
，３４ａ，３４ｂ，３５、及びＯＲゲート３６により構成されている。
【００４５】
　ＡＮＤゲート３３ａは、ブロック選択信号 BLKSEL_pre と、テストなどの特別な条件を
含む信号 SEL_L と、信号 BBFSET を入力し、ラッチ回路３１ａに出力する。ＡＮＤゲー
ト３３ｂは、ブロック選択信号 BLKSEL_pre と、テストなどの特別な条件を含む信号 SEL
_R と、信号 BBFSET を入力し、ラッチ回路３１ｂに出力する。
【００４６】
　ラッチ回路３１ａの出力はインバータ３２ａを介してＡＮＤゲート３４ａの一方の入力
端に供給される。ＡＮＤゲート３４ａの他方の入力端には信号 SEL_L が供給される。ラ
ッチ回路３１ｂの出力はインバータ３２ｂを介してＡＮＤゲート３４ｂの一方の入力端に
供給される。ＡＮＤゲート３４ｂの他方の入力端には信号 SEL_R が供給される。
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【００４７】
　ＡＮＤゲート３４ａ，３４ｂの出力はＯＲゲート３６に供給され、ＯＲゲート３６の出
力はＡＮＤゲート３５の一方の入力端に供給される。また、ＡＮＤゲート３５の他方の入
力端にはブロック選択信号 BLKSEL_pre が入力される。そして、ＡＮＤゲート３５の出力
がブロック選択信号 BLKSEL として出力されるようになっている。ＡＮＤゲート３４ａ，
３４ｂ、ＡＮＤゲート３５、及びＯＲゲート３６は、例えばワード線の駆動回路を構成し
ている。
【００４８】
　不良を示すフラグＢＢＦ＿Ｌ，ＢＢＦ＿Ｒは、例えば電源投入時のパワーオンリセット
処理において、ラッチ回路３１ａ、３１ｂに設定される。このため、不良なフィジカルブ
ロックアドレスは、メモリセルアレイ１１のＲＯＭヒューズ領域１１ａに記憶される。Ｒ
ＯＭヒューズ領域１１ａに記憶された不良なフィジカルブロックアドレスは、後述するパ
ワーオンリセット処理において読み出される。このアドレスに基づき、ラッチ回路３１ａ
、３１ｂが設定される。
【００４９】
　また、ＲＯＭヒューズ領域１１ａには、後述するように、例えばダイソートテストの結
果に基づき、不良を示すフラグと不良ブロックの扱い単位であるロジカルブロックアドレ
スとが対応づけて保持される。
【００５０】
　図５に示すブロック構成のメモリセルアレイにおいては、図６に示すように、一方側（
Ｉｎ側）に引き出されたワード線ＷＬ０～ＷＬ４７はそれぞれスイッチングトランジスタ
を介して制御信号線ＣＧ０～ＣＧ４７に接続されている。即ち、ワード線ＷＬ０はトラン
ジスタＳＷ０を介してＣＧ０に接続され、ワード線ＷＬ１はトランジスタＳＷ１を介して
ＣＧ１に接続され、ワード線ＷＬ４７はトランジスタＳＷ４７を介してＣＧ４７に接続さ
れている。
【００５１】
　また、他方側（Ｏｕｔ側）に引き出されたワード線ＷＬ４８～ＷＬ９５はそれぞれスイ
ッチングトランジスタを介して制御信号線ＣＧ４８～ＣＧ９５に接続されている。即ち、
ワード線ＷＬ９５はトランジスタＳＷ９５を介してＣＧ９５に接続され、ワード線ＷＬ９
４はトランジスタＳＷ９４を介してＣＧ９４に接続され、ワード線ＷＬ４８はトランジス
タＳＷ４８を介してＣＧ４８に接続されている。トランジスタＳＷ０～ＳＷ９５の各ゲー
トはＡＮＤゲート３５の出力端に共通接続されている。
【００５２】
　なお、制御信号線ＣＧ０～ＣＧ９５は、ページを選択するためのページデコーダ（図示
せず）に接続されている。
【００５３】
　ここで、信号 SEL_Lは、書き込み動作、読み出し動作、消去動作などのユーザーモード
でワード線ＷＬ０からＷＬ４７が選択された場合にハイレベルになる信号である。同様に
、信号 SEL_R は、ユーザーモードでワード線ＷＬ４８からＷＬ９５が選択された場合に
ハイレベルになる信号である。
【００５４】
　本実施形態では、例えば、ワード線ＷＬ０とＷＬ１がショートしていた場合、ロジカル
ブロック０に対応するラッチ回路３１ａに不良を示すフラグＢＢＦ＿Ｌを設定し、ラッチ
回路３１ａはハイレベルにセットされる。すなわち、信号 BLKSEL_pre、SEL_L、及びBBFS
ET をハイレベルとし、ラッチ回路３１ａにハイレベルがセットされる。
【００５５】
　したがって、例えば、書き込み動作時に、ロジカルブロック０のワード線ＷＬ０からＷ
Ｌ４７のどれかが選択される場合において、信号 BLKSEL_pre、SEL_L がハイレベルとさ
れた場合、ラッチ回路３１ａの出力信号がハイレベルであるため、ＡＮＤゲート３５から
出力されるブロック選択信号 BLKSEL がハイレベルにならない。したがって、フィジカル
