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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　整流素子と可変抵抗素子とを直列接続してなるメモリセルが複数の第１配線及び複数の
第２配線の交差部に配置されたメモリセルアレイと、
　選択された前記第１配線及び選択された前記第２配線の交差部に配置された選択メモリ
セルに第１の電位差がかかるよう、選択された前記第１配線に第１の電圧を印加するとと
もに選択された前記第２配線に第２の電圧を印加する制御回路と
　を備え、
　前記制御回路は、
　選択された前記第１配線及び選択された前記第２配線を介して前記選択メモリセルに流
れる第１の電流と参照電流とに基づいて第１の信号を出力する信号出力回路と、
　所定の期間に前記第１配線又は前記第１配線と電気的に接続された配線に流れる第２の
電流を保持する電流保持回路と
　を備え、
　前記信号出力回路は、前記電流保持回路により保持された前記第２の電流に基づいて前
記第１の電流を決定し、
　前記制御回路は、前記第１の信号に基づいて前記第１配線への前記第１の電圧の印加を
停止する
　ことを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項２】
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　前記信号出力回路は、
　前記第１配線及び前記第１配線に電気的に接続された配線に流れる電流から前記第２の
電流を引くことにより前記第１の電流を決定し、
　前記第１の電流と前記参照電流とを比較することにより前記第１の信号を出力する
　ことを特徴とする請求項１記載の半導体記憶装置。
【請求項３】
　前記信号出力回路は、
　前記第１配線に流れる電流と前記第２の電流に前記参照電流を加えた電流とを比較する
ことにより前記第１の信号を出力する
　ことを特徴とする請求項１記載の半導体記憶装置。
【請求項４】
　整流素子と可変抵抗素子とを直列接続してなるメモリセルが複数の第１配線及び複数の
第２配線の交差部に配置されたメモリセルアレイと、
　選択された複数の前記第１配線及び選択された前記第２配線の交差部に配置された複数
の選択メモリセルに第１の電位差がかかるよう、選択された複数の前記第１配線に第１の
電圧を印加するとともに選択された前記第２配線に第２の電圧を印加する制御回路と
　を備え、
　前記制御回路は、
　一つの選択された前記第１配線及び一つの選択された前記第２配線を介して前記選択メ
モリセルに流れる第１の電流と参照電流とに基づいて第１の信号を出力する信号出力回路
と、
　所定の期間に前記第１配線又は第１配線と電気的に接続された配線に流れる第２の電流
を保持する電流保持回路と
　を備え、
　前記信号出力回路は、前記電流保持回路により保持された前記第２の電流に基づいて前
記第１の電流を決定し、
　前記制御回路は、前記第１の信号に基づいて一つの選択メモリセルに対する電圧の印加
を停止する一方、前記第１の信号に基づいて他の選択メモリセルに対する電圧の印加を継
続する
　ことを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項５】
　前記制御回路は、
　選択された複数の前記第１配線及び選択された前記第２配線への前記第１の電圧及び前
記第２の電圧の印加を開始する前に複数の前記選択メモリセルの状態を読み出し、読み出
した前記選択メモリセルの状態に基づいて前記第１配線及び前記第２配線への前記第１の
電圧及び前記第２の電圧の印加を制御する
　ことを特徴とする請求項４記載の半導体記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体記憶装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、フラッシュメモリの後継候補として、抵抗変化メモリが注目されている。ここで
、抵抗変化メモリ装置には、遷移金属酸化物を記録層としてその抵抗値状態を不揮発に記
憶する狭義の抵抗変化メモリ（ReRAM：Resistive RAM）の他、カルコゲナイド等を記録層
として用いてその結晶状態（導体）と非晶質状態（絶縁体）の抵抗値情報を利用する相変
化メモリ（PCRAM：Phase Change RAM）も含むものとする。
【０００３】
　抵抗変化メモリの可変抵抗素子には、２種類の動作モードがあることが知られている。
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１つは、印加電圧の極性を切り替えることにより、高抵抗状態と低抵抗状態とを設定する
もので、これはバイポーラ型といわれる。もう１つは、印加電圧の極性を切り替えること
なく、電圧値と電圧印加時間を制御することにより、高抵抗状態と低抵抗状態の設定を可
能とするもので、これはユニポーラ型といわれる。
【０００４】
　高密度メモリセルアレイを実現するためには、ユニポーラ型が好ましい。ユニポーラ型
の場合、トランジスタを用いることなく、ビット線及びワード線の交差部に可変抵抗素子
とダイオード等の整流素子とを重ねることにより、セルアレイが構成できるからである。
さらに、このようなメモリセルアレイを三次元的に積層配列することにより、セルアレイ
面積を増大させることなく、大容量を実現することが可能になる（特許文献１参照）。
【０００５】
　ユニポーラ型のＲｅＲＡＭの場合、メモリセルに対するデータの書き込みは、可変抵抗
素子に所定の電圧を短時間印加することにより行う。これにより、可変抵抗素子が高抵抗
状態から低抵抗状態へと変化する。以下、この可変抵抗素子を高抵抗状態から低抵抗状態
へ変化させる動作をセット動作という。一方、メモリセルＭＣに対するデータの消去は、
セット動作後の低抵抗状態の可変抵抗素子に対し、セット動作時よりも低い所定の電圧を
長時間印加することにより行う。これにより、可変抵抗素子が低抵抗状態から高抵抗状態
へと変化する。以下、この可変抵抗素子を低抵抗状態から高抵抗状態へ変化させる動作を
リセット動作という。メモリセルは、例えば高抵抗状態を安定状態（リセット状態）とし
、２値データ記憶であれば、リセット状態を低抵抗状態に変化させるセット動作によりデ
ータの書き込みを行う。
【０００６】
　リセット動作時において、リセット電流が流れる経路全体の寄生抵抗による電圧降下を
考慮に入れると、可変抵抗素子を含むメモリセルに対して所定の電圧よりも大きな電圧を
印加する必要がある。その場合、リセット動作時に印加する電圧がメモリセルのセット動
作に必要な電圧を超えてしまい、リセット動作完了後にメモリセルが誤ってセット動作さ
れてしまう可能性がある。
【特許文献１】特表２００２－５４１６１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、メモリセルのリセット動作後の意図せぬセット（以降、誤セットと記載する
ことにする）の発生を効果的に抑制することができる半導体記憶装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一の態様に係る半導体記憶装置は、整流素子と可変抵抗素子とを直列接続して
なるメモリセルが複数の第１配線及び複数の第２配線の交差部に配置されたメモリセルア
レイと、選択された前記第１配線及び選択された前記第２配線の交差部に配置された選択
メモリセルに第１の電位差がかかるよう、選択された前記第１配線に第１の電圧を印加す
るとともに選択された前記第２配線に第２の電圧を印加する制御回路とを備え、前記制御
回路は、選択された前記第１配線及び選択された前記第２配線を介して前記選択メモリセ
ルに流れる第１の電流と参照電流とに基づいて第１の信号を出力する信号出力回路と、所
定の期間に前記第１配線又は前記第１配線と電気的に接続された配線に流れる第２の電流
を保持する電流保持回路とを備え、前記信号出力回路は、前記電流保持回路により保持さ
れた前記第２の電流に基づいて前記第１の電流を決定し、前記制御回路は、前記第１の信
号に基づいて前記第１配線への前記第１の電圧の印加を停止することを特徴とする。
【０００９】
　本発明の別の態様に係る半導体記憶装置は、整流素子と可変抵抗素子とを直列接続して
なるメモリセルが複数の第１配線及び複数の第２配線の交差部に配置されたメモリセルア
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レイと、選択された複数の前記第１配線及び選択された前記第２配線の交差部に配置され
た複数の選択メモリセルに第１の電位差がかかるよう、選択された複数の前記第１配線に
第１の電圧を印加するとともに選択された前記第２配線に第２の電圧を印加する制御回路
とを備え、前記制御回路は、一つの選択された前記第１配線及び一つの選択された前記第
２配線を介して前記選択メモリセルに流れる第１の電流と参照電流とに基づいて第１の信
号を出力する信号出力回路と、所定の期間に前記第１配線又は第１配線と電気的に接続さ
れた配線に流れる第２の電流を保持する電流保持回路とを備え、前記信号出力回路は、前
記電流保持回路により保持された前記第２の電流に基づいて前記第１の電流を決定し、前
記制御回路は、前記第１の信号に基づいて一つの選択メモリセルに対する電圧の印加を停
止する一方、前記第１の信号に基づいて他の選択メモリセルに対する電圧の印加を継続す
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、メモリセルのリセット動作後の誤セットの発生を効果的に抑制するこ
とができる半導体記憶装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、添付した図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。本実施の形態に
おいて、半導体記憶装置はメモリセルアレイが積層された三次元メモリセルアレイ構造を
有する抵抗変化メモリ装置として説明する。しかし、この構成はあくまでも一例であって
、本発明がこれに限定されるものでないことは言うまでもない。
【００１２】
　［第１の実施の形態］
　（第１の実施の形態に係る半導体記憶装置の構成）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る抵抗変化メモリ装置のメモリセルアレイ１０
０のレイアウトの一部の例を示す図である。ユニポーラ型の抵抗変化メモリ装置は、図１
に示すように、互いに交差するビット線ＢＬ及びワード線ＷＬの各交差部に、整流素子、
例えばダイオードＤｉと可変抵抗素子ＶＲとが直列接続された抵抗変化型の単位メモリセ
ルＭＣを配置する。ここでは前提として、ダイオードＤｉのアノード側につながる信号線
をビット線ＢＬとし、カソード側につながる信号線をワード線ＷＬとしている。また、ダ
イオードＤｉと可変抵抗素子ＶＲの直列接続によるメモリセルＭＣを、図示の記号で表し
ている。以下の例でも同様である。ここで、メモリセルＭＣを構成するダイオードＤｉ及
び可変抵抗素子ＶＲの配置、極性も、図示のものに限定されない。図１に示すメモリセル
アレイ１００は、ビット線ＢＬの長手方向（図１に示すｙ方向）、及びワード線ＷＬの長
手方向（図１に示すｘ方向）にそれぞれ例えば１×１０３個の単位メモリセルＭＣが配置
され、二次元マトリクス状に配列されている。
【００１３】
　可変抵抗素子ＶＲは例えば、電極／遷移金属酸化物／電極からなる構造を有するもの等
であり、電圧、電流、熱等の印加条件により金属酸化物の抵抗値変化をもたらし、その抵
抗値の異なる状態を情報として不揮発に記憶する。この可変抵抗素子ＶＲとしては、より
具体的には、カルコゲナイド等のように結晶状態と非晶質状態の相転移により抵抗値を変
化させるもの（PCRAM）、金属陽イオンを析出させて電極間に架橋（コンタクティングブ
リッジ）を形成したり、析出した金属をイオン化して架橋を破壊したりすることで抵抗値
を変化させるもの（CBRAM：Conductive Bridging RAM）、電圧あるいは電流印加により抵
抗値が変化するもの（ReRAM）（電極界面に存在する電荷トラップにトラップされた電荷
の存在の有無により抵抗変化が起きるものと、酸素欠損等に起因する伝導パスの存在の有
無により抵抗変化が起きるものとに大別される。）等を用いることができる。
【００１４】
　ユニポーラ型のＲｅＲＡＭの場合、メモリセルＭＣに対するデータの書き込みは、可変
抵抗素子ＶＲに例えば３．５Ｖ（ダイオードＤｉの電圧降下分を含めると実際には４．５
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Ｖ程度）の電圧、１０ｎＡ程度の電流を１０ｎｓ－１００ｎｓ程度の時間印加することに
より行う。これにより、可変抵抗素子ＶＲが高抵抗状態から低抵抗状態へと変化する。以
下、この可変抵抗素子ＶＲを高抵抗状態から低抵抗状態へ変化させる動作をセット動作と
いう。
【００１５】
　一方、メモリセルＭＣに対するデータの消去は、セット動作後の低抵抗状態の可変抵抗
素子ＶＲに対し、０．８Ｖ（ダイオードＤｉの電圧降下分を含めると実際には１．８Ｖ程
度）の電圧、１μＡ－１０μＡ程度の電流を５００ｎｓ－２μｓ程度の時間印加すること
により行う。これにより、可変抵抗素子ＶＲが低抵抗状態から高抵抗状態へと変化する。
以下、この可変抵抗素子ＶＲを低抵抗状態から高抵抗状態へ変化させる動作をリセット動
作という。
【００１６】
　メモリセルＭＣは、例えば高抵抗状態を安定状態（リセット状態）とし、２値データ記
憶であれば、リセット状態を低抵抗状態に変化させるセット動作によりデータの書き込み
を行う。
【００１７】
　メモリセルＭＣのリード動作は、可変抵抗素子ＶＲに０．４Ｖ（ダイオードＤｉの電圧
降下分を含めると実際には１．４Ｖ程度）の電圧を与え、可変抵抗素子ＶＲを介して流れ
る電流をセンスアンプにてモニターすることにより行う。これにより、可変抵抗素子ＶＲ
が低抵抗状態にあるか高抵抗状態にあるかを判定する。なお、１つのメモリセルＭＣが２
ビットのデータを保持可能な場合、センスアンプでは３通りの異なる参照電圧を生成し、
この参照電圧とセル信号とを比較する。
【００１８】
　図１（ｂ）の表１に示すように、抵抗変化メモリ装置の動作時において、メモリセルア
レイ１００のビット線ＢＬ及びワード線ＷＬには、４通りの電圧印加状態がある。これに
より、メモリセルＭＣにも４通りの電圧印加状態が存在することになる。以下、メモリセ
ルＭＣの電圧印加状態についてセット動作時を例にして説明する。図１において、選択ビ
ット線ＢＬ及び選択ワード線ＷＬは、ビット線ＢＬ１０及びワード線ＷＬ１０であり、そ
れぞれ電圧Ｖｓｅｔ及び電圧０Ｖが印加されている。非選択ビット線ＢＬ及び非選択ワー
ド線ＷＬは、ビット線ＢＬ００、ＢＬ２０及びワード線ＷＬ００、ＷＬ２０であり、それ
ぞれ電圧０Ｖ及び電圧Ｖｓｅｔが印加されている。
【００１９】
　図１に示す選択ビット線ＢＬ１０及び選択ワード線ＷＬ１０の交差部に接続されたメモ
リセルＭＣのことを以下、選択状態にあるとして、状態Ｃ０で表す。選択状態Ｃ０にある
メモリセルＭＣに対して、ビット線ＢＬ１０（電圧Ｖｓｅｔ）からワード線ＷＬ１０（電
圧０Ｖ）へとダイオードＤｉの順方向にセット電圧Ｖｓｅｔが印加される。これにより、
選択メモリセルＭＣに電位差ＶＳＥＴが印加されて可変抵抗素子ＶＲが高抵抗状態から低
抵抗状態へと変化し、セット動作が完了する。
【００２０】
　図１に示す選択ビット線ＢＬ１０及び非選択ワード線ＷＬ００、ＷＬ２０の交差部に接
続されたメモリセルＭＣのことを以下、非選択状態にあるとして、状態Ｃ１で表す。同様
に、選択ワード線ＷＬ１０及び非選択ビット線ＢＬ００、ＢＬ２０の交差部に接続された
メモリセルＭＣのことを以下、非選択状態にあるとして、状態Ｃ２で表す。非選択ワード
線ＷＬ００、ＷＬ２０には、選択ビット線ＢＬ１０と同じ電圧（電圧Ｖｓｅｔ）が印加さ
れている。同様に非選択ビット線ＢＬ００、ＢＬ２０には、選択ワード線ＷＬ１０と同じ
電圧（電圧０Ｖ）が印加されている。そのため、非選択状態Ｃ１、Ｃ２のメモリセルＭＣ
には電位差が無く、電流が流れることがない。
【００２１】
　図１に示す非選択ワード線ＷＬ００、ＷＬ２０及び非選択ビット線ＢＬ００、ＢＬ２０
の交差部に接続されたメモリセルＭＣのことも以下、非選択状態にあるとして、状態Ｃ３
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で表す。非選択状態Ｃ３にあるメモリセルＭＣに対して、非選択ワード線ＷＬ（電圧ＶＳ
ＥＴ）から非選択ビット線ＢＬ（電圧０Ｖ）へとダイオードＤｉの逆バイアス方向に電圧
が印加され、非選択メモリセルＭＣに逆方向リーク電流Ｉｒｅｖ（０．１ｎＡ程度）が流
れ得る状態となるものとする。メモリセルアレイ１００のビット線方向（ｙ方向）及びワ
ード線方向（ｘ方向）にはそれぞれ、１０３個のメモリセルＭＣが配置されているため、
逆方向リーク電流Ｉｒｅｖが流れる非選択状態Ｃ３にあるメモリセルＭＣの総数は、約１
０３×１０３＝１０６個である。よって逆方向リーク電流Ｉｒｅｖの総計は、１００μＡ
程度となる。
【００２２】
　このように、非選択状態Ｃ３のメモリセルＭＣに逆方向リーク電流Ｉｒｅｖが流れる場
合、メモリセルＭＣの動作に必要な所定量以上の電流をビット線ＢＬ、ダイオードＤｉ、
可変抵抗素子ＶＲ、ワード線ＷＬの経路に流す必要がある。そのため、ビット線ＢＬ及び
ワード線ＷＬの寄生抵抗に起因する電圧降下が大きくなり、メモリセルアレイ１００のサ
イズが制限される。換言すると、ビット線ＢＬやワード線ＷＬによる電圧降下は、動作マ
ージンを決める要素になっている。また、同じワード線ＷＬに接続された複数のメモリセ
ルＭＣを同時に動作させた場合、ワード線ＷＬに流入する電流がさらに増加し、ワード線
ＷＬによる電圧降下が大きくなる。そのため、同時に動作させることのできるメモリセル
数は信号線の有する寄生抵抗により制限される。
【００２３】
　また、抵抗変化メモリ装置においては、選択ビット線ＢＬと交差する非選択ワード線Ｗ
Ｌのすべてに非選択電圧を印加する必要がある。したがって、複数の非選択ワード線ＷＬ
に接続された全ての非選択状態のメモリセルＭＣのダイオードＤｉに逆方向バイアス電圧
が印加される。特に、リセット動作等に比べて高い電圧が必要となるセット動作において
は、セット電圧が外部の電源電圧より高くなると、昇圧回路を用いて非選択ワード線ＷＬ
に電圧を印加することになり、昇圧回路の消費電流が著しく大きくなる。すなわち、許容
される消費電流を考慮してメモリセルアレイ１００のサイズや同時動作セル数を決めなけ
ればならない。
【００２４】
　つまり、ダイオードＤｉの逆方向リーク電流特性が悪いと、メモリセルアレイ１００の
サイズも同時に動作させることのできるメモリセル数も悪化する。同時に動作するメモリ
セルの数は動作速度（例えばリセット動作速度等）にも影響するため、ダイオードの逆方
向リーク特性を改善することが必要となる。
【００２５】
　図２は、本発明の第１の実施の形態に係る抵抗変化メモリ装置のメモリセルアレイ１０
０における別の電圧印加状態を示す図である。図２において、図１と同様の構成を有する
箇所には同一の符号を付して、その説明を省略する。図２に示すメモリセルアレイ１００
は、非選択ビット線ＢＬ及び非選択ワード線ＷＬに印加する電圧が、図１に示す先の例の
メモリセルアレイ１００と異なる。
【００２６】
　図２（ｂ）の表２に示すように、セット動作時やリセット動作時において、非選択ワー
ド線ＷＬに印加する電圧を、電圧Ｖｓｅｔや電圧Ｖｒｅｓｅｔから、電圧Ｖｓｅｔ－Ｖα
、Ｖｒｅｓｅｔ－Ｖαと変更させている。ここで、電圧Ｖαは、例えば０～０．５Ｖ程度
の電圧である。また、非選択ビット線ＢＬには、セット動作時やリセット動作時に、０～
０．５Ｖ程度の電圧Ｖβを印加する。
【００２７】
　非選択ワード線ＷＬ及び非選択ビット線ＢＬにこのような電圧を印加した場合、非選択
状態Ｃ１にあるメモリセルＭＣに対してビット線ＢＬ１０（電圧ＶＳＥＴ）からワード線
ＷＬ００、ＷＬ２０（電圧ＶＳＥＴ－Ｖα）へとダイオードＤｉの順方向に電圧Ｖαが印
加される。そして、非選択状態Ｃ１のメモリセルＭＣには順方向電流Ｉｆｗｄ１（例えば
０．１ｎＡ程度）が流れる。同様に、非選択状態Ｃ２にあるメモリセルＭＣに対してビッ
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ト線ＢＬ００、ＢＬ２０（電圧Ｖβ）からワード線ＷＬ１０（電圧０Ｖ）へとダイオード
Ｄｉの順方向に電圧Ｖβが印加され、非選択状態Ｃ２のメモリセルＭＣに順方向電流Ｉｆ
ｗｄ２（例えば０．１ｎＡ程度）が流れる。また、非選択状態Ｃ３にあるメモリセルＭＣ
に対して、非選択ワード線ＷＬ（電圧ＶＳＥＴ－Ｖα）からビット線ＢＬ（電圧Ｖβ）へ
とダイオードＤｉの逆バイアス方向に電圧が印加される。この逆バイアス方向の電圧は、
図１に示す状態よりも電圧Ｖα＋Ｖβ（例えば１Ｖ程度）だけ緩和されている。そのため
、非選択状態Ｃ３のメモリセルＭＣに流れる逆方向リーク電流Ｉｒｅｖは、例えば０．１
ｐＡ程度となる。
【００２８】
　メモリセルアレイ１００のビット線方向（ｙ方向）及びワード線方向（ｘ方向）にはそ
れぞれ、１０３個のメモリセルが配置されているため、順方向電流Ｉｆｗｄ１、Ｉｆｗｄ
２が流れる非選択状態Ｃ１、Ｃ２にあるメモリセルの総数は、約２×１０３個となる。よ
って、順方向電流Ｉｆｗｄ１、Ｉｆｗｄ２の総計は、０．２μＡ程度である。また、逆方
向リーク電流Ｉｒｅｖが流れる非選択状態Ｃ３にあるメモリセルＭＣの総数は、約１０３

