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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不揮発性メモリー装置のプログラム方法であって、
　前記不揮発性メモリー装置は、複数の物理ページＰＰｓ及び複数の論理ページＬＰｓに
整列されたマルチレベルメモリーセルＭＬＣｓを含み、
　各々の物理ページＰＰは、連続した整列順序で配置されたＮ個のワードラインの中の１
つ１つに各々関連するＭＳＢ論理ページとＬＳＢ論理ページとを含み、
　前記不揮発性メモリー装置のプログラム方法は、
　全てのＬＳＢ論理ページをプログラムするＬＳＢプログラム動作を実行する段階と、
　前記ＬＳＢプログラム動作を実行した後、全てのＭＳＢ論理ページをプログラムするＭ
ＳＢプログラム動作を実行する段階と、を有し、
　前記ＬＳＢプログラム動作の間、選択されたワードラインと選択されたビットラインと
の間に連結された全ての選択されたマルチレベルメモリーセルＭＬＣｓが、負のプログラ
ム検証電圧を用いて負の中間プログラム状態にプログラムされることを特徴とするプログ
ラム方法。
 
【請求項２】
　前記選択されたワードラインに負のワードライン電圧を印加する段階と、
　前記選択されたビットラインにパワーソース電圧を印加する段階と、
　前記ＬＳＢプログラム動作の間、プログラム検証動作を実行しながら前記選択されたビ
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ットラインに連結された共通ソースラインに接地電圧を印加する段階と、を更に有するこ
とを特徴とする請求項１に記載のプログラム方法。
【請求項３】
　前記選択されたワードラインに接地されたワードライン電圧を印加する段階と、
　前記ＬＳＢプログラム動作の間、プログラム検証動作を実行しながら前記選択されたビ
ットラインに連結された共通ソースラインにパワーソース電圧を印加する段階と、を更に
有することを特徴とする請求項１に記載のプログラム方法。
【請求項４】
　前記選択されたワードラインに接地されたワードライン電圧を印加する段階と、
　前記選択されたビットラインにパワーソース電圧を印加する段階と、
　前記ＬＳＢプログラム動作の間、プログラム検証動作を実行しながら前記選択されたビ
ットラインに連結された共通ソースラインにパワーソース電圧より低い正のバイアス電圧
を印加する段階と、を更に有することを特徴とする請求項１に記載のプログラム方法。
【請求項５】
　前記プログラム検証動作の間、前記正のバイアス電圧のレベルは消去状態と前記負の中
間プログラム状態との間を区分するのに使用される負のプログラム検証レベルの絶対値と
同一であることを特徴とする請求項４に記載のプログラム方法。
【請求項６】
　前記ＬＳＢプログラム動作を実行する段階は、
　ＬＳＢビットラインセットアップ区間の間、前記Ｎ個のワードラインに接地電圧を印加
する段階と、
　パス電圧Ｖｐａｓｓイネーブル区間の間、前記Ｎ個のワードラインにパス電圧を印加す
る段階と、
　前記パス電圧を印加した後、ＬＳＢプログラム実行区間の間、前記選択されたワードラ
インに反復的にプログラム電圧を印加しながら前記選択されたワードラインでない非選択
ワードラインにパス電圧を継続的に印加する段階と、を含み、
　前記プログラム電圧の反復的な印加は、消去状態と前記負の中間プログラム状態との間
を区分するのに使用される負の検証電圧を各々印加することを含むことを特徴とする請求
項１に記載のプログラム方法。
【請求項７】
　前記ＭＳＢプログラム動作が実行された後、前記選択されたマルチレベルメモリーセル
がデータ状態のグループの中の１つにプログラムされ、
　前記データ状態は、
　初期閾値電圧分布を有する消去状態と、
　前記消去状態の閾値電圧分布より高い第１閾値電圧分布を有する第１プログラム状態と
、
　前記第１プログラム状態の閾値電圧分布より高い第２閾値電圧分布を有する第２プログ
ラム状態と、
　前記第２プログラム状態の閾値電圧分布より高い第３閾値電圧分布を有する第３プログ
ラム状態と、を含むことを特徴とする請求項１に記載のプログラム方法。
【請求項８】
　少なくとも前記第１プログラム状態は負の状態であることを特徴とする請求項７に記載
のプログラム方法。
【請求項９】
　前記ＭＳＢプログラム動作を実行する段階は、
　ＭＳＢビットラインセットアップ区間の間、前記Ｎ個のワードラインに前記中間プログ
ラム状態の閾値電圧分布より高いパワー印加電圧を印加する段階と、
　パス電圧Ｖｐａｓｓイネーブル区間の間、前記Ｎ個のワードラインにパス電圧を印加す
る段階と、
　前記パス電圧を印加した後、ＭＳＢプログラム実行区間の間、前記選択されたワードラ
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インに反復的にプログラム電圧を印加しながら前記選択されたワードラインでない非選択
ワードラインにパス電圧を継続的に印加する段階と、を含み、
　前記選択されたワードラインへの反復的な前記プログラム電圧の印加は、
　前記初期閾値電圧分布と前記第１閾値電圧分布との間を区分する第１プログラム検証電
圧を印加する段階と、
　前記第１閾値電圧分布と前記第２閾値電圧分布との間を区分する第２プログラム検証電
圧を印加する段階と、
　前記第２閾値電圧分布と前記第３閾値電圧分布との間を区分する第３プログラム検証電
圧を印加する段階と、を各々含み、
　少なくとも前記第１プログラム検証電圧は負電圧であることを特徴とする請求項７に記
載のプログラム方法。
【請求項１０】
　前記第１及び第２プログラム検証電圧は負電圧であることを特徴とする請求項９に記載
のプログラム方法。
【請求項１１】
　不揮発性メモリー装置のプログラム方法であって、
　前記不揮発性メモリー装置は、複数の物理ページＰＰｓ及び複数の論理ページＬＰｓに
整列されたマルチレベルメモリーセルＭＬＣｓを含み、
　各々の物理ページＰＰは、連続した整列順序で配置されたＮ個のワードラインの中の１
つ１つに各々関連するＭＳＢ論理ページとＬＳＢ論理ページとを含み、
　前記不揮発性メモリー装置のプログラム方法は、
　前記Ｎ個のワードラインの配列順序に従って前記ＬＳＢ論理ページの各々を順次的にプ
ログラムするＬＳＢプログラム動作を実行する段階と、
　前記ＬＳＢプログラム動作を実行した後、全てのＭＳＢ論理ページをプログラムするＭ
ＳＢプログラム動作を実行する段階と、を有し、
　前記ＬＳＢプログラム動作の間、選択されたワードラインと選択されたビットラインと
の間に連結された全ての選択されたマルチレベルメモリーセルＭＬＣｓが、負のプログラ
ム検証電圧を用いて負の中間プログラム状態にプログラムされることを特徴とするプログ
ラム方法。
 