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ブロック単位で非選択状態となり、ロジカルブロック０、１の全てのワード線ＷＬはフロ
ーティング状態を保持し、他に悪影響を及ぼすことがない。
【００５６】
　一方、このフィジカルブロックのワード線ＷＬ４８からＷＬ９５が選択される場合にお
いて、信号 BLKSEL_pre、SEL_R がハイレベルとされた場合、ラッチ回路３１ｂの出力信
号がローレベルであるため、ＡＮＤゲート３５から出力されるブロック選択信号 BLKSEL 
がハイレベルとなり、フィジカルブロックが選択状態となる。このとき、トランジスタＳ
Ｗ４８～ＳＷ９５の何れかを介して選択ＷＬにＶPGM が印加され、選択ワード線の周辺の
ワード線には、ＶＩＳＯ／ＶＧＰ／ＶＰＡＳＳなどのブーストオプションに応じた電圧が
転送される。
【００５７】
　ここで、ＶＩＳＯは、例えば消去状態のメモリセルオンさせるＶpass より低いチャネ
ル分離用の電圧であり、ＶＧＰは、例えばＶpass より低く、ＶＩＳＯより高い電圧であ
る。また、プログラム動作において、ロジカルブロック０のワード線ＷＬ４８からＷＬ９
５が選択された場合、ワード線ＷＬ０からＷＬ４７に全て Ｖpass を印加する。ワード線
ＷＬ４８からＷＬ９５から例えばワード線ＷＬ０は離れており、ブースト効率を向上させ
る制御は必要ないためである。その結果、仮にワード線ＷＬ０とＷＬ１がショートしてい
ても問題にならないことが期待できる。
【００５８】
　図７は、ダイソートテスト時の動作を示している。上記動作を行うため、ダイソートテ
ストにおいて、テスタにより様々なテストが行われ、メモリセルアレイ１１からバッドブ
ロックが検出される。この検出されたバッドブロックのアドレスはＲＯＭヒューズ領域１
１ａに記憶される。
【００５９】
　前述したように、（図４）に示すワード線ＷＬ０～ＷＬ４７と、ワード線ＷＬ４８～Ｗ
Ｌ９５は、共通するロウデコーダ内の別々のラッチ回路によってバッドブロックとして登
録を行う。バッドブロックとして登録する単位で良/不良ブロックの判定を行う必要があ
ることから、ダイソートテストにおいて、ワード線ＷＬ０～ＷＬ４７と、ワード線ＷＬ４
８～ＷＬ９５は、別々にテストを行う必要がある。ここでは、ワード線ＷＬ０～ＷＬ４７
を便宜上、ワード線Ｌと称し、ワード線ＷＬ４８～ＷＬ９５を、ワード線Ｒと称して説明
する。
【００６０】
　ダイソートテストでは、先ず、例えばロジカルブロック０のワード線Ｌが選択され（Ｓ
１１）、隣接ワード線間のショートテストが行われる（Ｓ１２）。
【００６１】
　具体的には、ワード線Ｒに接続された全てのメモリセルを一定の閾値電圧に設定し、選
択ワード線Ｌに接続された全てのメモリセルを消去レベルとした状態において、ショート
テストが行われる。一定の閾値電圧は、例えば消去レベル（負の閾値電圧）より高く、Ｖ
ｒｅａｄ（読み出し時に非選択のセルを導通状態とすることができる電圧）より低いレベ
ル、例えば３Ｖ程度である。この状態において、ワード線ＲにＶｒｅａｄ、例えば５Ｖが
印加され、ワード線Ｌに接地電位Ｖｓｓが印加される。このため、ワード線Ｒ、Ｌに接続
された全てのメモリセルがオン状態となる。
【００６２】
　この状態おいて、ワード線Ｌとワード線Ｒが正常である場合、ビット線の電荷がオン状
態のメモリセルを介して放電される。したがって、ビット線はローレベルとなる。
【００６３】
　また、例えばワード線Ｌ又はワード線Ｒにショート箇所がある場合、ワード線Ｌ又はワ
ード線Ｒに接続されたメモリセルのゲート電極にＶｒｅａｄが印加されなくなるため、オ
フ状態のメモリセルが発生する。したがって、この場合もビット線の電荷が放電されず、
ビット線はハイレベルに保持されたままとなる。
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【００６４】
　上記ビット線の電位がセンスアンプにより検出される。すなわち、センスアンプの出力
信号は、ワード線が正常である場合、ローレベル（“Ｌ”）となり、ショート状態のワー
ド線が検出された場合、ハイレベル（“Ｈ”）となる。
【００６５】
　上記テストの結果、ショート状態のワード線Ｌが検出された場合、このワード線Ｌを含
むロジカルブロックのラッチ回路３１ａにフラグＢＢＦ＿Ｌが設定される（Ｓ１３、Ｓ１
４）。具体的には、テスタにより、ＢＢＦセットコマンドが発行され、現在選択されてい
るロジカルブロック０のラッチ回路３１ａにフラグＢＢＦ＿Ｌが設定される。すなわち、