×１０３＝１０６個であるため、逆方向リーク電流Ｉｒｅｖの総計は、０．１μＡ程度で
ある。よって、メモリセルアレイ１００の全体に流れる順方向電流Ｉｆｗｄ１、Ｉｆｗｄ
２及び逆方向リーク電流Ｉｒｅｖの総計は、０．３μＡ程度となる。図２に示す電圧の印
加方法によれば、図１に示す例よりもメモリセルアレイ１００の全体に流れる電流量を低
減することができる。
【００２９】
　このような電圧印加方法は、ダイオードの逆方向リーク電流が低減されることがなけれ
ば、無駄な消費電流を増やすだけであるため、総合的なリーク電流の低減の効果を見て電
圧Ｖα、Ｖβの値を決定する必要がある。ダイオードの逆方向リーク電流が上述の例と異
なる場合には、電圧Ｖα、Ｖβの値をそれぞれ０として、図１に示す電圧印加方法とする
ことができる。本実施の形態に係る抵抗変化メモリにおいて、図１（ｂ）に示す電圧印加
方法及び図２（ｂ）に示す電圧印加方法のいずれをも採用することができる。
【００３０】
　ここで、抵抗変化メモリ装置のメモリセルアレイ１００を３次元的に積層した構造に関
して説明する。図３は、３次元方向（図３に示すｚ方向）に積層されたメモリセルアレイ
１００の構成の例を示す図である。図３のメモリセルアレイ１００は、図１や図２に示し
たメモリセルアレイ１００を２層分積層したものである。
【００３１】
　１層目のメモリセルアレイ１００は、最下層の第１の配線層に設けられたワード線ＷＬ
００～ＷＬ２０、第２の配線層に設けられたビット線ＢＬ００～ＢＬ２０、及びワード線
ＷＬ００～ＷＬ２０とビット線ＢＬ００～ＢＬ２０との交差部に配置されたメモリセルＭ
Ｃにより構成されている。２層目のメモリセルアレイ１００は、ビット線ＢＬ００～ＢＬ
２０、第３の配線層に設けられたワード線ＷＬ０１～ＷＬ２１、及びビット線ＢＬ００～
ＢＬ２０とワード線ＷＬ０１～ＷＬ２１との交差部に配置されたメモリセルＭＣにより構
成されている。図３に示すメモリセルアレイ１００においては、上下の２層の間でビット
線ＢＬ００～ＢＬ２０を共有した形となっている。図１及び図２に示すメモリセルアレイ
１００と同様に、セル電流Ｉｃｅｌｌを選択ビット線ＢＬから選択ワード線ＷＬに流して
、種々の動作を実行する場合、ダイオードＤｉの向きは、１層目のメモリセルアレイ１０
０と２層目のメモリセルアレイ１００とでは反対になる。この例においても、選択ビット
線ＢＬ及び選択ワード線ＷＬは、ビット線ＢＬ１０及びワード線ＷＬ１０であり、セット
動作時にはそれぞれ電圧Ｖｓｅｔ及び電圧０Ｖが印加されている。また、非選択ワード線
ＷＬに印加する電圧を、電圧Ｖｓｅｔ－Ｖαとし、非選択ビット線ＢＬには、電圧Ｖβを
印加している。
【００３２】
　図３には、縦方向（ｚ方向）にメモリセルアレイ１００が２層分形成された例が示され
ている。さらに積層数を増やす場合には、第３の配線層に設けられたワード線ＷＬを上層
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のメモリセルアレイ１００のワード線ＷＬとして共有してもよいし、層間絶縁膜を挟んで
図３と同様のメモリセルアレイ１００をさらに積み上げるように構成してもよい。あるい
は、図２に示す１層のメモリセルアレイ１００を、層間絶縁膜を介して上方に積み上げて
もよい。
【００３３】
　ここで、上下に積層するメモリセルアレイ１００間でのビット線ＢＬやワード線ＷＬの
共有の仕方に応じて、それに付随するメモリセルＭＣの数が増加し、前述のダイオードＤ
ｉの逆方向リーク電流Ｉｒｅｖが増加する。図３は２層のメモリセルアレイ１００が積層
された例を示しているが、ビット線ＢＬを共有しているために、逆方向リーク電流Ｉｒｅ
ｖを流す非選択状態Ｃ３にあるメモリセルＭＣの数は、図２の例に比して約２倍になって
いる。しかし、図２に示す電圧印加方法によれば、この非選択状態Ｃ３にあるメモリセル
ＭＣの逆方向リーク電流Ｉｒｅｖを低減することができる。また、メモリセルアレイが積
層された例においても、ダイオードの逆方向リーク電流の特性によっては、図１（ｂ）に
示すような電圧印加方法を採用することが可能である。
【００３４】
　次に、抵抗変化装置のセット動作、リセット動作、リード（読み出し）動作時における
選択状態のメモリセルＭＣに発生する電圧及び電流について、図４～図７を用いて説明す
る。
【００３５】
　図４は、一本のビット線ＢＬと一本のワード線ＷＬの交差部に配置された一つのメモリ
セルＭＣの電流経路の簡略図である。ビット線ＢＬの一端にはビット線選択トランジスタ
４が接続され、ワード線ＷＬの一端にはワード線選択トランジスタ５が接続されている。
なお、図４中に示した抵抗ＲＢＬ、ＲＷＬはビット線ＢＬ、ワード線ＷＬの寄生抵抗であ
る。ビット線選択トランジスタ４の他端は寄生抵抗Ｒ１を介してデータ制御回路（図示せ
ず）に接続される配線ノードＤＳＡに接続されている。また、ワード線選択トランジスタ
５の他端は寄生抵抗Ｒ２、図示しない接地用トランジスタのオン抵抗を介して接地端子Ｖ
ＳＳへと接続される。
【００３６】
　ここで、メモリセルＭＣの一端のノードＯ１の電位Ｖｗを基準として（Ｖｗ＝０Ｖ）、
可変抵抗素子ＶＲとダイオードＤｉの間のノードＯ２の電位をＶｃｅｌｌ、ダイオードＤ
ｉのアノード側のノードＯ３の電位をＶｂｌとして、図５にセット、リセット、及びリー
ド動作の動作点解析図を示す。図５には、可変抵抗素子ＶＲのリセット状態（高抵抗状態
Ｒｏｆｆ）とセット状態（低抵抗状態Ｒｏｎ）での電圧－電流特性（Ｖ＝ＩＲ）に、ダイ
オードＤｉの負荷曲線Ｌ１０、１１、１２を重ねて示している。また、図５の横軸は電圧
Ｖｃｅｌｌ、縦軸はセル電流Ｉｃｅｌｌである。
【００３７】
　まず、セット動作において、ノードＯ３の電位Ｖｂｌ＝ＶｓｅｔとしてメモリセルＭＣ
に流れる電流をプロットすると、動作点はＰ＿ｓｅｔとなる。この動作点は、高抵抗状態
Ｒｏｆｆ（“１”データ）のメモリセルを低抵抗状態Ｒｏｎ（“０”データ）に変えるた
めの動作点であり、セット動作が完了する前の動作点である。動作点Ｐ＿ｓｅｔは、すべ
てのメモリセルＭＣをセットできる電圧（Ｖ＿ｓｅｔ＿ｍａｘ）を超えるところに設定で
きるようにする必要がある。
【００３８】
　次に、リセット動作においては、ノードＯ３の電位Ｖｂｌ＝Ｖｒｅｓｅｔとすると、動
作点は、図５に示す点Ｐ＿ｒｓｔとなる。この動作点Ｐ＿ｒｓｔは、低抵抗状態Ｒｏｎ（
“０”データ）のメモリセルを高抵抗状態Ｒｏｆｆ（“１”データ）に変えるための動作
点であり、すべてのメモリセルＭＣをリセットできる電流（Ｉ＿ｒｅｓｅｔ＿ｍａｘ）を
超えるところに設定できるようにする必要がある。
【００３９】
　なお、リード動作においては、ノードＯ３の電位Ｖｂｌ＝Ｖｒｅａｄとすると、動作点
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はＰｒ０、または、ｐｒ１となる。したがって、このときに流れるセル電流Ｉｏｎ（“０
”セル）とＩｏｆｆ（“１”セル）を区別する判定電流Ｉｔｈを用いて、データが“０”
か“１”かを判定することができる。
【００４０】
　次に、リセット動作、セット動作それぞれにおける問題を図６と図７を用いて説明する
。
【００４１】
　図６には、セット動作時におけるセット動作完了前後の動作点を示す。メモリセルＭＣ
の可変抵抗素子ＶＲが高抵抗状態Ｒｏｆｆにある場合には、動作点はＰｓｅｔの位置にあ
る。その後、セット動作が完了して低抵抗状態Ｒｏｎに変化した後に、動作点は点Ｐ＿ｅ
ｒｒ＿ｒｓｔではなく点Ｐｓｅｔ’へと変化させるよう、メモリセルＭＣに流れる電流を
制御する。なぜなら、動作点Ｐ＿ｅｒｒ＿ｒｓｔは、電流Ｉ＿ｒｅｓｅｔ＿ｍａｘを超え
る所にあるため、この動作点での動作が継続される場合、セット完了直後に再び誤ってリ
セットされてしまう（誤リセットされる）可能性があるからである。そこで、セット動作
後の動作点が動作点Ｐ＿ｅｒｒ＿ｒｓｔとならないように、セット電圧Ｖｓｅｔを供給す
る回路に電流クランプ回路を挿入して、メモリセルにクランプ電流Ｉｃｌａｍｐ以上の電
流が流れないようにする。このクランプ電流Ｉｃｌａｍｐが、メモリセルＭＣのリセット
動作に必要な電流Ｉ＿ｒｅｓｅｔ＿ｍａｘよりも小さく設定されていれば誤リセットされ
る可能性は非常に小さくなる。
【００４２】
　次に、図７には、リセット動作におけるリセット動作完了前後の動作点を示す。リセッ
ト動作においては、動作点は、低抵抗状態Ｒｏｎ（リセット完了前）でのＰｒｓｔから、
高抵抗状態Ｒｏｆｆ（リセット完了後）に変化した後には、Ｐｒｓｔ’に移動する。ここ
で、リセット動作を行うためには、リセットに必要な電流Ｉ＿ｒｅｓｅｔ＿ｍａｘを超え
る動作点設定のために、ビット線ＢＬにＶｒｅｓｅｔを印加する必要がある。このとき、
リセット電流が流れる電流経路全体の寄生抵抗が大きいと、ダイオードＤｉに流れる電流
の特性は、負荷曲線Ｌ１１から負荷曲線Ｌ１１’のようになり、実際にはＶｒｅｓｅｔよ
り高い電圧Ｖｒｅｓｅｔ’を電流経路の最大電位差として与える必要がある。そうすると
、リセット完了後の動作点は、Ｐ＿ｅｒｒ＿ｒｓｔとなってしまう。この動作点Ｐ＿ｅｒ
ｒ＿ｒｓｔは、メモリセルのセット動作のための電圧Ｖ＿ｓｅｔ＿ｍａｘを超えているの
で、リセット動作完了直後に再びメモリセルＭＣが誤ってセットされてしまう（誤セット
される）可能性がある。
【００４３】
　以下、このようなメモリセルのリセット動作後の誤セットの発生を効果的に抑制する抵
抗変化メモリ装置の実施の形態について説明する。
【００４４】
　本実施の形態に係る抵抗変化メモリ装置の周辺回路の構成を図８に示す。ここで、上述
のメモリセルＭＣが配列された２つのメモリセルアレイ（以下、メモリマットＭＡＴとい
う）ＭＡＴａ、ＭＡＴｂを代表的に示している。本実施の形態において、一つのメモリマ
ットＭＡＴａのみに対して動作を実行してもよいし、複数のメモリマットＭＡＴａ、ＭＡ
Ｔｂを同時に動作させてもよい。あるいは、一回のアドレス指定や動作起動の後で、所定
の順番で複数のメモリマットＭＡＴａ、ＭＡＴｂを順次動作させてもよい。
【００４５】
　周辺回路は、データ制御回路２０、カラムデコーダ６０、非選択ビット線駆動回路７０
、グローバルロウデコーダ８０、ローカルロウデコーダ９０、非選択ワード線駆動回路１
１０、マットデコーダ１２０、ラッチデータチェック回路１３０、アドレスレジスタ１４
０、データ入出力バッファ１５０、制御回路１６０、電圧生成回路１７０、及びステータ
ス回路１８０を含んでいる。なお、カラムデコーダ６０やローカルデコーダ９０のように
メモリマットＭＡＴ毎に必要な構成は、図８において、添字ａ、ｂで区別されている。
【００４６】
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　ビット線ＢＬは、ビット線選択トランジスタ４－１～４－３を介してデータ制御回路２
０に接続されている。データ制御回路２０は、後述するように、読み出されたデータを検
出するセンスアンプ回路ＳＡ、読み出されたデータ及び書き込みデータを一時保持するラ
ッチ回路ＬＴ、及びリセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬを備えている。ビット線ＢＬは
また、非選択電圧供給トランジスタ６－１～６－３にも接続されている。ビット線ＢＬが
非選択の場合には、ビット線ＢＬは、非選択電圧供給トランジスタ６－１～６－３を介し
て非選択ビット線駆動回路７０に接続され、動作に応じて所定の非選択ビット線電圧が供
給される。
【００４７】
　また、ワード線ＷＬは、ワード線選択トランジスタ５－１～５－３を介してローカルロ
ウデコーダ９０に接続されている。ワード線ＷＬはまた、非選択電圧供給トランジスタ７
－１～７－３にも接続されている。ワード線ＷＬが非選択の場合には、ワード線ＷＬは、
非選択電圧供給トランジスタ７－１～７－３を介して非選択ワード線駆動回路１１０に接
続され、動作に応じて所定の非選択ワード線電圧が供給される。
【００４８】
　この図８では、ロウデコーダはグローバルロウデコーダ８０と、各メモリマットＭＡＴ
ａ、ＭＡＴｂに付随するローカルロウデコーダ９０との階層構造とされており、この階層
構造のロウデコーダによりワード線選択が行われる。なお、この図８のロウデコーダにお
いては、ワード線選択トランジスタ５－１～５－３と非選択電圧供給トランジスタ７－１
～７－３が両者ともＮＭＯＳトランジスタで構成されている。この場合、グローバルロウ
デコーダ８０の出力信号は、図示は省略するが、それぞれのトランジスタのゲート駆動用
のために相補信号とされている。同様に、ビット線選択トランジスタ４－１～４－３と非
選択電圧供給トランジスタ６－１～６－３も、いずれもＮＭＯＳトランジスタであり、カ
ラムデコーダ６０からそれぞれのゲートを制御する２本の相補信号が出力されている。
【００４９】
　なお、ビット線選択トランジスタ４－１～４－３及び非選択電圧供給トランジスタ７－
１～７－３は、ＰＭＯＳトランジスタとすることも可能である。その場合には、カラムデ
コーダ６０及びグローバルロウデコーダ８０から出力されるデコード信号は相補信号でな
く単一の信号でもよい。ビット線選択部及びワード線選択部にＰＭＯＳトランジスタが使
用できるかどうかは、転送する必要のある電圧が、ＰＭＯＳトランジスタのしきい値電圧
より十分高いか否かにより決定される。
【００５０】
　ビット線選択部において、ビット線選択トランジスタ４－１～４－３をＰＭＯＳトラン
ジスタとする場合、ビット線に出力する電圧は、ＰＭＯＳトランジスタのしきい値電圧Ｖ
ｔｈにマージンを加えた値以上でなければならない。読み出し時の選択ビット線電圧がも
っとも低くなるのは、読み出し動作時のＶｒｅａｄである。例えば、ＰＭＯＳトランジス
タのしきい値電圧Ｖｔｈ（－０．７～－１Ｖ程度）にマージンとして例えば０．４Ｖを加
えると、１．４Ｖ以上となり、これが読み出し時の動作設定において問題なければ、ＰＭ
ＯＳトランジスタ化が可能である。
【００５１】
　また、ワード線選択部においては、非選択電圧供給トランジスタ７－１～７－３をＰＭ
ＯＳトランジスタとすることができる。非選択ワード線ＷＬに出力する電圧の最小値は、
読み出し動作時のＶｒｅａｄである。非選択ワード線ＷＬに印加する電圧は、選択ビット
線ＢＬに印加する読み出し電圧Ｖｒｅａｄより高くてもよいため、非選択電圧供給トラン
ジスタ７－１～７－３のＰＭＯＳトランジスタ化はビット線選択部よりも容易である。以
下、本実施の形態では、ビット線選択トランジスタ４－１～４－３、非選択電圧供給トラ
ンジスタ７－１～７－３をＮＭＯＳトランジスタとして説明するが、これに限定されるも
のではない。
【００５２】
　マットデコーダ１２０は、メモリマットＭＡＴを選択するためのデコーダである。非選
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択のメモリマットＭＡＴでは、隣接するメモリマットＭＡＴとビット線ＢＬ及びワード線
ＷＬが共有されるのでなければ、ビット線ＢＬ、ワード線ＷＬ共に０Ｖとすることができ
る。メモリマットＭＡＴａが選択され、メモリマットＭＡＴｂが非選択とされる場合、マ
ットデコーダ１２０ａは選択状態のデコード信号ＭＡＴＳＥＬ＝Ｈを出力し、マットデコ
ーダ１２０ｂは非選択状態のデコード信号ＭＡＴＳＥＬ＝Ｌを出力する。それによって、
選択メモリマットＭＡＴａ側のビット線ＢＬやワード線ＷＬには、読み出し及びセット動
作やリセット動作によるデータ書き換えに必要な上述の電圧制御が行われる。
【００５３】
　一方で、非選択メモリマットＭＡＴｂ側では、隣接するメモリマットＭＡＴとビット線
ＢＬ及びワード線ＷＬを共有するのでなければ、マットデコーダ１２０ｂの出力信号を受
けて、ローカルロウデコーダ９０ｂの出力は全て０Ｖ、非選択ワード線駆動回路１１０ｂ
の出力も全て０Ｖとなる。また、データ制御回路２０ｂの出力信号（ノードＤＳＡの電位
）も０Ｖ、非選択ビット線駆動回路７０ｂの出力も全て０Ｖとなるように制御される。も
ちろん、メモリマットＭＡＴａ、ＭＡＴｂを同時に選択状態とすることも可能である。
【００５４】
　カラムデコーダ６０、グローバルロウデコーダ８０、ローカルロウデコーダ９０、及び
マットデコーダ１２０は、アドレスレジスタ１４０から供給されるアドレスデータに基づ
いて動作する。ここでは、詳細は示さないが、アドレスレジスタ１４０と各種デコーダの
間には、他の一般的なメモリ装置と同様に、プリデコード回路や、アドレスを一時的にラ
ッチするバッファなど、適宜、実施様態にあわせた回路を組み込むことができる。
【００５５】
　データ入出力バッファ１５０は、チップ外部とデータ制御回路２０のラッチ回路ＬＴに
至るチップ内部の回路との間のデータのやり取りを中継し、必要に応じて一時的にデータ
を保持する。ＮＡＮＤ型フラッシュメモリのようにコマンドやアドレスなどもこのデータ
入出力バッファ１５０を介してチップ内部に取り込まれるような回路構成であってもよい
。また、データの書き換え、読み出し等の動作は、制御回路１６０から出力される種々の
制御信号や、電圧発生回路１７０により出力される電圧によって制御される。それらの動
作制御において補助的な役割を果たす回路として、ラッチデータチェック回路１３０、お
よび、ステータス回路１８０が設けられている。これらは、データ制御回路内のデータラ
ッチに保持されたデータが所定の状態になっているか否かを検出して、制御回路１６０に
フィードバックする機能や、チップ外部にデータ書き換え動作のＰａｓｓ／Ｆａｉｌ結果
を出力できるようにする機能を有する。
【００５６】
　次に、データ制御回路２０の詳細を図９を参照して説明する。前述のように、データ制
御回路２０は、センスアンプ回路ＳＡと、ラッチ回路ＬＴと、リセットパルス制御回路Ｒ
ＳＴＣＴＬとから大略構成されている。
【００５７】
　センスアンプ回路ＳＡは、クランプトランジスタ２１と、差動増幅器２２とを備えてい
る。クランプトランジスタ２１は、ノードＤＳＡに一端が接続され、他端は差動増幅器２
２の反転入力端子（センスノードＮＳＥＮ）に接続されている。ノードＤＳＡは、図９で
は図示を省略しているが、前述のビット線選択トランジスタ４を介してビット線ＢＬに接
続される。差動増幅器２２の非反転入力端子には、参照電位ＶＲＥＦ＿Ｒが供給されてい
る。
【００５８】
　なお、ノードＤＳＡと接地端子（又はＶＵＢ端子（０Ｖ～ダイオードの順方向電圧Ｖｆ
（～０．６Ｖ程度）が印加される端子））との間には、キャパシタ３５、ＮＭＯＳトラン
ジスタ３６が接続されている。ＮＭＯＳトランジスタ３６は、後述する短絡信号Ｇ＿ＧＮ
Ｄをゲートに入力されることにより、ノードＤＳＡを接地電位（またはＶＵＢ端子の電位
）に放電する機能を有する。
【００５９】
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　また、センスノードＮＳＥＮには、ＮＭＯＳトランジスタ３２ａ、３２ｂ、ＰＭＯＳト
ランジスタ３３ａ、３４ａ、３３ｂ、３４ｂからなるカレントミラー回路ＣＭが接続され
ている。ＰＭＯＳトランジスタ３３ａ、３４ａ、３３ｂ、３４ｂにより、スイッチ制御機
能を有するカレントミラー回路が構成されていると共に、ＮＭＯＳトランジスタ３２ａ、
３２ｂがＰＭＯＳトランジスタ３４ａと接地端子との間に並列に接続されており、これに
よりカレントミラー回路に電流が供給されている。ＮＭＯＳトランジスタ３２ａは、ノー
ドＤＳＡにレファレンス電流を入力する場合に信号Ｇ＿ＩＲＥＦ＿Ｒに基づき導通し、Ｎ
ＭＯＳトランジスタ３２ｂは、後述するように選択ビット線ＢＬへのプリチャージを行う
場合に信号ＰＲＥＣＨＧに基づき導通する。
【００６０】
　センスアンプ回路ＳＡの基本的な動作は、次の通りである。ビット線ＢＬの電位をクラ
ンプトランジスタ２１でクランプしながら、選択メモリセルＭＣにセル電流Ｉｃｅｌｌを
流す。センスノードＮＳＥＮにはカレントミラー回路ＣＭからレファレンス電流が流し込
まれている。このセル電流Ｉｃｅｌｌとレファレンス電流の差分によるセンスノードＮＳ
ＥＮの電位の変化を差動増幅器２２により判定する。
【００６１】
　差動増幅器２２の出力はセンスアンプ回路ＳＡの出力として、ラッチ回路ＬＴに取り込
まれる。ラッチ回路ＬＴは、クロックトインバータ２７ａと２７ｂをクロスカップル接続
して構成される。なお、クロックトインバータ２７ａの入力端子をノードＤＣ、出力端子
をノードＤＣｎと定義する。ラッチ回路ＬＴのノードＤＣ、ＤＣｎにはＮＭＯＳトランジ
スタ２８ａ、２８ｂが接続されており、ラッチ回路ＬＴのデータはトランジスタ２８ａ、
２８ｂのゲートに入力される信号ＤＴＳによりデータ線ＤＱ、ＤＱｎに出力される。
【００６２】
　ＮＭＯＳトランジスタ２６ａは、ゲート信号ＲＳＴ＿ＵによりノードＤＣを“Ｈ”レベ
ルにセットする。逆に、トランジスタ２６ｂは、ゲート信号ＳＥＬ＿ＡＬＬによりノード
ＤＣを“Ｌ”レベルにセットする。
【００６３】
　ノードＤＣには、さらに、差動増幅器２２の出力をラッチ回路ＬＴに取り込むため、直
列に接続された二つのＰＭＯＳトランジスタ２４、２５が接続されている。ＰＭＯＳトラ
ンジスタ２４のゲートＧＰには、差動増幅器２２の出力信号が、データ転送回路２３を介
して入力される。ＰＭＯＳトランジスタ２５は、ＰＭＯＳトランジスタ２４のソースと電
源端子（ラッチ回路ＬＴの電源端子と共通）の間に接続され、ゲート信号ＳＴＲＢｎが“
Ｌ”レベルになったときに、ノードＤＣを“Ｈ”レベルに変えることができるようになっ
ている。すなわち、ノードＧＰが“Ｌ”レベルならば、ノードＤＣを“Ｈ”レベルに変更
でき、ノードＧＰが“Ｈ”レベルならばノードＤＣは前の状態を保持する。
【００６４】
　次に、ラッチ回路ＬＴの状態をビット線ＢＬの制御に反映させるための電圧制御回路Ｃ
ＴＲＬの構成の説明をする。電圧制御回路ＣＴＲＬは、ＮＯＲゲート２９ａ、インバータ
２９ｂ、ＮＡＮＤゲート２９ｃ、ＮＯＲゲート２９ｄ、インバータ２９ｅ、レベルシフタ
３０、ＮＡＮＤゲート３１ａ、インバータ３１ｂ、インバータ５３ａ、ＮＡＮＤゲート５
３ｂ、及びレベルシフタ５４を備えている。
【００６５】
　ＮＯＲゲート２９ａ、インバータ２９ｂは、信号ＲＶＦＹが“Ｈ”レベルの時（即ちリ
ード動作実行時、ベリファイ動作実行時（以下、「リード系動作」という））に、ラッチ
回路ＬＴの出力をビット線ＢＬの制御に影響させない論理ゲート部として機能する。すな
わち、ＮＯＲゲート２９ａの入力端子の１つにはノードＤＣｎが接続されているが、信号
ＲＶＦＹが“Ｈ”レベルとされることにより、このノードＤＣｎの状態が無視される構成
となっている。すなわち、リード系動作においては、ラッチ回路ＬＴに保持されたデータ
に依存せず、信号ＲＶＦＹによって決まる所定のデータ制御回路２０で読み出し動作を行
うことができる。
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【００６６】
　図８に示した通り、この半導体記憶装置は複数のデータ制御回路２０により構成されて
おり、それぞれのデータ制御回路２０の信号ＲＶＦＹは、例えば、アドレスやデータ入出
力端子Ｉ／Ｏなどによってグループ分けされた信号、（例えばＲＶＦＹ＿ａ、ＲＶＦＹ＿
ｂ）とすることができる。これらの信号を全てのデータ制御回路２０において同様とすれ
ば、全てのデータ制御回路２０が活性化されてリード系動作が行われる。例えば、信号Ｒ
ＶＦＹ＿ａと信号ＲＶＦＹ＿ｂを別々に制御すれば、信号ＲＶＦＹ＿ａが入力されたデー
タ制御回路２０だけが活性化され、信号ＲＶＦＹ＿ｂは動作されないなど、所定の信号が
入力されたデータ制御回路２０だけを活性化させることができる。このようにする理由は
、ベリファイ動作とリード動作はできる限り同じ条件下で動作させることが望ましいため
である。また、信号ＲＶＦＹのグルーピングに関しては、活性化するデータ制御回路２０
の数を制限して、同時にビット線からワード線に流れ込む電流量を調整できるようにする
ためである。しかし一方で、この信号ＲＶＦＹによる制御は、信号ＲＶＦＹを“Ｈ”にし
なければ、ラッチ回路ＬＴのデータに基づいた動作とすることもできる。
【００６７】
　インバータ２９ｂの出力信号ＤＣＯＵＴｎは、信号ＭＡＴＳＥＬと共にＮＡＮＤゲート
２９ｃに入力されている。信号ＭＡＴＳＥＬは、スタンバイ状態やメモリマットＭＡＴが
非選択時には“Ｌ”レベルとなる信号である。信号ＭＡＴＳＥＬが“Ｌ”レベルであると
、レベルシフタ３０を介して信号Ｇ＿ＰＣＭ１及びＧ＿ＰＣＭ２が“Ｈ”レベルとされ、
これによりＰＭＯＳトランジスタ３３ａ、３３ｂおよび４３ａ、４３ｂがオフとなり、ノ
ードＤＳＡを充電する経路が遮断される。また、ＮＡＮＤゲート３１ａ及びインバータ３
１ｂを介して信号Ｇ＿ＧＮＤが“Ｈ”とされ、ＮＭＯＳトランジスタ３６はオン状態とさ
れ、ノードＤＳＡを接地電位又はＶＵＢ端子の電位まで放電された状態となる。
【００６８】
　また、ＮＡＮＤゲート２９ｃの出力信号ＣＴＬ＿Ｐ及びＮＡＮＤゲート５３ｂの出力信
号ＣＴＬ＿Ｐ２は、ＮＡＮＤゲート３１ａの入力信号となる。ＮＡＮＤゲート３１ａの出
力信号は更にインバータ３１ｂに入力され、インバータ３１ｂは前述した信号Ｇ＿ＧＮＤ
を出力する。信号ＣＴＬ＿Ｐと信号ＣＴＬ＿Ｐ２の両者が“Ｈ”レベルとされている場合
、ＮＡＮＤゲート２９ｅの出力信号により、ノードＤＳＡの放電動作を制御する信号Ｇ＿
ＧＮＤが制御される。
【００６９】
　なお、レベルシフタ３０は、例えばＮＭＯＳトランジスタ３０ａ、３０ｃ、ＰＭＯＳト
ランジスタ３０ｄ、３０ｅ、及びインバータ３０ｂを図９に示すように接続して構成され
る回路である。トランジスタ３０ａと３０ｄ、トランジスタ３０ｃと３０ｅをそれぞれ電
源端子と接地端子との間で接続し、トランジスタ３０ｄと３０ｅのゲート及びドレインが
交差接続されて構成される。トランジスタ３０ａのゲートがレベルシフタ３０の入力端子
とされている。トランジスタ３０ｃのゲートはインバータ３０ｂを介して入力端子に接続
されている。
【００７０】
　このレベルシフタ３０の出力端子ＯＵＴから出力される出力信号Ｇ＿ＰＣＭ１の振幅は
、レベルシフト後の電圧Ｖ＿ＢＳＴである。レベルシフト前の電源はここでは図示してい
ないが、インバータ３０ｂの電源と同じ（例えばＶｄｄ）である。レベルシフタ３０の入
力端子ＩＮには、前述の信号ＣＴＬ＿Ｐが入力され、信号Ｖ＿ＳＥＬは前述の電圧Ｖ＿Ｂ
ＳＴに対応する。レベルシフタ５４もレベルシフタ３０と同じ回路構成となる。レベルシ
フタ５４の出力Ｇ＿ＰＣＭ２は、後述のリセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬの充電パス
のスイッチとなるＰチャネルトランジスタを制御する。
【００７１】
　次に、データ制御回路２０のリセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬの回路構成の詳細に
ついて、図１０を参照して説明する。リセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬはリセット電
圧設定回路ＶＲＳＴＣ、電流保持回路ＩＭＥＭ及び信号出力回路ＳＯＵＴから構成される
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。リセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬは、全体としてリセット動作が実行される選択メ
モリセルＭＣが接続されたノードＤＳＡに対してリセット動作に必要な所定電流及び所定
電圧を有するリセットパルスを印加する機能を有している。
【００７２】
　（リセット電圧設定回路ＶＲＳＴＣの構成）
　リセット電圧設定回路ＶＲＳＴＣは、ノードＤＳＡに接続されたビット線ＢＬの電圧を
リセット電圧Ｖｒｅｓｅｔに設定する回路である。リセット電圧設定回路ＶＲＳＴＣは、
反転入力端子にリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔが供給された差動増幅器４１を備える。差動増
幅器４１の非反転入力端子にはノードＤＳＡが接続され、ビット線ＢＬの電位が供給され
ている。差動増幅器４１の出力ノードＯＵＴａｍｐには、ＰＭＯＳトランジスタ４４ａ、
４４ｂ、４３ａ、４３ｂからなるカレントミラー回路が接続されている。図１０に示すよ
うに、カレントミラー接続されたＰＭＯＳトランジスタ４４ａ、４４ｂのゲートに出力ノ
ードＯＵＴａｍｐが接続されている。ＰＭＯＳトランジスタ４３ａ、４３ｂは、リセット
パルスの出力スイッチであり、図９において説明したラッチ回路ＬＴのデータにしたがっ
て、最初にオン／オフ制御される。オン状態でメモリセルＭＣにリセットパルスが印加さ
れ高抵抗状態Ｒｏｆｆに変化した場合、後述の電流検知結果に基づくゲート信号Ｇ＿ＰＣ
Ｍ２が“Ｈ”レベルとなりＰＭＯＳトランジスタ４３ａ、４３ｂはオフ状態にされる。信
号Ｇ＿ＰＣＭ２が“Ｌ”レベルの場合には、ＰＭＯＳトランジスタ４３ａ、４３ｂは導通
してリセット電圧を印加しつづける。リセット電圧設定回路ＶＲＳＴＣは、リセット電圧
Ｖｒｅｓｅｔを参照電圧として、電源ＶＳＥＬＨによりノードＤＳＡの電位を電圧Ｖｒｅ
ｓｅｔに保持する。
【００７３】
　ここで、リセット動作時にビット線ＢＬに流れる電流Ｉｒｅｓｅｔ＋Ｉｆｗｄは、選択
メモリセルＭＣをリセット動作させるリセット電流Ｉｒｅｓｅｔと、図２及び図３に示す
非選択メモリセルＭＣに流れる順方向電流Ｉｆｗｄとを足したものとなる。
【００７４】
　リセット電圧設定回路ＶＲＳＴＣにおいて、出力ノードＯＵＴａｍｐに接続されたＰＭ
ＯＳトランジスタ４２は、リセット電圧設定回路ＶＲＳＴＣが停止している間、出力ノー
ドＯＵＴａｍｐを所定の電圧に保持するプルアップトランジスタである。また、カレント
ミラー回路のＰＭＯＳトランジスタ４４ａと接地端子との間には、ＮＭＯＳトランジスタ
４５ａ、４５ｂが直列接続されている。ＮＭＯＳトランジスタ４５ａ、４５ｂは、信号Ｒ
ＥＳＥＴ＿Ｐ及び所定の定電流制御のために用意された信号ＩＲＥＦ＿ＢＬＤがゲートに
入力されることにより導通して電流Ｉｂｌｄを接地端子に流し、ノードＤＳＡに出力する
リセット電圧Ｖｒｅｓｅｔを安定させる。信号ＲＥＳＥＴ＿Ｐは前述のように、リセット
動作が行われる場合に“Ｈ”レベルに立ち上がる信号である。
【００７５】
　ここで、ノードＤＳＡに対するリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔの印加時に、ＮＭＯＳトラン
ジスタ４４ａに流れる電流は、ノードＤＳＡを介してビット線ＢＬに流れる電流Ｉｒｅｓ
ｅｔ＋Ｉｆｗｄと、ＮＭＯＳトランジスタ４５ａ、４５ｂを介して接地端子に流れるＩｂ
ｌｄを足したものとなる。ＰＭＯＳトランジスタ４４ａ、４４ｂからなるカレントミラー
回路により、このリセット動作時の電流がノードＣＭ１側にミラーされる。すなわち、Ｐ
ＭＯＳトランジスタ４４ｂのドレイン端子に接続されたノードＣＭ１には、ノードＤＳＡ
がリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔに設定される時に流れる電流Ｉｂｌｄ＋（Ｉｒｅｓｅｔ＋Ｉ
ｆｗｄ）が流れる。
【００７６】
　（電流保持回路ＩＭＥＭの構成）
　電流保持回路ＩＭＥＭは、ノードＣＭ１に接続されている。ＮＭＯＳトランジスタ４６
ａ、４６ｂがノードＣＭ１に並列に接続され、トランジスタ４６ｂのソースがトランジス
タ４６ａのゲート端子ＧＢＫに接続されている。また、トランジスタ４６ｂのソースはＮ
ＭＯＳトランジスタ４６ｃのドレインに接続され、トランジスタ４６ｃのソースは接地さ
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れている。キャパシタとして機能するＮＭＯＳトランジスタ４６ｄのゲートはゲート端子
ＧＢＫに接続され、ソース及びドレインはともに接地されている。
【００７７】
　トランジスタ４６ｃが信号ＧＲＳＴによりオフ状態となっている時、トランジスタ４６
ａは、トランジスタ４６ｂによってゲート端子ＧＢＫに転送される電圧でノードＣＭ１か
らの電流を流す電流パスとなる。
【００７８】
　トランジスタ４６ｂのゲートには、信号ＧＴＲＮが入力される。信号ＧＴＲＮの電圧が
、電圧ＶＣＭ１（ノードＣＭ１の電位）＋Ｖｔｎ（電圧ＶＣＭ１の基板バイアス効果を考
慮に入れたトランジスタ４６ｂのしきい値電圧）より十分に高い場合、ゲート端子ＧＢＫ
の電位はノードＣＭ１と同電位となる。このとき、トランジスタ４６ａは、電気的にダイ
オード接続の状態となる。また、ゲート端子ＧＢＫに所定タイミングにおけるノードＣＭ
１の電位を転送した後も、トランジスタ４６ｃをオフ状態のままに保持することにより、
その所定タイミングにおいてトランジスタ４６ａを介してノードＣＭ１から接地端子に向
けて流した電流を継続して流すことができる。すなわちトランジスタ４６ａ～４６ｄは、
所定のタイミングにおいてノードＣＭ１に流れていた電流を一時的に記憶し、その後も流
し続ける回路となっている。この電流保持回路ＩＭＥＭを用いることにより、選択メモリ
セルＭＣにリセット電圧ＶＲＥＳＥＴを印加する前にノードＣＭ１に流れていた電流を、
その後のリセット動作時においても流し続けることができる。
【００７９】
　（信号出力回路ＳＯＵＴの構成）
　また、信号出力回路ＳＯＵＴもノードＣＭ１に接続されている。ＮＭＯＳトランジスタ
４７ａ、４７ｂは、共通に信号ＤＥＴ１により制御されるスイッチである。また、トラン
ジスタ４８ａ、４８ｂはトランジスタ４８ａ側に流れる電流をトランジスタ４７ｂに接続
されたノードＣＭ２側にミラーするカレントミラー回路である。
【００８０】
　ノードＣＭ２には、ＰＭＯＳトランジスタ４９ａ、４９ｂからなるカレントミラー回路