ｐ－ＢｉＣＳメモリは、ＢＢＦセットコマンドに基づき、例えば信号 BLKSEL_pre、SEL_L
、及びBBFSET をハイレベルとし、ラッチ回路３１ａにハイレベルのフラグＢＢＦ＿Ｌが
セットされる。
【００６６】
　上記ワード線Ｌを選択したテスト動作が、全ロジカルブロックに対して実行される（Ｓ
１５～Ｓ１１）。
【００６７】
　一方、全ロジカルブロックに対するワード線Ｌを選択したテスト動作が終了した場合、
ワード線Ｒを選択した状態において、上記と同様の動作が実行される（Ｓ１６～Ｓ１９）
。この結果、ショート状態のワード線Ｒが検出された場合、このワード線Ｒを含むロジカ
ルブロックのラッチ回路３１ｂにフラグＢＢＦ＿Ｒが設定される。このワード線Ｒを選択
したテスト動作が、全ロジカルブロックに対して実行される（Ｓ１６～Ｓ２０）。
【００６８】
　上記全ロジカルブロックに対するワード線Ｒを選択したテスト動作が終了した場合、１
つのロジカルブロックのワード線Ｌのうち１本のワード線が選択され（Ｓ２１）、通常の
書き込み動作が実行される（Ｓ２２）。
【００６９】
　書き込み動作では、テスタは、書き込みコマンド、アドレス、データ、書き込みの実行
コマンドが発生する。ここで、例えば１０２４個のロジカルブロックを有するチップの場
合、１０ビットのブロックアドレスレジスタにブロックアドレスがセットされ、対応する
ロジカルブロックがアクティブ状態とされる。
【００７０】
　次いで、書き込み動作が終了した後、ステータスリードが行われ、不揮発性半導体記憶
装置のステータスがチェックされる（Ｓ２３）。この結果、書き込みが失敗した場合、テ
スタより、ＢＢＦセットコマンドが発行され、ワード線Ｌを含むロジカルブロックのラッ
チ回路３１ａにフラグＢＢＦ＿Ｌが設定される（Ｓ２４）。このとき、ラッチ回路３１ａ
には、ワード線のショートテストにより、既にＢＢＦ＿Ｌが設定されている場合には、ワ
ード線Ｌに対して書き込みを行おうとしても、ブロック選択信号 BLKSELは“Ｈ”レベル
にならず、書き込み動作はできない。その結果、改めてフラグＢＢＦ＿Ｌが設定される。
【００７１】
　尚、ワード線にオープンがある場合、このワード線を含むロジカルブロックは書き込み
が失敗する。このため、不良ブックの判定を行うことができる。
【００７２】
　上記動作が全ロジカルブロックに対して実行される（Ｓ２５～Ｓ２１）。全ロジカルブ
ロックに対するワード線Ｌを選択した書き込み動作が終了した場合、ワード線Ｒを選択し
た書き込み動作が、上記と同様にして実行される（Ｓ２６、Ｓ２７）。この結果、書き込
みが失敗した場合、テスタより、ＢＢＦセットコマンドが発行され、ワード線Ｒを含むロ
ジカルブロックのラッチ回路３１ｂにフラグＢＢＦ＿Ｒが設定される（Ｓ２８、Ｓ２９）
。このとき、ラッチ回路３１ｂには、ワード線のショートテストにより、既にＢＢＦ＿Ｒ
が設定されている場合がある。既にＢＢＦ＿Ｒが設定されている場合には、ワード線Ｒに
対して書き込みを行おうとしても、ブロック選択信号 BLKSELは“Ｈ”レベルにならず、
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書き込み動作はできない。その結果、改めてフラグＢＢＦ＿Ｒが設定される。
【００７３】
　上記動作が全ロジカルブロックに対して実行される（Ｓ３０～Ｓ２６）。全ロジカルブ
ロックに対するワード線Ｒを選択した書き込み動作が終了した場合、不良ブロックに対応
するラッチ回路３１ａ又は３１ｂに、フラグＢＢＦ＿Ｌ又はＢＢＦ＿Ｒが設定されたこと
となる。
【００７４】
　このように、不良ブロックに対応するラッチ回路３１ａ又は３１ｂにフラグＢＢＦ＿Ｌ
又はＢＢＦ＿Ｒを設定することで、ワード線Ｌ又はワード線Ｒを選択した状態で、ストレ
ステストなどを行えるようになる（Ｓ３１）。
【００７５】
　このストレステストは、ワード線Ｒに、例えばＶｄｄ（２．５Ｖ）、ワード線Ｌに、例
えばＶpass（８Ｖ）を印加して、長時間放置することにより、弱いリークをスクリーニン
グするテストである。このとき、ワード線Ｒとワード線Ｌ間がショートしているロジカル
ブロックがあり、且つ、そのロジカルブロックに対応するラッチ回路３１ａ又は３１ｂに
、ＢＢＦ＿Ｌ又はＢＢＦ＿Ｒがセットされていない場合、そのロジカルブロックだけでは
なく、全ロジカルブロックに対して所定のＶｄｄ－Ｖpassのストレスを印加することがで
きないこととなる。したがって、ダイソートテストの前段において、ＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ
＿Ｒを設定することが必須となる。
【００７６】
　上記ストレステストが終了した後（Ｓ３２）、ＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ＿Ｒがサーチされる
（Ｓ３３、Ｓ３４）。この場合、先ず、ロジカルブロック０から順番にアクセスされ、対
応するラッチ回路３１ａ又は３１ｂにＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ＿Ｒがセットされているかどう
かが検知される。ＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ＿Ｒがセットされている場合、そのときのロジカル
ブロックアドレスレジスタのデータ（バッドブロックアドレス）がセンスアンプ１２の図
示せぬデータラッチ回路に転送される（Ｓ３５）。この動作が最後のロジカルブロックま
で続けられ（Ｓ３６）、全ての不良情報がセンスアンプ１２のデータラッチ回路に転送さ
れる。このとき、不良カラムを置換するためのカラム置換情報や、各種動作モードを決め
るためのパラメータや、各種電圧を発生するためのトリミング結果も同様にセンスアンプ
のデータラッチ回路に転送される。全ての情報がデータラッチ回路に転送された後、デー
タラッチ回路のデータがメモリセルアレイ１１のＲＯＭヒューズ領域１１ａにプログラム
される（Ｓ３７）。
【００７７】
　図８は、不良ブロックのアドレスマップを示している。このアドレスマップは、図８に
示すように、例えばＡの領域の保持された２ビットのうち、Ｒに対応する１ビットは、フ
ラグＢＢＦ＿Ｒの情報に対応し（“１”であれば不良であり、“０”であれば正常である
ことを示す）、Ｌに対応する１ビットは、フラグＢＢＦ＿Ｌの情報に対応する。つまり、
ショート状態のワード線が検出されたり、書き込み動作ができないページが検出された場
合、検出されたロジカルブロックアドレスに応じて“１”がセットされる。
【００７８】
　図８において、“０”は正常を示し、“１”は欠陥を示している。例えばＡで示す領域
において、ロジカルブロック(Block)２０４は、ワード線Ｒが“０”で、ワード線Ｌが“
１”であり、ロジカルブロック４３５は、ワード線Ｒが“１”で、ワード線Ｌが“０”で
ある。ロジカルブロック６８７は、ワード線Ｒとワード線Ｌが“１”となっている。この
ため、ロジカルブロック６８７の領域Ａは、ワード線ＲとＬのテスト結果が共に“１”で
あるため、ワード線Ｒとワード線Ｌとがショートしている可能性があることが分かる。
【００７９】
　図９は、本実施形態のｐ－ＢｉＣＳメモリのパワーオンリセット処理でフラグＢＢＦ＿
Ｒ，ＢＢＦ＿Ｌを設定する例の動作を示している。説明の便宜上、パワーオンリセット処
理におけるフラグの設定のみ説明する。
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【００８０】
　パワーオン検出回路１７により、電源が投入されたことが検出されると、制御回路１５
により初期化動作としてのパワーオンリセット処理が実行される。
【００８１】
　このパワーオンリセット処理において、メモリセルアレイ１１のＲＯＭヒューズ領域１
１ａに記憶されたバッドブロックアドレスが読み出され、対応するロジカルブロックのラ
ッチ回路３１ａ、３１ｂの一方又は両方にＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ＿Ｒの一方又は両方がセッ
トされる。
【００８２】
　具体的には、ＲＯＭヒューズ領域１１ａからバッドブロックアドレス、カラム置換情報
、及びトリミング情報が読み出され、センスアンプ１２の図示せぬデータラッチ回路に保
持される（Ｓ４１）。
【００８３】
　この読み出されたデータのうち、カラム置換情報は不良カラムを救済するための回路に
転送され、トリミング情報は、電圧発生回路１６に供給される。さらに、バッドブロック
アドレスは、ブロックアドレスレジスタに転送される（Ｓ４２）。ブロックアドレスレジ
スタは、前述したように、メモリセルアレイ１１が１０２４個のロジカルブロックを持つ
場合、１０ビットにより構成されている。このブロックアドレスレジスタにブロックアド
レス及びバッドブロックアドレスがセットされることにより、対応するアドレスのロジカ
ルブロックが選択状態になる。
【００８４】
　ロジカルブロックが選択状態に設定されると、図６に示す信号 BBFSET が発行され、バ
ッドブロックに対応するラッチ回路３１ａ、３１ｂの一方又は両方にＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ
＿Ｒの一方又は両方がセットされる（Ｓ４３）。このように、ＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ＿Ｒが
セットされた場合、ＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ＿Ｒがリセットされるまで、このロジカルブロッ
クを選択することができなくなる。
【００８５】
　上記ＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ＿Ｒのセット動作は、ＲＯＭヒューズ領域１１ａに登録されて
いるバッドブロックの数だけ繰り返される（Ｓ４４、Ｓ４３）。
【００８６】
　上記ＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ＿Ｒのセットが終了すると、チップがアクセス可能なチップレ
ディ（chip ready）状態となり、コントローラからのコマンドを受け付け可能となる（Ｓ
４５）。
【００８７】
　上記動作により、ダイソート中に不良ブロックと判定された先天性のバッドブロックは
、ＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ＿Ｒのセットが完了したことにより、非選択状態に保持される。
【００８８】
　図１０（ａ）（ｂ）は、出荷後に発生する後天性のバッドブロックの処理の一例を示し
ている。
【００８９】
　ユーザーにより書き込み又は消去動作が実行された状態において、書き込み又は消去が
失敗した場合、書き込み又は消去を失敗したロジカルブロックを後天性のバッドブロック
として管理する必要がある。
【００９０】
　すなわち、図１０（ａ）に示すように、書き込み又は消去時に、書き込み又は消去が失
敗したかどうかが判別される（Ｓ５１）。この結果、書き込み又は消去が失敗した場合、
書き込み又は消去が失敗したロジカルブロックのアドレスが、後天性のバッドブロックの
情報としてメモリコントローラ２０の例えばＲＡＭ内に保持される。コントローラ２０は
このアドレスをメモリセルアレイ１１内の管理領域１１ｂに登録する（Ｓ５２）。この管
理領域は、例えばメモリセルアレイ１１のブロックアドレス０や１０２３などに生成され
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る。
【００９１】
　図１０（ｂ）は、不揮発性半導体記憶装置を使用する際の初期動作を示している。電源
が投入されると、パワーオンリセット処理が実行され、チップレディ状態に設定される（
Ｓ６１）。この状態において、メモリアレイ１１の管理領域１１ｂに記憶された後天性の
バッドブロックアドレスが読み出され、メモリコントローラ２０内の例えばＲＡＭに登録
される（Ｓ６２）。このＲＡＭに登録されたアドレスは、アクセスされないようメモリコ
ントローラ２０で制御される。
【００９２】
　また、新たに書き込み失敗や消去失敗が発生した場合、そのロジカルブロックはバッド
ブロックとされる。この場合、管理領域１１ｂの情報が読み出され、新たに発生したバッ
ドブロックの情報が管理領域１１ｂに追加される（Ｓ６３）。この後、バッドブロック以
外の別のロジカルブロックに書き込みが行われる（Ｓ６４）。
【００９３】
　管理領域１１ｂに登録された新規のバッドブロックアドレスは、次のパワーオンリセッ
ト処理後、コントローラ２０のＲＡＭに転送され、以降、アクセスされないように管理さ
れる。
【００９４】
　上記のように、先天性のバッドブロックは、ダイソートテスト時にテストの妨げとなる
。このため、ＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ＿Ｒをラッチ回路３１ａ、３１ｂにセットし、ダイソー
トテスト時にバッドブロックを非選択とすることが必須である。
【００９５】
　また、出荷後もパワーオンリセット処理毎にＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ＿Ｒをラッチ回路３１
ａ、３１ｂにセットしている。しかし、本来、メモリコントローラ２０でバッドブロック
にアクセスしないよう制御できる場合、ＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ＿Ｒをラッチ回路３１ａ、３
１ｂにセットする必要はない。また、後天性のバッドブロックは、メモリコントローラ２
０でアクセスしないように制御するのみであり、ＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ＿Ｒをラッチ回路３
１ａ、３１ｂにセットする必要はない。
【００９６】
（本実施形態の効果）
　本実施形態によれば、Ｕ字状のＮＡＮＤストリングを構成する複数のワード線が、ワー
ド線の引き出し方向に応じて２つのロジカルブロックに分けられ、各ロジカルブロックに
対応してバッドブロックフラグ（ＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ＿Ｒ）を記憶するためのラッチ回路
３１ａ、３１ｂが配置されている。このため、バッドブロックに対応して、ラッチ回路３
１ａ、３１ｂにＢＢＦ＿Ｌ、ＢＢＦ＿Ｒを設定する。したがって、例えばＩｎ側のフィジ
カルブロックが不良であっても、Ｏｕｔ側のフィジカルブロックにアクセスできる場合が
ある。その結果、使用不能となる容量を従来の１／２に抑えることが可能である。積層型
のメモリセルを用いたＢｉＣＳフラッシュメモリでは、不良ブロックの最小単位を小さく
することができる。その結果、不良が発生した際の救済効率を向上させることができる。
それによって、必要な拡張ブロック数を削減できチップ面積の削減も期待できる。
【００９７】
　しかも、ダイソートテスト時において検出された先天性のバッドブロックの情報は、メ
モリセルアレイ１１ａのＲＯＭヒューズ領域１１ａに登録され、パワーオンリセット処理
後、バッドブロックに対応するラッチ回路３１ａ、３１ｂにセットされる。また、出荷後
に発生した後天性のバッドブロックの情報はメモリセルアレイ１１ｂの管理領域１１ｂに
登録され、パワーオンリセット処理後、コントローラ２０により管理領域１１ｂに登録さ
れたバッドブロックアドレスに基づき、バッドブロックが非選択に制御される。したがっ
て、先天的な不良、及び後天的な不良に対して、バッドブロックをアクセスしないように
制御することができる。
【００９８】
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　（第２の実施形態）
　図１１は、第２の実施形態に係るメモリセルアレイの構成を示している。
【００９９】
　第２の実施形態は、図１１に示すように、ワード線ＷＬを共有する単位をフィジカルブ
ロックとして、ハーフストリングをそれぞれロジカルブロック（第２ロジカルブロックと
も言う）とする。例えばストリング０のワード線ＷＬ０からＷＬ４７を第２ロジカルブロ
ック０とし、ワード線ＷＬ４８からＷＬ９５までを第２ロジカルブロック１とする。スト
リング０内の第２ロジカルブロック０又は第２ロジカルブロック１が選択された場合、Ｓ
ＧＳ０／１が選択状態となるようにする。また、ストリング１のワード線ＷＬ０からＷＬ
４７を第２ロジカルブロック２とし、ワード線ＷＬ４８からＷＬ９５までを第２ロジカル
ブロック３とする。同様に、ストリング２３のワード線ＷＬ０からＷＬ４７を第２ロジカ
ルブロック４６とし、ワード線ＷＬ４８からＷＬ９５までを第２ロジカルブロック４７と
する。
【０１００】
　図６に示すロウデコーダを設けることにより、第１ロジカルブロック０内の１ページで
例えばワード線ＷＬの短絡による書き込み不良などが起こった場合、ワード線ＷＬ０から
ＷＬ４７を有する第１ロジカルブロック０をバッドブロックとする。このようにすること
によって、先天性の不良に関しては、使用不可となる容量を従来の１／２に抑えることが
可能になる。
【０１０１】
　また、後天性の不良に関しては、メモリコントローラ２０のＲＡＭに、バッドブロック
の情報を記憶する不良テーブルが第２ロジカルブロック単位に生成される。これにより、
ハーフストリング単位で非選択とすることが可能である。
【０１０２】
　例えば図１１に示す例では、第２ロジカルブロック０内の１ページで書き込み不良など
が起こった場合、第２ロジカルブロック０のみをバッドブロック化する。これにより、使
用不可となる容量を従来の１／４８の３８４ＫＢに抑えることが可能になる。
【０１０３】
　このように第２の実施形態は、バッドブロック化による使用不可となる容量を平面型の
ＮＡＮＤフラッシュメモリ並みに抑えることが可能となる。
【０１０４】
　また、後天性不良の救済は、図４に示すようなブロック構成に適用することも可能であ
る。
【０１０５】
　図４に示すように、ワード線ＷＬを４８層、つまり１ストリングで９６個のワード線を
持ち、１ブロック当たり２４ストリングを持つｐ－ＢｉＣＳについて説明する。ちなみに
、ブロック数を１０２４個とする。即ち、図５に示すブロックが１０２４個設けられてい