が接続されている。ここで、トランジスタ４９ｂ側のゲートとドレインが共通でダイオー
ド接続され、トランジスタ４９ｂのドレインにＮＭＯＳトランジスタ５０ａ、５０ｂが直
列に接続されている。トランジスタ５０ａは信号ＤＥＴ１で制御されるスイッチであり、
トランジスタ５０ｂはビット線ＢＬに流れるリセット電流Ｉｒｅｓｅｔの変化を判定する
参照電流Ｉｒｅｆｒｓｔを設定するトランジスタである。トランジスタ５０ｂは、信号Ｇ
Ｉｒｅｆｒｓｔに基づいて導通する。信号ＧＩｒｅｆｒｓｔは、トランジスタ５０ｂのト
ランジスタサイズで参照電流Ｉｒｅｆｒｓｔを流すことができる所定の電圧である。
【００８１】
　信号出力回路ＳＯＵＴにおいて、信号ＤＥＴ１によりトランジスタ４７ａ、４７ｂ、５
０ａがオン状態となると、トランジスタ４７ａ、４８ａからなる電流パスには、ノードＣ
Ｍ１を流れる電流が流れ、この電流がノードＣＭ２にミラーされる。またトランジスタ５
０ａ、５０ｂには、参照電流Ｉｒｅｆｒｓｔが流れる。ノードＣＭ２は、このリセット動
作判定のための参照電流ＩｒｅｆｒｓｔとノードＤＳＡに流れる電流とを比較するための
ノードである。ノードＣＭ２に流れる電流をＮＡＮＤゲート５１ａで判定し、インバータ
５１ｂから信号ＦＬＧＲＳＴを出力する。
【００８２】
　ＮＡＮＤゲート５１ａにはイネーブル信号として信号ＤＥＴ２が入力されている。信号
ＦＬＧＲＳＴは、“Ｈ”レベルのときにリセットが完了した状態であることを示す。信号
ＦＬＧＲＳＴは、インバータ５３ａを介して、ノードＤＳＡの電圧を制御するＮＡＮＤゲ
ート５３ｂに入力される。これとともに、ＮＡＮＤゲート５３ａには、信号ＤＣＯＵＴｎ
、信号ＭＡＴＳＥＬ及び信号ＲＥＳＥＴ＿Ｐが入力される。ＮＡＮＤゲート５３ｂの出力
信号ＣＴＬ＿Ｐ２は“Ｌ”レベルのときに、レベルシフタ５４を介して信号Ｇ＿ＰＣＭ２
を“Ｌ”レベルとして、ノードＤＳＡへのリセット電圧印加を可能としている。逆に信号
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ＣＴＬ＿Ｐ２が“Ｈ”レベルの時には、信号Ｇ＿ＰＣＭ２を“Ｈ”レベルとしてＰＭＯＳ
トランジスタ４３ａ及び４３ｂをカットオフするとともに、ＮＡＮＤゲート３１ａ、イン
バータ３１ｂを介してＧ＿ＧＮＤを“Ｈ”レベルとして、トランジスタ３６によりノード
ＤＳＡを放電する。
【００８３】
　（リセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬの動作）
　このリセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬは、リセット動作時において、ビット線にリ
セット電圧Ｖｒｅｓｅｔを印加する回路であり、メモリセルのリセットが完了したことを
選択ビット線ＢＬに流れる電流の変化で検出して、リセット電圧印加を自動的に停止する
機能を有する。
【００８４】
　メモリセルＭＣは、リセット動作前には数μＡ以上の電流が流れる状態にあるが、リセ
ット動作が完了して高抵抗状態に変化すると可変抵抗素子ＶＲの抵抗値が１００ＭΩ程度
に変化してほとんど電流が流れなくなる。しかし、電流が流れなくなるのは選択メモリセ
ルＭＣのみであり、図２に示すダイオードの逆方向リーク電流Ｉｒｅｖを緩和するような
電圧印加方式を採用した場合には、メモリマットＭＡＴには定常的な順方向電流Ｉｆｗｄ
が流れている。また、本実施の形態のリセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬは、リセット
電圧Ｖｒｅｓｅｔを安定させるため、意図的にノードＤＳＡから接地端子に電流Ｉｂｌｄ
を流している。本実施の形態に係るリセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬは、このように
選択ビット線ＢＬに選択メモリセルＭＣに流す電流以外のバックグラウンド電流が含まれ
ていても選択メモリセルの電流変化を検出することができる。
【００８５】
　図２に示す電圧印加方法によるメモリセルＭＣのリセット動作においては、まず全ての
ワード線ＷＬに電圧Ｖｒｅｓｅｔ－Ｖαを印加する。その後、選択ビット線にリセット電
圧Ｖｒｅｓｅｔを印加する。この状態において、非選択状態のメモリセルに順方向電流Ｉ
ｆｗｄが流れる。ここで、電流保持回路ＩＭＥＭのＮＭＯＳトランジスタ４６ａの電流パ
スは、トランジスタ４７ａの電流パスが活性化する前の電流を流し続ける電流パスである
。非選択状態のメモリセルに順方向電流Ｉｆｗｄが流れている間、信号ＤＥＴ１を“Ｌ”
レベルとして、信号出力回路ＳＯＵＴをオフ状態にする。このときにＮＭＯＳトランジス
タ４６ａの電流パスには、ビット線ＢＬを介して選択メモリセルＭＣ以外の非選択メモリ
セルに流れる順方向電流Ｉｆｗｄと、トランジスタ４５ａ、４５ｂからリークする電流Ｉ
ｂｌｄとが流れる。ただし、図１に示す電圧印加方法を採用して順方向電流Ｉｆｗｄを流
さない動作としてもよい。
【００８６】
　この後、選択ワード線ＷＬの電位を０Ｖまで下げて、選択メモリセルＭＣに対してリセ
ット動作を実行する。ここで、信号ＤＥＴ１を“Ｈ”レベルにして、トランジスタ４７ａ
、４８ａの電流パスにノードＣＭ１に流れる電流が流れるようにする。
【００８７】
　このとき、信号ＧＴＲＮを“Ｌ”レベルにする。ここで、トランジスタ４６ａは、一般
的にカレントミラー回路に用いられるトランジスタサイズと同様に、チャネル長変調効果
を十分に抑えたサイズとすることが望ましい。すなわち、ゲート電圧が決定されると、広
範囲なドレイン電圧領域にわたって、トランジスタ４６ａに流れる電流量の変化を小さく
することができる。したがって、信号ＧＴＲＮを“Ｌ”レベルにしても、ノードＧＢＫの
電位はキャパシタとしてのトランジスタ４６ｄにより保持され、ＮＭＯＳトランジスタ４
６ａは、電流Ｉｆｗｄ＋Ｉｂｌｄを流し続けることができる。そのため、トランジスタ４
７ａ、４８ａの電流パスは、リセット動作時にノードＤＳＡを介してビット線ＢＬに流れ
る電流Ｉｂｌｄ＋（Ｉｒｅｓｅｔ＋Ｉｆｗｄ）のうち、選択メモリセルＭＣに流れるリセ
ット電流Ｉｒｅｓｅｔを流す電流パスとして機能する。
【００８８】
　つまり、選択メモリセルＭＣにリセット電流を流さない状態の電流を電流保持回路ＩＭ
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ＥＭのトランジスタ４６ａ側の電流パスに記憶する。その後、選択メモリセルＭＣにリセ
ット電流Ｉｒｅｓｅｔを流し始めることにより、選択メモリセルＭＣに流れるリセット電
流Ｉｒｅｓｅｔのみを信号出力回路ＳＯＵＴのトランジスタ４７ａ側の電流パスに流すこ
とができる。
【００８９】
　本実施の形態のリセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬによれば、リセット動作時にリセ
ット電圧設定回路ＶＲＳＴＣからノードＣＭ１にミラーされた電流のうち、選択メモリセ
ルＭＣのリセット動作に用いられているリセット電流Ｉｒｅｓｅｔのみが信号出力回路Ｓ
ＯＵＴ側に流れる。このリセット電流Ｉｒｅｓｅｔに基づいて信号出力回路ＳＯＵＴはメ
モリセルＭＣの抵抗状態を検出し、リセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬの動作を制御す
ることができる。すなわちリセット電流Ｉｒｅｓｅｔが流れている場合は、信号ＣＴＬ＿
Ｐ２及び信号Ｇ＿ＰＣＭ２が“Ｌ”レベルとなり、選択メモリセルＭＣに継続してリセッ
ト電圧Ｖｒｅｓｅｔを印加する。一方、リセット電流Ｉｒｅｓｅｔが流れなくなった場合
、選択メモリセルＭＣに対するリセット動作が完了したとして、信号ＣＴＬ＿Ｐ２及び信
号Ｇ＿ＰＣＭ２が“Ｈ”レベルとなり、リセット電圧Ｖｒｅｓｅｔの印加が停止する。
【００９０】
　（第１の実施の形態に係る半導体記憶装置の各動作）
　次に、本実施の形態に係る抵抗変化メモリ装置のリード動作、セット動作及びリセット
動作について、図１１Ａ～図１４Ｂを参照して説明する。
【００９１】
　（抵抗変化メモリ装置のリード動作）
　図１１Ａは抵抗変化メモリ装置のリード動作時のタイミングチャートであり、図１１Ｂ
に示す表３は、リード動作時の特定のタイミングでのいくつかのノードの状態を示してい
る。読み出し動作においては、図２（ｂ）の表２に示すように、選択ビット線ＢＬに読み
出し電圧Ｖｒｅａｄを印加する。そうすると、メモリセルＭＣの抵抗状態に応じて、図５
中に示す二つの動作点Ｐｒ０、Ｐｒ１に基づいたセル電流Ｉｏｎ、Ｉｏｆｆが流れる。し
たがって、この中間の電流を読み出しの判定電流Ｉｔｈとしてセンス動作を行う。本実施
の形態においては、センス動作によって読み出したデータをラッチ回路ＬＴに保持すると
ころまでを読み出し動作とする。
【００９２】
　まず、読み出し動作を行う前にラッチ回路ＬＴを読み出し動作のための初期状態にする
。すなわち、信号ＳＥＬ＿ＡＬＬを“Ｈ”レベルとして、ラッチ回路ＬＴのノードＤＣを
“Ｌ”レベルとする（図１１Ｂの表３参照）。また、読み出し動作の実行を示す信号ＲＶ
ＦＹ＿Ｐを“Ｈ”レベルとしてリード動作を行う。
【００９３】
　図１１Ａに示すように、まず、時刻ｒ０で、選択メモリセルＭＣを含むメモリマットＭ
ＡＴにおいて、選択ワード線ＷＬと非選択ワード線ＷＬにともに読み出し電圧Ｖｒｅａｄ
を印加する。
【００９４】
　次に、時刻ｒ１において選択ビット線ＢＬを読み出し電圧Ｖｒｅａｄにプリチャージす
る。また、選択ビット線に接続されたセンスノードＮＳＥＮも選択ビット線ＢＬと同時に
プリチャージされる。ここで、非選択メモリセルＭＣは選択ビット線ＢＬに接続されてい
ないためにプリチャージされない（図１１Ｂの表３参照）。図９に示すノードＤＳＡに接
続されたビット線ＢＬの電圧は、ＮＭＯＳトランジスタ２１のゲートに印加されるクラン
プ電圧ＢＬＣＬＡＭＰで制御される。そこで、時刻ｒ１において信号ＲＶＦＹ＿Ｐを“Ｈ
”レベルにして、トランジスタ３６を非導通状態とすると同時に、クランプ電圧ＢＬＣＬ
ＡＭＰをＶｒｅａｄ＋Ｖｔｎとする。ここで、電圧Ｖｔｎは、読み出し電圧Ｖｒｅａｄの
基板バイアス効果を考慮にいれたトランジスタ２１のしきい値電圧に相当する電圧である
。
【００９５】
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　次に、時刻ｒ１～ｒ２の間において、信号ＰＲＥＣＨＧを“Ｈ”レベルにする。これに
より、ＮＭＯＳトランジスタ３２ｂをオンさせ、クランプトランジスタ２１を介してセン
スノードＮＳＥＮをプリチャージする供給電流を増加させ、選択ビット線ＢＬへのプリチ
ャージを早く行うことができる。このとき、ＮＭＯＳトランジスタ３２ａ側は、読み出し
判定に必要な参照電流ＩＲＥＦ＿Ｒが流されている。
【００９６】
　次に、時刻ｒ２において、プリチャージ信号ＰＲＥＣＨＧを立ち下げるとともに、選択
ワード線ＷＬを０Ｖに放電する。これによって、ワード線ＷＬ及びビット線ＢＬの状態は
、図２（ｂ）の表２に示す読み出し動作時の電位関係と同じになり、選択ビット線ＢＬか
ら選択ワード線ＷＬに向けて、セルの抵抗状態に応じた電流が流れる。ここで、選択メモ
リセルＭＣが高抵抗状態（Ｒｏｆｆ）の場合、選択ビット線ＢＬの電位はＶｒｅａｄに保
たれる。一方、選択メモリセルＭＣが低抵抗状態（Ｒｏｎ）の場合、選択メモリセルＭＣ
にセル電流Ｉｃｅｌｌが流れるとともに、選択ビット線ＢＬの電位が若干下がる。
【００９７】
　時刻ｒ２～ｒ３までの時間が実質的なデータ読み出し時間となる。センスノードＮＳＥ
Ｎは参照電流ＩＲＥＦ＿Ｒとセルに流れるセル電流Ｉｃｅｌｌとの差により徐々に放電さ
れ、電位が低下する。データの読み出しは、時刻ｒ２においてセンスノードＮＳＥＮの容
量（キャパシタ３５および寄生容量）に充電されていた電荷が、時刻ｒ３までに所定の電
位（参照電位ＶＲＥＦ＿Ｒ）になるまで放電されるか否かを判定することにより行われる
。例えば、センスノードＮＳＥＮの寄生容量が１００ｆＦ、参照電流ＩＲＥＦ＿Ｒが０．
２μＡ、タイミングｒ２～ｒ３の時間が５００ｎｓ、センスノードＮＳＥＮのプリチャー
ジ電位Ｖｒｅａｄが２．５Ｖ、参照電位ＶＲＥＦ＿Ｒが１．５Ｖである場合、判定電流Ｉ
ｔｈを０．４μＡとする判定動作となる。
【００９８】
　図９に示すように、センスノードＮＳＥＮの電位は差動増幅器２２によって増幅された
後、データ転送回路２３を介してＰＭＯＳトランジスタ２４のノードＧＰに入力される。
リード動作時においては、データ転送回路２３は、インバータ２３ａ、２３ｂを活性化し
てノードＧＰを駆動するものとする。したがって、例えば、センスノードＮＳＥＮの電位
がＶＲＥＦ＿Ｒより高い場合、換言すると、メモリセルＭＣが高抵抗状態にありセル電流
Ｉｃｅｌｌが０．４μＡより小さい場合には、ノードＧＰは“Ｌ”レベルとなる。一方、
センスノードＮＳＥＮの電位がＶＲＥＦ＿Ｒより低い場合、換言すると、メモリセルＭＣ
が低抵抗状態にありセル電流Ｉｃｅｌｌが０．４μＡより大きい場合には、ノードＧＰは
“Ｈ”レベルとなる。
【００９９】
　次に、時刻ｒ３において、信号ＳＴＲＢｎを“Ｌ”レベルとしてＰＭＯＳトランジスタ
２５をオンさせ、センスアンプＳＡの出力をラッチ回路ＬＴに取り込む。ラッチ回路ＬＴ
のノードは、最初のデータリセットによって、ノードＤＣ＝“Ｌ”レベルに設定されてい
る。したがって、ノードＧＰが“Ｈ”レベルの場合には、ラッチ回路ＬＴのデータが変更
されず、ノードＤＣは“Ｌ”レベルであり、ノードＧＰが“Ｌ”レベルの場合には、ノー
ドＤＣが“Ｈ”レベルに変更される（図１２Ｂの表３参照）。ラッチ回路ＬＴのノードＤ
Ｃの状態が変化するために必要十分な時間が経過した後、時刻ｒ４で信号ＳＴＲＢｎを“
Ｈ”レベルとする。
【０１００】
　次に、時刻ｒ５で信号ＲＶＦＹ＿Ｐを“Ｌ”レベルにして、ＮＭＯＳトランジスタ３６
を介して選択ビット線ＢＬを放電する。そして、時刻ｒ６で非選択ワード線ＷＬを放電し
て、メモリセルＭＣからラッチ回路ＬＴにデータを読み出すリード動作が終了する。
【０１０１】
　チップ外部にデータを読み出す場合には、所定のタイミングで信号ＤＴＳを“Ｈ”レベ
ルとして、データ入出力信号線ＤＱ、ＤＱｎとラッチ回路ＬＴが接続される。ノードＤＣ
が外部出力ピンと同相の信号である場合、低抵抗状態はデータ“０”レベル、高抵抗状態
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はデータ“１”レベルとして出力される。
【０１０２】
　（抵抗変化メモリ装置のセット動作）
　図１２Ａ、図１２Ｂは抵抗変化メモリ装置のセット動作時のタイミングチャートであり
、図１２Ｃに示す表４は、セット動作時の特定のタイミングでのいくつかのノードの状態
を示している。
【０１０３】
　まず、セット動作を開始する前に、信号ＲＳＴ＿Ｕを“Ｈ”レベルにして、セット動作
の対象となるメモリセルアレイに設けられた全てのラッチ回路ＬＴのノードＤＣを“Ｈ”
レベルとする。その後、所定のタイミングでラッチ回路ＬＴの信号ＤＴＳが“Ｈ”レベル
とされ、ラッチ回路ＬＴにチップ外部からデータが入力される。セットパルス印加を行う
データ制御回路には、ノードＤＣに“Ｌ”レベルのデータがセットされ、セットパルス印
加を行わないデータ制御回路にはノードＤＣに“Ｈ”レベルのデータがセットされる。
【０１０４】
　メモリセルの抵抗状態によるデータの変化は、図１２Ｃの表４に示すように“１”→“
０”、“０”→“０”、“１”→“１”、“０”→“１”の４通りが存在する。“０”デ
ータを書き込むラッチ回路ＬＴのノードＤＣは“Ｈ”レベルから“Ｌ”レベルに書き換え
られ、“１”データを書き込むラッチ回路ＬＴのノードＤＣは“Ｈ”レベルのままとなる
。以下、図１２Ａに示すタイミングチャートに従ってセット動作について説明する。
【０１０５】
　まず、時刻ｓ０において、信号ＳＥＴ＿Ｐを“Ｈ”レベルにしてセットパルス印加動作
を開始する。非選択ワード線ＷＬ及び選択ワード線ＷＬに非選択ワード線電圧Ｖｓｅｔ－
Ｖαを印加する。
【０１０６】
　次に、時刻ｓ１で信号ＳＥＴ＿Ｐを“Ｈ”レベルにして選択ビット線ＢＬにセット電圧
Ｖｓｅｔを印加する。ここで、選択ビット線ＢＬの電圧を時刻ｓ０より後の時刻ｓ１で立
ち上げるのは、非選択メモリセルＭＣに誤ってセット電圧Ｖｓｅｔが印加されないように
するためである。図１２Ａのタイミングチャートにおいて、ノードＤＳＡに印加される電
圧と、図４の寄生抵抗Ｒ１を介して選択ビット線ＢＬのノードＯ３に印加される電圧との
両方を重ねて示している。以降のタイミングチャートにおいても同様である。また、選択
ビット線ＢＬ及び非選択ビット線ＢＬに電圧Ｖβを印加する動作としてもよい。
【０１０７】
　時刻ｓ１において、選択ビット線に電圧Ｖｓｅｔを供給する経路は、図９に示すＰＭＯ
Ｓトランジスタ３４ｂ、３３ｂ、クランプトランジスタ２１を結ぶ経路である。ここで、