るものとする。さらに、１つのメモリセルに２ビットのデータを記憶するものとする。こ
の２ビットはロワーページ（lower page）アドレスとアッパーページ（upper page）アド
レスにより区別される。
【０１０６】
　この場合、ブロックアドレスの表現に１０ビット、ストリングアドレスの表現に５ビッ
トが必要となる。またハーフストリングアドレスを表現しようとすると６ビットが必要と
なる。
【０１０７】
　本来、数ビット書き込みができないセルがあっても、ＥＣＣで救済可能なため、問題と
ならない。しかし、今回は、説明を簡単化するため、１ビットでも書けないビットが存在
すると、書き込み失敗となり、不良ページになるとする。不良ページの例及びその不良に
対する対策を(1)～(3)に挙げる。
【０１０８】
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　(1) Block204 のstring9 のワード線ＷＬ５のロワーページのプログラム時に書き込み
不良が起ったとする。この原因は、このページのセルのうち、１つが書き込み／消去を繰
り返し、高電圧のストレスに曝されているうちに物理的に壊れたことにより、書き込みが
できなくなったものである。このメモリセルに起因する不良は、このセルを含む string9
 のワード線ＷＬ５により選択されるロワーページ／アッパーページの書き込みが不良と
なるが、例えば string10 のワード線ＷＬ５は問題なく書き込みできる。この場合、Bloc
k204 のsting9 のアドレスを管理領域１１ｂに登録する。
【０１０９】
　(2) Block435 の string0 のワード線ＷＬ６のロワーページのプログラム時に書き込み
不良が起こったとする。その原因は、ダイソートテストはパスしたにも拘わらず、使用中
にワード線ＷＬ６とＷＬ７がショートしてしまったことによって書き込みができなくなっ
てしまったためである。このIn/Out 側の駆動に起因する不良の場合、ワード線ＷＬ６と
ＷＬ７がショートしているため、Block435 の全 string （string0 ～ string23）のワー
ド線に属するページは全て書き込み不可となる。この場合、Block435 の string0 から s
tring23 のアドレスを管理領域１１ｂに登録する。
【０１１０】
　(3) Block687 の string3 のワード線ＷＬ０のロワーページのプログラム時に書き込み
不良が起こったとする。その原因は、このページのセルのＵ字型 string に埋め込まれて
いるポリシリコン柱にあったボイドによって、ポリシリコンが突然切断されたためである
。この不良の場合、string3 に属するページは全て不良となる。その他のストリング、例
えば string4 に属するページへの書き込みは問題ない。この場合、Block687 の string3
 のアドレスを管理領域１１ｂに登録する。
【０１１１】
　メモリコントローラ２０は、パワーオンリセット処理の終了後、管理領域１１ｂのデー
タを読み出し、メモリコントローラ２０のＲＡＭに転送する。この後、ＲＡＭに登録され
ているアドレスにはアクセスしないように制御される。
【０１１２】
　上記第２の実施形態によれば、消去単位など、物理的な制約で決まるフィジカルブロッ
ク内を、ロジカルブロックに分割し、ロジカルブロック毎にバッドブロックとして扱うこ
とができる。このため、書き込み失敗などが起こった場合、バッドブロックによって、使
用不可となるエリアを小さくすることが可能となる。したがって、必要な拡張ブロック数
を削減できチップ面積を削減することができる。
【０１１３】
　ｐ－ＢｉＣＳメモリの場合、ワード線を共有しているストリングを同一ブロック（不良
が発生したときの置き換え単位）とする代わりに、ストリング単位、又はｐ－ＢｉＣＳメ
モリのハーフストリング単位、即ちＳＧＤ－ｐｉｐｅ間、ｐｉｐｅ－ＳＧＳ間を別のロジ
カルブロックとすることで、不良ブロックの最小単位を小さくすることができ、不良が発
生した際の救済効率を大幅に向上させることができる。
【０１１４】
　すなわち、後天性の不良に関しては、自由にロジカルブロックを設定することが可能で
あり、例えば上述したように、図１１に示すハーフストリングを第２ロジカルブロックと
することができ、最小単位としては、ワード線単位での管理も可能である。また、例えば
ワード線４本などのように、複数のワード線をロジカルブロックとしてグルーピングして
管理することも可能である。
【０１１５】
　（第３の実施形態）