クランプトランジスタ２１のゲートには、電圧Ｖｓｅｔ＋Ｖｔｎが印加される。ここで、
Ｖｔｎは、Ｖｓｅｔの基板バイアス効果を考慮に入れたＮＭＯＳトランジスタのしきい値
相当の電圧である。これにより、クランプトランジスタ２１を介してノードＤＳＡに印加
されるセットパルスの電圧は、電圧Ｖｓｅｔとなる。
【０１０８】
　また、セット動作時においては、前述のように、電流をクランプしておかなければセッ
ト動作が完了した後で誤リセットしてしまう。そのため、メモリセルＭＣが誤リセットし
ないようにＰＭＯＳトランジスタ３４ｂに流れる電流をクランプ電流Ｉｃｌａｍｐに抑え
て、パルス印加を行う。そのために、ＮＭＯＳトランジスタ３２ｂをオフ状態として、Ｎ
ＭＯＳトランジスタ３２ａのゲート信号Ｇ＿ＩＲＥＦ＿Ｒの電圧を電流Ｉｃｌｍａｐが流
れる程度の電圧に設定する。ＰＭＯＳトランジスタ３４ａと３４ｂはカレントミラー回路
接続であるため、ＰＭＯＳトランジスタ３４ｂに流れる電流は、ＰＭＯＳトランジスタ３
４ａに流れる電流Ｉｃｌａｍｐとなる。この電流Ｉｃｌｍａｐがクランプトランジスタ２
１を介してノードＤＳＡに流れる。ここで、セット電圧Ｖｓｅｔは通常の動作ではもっと
も高い電圧となるため、図２に示すような電圧印加方法が効果的であるが、順方向電流Ｉ
ｆｗｄは誤リセット防止のためのクランプ電流Ｉｃｌａｍｐよりも十分低く設定されてい
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なければならない。
【０１０９】
　また、ＰＭＯＳトランジスタ３３ｂは、セットパルスを出力するか否かのスイッチとし
て機能する。トランジスタ３３ｂに印加されるゲート信号Ｇ＿ＰＣＭ１は、ラッチ回路Ｌ
Ｔのデータで制御されている。図１２Ｃの表４に示すように、書き込みデータが“０”の
場合、ラッチ回路ＬＴのノードＤＣが“Ｌ”レベルとなる。この場合には、信号Ｇ＿ＰＣ
Ｍ１＝“Ｌ”レベルとなって、ＰＭＯＳトランジスタ３３ｂはオンし、ＰＭＯＳトランジ
スタ３４ｂのソースに印加された電源電圧Ｖ＿ＳＥＬをセンスノードＮＳＥＮに印加する
。一方、書き込みデータが“１”の場合、ラッチ回路ＬＴのノードＤＣが“Ｈ”レベルと
なる。この場合には、信号Ｇ＿ＰＣＭ１は“Ｈ”レベルとなってＰＭＯＳトランジスタ３
３ａ、３３ｂがオフするとともに、信号Ｇ＿ＧＮＤが“Ｈ”レベルとなりノードＤＳＡが
接地される。つまり、ノードＤＣ＝“Ｈ”レベルに設定されたデータ制御回路はビット線
ＢＬにセットパルスを印加しない。
【０１１０】
　図１２Ａの時刻ｓ１～ｓ２の期間がセット動作時間Ｔｓｅｔとなる。セット動作時間Ｔ
ｓｅｔ内で、メモリセルＭＣの状態が高抵抗状態から低抵抗状態に変化すると、その遷移
が早いものはＦａｓｔ、遅いものはＳｌｏｗで示すように選択ビット線ＢＬの電圧が変化
する。すなわち、メモリセルＭＣが高抵抗状態から低抵抗状態に変化すると、メモリセル
ＭＣには電流が流れるようになる。このとき、クランプ電流Ｉｃｌａｍｐが固定されてい
るため、メモリセルＭＣとダイオードＤｉによる電圧降下の合計が低下する。したがって
、抵抗状態の変化が完了すると選択ビット線の電位は、図１２ＡのようにＶｓｅｔからＶ
ｓｅｔ’に変化する。時刻ｓ２までの間に状態が遷移しないメモリセルＭＣに接続された
ビット線ＢＬの電位については、図１２Ａにおいて破線で示している。
【０１１１】
　セット動作時間Ｔｓｅｔが経過した後、時刻ｓ２で信号ＳＥＴ＿Ｐを“Ｌ”レベルにし
て、ＮＭＯＳトランジスタ３７を介してビット線ＢＬを放電する。そして、時刻ｓ３で非
選択ワード線ＷＬを放電して、セットパルス印加動作を終了する。
【０１１２】
　ここで、図１２Ａに示すセットパルス印加動作においては、クランプ電流Ｉｃｌａｍｐ
を流したまま選択ビット線ＢＬの充電を行うので、図１２Ａに示すように非常に立ち上が
り時間が遅くなる可能性がある。
【０１１３】
　そこで、図１２Ｂに示すタイミングチャートは、時刻ｓ１’～ｓ２’の期間に、選択ビ
ット線ＢＬをセット電圧Ｖｓｅｔに充電しておき、時刻ｓ２’における選択ワード線ＷＬ
の放電から時刻ｓ３’までの期間をセット動作時間Ｔｓｅｔとする例を示している。この
場合には、時刻ｓ２’までは選択メモリセルＭＣにセット電圧Ｖｓｅｔが印加されないの
で、電流クランプをせずに、選択ビット線ＢＬの電位を立ち上げることができる。これは
、時刻ｓ１’～ｓ２’において信号ＰＲＥＣＨＧを“Ｈ”レベルとするとともに、ＰＭＯ
Ｓトランジスタ３４ｂが流す電流を誤リセット防止のため電流Ｉｃｌａｍｐより大きくす
ることによって実行することができる。
【０１１４】
　（抵抗変化メモリ装置のリセット動作）
　図１３、図１４Ａは抵抗変化メモリ装置のリセット動作時のタイミングチャートであり
、図１４Ｂに示す表５は、リセット動作時の特定のタイミングでのいくつかのノードの状
態を示している。ここで、図１３は比較例のリセットパルス印加動作のタイミングチャー
トである。まず、図１３を用いて比較例のリセットパルス印加動作を説明する。
【０１１５】
　まず、時刻ｒｓ０’で非選択ワード線ＷＬに電圧Ｖｒｅｓｅｔ－Ｖαを印加し、同時に
非選択ビット線ＢＬに０Ｖ又はＶβを印加する。
【０１１６】
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　次に、時刻ｒｓ１’で、信号ＳＥＴ＿Ｐを“Ｈ”レベルにして、選択ビット線ＢＬにリ
セット電圧Ｖｒｅｓｅｔを印加する。
【０１１７】
　ここで、図１３の時刻ｒｓ１’～ｒｓ２’の期間がリセット動作時間Ｔｒｅｓｅｔとな
る。リセット動作時間Ｔｒｅｓｅｔ内で、メモリセルＭＣの状態が低抵抗状態から高抵抗
状態に変化すると、その遷移が早いものはＦａｓｔ、遅いものはＳｌｏｗで示すように選
択ビット線ＢＬの電圧が変化する。時刻ｒｓ２’までの間に状態が遷移しないメモリセル
ＭＣに接続されたビット線ＢＬの電位については、図１３において破線で示している。メ
モリセルＭＣが低抵抗状態から高抵抗状態に変化すると、図７のリセット動作時の動作点
に示すようにメモリセルＭＣに与えられる電圧が大きくなる。したがって、抵抗状態の変
化が完了すると選択ビット線ＢＬのノードＯ３の電位は、図１３に示すように上昇する。
【０１１８】
　リセット動作時において、メモリセルＭＣが低抵抗状態の場合には、ダイオードＤｉや
配線部の寄生抵抗による電圧降下が大きいが、高抵抗状態になると、ほとんどの電圧はメ
モリセルＭＣに集中する。リセット動作時間Ｔｒｅｓｅｔを全てのメモリセルに対して同
一となるような、あらかじめ決められた所定時間であるようにすると、図１３に示す波形
のように早く抵抗状態が変更してしまったものほど、リセット完了後に上昇する印加電圧
が長時間印加されるため、誤セットの危険が高くなる。
【０１１９】
　図１４Ａは本実施の形態のリセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬによるリセットパルス
印加動作のタイミングチャートである。この図１４Ａを用いて本実施の形態のリセットパ
ルス印加動作を説明する。
【０１２０】
　まず、リセット動作を開始する前に、信号ＲＳＴ＿Ｕを“Ｈ”レベルにして、リセット
動作の対象となるメモリマットＭＡＴに設けられた全てのラッチ回路ＬＴのノードＤＣを
“Ｈ”レベルとする。その後、所定のタイミングでラッチ回路ＬＴの信号ＤＴＳが“Ｈ”
レベルとされ、ラッチ回路ＬＴにチップ外部からデータが入力される。リセットパルス印
加を行うデータ制御回路には、ノードＤＣに“Ｌ”レベルのデータがセットされ、リセッ
トパルス印加を行わないデータ制御回路にはノードＤＣに“Ｈ”レベルのデータがセット
される。
【０１２１】
　メモリセルＭＣの抵抗状態によるデータの変化は、図１４Ｂの表５に示すように“１”
→“０”、“０”→“０”、“１”→“１”、“０”→“１”の４通りが存在する。リセ
ット動作時においては、“１”データを書き込むラッチ回路ＬＴのノードＤＣが“Ｈ”レ
ベルから“Ｌ”レベルに書き換えられ、“０”データを書き込むラッチ回路ＬＴのノード
ＤＣは“Ｈ”レベルのままとなる（図１４Ｂの表５参照）。
【０１２２】
　上述のセット動作では、この状態でセットパルス印加動作を開始したが、リセット動作
においては、リセットパルス印加動作を行う前に、プレリード動作を行う。
【０１２３】
　まず、メモリセルＭＣの状態変化が“１”→“０”、“０”→“０”の２状態に相当す
る場合、メモリセルＭＣにリセットパルスを印加する必要がない。そのため、プレリード
動作においてセンスノードＮＳＥＮはプリチャージされない。データ制御回路では、すで
にノードＤＣが“Ｈ”レベルとなっているために、信号ＳＴＲＢｎを“Ｌ”レベルにして
センスデータを取り込んでも、ラッチ回路ＬＴのデータに変化はない。
【０１２４】
　次に、メモリセルＭＣの状態変化が“１”→“１”の場合、リード動作においては、セ
ンスノードＮＳＥＮがプリチャージされる。データ転送回路２３は、インバータ２３ａ、
２３ｂが活性化されており、すでに高抵抗状態であるメモリセルＭＣでは、まずセンスノ
ードＮＳＥＮが“Ｈ”レベルとなり、差動増幅器の出力は“Ｌ”レベルとなるため、ノー
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ドＧＰは“Ｌ”レベルとなる。信号ＳＴＲＢｎを“Ｌ”レベルにしてセンスデータを取り
込むと、ノードＤＣが“Ｌ”レベルから“Ｈ”レベルに変更される。
【０１２５】
　そして、メモリセルＭＣの状態変化が“０”→“１”の場合も、リード動作においてセ
ンスノードＮＳＥＮがプリチャージされる。低抵抗状態であるメモリセルＭＣでは、まず
センスノードＮＳＥＮが“Ｌ”レベルとなり、差動増幅器の出力は“Ｈ”レベルとなるた
め、ノードＧＰは“Ｈ”レベルとなる。信号ＳＴＲＢｎを“Ｌ”レベルにしてセンスデー
タを取り込んでもＤＣは“Ｌ”レベルのままである。したがって、選択メモリセルＭＣの
状態を“０”→“１”に変更する（選択メモリセルＭＣを低抵抗状態から高抵抗状態にす
る）データ制御回路のノードＤＣのみが“Ｌ”レベルとなる。この選択メモリセルＭＣに
対してリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔがビット線ＢＬに出力されることになる。
【０１２６】
　以下、リセット電圧Ｖｒｅｓｅｔを出力する動作に関して、図１４Ａにしたがって説明
する。
【０１２７】
　まず、時刻ｒｓ０では選択ワード線ＷＬ、及び非選択ワード線ＷＬに電圧Ｖｒｅｓｅｔ
－Ｖαを印加する。また信号ＧＲＳＴを“Ｈ”レベルにしてゲート端子ＧＢＫを“Ｌ”レ
ベルにする。
【０１２８】
　次に、時刻ｒｓ１で選択ビット線ＢＬに対するリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔの印加を開始
する。電圧Ｖｒｅｓｅｔは図１０に示すリセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬから出力さ
れる。また、このときまで“Ｈ”レベルであった信号ＧＲＳＴを“Ｌ”レベルにする。こ
れによって、ＮＭＯＳトランジスタ４６ａのゲート端子ＧＢＫが接地状態ではなくなる。
【０１２９】
　次に、時刻ｒｓ２でゲート端子ＧＴＲＮに所定の“Ｈ”レベルの電圧を印加して、ゲー
ト端子ＧＢＫにノードＣＭ１の電位を転送し、ＮＭＯＳトランジスタ４６ａを電気的にダ
イオード接続にする。また、時刻ｒｓ２までに選択ビット線ＢＬに対するリセット電圧Ｖ
ｒｅｓｅｔの充電が終了し、非選択メモリセルＭＣに順方向電流Ｉｆｗｄが流れ始める。
【０１３０】
　時刻ｒｓ２～ｒｓ３の期間で、信号ＤＥＴ１は“Ｌ”レベルであるため、ＮＭＯＳトラ
ンジスタ４６ａに流れる電流は、選択ビット線ＢＬに意図的に流される順方向電流Ｉｆｗ
ｄと、リセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬの電圧レベル安定のために流される電流Ｉｂ
ｌｄの和となる。前述のように、電流保持回路ＩＭＥＭは信号ＧＲＳＴが“Ｌ”レベルの
間、この電流Ｉｆｗｄ＋Ｉｂｌｄを流し続ける。ただし、図１（ｂ）に示すような電圧印
加方法でリセット動作を行うならば、選択ビット線ＢＬに流れる順方向電流Ｉｆｗｄはな
い。
【０１３１】
　次に、時刻ｒｓ３で、信号ＧＴＲＮを“Ｌ”レベルにする。前述のように、トランジス
タ４６ａは信号ＧＴＲＮを“Ｌ”レベルにしても、ノードＧＢＫの電位Ｖｇｂｋがキャパ
シタとしてのトランジスタ４６ｄにより保持される。そのため、ＮＭＯＳトランジスタ４
６ａは、時刻ｒｓ２～ｒｓ３の間に流れた電流Ｉｆｗｄ＋Ｉｂｌｄを流し続けることがで
きる。
【０１３２】
　次に、時刻ｒｓ４で選択ワード線ＷＬを０Ｖに放電して、選択メモリセルＭＣに対する
リセットパルスの印加を開始する。これにより、選択ビット線ＢＬには上述の電流Ｉｆｗ
ｄ＋Ｉｂｌｄに加えて、リセット電流Ｉｒｅｓｅｔが流れ始める。また、時刻ｒｓ４にお
いて信号ＤＥＴ１を“Ｈ”レベルとして、ノードＣＭ２での電流比較を開始する。そして
、時刻ｒｓ５において信号ＤＥＴ２を“Ｈ”レベルとすることにより、信号出力回路ＳＯ
ＵＴからノードＣＭ２の判定に応じた出力信号ＦＬＧＲＳＴが出力されるようにする。
【０１３３】
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　図１４Ａには、時刻ｒｓ４～ｒｓ６までのリセット電流を流せる時間内で、メモリセル
ＭＣの抵抗状態の遷移が完了するタイミングの早いセルの選択ビット線電圧波形に（ｆａ
ｓｔ）を付し、遷移が完了しないメモリセルＭＣの選択ビット線電圧波形に（ｓｌｏｗ）
を付して示している。選択メモリセルＭＣに流れるリセット電流波形は、抵抗状態の変化
の早いメモリセルＭＣについてのみ、Ｉｒｅｓｅｔ（ｆａｓｔ）で示している。また、順
方向電流波形は、抵抗状態の変化の早いセルが接続されたビット線ＢＬに流れる順方向電
流のみ、Ｉｆｗｄ（ｆａｓｔ）で示している。
【０１３４】
　図１０に示したように、選択メモリセルＭＣに流れるリセット電流Ｉｒｅｓｅｔは、ノ
ードＣＭ２側にミラーされ、ノードＣＭ２で参照電流Ｉｒｅｆｒｓｔと比較される。図１
４ＡのタイミングＴｒｓｔｆａｓｔで選択メモリセルＭＣの状態が変化してＩｒｅｓｅｔ
（ｆａｓｔ）が減少していくと、やがて参照電流Ｉｒｅｆｒｓｔより小さくなり、ノード
ＣＭ２の動作点が変化することにより信号ＦＬＧＲＳＴが“Ｈ”レベルになる。信号ＦＬ
ＧＲＳＴが“Ｈ”レベルになると、信号ＣＴＬ＿Ｐ２が“Ｈ”レベルになるとともに、信
号Ｇ＿ＰＣＭ２もレベルシフトされた“Ｈ”レベルとなってリセット電圧設定回路ＶＲＳ
ＴＣのＰＭＯＳトランジスタ４３ａ、４３ｂはオフ状態となる。また、信号Ｇ＿ＧＮＤも
“Ｈ”レベルとなるので、ＮＭＯＳトランジスタ３６がオンして、ノードＤＳＡ及び選択
ビット線ＢＬが接地されてリセットパルス印加動作が終了する。
【０１３５】
　また、メモリセルＭＣのリセット状態への遷移が完了しなかった場合でも、所定の時刻
ｒｓ６において信号ＲＥＳＥＴ＿Ｐを“Ｌ”レベルにして、ＮＭＯＳトランジスタ３７を
介してビット線ＢＬを放電し、リセットパルス印加動作を終了する。
【０１３６】
　最後に、時刻ｒｓ７で非選択ワード線ＷＬや非選択ビット線ＢＬを放電し、さらに信号
ＧＲＳＴを“Ｈ”レベルにしてゲート端子ＧＢＫを放電してリセット動作を終了する。
【０１３７】
　（第１の実施の形態に係る半導体記憶装置の効果）
　本実施の形態に係るリセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬによれば、リセット動作時に
おいて、選択メモリセルＭＣの抵抗状態が変化した後、リセット電圧印加を自動的に停止
することができる。このリセット電圧の印加の停止は、ビット線ＢＬごとに制御すること
が可能である。
【０１３８】
　複数のメモリセルＭＣを同時にリセット動作する場合、メモリセルＭＣの性能にばらつ
きがあると抵抗状態が変化するタイミングがずれることがある。複数のメモリセルＭＣに
対して同じ時間だけリセットパルスを印加する動作とすると、早くリセット動作が完了し
たメモリセルＭＣが誤ってセット動作される可能性がある。本実施の形態に係るリセット
パルス制御回路ＲＳＴＣＴＬは、ビット線ＢＬ毎にリセット電圧の印加を自動的に停止す
るため、誤セットが生じる可能性が低くなる。
【０１３９】
　また、図２に示すようなメモリマットＭＡＴに対する電圧印加方法により、ビット線Ｂ
Ｌにリセット電流Ｉｒｅｓｅｔ以外の電流（例えば順方向電流Ｉｆｗｄ等）が流れている
場合にも、これらの電流を記憶する電流保持回路ＩＭＥＭを備えている。そのため、リセ
ット動作実行時にビット線ＢＬに流れる電流のうち、選択メモリセルＭＣのリセット動作
に用いられている電流Ｉｒｅｓｅｔのみを検知して、正確にリセットパルスの制御をする
ことができる。本実施の形態に係る抵抗変化メモリ装置は、メモリセルＭＣのリセット動
作後の誤セットの発生を効果的に抑制することができる。
【０１４０】
　本実施の形態に係る抵抗変化メモリ装置において、電流保持回路ＩＭＥＭが記憶する電
流は、順方向電流Ｉｆｗｄとリセット電圧設定回路ＶＲＳＴＣに流れる電流Ｉｂｌｄとを
加えたものである。しかし、電流保持回路ＩＭＥＭが保持する電流は、リセット電圧設定
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回路ＶＲＳＴＣにおいて電流Ｉｂｌｄを流さない場合には、順方向電流Ｉｆｗｄのみであ
ってもよい。また、図１（ｂ）に示す電圧印加方法により順方向電流Ｉｆｗｄが流れない
場合には、電流保持回路ＩＭＥＭが保持する電流は、リセット電圧設定回路ＶＲＳＴＣに
流れる電流Ｉｂｌｄのみであってもよい。
【０１４１】
　［第２の実施の形態］
　（第２の実施の形態に係る半導体記憶装置の構成）
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。本実施の形態の抵抗変化メモリ装
置において、メモリマットＭＡＴ、データ制御回路２０等の構成は、上述の第１の実施の
形態の抵抗変化メモリ装置と同様である。本実施の形態に係る抵抗変化メモリ装置は、リ
セットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬの構成が、第１の実施の形態に係る抵抗変化メモリ装
置と異なる。以下、本実施の形態に係るデータ制御回路２０のリセットパルス制御回路Ｒ
ＳＴＣＴＬについて、図１５を参照して説明する。
【０１４２】
　リセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬはリセット電圧設定回路ＶＲＳＴＣ、電流保持回
路ＩＭＥＭ及び信号出力回路ＳＯＵＴから構成されている。
【０１４３】
　（リセット電圧設定回路ＶＲＳＴＣの構成）
　本実施の形態に係るリセット電圧設定回路ＶＲＳＴＣは、ノードＤＳＡに接続されたビ
ット線ＢＬの電圧をリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔ’に設定する回路である。リセット電圧設
定回路ＶＲＳＴＣは、カレントミラー接続されたＰＭＯＳトランジスタ４４ａ、４４ｂと
、このカレントミラー回路の出力スイッチであるＰＭＯＳトランジスタ４３ａ、４３ｂか
ら構成されている。トランジスタ４３ａ、４３ｂのスイッチング動作は第１の実施の形態
と同様である。
【０１４４】
　本実施の形態のリセット電圧設定回路ＶＲＳＴＣは、ノードＤＳＡに出力されるリセッ
ト電圧Ｖｒｅｓｅｔ’が、ＰＭＯＳトランジスタ４３ａに印加される電源電圧ＶＳＥＬＨ
からトランジスタ４４ａのしきい値電圧（Ｖｔｐ）だけ引いた電圧である点において第１
の実施の形態と異なる。
【０１４５】
　本実施の形態において、リセット電圧Ｖｒｅｓｅｔ’の印加時に、カレントミラー回路
のＰＭＯＳトランジスタ４３ａに流れる電流は、選択メモリセルＭＣをリセット動作させ
るリセット電流Ｉｒｅｓｅｔと、非選択メモリセルＭＣに流れる順方向電流Ｉｆｗｄとを
足したものとなる。ＰＭＯＳトランジスタ４４ａ、４４ｂからなるカレントミラー回路に
より、ビット線ＢＬにリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔ’を印加する際の電流がノードＣＭ１側
にミラーされる。すなわち、ＰＭＯＳトランジスタ４４ｂのドレイン端子に接続されたノ
ードＣＭ１には、ノードＤＳＡがリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔ’に設定される時に流れる電
流Ｉｒｅｓｅｔ＋Ｉｆｗｄが流れる。
【０１４６】
　（電流保持回路ＩＭＥＭの構成）
　電流保持回路ＩＭＥＭは、ノードＣＭ１に接続されている。電流保持回路ＩＭＥＭを構
成するＮＭＯＳトランジスタ４６ａ～４６ｄの構成、及び電流保持回路ＩＭＥＭの機能は
第１の実施の形態と同様である。すなわちトランジスタ４６ａ～４６ｄは、所定のタイミ
ングにおいてノードＣＭ１に流れていた電流を一時的に記憶し、その後も流し続ける回路
となっている。この電流保持回路ＩＭＥＭを用いることにより、選択メモリセルＭＣにリ
セット電圧ＶＲＥＳＥＴを印加する前にノードＣＭ１に流れていた電流を、その後のリセ
ット動作時においても流し続けることができる。ここで、第１の実施の形態における電流
Ｉｂｌｄがないため、トランジスタ４６ａの電流パスを流れる電流はＩｆｗｄのみとなる
。
【０１４７】
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　（信号出力回路ＳＯＵＴの構成）
　信号出力回路ＳＯＵＴは、非反転入力端子にノードＤＳＡが接続され、反転入力端子に
ノードＣＭ１が接続された差動増幅器４１を備える。ここでノードＣＭ１には、ＮＭＯＳ
トランジスタ５０ａ、５０ｂが直列に接続されている。第１の実施の形態と同様にトラン
ジスタ５０ｂはリセット電流Ｉｒｅｓｅｔの変化を判定する参照電流Ｉｒｅｆｒｓｔを設
定するトランジスタである。
【０１４８】
　差動増幅器４１は、選択ビット線ＢＬに流れる電流Ｉｒｅｓｅｔ＋Ｉｆｗｄと、ビット
線ＢＬに流れる順方向電流Ｉｆｗｄ及び参照電流Ｉｒｅｆｒｓｔの和とを比較する。差動
増幅器４１の出力ノードＯＵＴａｍｐがＮＡＮＤゲート５１ａに接続される。ＮＡＮＤゲ
ート５１ａの出力端子はインバータ５１ｂ、５１ｃを介してＮＡＮＤゲート５１ｆ、５１
ｄにより構成されるＳＲフリップフロップ回路に入力される。ＮＡＮＤゲート５１ａ及び
ＳＲフリップフロップ回路には、イネーブル信号として信号ＤＥＴ２が入力されている。
このＳＲフリップフロップ回路からインバータ５１ｅを介して信号ＬＴＦＬＧが出力され
る。
【０１４９】
　信号ＤＥＴ１によりトランジスタ５０ａがオン状態となると、トランジスタ５０ａ、５
０ｂには、参照電流Ｉｒｅｆｒｓｔが流れる。上述のように、差動増幅器４１は、選択ビ
ット線ＢＬに流れる電流Ｉｒｅｓｅｔ＋Ｉｆｗｄと、ビット線ＢＬに流れる順方向電流Ｉ
ｆｗｄ及び参照電流Ｉｒｅｆｒｓｔの和とを比較する。この結果がＮＡＮＤゲート５１ａ
及びＳＲフリップフロップ回路を介して出力される。
【０１５０】
　リセット動作が完了するとメモリセルＭＣを流れる電流Ｉｒｅｓｅｔが減少して、出力
信号ＬＴＦＬＧが“Ｈ”レベルとなる。信号ＬＴＦＬＧは、インバータ５３ｂを介して、
ノードＤＳＡの電圧を制御するＮＡＮＤゲート５３ａに入力される。ＮＡＮＤゲート５３
ａの出力信号ＣＴＬ＿Ｐ２は“Ｌ”レベルのときに、レベルシフタ５４を介して信号Ｇ＿
ＰＣＭ２を“Ｌ”レベルとして、ノードＤＳＡへのリセット電圧印加を可能としている。
逆に信号ＣＴＬ＿Ｐ２が“Ｈ”レベルの時には、信号Ｇ＿ＰＣＭ２を“Ｈ”レベルとして
ＰＭＯＳトランジスタ４３ａ及び４３ｂをカットオフするとともに、ＮＡＮＤゲート３１
ａ、インバータ３１ｂを介して信号Ｇ＿ＧＮＤを“Ｈ”レベルとして、トランジスタ３６
によりノードＤＳＡを放電する。ここで、電流比較結果の出力信号はＳＲフリップフロッ
プ回路で出力するため、ビット線ＢＬをＮＭＯＳトランジスタ３６で急峻に放電した場合
でも、再び信号ＬＴＦＬＧが反転することがない。
【０１５１】
　（リセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬの動作）
　本実施の形態のリセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬも、リセット動作時において、メ
モリセルＭＣのリセットが完了したことを選択ビット線ＢＬに流れる電流の変化で検出し
て、リセット電圧印加を自動的に停止する機能を有する。
【０１５２】
　メモリセルＭＣのリセット動作においては、まず全てのワード線ＷＬに電圧Ｖｒｅｓｅ
ｔ－Ｖαを印加する。その後、選択ビット線ＢＬにリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔを印加する
。この状態において、非選択状態のメモリセルＭＣに順方向電流Ｉｆｗｄが流れる。
【０１５３】
　ここで、電流保持回路ＩＭＥＭのＮＭＯＳトランジスタ４６ａの電流パスは、トランジ
スタ４７ａの電流パスが活性化する前の電流を流し続ける電流パスである。非選択状態の
メモリセルＭＣに順方向電流Ｉｆｗｄが流れている間、信号ＤＥＴ１、ＤＥＴ２は“Ｌ”
レベルとして、信号出力回路ＳＯＵＴをオフ状態にする。このときにＮＭＯＳトランジス
タ４６ａの電流パスには、ビット線ＢＬを介して選択メモリセルＭＣ以外に流れる順方向
電流Ｉｆｗｄが流れる。この後、選択ワード線ＷＬの電位を０Ｖまで下げて、選択メモリ
セルＭＣに対してリセット動作を実行する。
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【０１５４】
　本実施の形態のリセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬによれば、リセット動作時にリセ
ット電圧設定回路ＶＲＳＴＣから、ノードＣＭ１にミラーされた電流Ｉｒｅｓｅｔ＋Ｉｆ
ｗｄと、順方向電流Ｉｆｗｄ及び参照電流Ｉｒｅｆｒｓｔの和とを比較する。この比較結
果に基づいて信号出力回路ＳＯＵＴはメモリセルＭＣの抵抗状態を検出し、リセットパル
ス制御回路ＲＳＴＣＴＬの動作を制御することができる。すなわちリセット電流Ｉｒｅｓ
ｅｔが流れている場合は、信号ＣＴＬ＿Ｐ２及び信号Ｇ＿ＰＣＭ２が“Ｌ”レベルとなり
、選択メモリセルＭＣに継続してリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔを印加する。一方、リセット
電流Ｉｒｅｓｅｔが流れなくなった場合、選択メモリセルＭＣに対するリセット動作が完
了したとして、信号ＣＴＬ＿Ｐ２及び信号Ｇ＿ＰＣＭ２が“Ｈ”レベルとなり、リセット
電圧Ｖｒｅｓｅｔの印加が停止する。
【０１５５】
　（第２の実施の形態に係る半導体記憶装置のリセット動作）
　次に、本実施の形態に係る抵抗変化メモリ装置のリセット動作について、図１６を参照
して説明する。
【０１５６】
　図１６は本実施の形態のリセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬによるリセットパルス印
加動作のタイミングチャートである。リセットパルス印加動作前のラッチ回路ＬＴへのデ
ータ入力動作、プレリード動作は第１の実施の形態と同様である。
【０１５７】
　本実施の形態において、時刻ｒｓ１以降に選択ビット線ＢＬに与えられる電圧Ｖｒｅｓ
ｅｔ’の値が図１４Ａに示す第１の実施の形態と異なる。リセット電圧Ｖｒｅｓｅｔ’は
、ＰＭＯＳトランジスタ４３ａに印加される電源電圧ＶＳＥＬＨからトランジスタ４４ａ
のしきい値電圧（Ｖｔｐ）だけ引いた電圧である。また、電圧Ｖｒｅｓｅｔ’は、ビット
線ＢＬに流れる電流によって電圧値が変化する。そのため、時刻ｒｓ４で、選択ビット線
ＢＬを放電して選択メモリセルＭＣに電流を流し始めると、ノードＤＳＡを介してビット
線ＢＬに印加される電圧値が低減する。この点においても第１の実施の形態と異なる。
【０１５８】
　図１６に示すタイミングチャートにおいて、上述の選択ビット線ＢＬ電圧の変化以外は
、ビット線ＢＬ及びワード線ＷＬに印加される電圧のタイミング、信号の印加タイミング
、電流波形とも第１の実施の形態と同様である。
【０１５９】
　（第２の実施の形態に係る半導体記憶装置の効果）
　本実施の形態に係るリセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬによれば、リセット動作の実
行時に選択メモリセルＭＣの抵抗状態が変化した後、リセット電圧印加を自動的に停止す
ることができる。このリセット電圧の印加の停止は、ビット線ＢＬごとに制御することが
可能であるため、誤セットが生じる可能性を低くすることができる。
【０１６０】
　また、メモリセルアレイに対する電圧印加状態により、ビット線ＢＬにリセット電流Ｉ
ｒｅｓｅｔ以外の電流（例えば順方向電流Ｉｆｗｄ等）が流れている場合にも、これらの
電流を記憶する電流保持回路ＩＭＥＭを備えている。そのため、リセット動作実行時にビ
ット線ＢＬに流れる電流のうち、選択メモリセルＭＣのリセット動作に用いられている電
流Ｉｒｅｓｅｔと参照電流Ｉｒｅｆｒｓｔとを正確に比較してリセットパルスの制御をす
ることができる。また、本実施の形態のリセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬは、第１の
実施の形態のリセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬよりも消費する電流が小さい。本実施
の形態に係る抵抗変化メモリ装置は、メモリセルＭＣのリセット動作後の誤セットの発生
を効果的に抑制することができる。
【０１６１】
　本実施の形態において、ビット線ＢＬに出力される電圧がＰＭＯＳトランジスタ４４ａ
のしきい値の影響を受けるため、この影響を補償することが必要な場合には、しきい値電
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圧Ｖｔｐの変動分を考慮させた電源電圧ＶＳＥＬＨを用いることができる。また、製造プ
ロセスによるトランジスタ４４ａのしきい値電圧Ｖｔｐのずれは、トリミングにより最適
化することができる。
【０１６２】
　［第３の実施の形態］
　（第３の実施の形態に係る半導体記憶装置の構成）
　次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。本実施の形態の抵抗変化メモリ装
置において、メモリマットＭＡＴ、データ制御回路２０等の構成は、上述の第１の実施の
形態の半導体記憶装置と同様である。本実施の形態においては、複数のメモリセルＭＣに
対するオートセット動作、オートリセット動作を説明する。
【０１６３】
　（ラッチデータチェック回路の構成）
　図１７は、本実施の形態に係る抵抗変化メモリ装置のラッチデータチェック回路１３０
である。ここで、図１７に示すノードＤＳＡ、センスアンプＳＡ及びラッチ回路ＬＴの構
成は、図９に示すデータ制御回路２０の対応箇所と同様である。
【０１６４】
　ラッチデータチェック回路１３０は、ラッチ回路ＬＴのノードＤＣｎがゲートに接続さ
れるＮＭＯＳトランジスタ５５ｂと、トランジスタ５５ｂのドレインとノードＣＯＭとの
間に接続されるＮＭＯＳトランジスタ５５ａとからなる放電回路を有する。トランジスタ
５５ｂのソース端子は接地され、ノードＤＣｎの状態及び信号ＬＴＣＨＫにより放電回路
は、ノードＣＯＭを接地する。
【０１６５】
　本実施の形態において、複数のメモリセルＭＣに対する動作が同時に実行される。メモ
リマットＭＡＴ上の複数のメモリセルＭＣに電圧を印加するビット線ＢＬは、それぞれノ
ードＤＳＡを介してデータ制御回路２０のセンスアンプＳＡ、ラッチ回路ＬＴに接続され
る。この複数のラッチ回路ＬＴの状態を判定することで、複数のビット線ＢＬに接続され
ている選択メモリセルＭＣの状態を把握することができる。
【０１６６】
　トランジスタ５５ａ、５５ｂからなる放電回路は、一括して状態を判定する複数のラッ
チ回路ＬＴに対してそれぞれ設けられている。ノードＣＯＭは、これら放電回路のトラン
ジスタ５５ａのドレインに共通に接続されている。図１７では、ノードＤＳＡ０～ＤＳＡ
７に接続されたラッチ回路ＬＴのそれぞれに付随する放電回路にノードＣＯＭが接続され
ている。
【０１６７】
　また、ラッチデータチェック回路１３０は、ノードＣＯＭに接続され、ノードＣＯＭの
電位を判定する検知回路５５を有する。検知回路５５は、信号ＬＴＣＨＫに基づいてノー
ドＣＯＭをプリチャージするＰＭＯＳトランジスタ５５ｃと、ノードＣＯＭの電位保持を
補助するキャパシタ５５ｄと、ノードＣＯＭの電位を判定する論理ゲート５５ｅ、５５ｆ
、５５ｇから構成されている。ＮＡＮＤゲート５５ｆにはイネーブル信号としての信号Ｂ
ＬＫＳＥＬが入力されており、検知回路５５はノードＣＯＭの電位に基づく信号ＦＬＧＦ
ＡＩＬを出力する。
【０１６８】
　（ラッチデータチェック回路の動作）
　次に、本実施の形態におけるラッチデータチェック回路１３０の動作を説明する。
【０１６９】
　まず、信号ＬＴＣＨＫを“Ｌ”レベルにしてＰＭＯＳトランジスタ５５ｃをオンさせる
。これにより、ノードＣＯＭを電源電圧Ｖｄｄに充電する。次に、信号ＬＴＣＨＫを“Ｈ
”レベルにすると、ＰＭＯＳトランジスタ５５ｃはオフとなりノードＣＯＭの充電が停止
するとともに、各放電回路のＮＭＯＳトランジスタ５５ａはオンとなる。ノードＣＯＭに
共通に接続された放電回路に接続されたラッチ回路ＬＴのうち、一つでもノードＤＣｎが