　図１２は、第３の実施形態を示すものであり、ロウデコーダの回路構成を示す図である
。
【０１１６】
　第３の実施形態は、平面型のＮＡＮＤフラッシュメモリに図６に示す回路を適用した例
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を示している。ロウデコーダ自体の構成は、図６と実質的に同様であり、メモリとして通
常のＮＡＮＤフラッシュメモリが用いられている。ワード線ＷＬ０～ＷＬ１２７は、ワー
ド線ＷＬ０～ＷＬ６３と、ワード線ＷＬ６４～ＷＬ１２７の２つのグループに分けられる
。
【０１１７】
　第３の実施形態の場合、SEL_L は、ワード線ＷＬ０からＷＬ６３が選択された場合にハ
イレベルとなる信号であり、SEL_R は、ワード線ＷＬ６４からＷＬ１２７が選択された場
合にハイレベルになる信号である。例えば、ワード線ＷＬ０とＷＬ１がショートしていた
場合、このロジカルブロックのラッチ回路３１ａに BBF_L（ハイレベル）がセットされる
。このようにすることにより、例えば書き込み動作時に、ワード線ＷＬ０からＷＬ６３の
いずれかが選択された場合、このロジカルブロックが非選択状態となる。したがって、ワ
ード線ＷＬ０とＷＬ１とがショートしていることが他に悪影響を及ぼすことがない。一方
、このロジカルブロックのワード線ＷＬ６４～ＷＬ１２７が選択された場合、このロジカ
ルブロックは選択状態となる。
【０１１８】
　このとき、ワード線ＷＬ６４～ＷＬ１２７のうち、選択ワード線にはＶPGM が印加され
、選択ワード線の周辺のワード線には、ＶＩＳＯ／ＶＧＰなどのブーストオプションに応
じた電圧が転送される。一方、ワード線ＷＬ０からＷＬ６３には全て Ｖpass が転送され
る。このため、ワード線ＷＬ０とＷＬ１がショートしていても問題にはならない。
【０１１９】
　つまり、仮に隣接するワード線同士の短絡があったとしても、この短絡部から離れた位
置に配置されたワード線は、問題なく使用できる可能性が高い。例えばワード線ＷＬ５と
ＷＬ６に短絡が生じた場合において、ワード線ＷＬ６４～ＷＬ１２７を不良とせずに使用
することができる。
【０１２０】
　第３の実施形態によれば、直列接続された複数のメモリセルからなるＮＡＮＤストリン
グにおいて、ワード線の短絡が生じている場合においても、そのＮＡＮＤストリング全体
を不良とせず、ＮＡＮＤストリングの半分を使用可能としている。このため、バッドブロ
ックの発生頻度を抑えることが可能となる。
【０１２１】
　（変形例）
　なお、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではない。メモリセルアレイの構
成は必ずしもｐ－ＢｉＣＳに限るものではなく、半導体基板上にメモリセルを積層した積
層型の記憶装置に適用することができる。さらに、ｐ－ＢｉＣＳの構造も図１に何ら限定
されるものではなく、仕様に応じて適宜変更可能である。さらに、ロウデコーダの構成は
、図６や図１２に何ら限定されるものではなく、仕様に応じて適宜変更可能である。
【０１２２】
　本発明の幾つかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したもの
であり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他
の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省
略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要
旨に含まれると共に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１２３】
　１０…ＢｉＣＳフラッシュメモリ
　１１…メモリセルアレイ
　１１ａ…ＲＯＭヒューズ領域
　１１ｂ…管理領域
　１２…センスアンプ
　１３…カラムアドレスバッファ／カラムデコーダ
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　１４、１４ｎ、１４ｎ＋１…ロウデコーダ
　１５…制御回路
　１６…電圧生成回路
　１７…パワーオン検出回路
　１８…ロウアドレスバッファ
　１９…入出力バッファ
　２０…メモリコントローラ
　３１ａ，３１ｂ…ラッチ
　３２ａ，３２ｂ…インバータ
　３３ａ，３３ｂ，３４ａ，３４ｂ，３５…ＡＮＤゲート
　３６…ＯＲゲート

【図１】 【図２】
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