(28) JP 5127661 B2 2013.1.23

10

20

30

40

50

“Ｈ”レベルのものが存在する場合、ノードＣＯＭは放電される。この状態において、信
号ＢＬＫＳＥＬが“Ｈ”レベルとなると、信号ＦＬＧＦＡＩＬが“Ｈ”レベルとなる。
【０１７０】
　一方、全てのノードＤＣｎが“Ｌ”レベルの場合、ノードＣＯＭは放電されず、充電さ
れた電位を保持する。この場合、信号ＢＬＫＳＥＬが“Ｈ”レベルとなると、信号ＦＬＧ
ＦＡＩＬが“Ｌ”レベルとなる。
【０１７１】
　したがって、この検知回路５５は、検知対象の全てのラッチ回路ＬＴの保持データが、
ノードＤＣｎが“Ｌ”レベルのデータとなっているかどうかを一括に検知することができ
る。
【０１７２】
　（第３の実施の形態に係る半導体記憶装置の動作）
　次に、本実施の形態に係る抵抗変化メモリ装置のオートセット動作及びオートリセット
動作について、図１８～図２０を参照して説明する。ここで、オートセット動作及びオー
トリセット動作とは、一括して処理する複数のメモリセルＭＣのセット（リセット）動作
が完了するまで、セット（リセット）パルス印加動作とセット（リセット）ベリファイ動
作を自動的に繰り返す動作のことをいうものとする。個別のメモリセルＭＣに対するセッ
ト動作、リセット動作については、第１の実施の形態と同様の電圧印加動作であるものと
する。
【０１７３】
　（抵抗変化メモリ装置のオートセット動作）
　図１８は抵抗変化メモリ装置のオートセット動作時のタイミングチャートである。図１
８において、セット状態への遷移の完了が早いメモリセルＭＣに接続された選択ビット線
ＢＬに（ｃａｓｅ１）を付し、セット状態への遷移の完了が遅いメモリセルＭＣに接続さ
れた選択ビット線ＢＬに（ｃａｓｅ２）を付して示している。図１８に示すオートセット
動作波形は、セット状態への遷移の時間が異なる複数のメモリセルＭＣが同時にオートセ
ット動作される場合であり、２ビットのメモリセルＭＣのセット動作が完了するのに３サ
イクルのセットパルス印加動作を要する例を示している。また、１サイクルのパルス印加
動作において時刻ｓ０’～ｓ４’までの期間が実質的なセットパルス印加時間であり、時
刻ｒ０～ｒ６までの期間がセットベリファイ動作時間である。また、時刻ｄ０～ｄ１の期
間がラッチデータチェック時間である。オートセット動作において、セットパルス印加後
にセットベリファイ動作・ラッチデータチェック動作を実行して、複数のメモリセルＭＣ
の状態を検知する。抵抗変化メモリ装置は、複数のメモリセルＭＣのうちいずれかの抵抗
状態がセット状態に変化していなかった場合、オートセット動作を継続する。
【０１７４】
　まず、時刻ｓ０’において、オートセット動作が開始される。時刻ｓ０’～ｓ４’まで
のパルス印加時間におけるセット動作波形は、上述の第１の実施の形態のセット動作波形
と同様であり、時刻ｓ０’～ｓ４’は図１２Ｂに示す時刻ｓ０’～ｓ４’と対応する。こ
こで、選択ビット線ＢＬ（ｃａｓｅ１）に接続されたメモリセルＭＣは１サイクル目のセ
ットパルス印加動作により、高抵抗状態から低抵抗状態へと遷移したものとする。一方、
選択ビット線ＢＬ（ｃａｓｅ２）に接続されたメモリセルＭＣは１サイクル目のセットパ
ルス印加動作によっても抵抗状態は遷移しなかったものとする。
【０１７５】
　時刻ｒ０においてセットベリファイ動作が開始される。セットベリファイ動作は、上述
の第１の実施の形態におけるリード動作と同様の動作を実行することにより行われる。
【０１７６】
　時刻ｒ０～ｒ６までのセットベリファイ動作時間における動作波形は、第１の実施の形
態のリード動作波形と同様であり、時刻ｒ０～ｒ６は図１１Ａに示す時刻ｒ０～ｒ６と対
応する。時刻ｒ６においてメモリセルＭＣから読み出されたデータがラッチ回路ＬＴに保
持される。ここで、本実施の形態のセットベリファイ動作では、メモリセルＭＣの抵抗状
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態が低抵抗状態に十分に変化しているかを確認するため、通常の読み出し動作の判定電流
（Ｉｔｈ）よりも所定値だけ大きいセットベリファイ電流（Ｉｖｆｙｓ）を流す（図１９
参照）。すなわち、判定電流をセットベリファイ電流Ｉｖｆｙｓとしてセンス動作を行い
、ラッチ回路ＬＴにデータを取り込む。
【０１７７】
　選択ビット線ＢＬ（ｃａｓｅ１）に接続された選択メモリセルＭＣは、１サイクル目の
セットパルス印加動作後に抵抗状態が低抵抗状態Ｒｏｎに変化している。そのため、セル
電流Ｉｃｅｌｌがセットベリファイ電流Ｉｖｆｙｓより大きくなり、センスノードＮＳＥ
Ｎをセンスした差動増幅器２２の出力は“Ｈ”レベルとなる。セットベリファイ動作にお
いては、図９のデータ転送回路２３はインバータ２３ｃが活性化されるので、ノードＧＰ
は“Ｌ”レベルとなる。その後、信号ＳＴＲＢｎが“Ｌ”レベルになると、ラッチ回路Ｌ
ＴのノードＤＣの状態は“Ｌ”レベルから“Ｈ”レベルへと反転する。選択ビット線ＢＬ
（ｃａｓｅ１）に接続されたラッチ回路ＬＴは、１サイクル目のセットベリファイ動作後
に、ノードＤＣが“Ｈ”レベル、ノードＤＣｎが“Ｌ”レベルとなっている。この場合、
次のサイクルからはデータ制御回路からセットパルスは出力されなくなる。
【０１７８】
　一方、選択ビット線ＢＬ（ｃａｓｅ２）に接続された選択メモリセルＭＣは、１サイク
ル目のセットパルス印加動作後も抵抗状態が変化していない。この場合、セル電流Ｉｃｅ
ｌｌはセットベリファイ電流Ｉｖｆｙｓより小さく、ノードＧＰは“Ｈ”レベルとなり、
ラッチ回路ＬＴのデータを反転させることができない。選択ビット線ＢＬ（ｃａｓｅ２）
に接続されたラッチ回路のノードＤＣには“Ｌ”レベル、ノードＤＣｎには“Ｈ”レベル
が保持される。なお、セットベリファイ動作時の各ノードの状態が、図１２Ｃに示す表４
に示されている。
【０１７９】
　次に、時刻ｄ０において、ラッチデータチェック回路１３０の信号ＬＴＣＨＫを“Ｈ”
レベルとして、ラッチデータチェック回路１３０におけるデータチェックを開始する。上
述のように、複数のメモリセルＭＣに接続されたラッチ回路ＬＴのノードＤＣｎの状態は
、ラッチデータチェック回路１３０で一括に検知される。
【０１８０】
　選択ビット線ＢＬ（ｃａｓｅ１）に接続されたラッチ回路ＬＴは、ノードＤＣが“Ｈ”
レベル、ノードＤＣｎが“Ｌ”レベルとなっている。一方、選択ビット線ＢＬ（ｃａｓｅ
２）に接続されたラッチ回路のノードＤＣには“Ｌ”レベル、ノードＤＣｎには“Ｈ”レ
ベルが保持される。ラッチデータチェック回路は、一つでもノードＤＣｎが“Ｈ”レベル
のものが存在する場合、信号ＦＬＧＦＡＩＬ＝“Ｈ”レベルを出力するため、時刻ｄ１に
おいてラッチデータチェック回路１３０の出力信号ＦＬＧＦＡＩＬは“Ｈ”レベルとなる
。
【０１８１】
　以下、ラッチデータチェック回路の出力信号ＦＬＧＦＡＩＬが“Ｌ”レベルとなるまで
、オートセット動作のサイクルが繰り返される。３サイクル目のセットパルス印加動作に
より、選択ビット線ＢＬ（ｃａｓｅ２）に接続されたメモリセルＭＣは、高抵抗状態から
低抵抗状態へと遷移したものとする。
【０１８２】
　この場合、３サイクル目の時刻ｄ４～ｄ５のデータチェックにおいて、ラッチデータチ
ェック回路１３０の出力信号ＦＬＧＦＡＩＬが“Ｌ”レベルとなり、全てのメモリセルＭ
Ｃに対するセット動作が完了したことがチップ外部の回路に出力される。これによりオー
トセット動作が終了する。
【０１８３】
　ここで、各オートセット動作のサイクルにおけるセット電圧Ｖｓｅｔは、オートセット
動作が繰り返されるにしたがい増加させることができる。例えば図１８に示すように、１
サイクル目のセット電圧Ｖｓｅｔ（０）に対して、２サイクル目のセット電圧Ｖｓｅｔ（
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１）を増加させたように、サイクルを経る毎に所定量ｄＶｓｅｔずつ増加させることがで
きる。
【０１８４】
　また、オートセット動作を複数サイクル繰り返した後、セット電圧の増加を止めてもよ
い。例えば図１８に示すように、３サイクル目のセット電圧をＶｓｅｔ（２）＝Ｖｓｅｔ
（１）として、所定のサイクル数に達するとＶｓｅｔの増加をやめることができる。この
ようなセット電圧印加方法を採用する場合、可能な限り低い値のセット電圧Ｖｓｅｔから
開始して、且つ増加電圧ｄＶｓｅｔを小さくすることで、セット動作で設定するメモリセ
ルＭＣの状態分布を精細に制御できる。また、所定のサイクル数でセット電圧Ｖｓｅｔの
段階的増加（ステップアップ）を停止するのは、主にトランジスタへの印加電圧を耐圧補
償範囲にとどめるためである。
【０１８５】
　また、オートセット動作が繰り返されるサイクル数は、所定回数を指定して制限するこ
とが必要である。その上限のサイクル数に至っても、セット動作が完了しないメモリセル
ＭＣが存在する場合には、ラッチデータチェック回路１３０の信号ＦＬＧＦＡＩＬにした
がって、図８のステータス回路１８０からチップ外部にセット動作がＦａｉｌしたことを
示すことができる。
【０１８６】
　（抵抗変化メモリ装置のオートリセット動作）
　図２０は抵抗変化メモリ装置のオートリセット動作時のタイミングチャートである。図
２０において、リセット状態への遷移の完了が早いメモリセルＭＣに接続された選択ビッ
ト線ＢＬに（ｃａｓｅ１）を付し、セット状態への遷移の完了が遅いメモリセルＭＣに接
続された選択ビット線ＢＬに（ｃａｓｅ２）を付して示している。図２０に示すオートリ
セット動作波形は、リセット状態への遷移の時間が異なる複数のメモリセルＭＣが同時に
オートリセット動作される場合であり、２ビットのメモリセルＭＣのリセット動作が完了
するのに３サイクルのリセットパルス印加動作を要する例を示している。また、１サイク
ルのパルス印加動作において時刻ｒｓ０～ｒｓ７までの期間が実質的なリセットパルス印
加時間であり、時刻ｒ０～ｒ６までの期間がリセットベリファイ動作時間である。また、
時刻ｄ０～ｄ１の期間がラッチデータチェック時間である。オートリセット動作において
、リセットパルス印加後にリセットベリファイ動作・ラッチデータチェック動作を実行し
て、複数のメモリセルＭＣの状態を検知する。抵抗変化メモリ装置は、複数のメモリセル
ＭＣのうちいずれかの抵抗状態がリセット状態に変化していなかった場合、オートリセッ
ト動作を継続する。
【０１８７】
　オートリセット動作においては、上述のオートセット動作と異なり、最初のオートリセ
ット動作のサイクルを実行する前に、前述のリセット動作と同様のプレリード動作を期間
ｐｒｅｒｅａｄで行う。このプレリード動作の結果に基づいて、低抵抗状態のメモリセル
ＭＣのみにリセットパルス印加動作を行う。
【０１８８】
　まず、時刻ｒｓ０において、オートリセット動作が開始される。時刻ｒｓ０～ｒｓ７ま
でのパルス印加時間におけるリセット動作波形は、上述の第１の実施の形態のリセット動
作波形と同様であり、時刻ｒｓ０～ｒｓ７は図１４Ａに示す時刻ｒｓ０～ｒｓ７と対応す
る。ここで、選択ビット線ＢＬ（ｃａｓｅ１）に接続されたメモリセルＭＣは１サイクル
目のリセットパルス印加動作により、低抵抗状態から高抵抗状態へと遷移したものとする
。一方、選択ビット線ＢＬ（ｃａｓｅ２）に接続されたメモリセルＭＣは１サイクル目の
セットパルス印加動作によっても抵抗状態は遷移しなかったものとする。
【０１８９】
　時刻ｒ０においてリセットベリファイ動作が開始される。リセットベリファイ動作は、
上述の第１の実施の形態におけるリード動作と同様の動作を実行することにより行われる
。
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【０１９０】
　時刻ｒ０～ｒ６までのリセットベリファイ動作時間における動作波形は、第１の実施の
形態のリード動作波形と同様であり、時刻ｒ０～ｒ６は図１１Ａに示す時刻ｒ０～ｒ６と
対応する。時刻ｒ６においてメモリセルＭＣから読み出されたデータがラッチ回路ＬＴに
保持される。ここで、本実施の形態のリセットベリファイ動作では、メモリセルＭＣの抵
抗状態が高抵抗状態に十分に変化しているかを確認するため、通常の読み出し動作の判定
電流（Ｉｔｈ）よりも所定値だけ小さいリセットベリファイ電流（Ｉｖｆｙｒｓ）を流す
（図１９参照）。すなわち、判定電流をリセットベリファイ電流Ｉｖｆｙｒｓとしてセン
ス動作を行い、ラッチ回路ＬＴにデータを取り込む。
【０１９１】
　選択ビット線ＢＬ（ｃａｓｅ１）に接続された選択メモリセルＭＣは、１サイクル目の
リセットパルス印加動作後に抵抗状態が高抵抗状態Ｒｏｆｆに変化している。そのため、
セル電流Ｉｃｅｌｌがリセットベリファイ電流Ｉｖｆｙｒｓより小さくなり、センスノー
ドＮＳＥＮをセンスした差動増幅器２２の出力は“Ｌ”レベルとなる。リセットベリファ
イ動作においては、図９のデータ転送回路２３はインバータ２３ａ、２３ｂが活性化され
るので、ノードＧＰは“Ｌ”レベルとなる。その後、信号ＳＴＲＢｎが“Ｌ”レベルにな
ると、ラッチ回路ＬＴのノードＤＣの状態は“Ｌ”レベルから“Ｈ”レベルへと反転する
。選択ビット線ＢＬ（ｃａｓｅ１）に接続されたラッチ回路ＬＴは、１サイクル目のリセ
ットベリファイ動作後に、ノードＤＣが“Ｈ”レベル、ノードＤＣｎが“Ｌ”レベルとな
っている。この場合、次のサイクルからはデータ制御回路からリセットパルスは出力され
なくなる。
【０１９２】
　一方、選択ビット線ＢＬ（ｃａｓｅ２）に接続された選択メモリセルＭＣは、１サイク
ル目のリセットパルス印加動作後も抵抗状態が変化していない。この場合、セル電流Ｉｃ
ｅｌｌはリセットベリファイ電流Ｉｖｆｙｒｓより大きく、ノードＧＰは“Ｈ”レベルと
なり、ラッチ回路ＬＴのデータを反転させることができない。選択ビット線ＢＬ（ｃａｓ
ｅ２）に接続されたラッチ回路のノードＤＣには“Ｌ”レベル、ノードＤＣｎには“Ｈ”
レベルが保持される。なお、リセットベリファイ動作時の各ノードの状態が、図１４Ｂに
示す表５に示されている。
【０１９３】
　次に、時刻ｄ２において、ラッチデータチェック回路１３０の信号ＬＴＣＨＫを“Ｈ”
レベルとして、ラッチデータチェック回路１３０におけるデータチェックを開始する。上
述のように、複数のメモリセルＭＣに接続されたラッチ回路ＬＴのノードＤＣｎの状態は
、ラッチデータチェック回路１３０で一括に検知される。
【０１９４】
　選択ビット線ＢＬ（ｃａｓｅ１）に接続されたラッチ回路ＬＴは、ノードＤＣが“Ｈ”
レベル、ノードＤＣｎが“Ｌ”レベルとなっている。一方、選択ビット線ＢＬ（ｃａｓｅ
２）に接続されたラッチ回路のノードＤＣには“Ｌ”レベル、ノードＤＣｎには“Ｈ”レ
ベルが保持されている。ラッチデータチェック回路は、一つでもノードＤＣｎが“Ｈ”レ
ベルのものが存在する場合、信号ＦＬＧＦＡＩＬ＝“Ｈ”レベルを出力するため、時刻ｄ
１においてラッチデータチェック回路１３０の出力信号ＦＬＧＦＡＩＬは“Ｈ”レベルと
なる。
【０１９５】
　以下、ラッチデータチェック回路の出力信号ＦＬＧＦＡＩＬが“Ｌ”レベルとなるまで
、オートリセット動作のサイクルが繰り返される。３サイクル目のリセットパルス印加動
作により、選択ビット線ＢＬ（ｃａｓｅ２）に接続されたメモリセルＭＣは、低抵抗状態
から高抵抗状態へと遷移したものとする。
【０１９６】
　この場合、３サイクル目の時刻ｄ６～ｄ７のデータチェックにおいて、ラッチデータチ
ェック回路１３０の出力信号ＦＬＧＦＡＩＬが“Ｌ”レベルとなり、全てのメモリセルＭ



(32) JP 5127661 B2 2013.1.23

10

20

30

40

50

Ｃに対するリセット動作が完了したことがチップ外部の回路に出力される。これによりオ
ートリセット動作が終了する。
【０１９７】
　ここで、本実施の形態のリセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬも、第１及び第２の実施
の形態と同様に、リセット動作時において、選択メモリセルＭＣの抵抗状態が変化した後
、リセット電圧印加を自動的に停止することができる。このリセット電圧の印加の停止は
、ビット線ＢＬごとに制御することが可能である。そのため、選択ビット線ＢＬ（ｃａｓ
ｅ１）に対するリセットパルス印加動作は、１サイクル目のリセットパルス印加時間中の
、タイミングＴｓｒｔ１において終了している。同様に、選択ビット線ＢＬ（ｃａｓｅ２
）に対するリセットパルス印加動作は、３サイクル目のリセットパルス印加時間中の、タ
イミングＴｓｒｔ２において終了している。
【０１９８】
　また、オートリセット動作において、リセット電圧Ｖｒｅｓｅｔのステップアップ、リ
セット電圧Ｖｒｅｓｅｔの上限設定、サイクル数の制限、および、オートリセット動作全
体のステータス処理などはオートセット動作と同様である。
【０１９９】
　（第３の実施の形態に係る半導体記憶装置の効果）
　本実施の形態に係るリセットパルス制御回路ＲＳＴＣＴＬによれば、リセット動作時に
おいて、選択メモリセルＭＣの抵抗状態が変化した後、リセット電圧印加を自動的に停止
することができる。このリセット電圧の印加の停止は、ビット線ＢＬごとに制御すること
が可能である。
【０２００】
　複数のメモリセルＭＣを同時にリセット動作する場合、メモリセルＭＣの特性にばらつ
きがあると抵抗状態が変化するタイミングがずれる。複数のメモリセルＭＣに対して所定
の固定された時間だけリセットパルスを印加する動作とすると、早くリセット動作が完了
したメモリセルＭＣが誤セットされる可能性がある。本実施の形態に係るリセットパルス
制御回路ＲＳＴＣＴＬは、ビット線ＢＬ毎にリセット電圧の印加を自動的に停止するため
、誤セットされる可能性を低くすることができる。
【０２０１】
　また、リセット電圧の印加の停止は、ビット線ＢＬごとに制御することが可能であるた
め、一度リセット動作が終了して抵抗状態が変化したメモリセルＭＣに対して、再度リセ
ットパルスを印加することがない。そのため、リセットパルス印加動作を繰り返しても、
誤セットされる危険を回避することができる。本実施の形態に係る抵抗変化メモリ装置は
、メモリセルＭＣのリセット動作後の誤セットの発生を効果的に抑制することができる。
【０２０２】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、
発明の趣旨を逸脱しない範囲内において種々の変更、追加等が可能である。例えば、本発
明の実施の形態に係る半導体記憶装置には以下のものが含まれる。
【０２０３】
（１）整流素子と可変抵抗素子とを直列接続してなるメモリセルが複数の第１配線及び複
数の第２配線の交差部に配置されたメモリセルアレイと、
選択された前記第１配線及び選択された前記第２配線の交差部に配置された選択メモリセ
ルに第１の電位差がかかるよう、選択された前記第１配線に第１の電圧を印加するととも
に選択された前記第２配線に第２の電圧を印加する制御回路と
を備え、
前記制御回路は、
選択された前記第１配線及び選択された前記第２配線を介して前記選択メモリセルに流れ
る第１の電流と参照電流とに基づいて第１の信号を出力する信号出力回路と、
所定の期間に前記第１配線又は前記第１配線と電気的に接続された配線に流れる第２の電
流を保持する電流保持回路と
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を備え、
前記信号出力回路は、前記電流保持回路により保持された前記第２の電流に基づいて前記
第１の電流を決定し、
前記制御回路は、前記第１の信号に基づいて前記第１配線への前記第１の電圧の印加を停
止する
ことを特徴とする半導体記憶装置。
【０２０４】
（２）前記信号出力回路は、
前記第１配線及び前記第１配線に電気的に接続された配線に流れる電流から前記第２の電
流を引くことにより前記第１の電流を決定し、
前記第１の電流と前記参照電流とを比較することにより前記第１の信号を出力する
ことを特徴とする（１）記載の半導体記憶装置。
【０２０５】
（３）前記信号出力回路は、
前記第１配線に流れる電流と前記第２の電流に前記参照電流を加えた電流とを比較するこ
とにより前記第１の信号を出力する
ことを特徴とする（１）記載の半導体記憶装置。
【０２０６】
（４）前記制御回路は、
選択された前記第１配線及び選択された前記第２配線への前記第１の電圧及び前記第２の
電圧の印加を開始する前に前記選択メモリセルの状態を読み出し、読み出した前記選択メ
モリセルの状態に基づいて前記第１配線及び前記第２配線への前記第１の電圧及び前記第
２の電圧の印加を制御する
ことを特徴とする（１）乃至（３）のいずれか記載の半導体記憶装置。
【０２０７】
（５）前記可変抵抗素子は、前記第１の電位差により、低抵抗状態から高抵抗状態に変化
する
ことを特徴とする（１）乃至（３）のいずれか記載の半導体記憶装置。
【０２０８】
（６）前記制御回路は、
非選択の前記第１配線及び非選択の前記第２配線の交差部に配置された非選択メモリセル
に前記第１の電位差よりも小さい第２の電位差の逆方向バイアスがかかるよう、非選択の
前記第１配線に前記第２の電圧よりも大きく前記第１の電圧よりも小さいバイアス電圧を
印加するか、又は非選択の前記第２配線に前記第１の電圧よりも小さく前記バイアス電圧
より大きい第３の電圧を印加する
ことを特徴とする（１）乃至（５）のいずれか記載の半導体記憶装置。
【０２０９】
（７）整流素子と可変抵抗素子とを直列接続してなるメモリセルが複数の第１配線及び複
数の第２配線の交差部に配置されたメモリセルアレイと、
選択された複数の前記第１配線及び選択された前記第２配線の交差部に配置された複数の
選択メモリセルに第１の電位差がかかるよう、選択された複数の前記第１配線に第１の電
圧を印加するとともに選択された前記第２配線に第２の電圧を印加する制御回路と
を備え、
前記制御回路は、
一つの選択された前記第１配線及び一つの選択された前記第２配線を介して前記選択メモ
リセルに流れる第１の電流と参照電流とに基づいて第１の信号を出力する信号出力回路と
、
所定の期間に前記第１配線又は第１配線と電気的に接続された配線に流れる第２の電流を
保持する電流保持回路と
を備え、
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前記信号出力回路は、前記電流保持回路により保持された前記第２の電流に基づいて前記
第１の電流を決定し、
前記制御回路は、前記第１の信号に基づいて一つの選択メモリセルに対する電圧の印加を
停止する一方、前記第１の信号に基づいて他の選択メモリセルに対する電圧の印加を継続
する
ことを特徴とする半導体記憶装置。
【０２１０】
（８）前記制御回路は、
選択された複数の前記第１配線及び選択された前記第２配線への前記第１の電圧及び前記
第２の電圧の印加を開始する前に複数の前記選択メモリセルの状態を読み出し、読み出し
た前記選択メモリセルの状態に基づいて前記第１配線及び前記第２配線への前記第１の電
圧及び前記第２の電圧の印加を制御する
ことを特徴とする（７）記載の半導体記憶装置。
【０２１１】
（９）前記制御回路は、電圧の印加を継続する選択メモリセルに印加する電位差を前記第
１の電位差よりも大きくする
ことを特徴とする（７）又は（８）記載の半導体記憶装置。
【０２１２】
（１０）前記可変抵抗素子は、前記第１の電位差により、低抵抗状態から高抵抗状態に変
化する
ことを特徴とする（７）乃至（９）のいずれか記載の半導体記憶装置。
【０２１３】
（１１）前記制御回路は、
非選択の前記第１配線及び非選択の前記第２配線の交差部に配置された非選択メモリセル
に前記第１の電位差よりも小さい第２の電位差の逆方向バイアスがかかるよう、非選択の
前記第１配線に前記第２の電圧よりも大きく前記第１の電圧よりも小さいバイアス電圧を
印加するか、又は非選択の前記第２配線に前記第１の電圧よりも小さく前記バイアス電圧
より大きい第３の電圧を印加する
ことを特徴とする（７）乃至（１０）のいずれか記載の半導体記憶装置。
【図面の簡単な説明】
【０２１４】
【図１】本発明の実施の形態の抵抗変化メモリ装置のメモリセルアレイを示す図である。
【図２】本発明の実施の形態の抵抗変化メモリ装置のメモリセルアレイにおける電圧印加
状態を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態の抵抗変化メモリ装置のメモリセルアレイを示す図である。
【図４】本発明の実施の形態の抵抗変化メモリ装置のメモリセルの動作を説明する図であ
る。
【図５】セット動作、リセット動作、リード（読み出し）動作においてメモリセルＭＣに
発生する電圧及び電流について説明する図である。
【図６】セット動作、リセット動作、リード（読み出し）動作においてメモリセルＭＣに
発生する電圧及び電流について説明する図である。
【図７】セット動作、リセット動作、リード（読み出し）動作においてメモリセルＭＣに
発生する電圧及び電流について説明する図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係る抵抗変化メモリ装置の周辺回路の構成を示す回
路図である。
【図９】第１の実施の形態のデータ制御回路の詳細を説明する回路図である。
【図１０】第１の実施の形態のデータ制御回路の詳細を説明する回路図である。
【図１１Ａ】第１の実施の形態の抵抗変化メモリ装置におけるリード動作を説明するタイ
ミングチャートである。
【図１１Ｂ】第１の実施の形態の抵抗変化メモリ装置におけるリード動作を説明する図で



(35) JP 5127661 B2 2013.1.23

10

20

30

ある。
【図１２Ａ】第１の実施の形態の抵抗変化メモリ装置におけるセット動作を説明するタイ
ミングチャートである。
【図１２Ｂ】第１の実施の形態の抵抗変化メモリ装置におけるセット動作を説明するタイ
ミングチャートである。
【図１２Ｃ】第１の実施の形態の抵抗変化メモリ装置におけるセット動作を説明する図で
ある。
【図１３】比較例の抵抗変化メモリ装置におけるリセット動作を説明するタイミングチャ
ートである。
【図１４Ａ】第１の実施の形態の抵抗変化メモリ装置におけるリセット動作を説明するタ
イミングチャートである。
【図１４Ｂ】第１の実施の形態の抵抗変化メモリ装置におけるリセット動作を説明する図
である。
【図１５】第２の実施の形態のデータ制御回路２０の詳細を説明する回路図である。
【図１６】第２の実施の形態の抵抗変化メモリ装置におけるリセット動作を説明するタイ
ミングチャートである。
【図１７】第３の実施の形態のラッチデータチェック回路の詳細を説明する回路図である
。
【図１８】第３の実施の形態の抵抗変化メモリ装置におけるオートセット動作を説明する
タイミングチャートである。
【図１９】第３の実施の形態の抵抗変化メモリ装置におけるベリファイ電流を説明する図
である。
【図２０】第３の実施の形態の抵抗変化メモリ装置におけるオートリセット動作を説明す
るタイミングチャートである。
【符号の説明】
【０２１５】
　４・・・ビット線選択トランジスタ、　５・・・ワード線選択トランジスタ、　６、７
・・・非選択電圧供給トランジスタ　２０・・・データ制御回路、　６０・・・カラムデ
コーダ、　７０・・・非選択ビット線駆動回路、　８０・・・グローバルロウデコーダ、
　９０・・・ローカルロウデコーダ、　１００・・・メモリセルアレイ、　１１０・・・
非選択ワード線駆動回路、　１２０・・・マットデコーダ、　１３０・・・ラッチデータ
チェック回路、　１４０・・・アドレスレジスタ、　１５０・・・データ入出力バッファ
、　１６０・・・制御回路、　１７０・・・電圧生成回路、　１８０・・・ステータス回
路、　Ｄｉ・・・ダイオード、　ＶＲ・・・抵抗変化素子、　ＭＣ・・・メモリセル、　
ＭＡＴ・・・メモリマット、　ＢＬ・・・ビット線、　ＷＬ・・・ワード線、　ＳＡ・・
・センスアンプ、　ＣＭ・・・カレントミラー回路、　ＬＴ・・・ラッチ回路、　ＣＴＲ
Ｌ・・・電圧制御回路、　ＶＲＳＴＣ・・・リセット電圧設定回路、　ＩＭＥＭ・・・電
流保持回路、　ＳＯＵＴ・・・信号出力回路。
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