【請求項１２】
　前記ＭＳＢプログラム動作は前記Ｎ個のワードラインの配列順序に従って前記ＭＳＢ論
理ページの各々を順次的にプログラムすることを特徴とする請求項１１に記載のプログラ
ム方法。
【請求項１３】
　前記ＭＳＢプログラム動作を実行する段階は、
　ビットラインセットアップ区間の間、前記選択されたワードラインでない全ての非選択
ワードラインに接地電圧を印加する段階と、
　接地電圧を印加した後、前記選択されたワードラインに反復的にプログラム電圧を印加
する段階と、を含むことを特徴とする請求項１２に記載のプログラム方法。
【請求項１４】
　前記選択されたワードラインに反復的にプログラム電圧を印加する段階は、プログラム
検証動作の間に、負の検証電圧を印加する段階を含むことを特徴とする請求項１３に記載
のプログラム方法。
【請求項１５】
　前記ＬＳＢプログラム動作は前記Ｎ個のワードラインの連続的な整列順序でない非順次
的順序で前記ＬＳＢ論理ページをプログラムし、
　前記ＭＳＢプログラム動作は、前記非順次的順序で前記ＭＳＢ論理ページを非順次的に
プログラムすることを特徴とする請求項１１に記載のプログラム方法。
【請求項１６】
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　前記非順次的順序は
　最低の第１の偶数ワードラインから始まり、
　前記Ｎ個のワードライン内の全ての偶数ワードラインに対する配列順序を通じて連続的
な偶数ワードラインを各々増加しながら遷移し、
　その次に、最低の第１の奇数ワードラインから始まり、
　前記Ｎ個のワードライン内の全ての奇数ワードラインに対する配列順序を通じて連続的
な奇数ワードラインを各々増加しながら遷移することを特徴とする請求項１５に記載のプ
ログラム方法。
【請求項１７】
　不揮発性メモリー装置のプログラム方法であって、
　前記不揮発性メモリー装置は、複数の物理ページＰＰｓ及び複数の論理ページＬＰｓに
整列されたマルチレベルメモリーセルＭＬＣｓを含み、
　各々の物理ページＰＰは、連続した整列順序で配置されたＮ個のワードラインの中の１
つ１つに各々関連するＭＳＢ論理ページとＬＳＢ論理ページとを含み、
　前記不揮発性メモリー装置のプログラム方法は、
　全てのＬＳＢ論理ページをプログラムするＬＳＢプログラム動作を実行し、前記ＬＳＢ
プログラム動作の間、選択されたワードラインと選択されたビットラインとの間に連結さ
れた全ての選択されたマルチレベルメモリーセルＭＬＣｓが、負のプログラム検証電圧を
用いて負の中間プログラム状態にプログラムされる段階と、
　前記ＬＳＢプログラム動作を実行した後、ＭＳＢビットラインセットアップ区間の間、
前記選択されたワードラインでない全ての非選択ワードラインに前記中間プログラム状態
に対する閾値電圧分布より高いレベルを有するパワーソース電圧を印加し、その後に前記
選択されたワードラインに反復的にプログラム電圧を印加することによって、前記Ｎ個の
ワードラインの配列順序に従って前記ＭＳＢ論理ページの各々を順次的にプログラムする
ＭＳＢプログラム動作を実行する段階と、を有することを特徴とするプログラム方法。
 
【請求項１８】
　前記選択されたワードラインへの反復的なプログラム電圧の印加は、プログラム検証動
作の間、負の検証電圧を印加することを含むことを特徴とする請求項１７に記載のプログ
ラム方法。
【請求項１９】
　不揮発性メモリー装置のプログラム方法であって、
　前記不揮発性メモリー装置は、複数の物理ページＰＰｓ及び複数の論理ページＬＰｓに
整列されたマルチレベルメモリーセルＭＬＣｓを含み、
　各々の物理ページＰＰは、連続した整列順序で配置されたＮ個のワードラインの中の１
つ１つと各々関連するＭＳＢ論理ページとＬＳＢ論理ページとを含み、
　前記不揮発性メモリー装置のプログラム方法は、
　前記Ｎ個のワードラインの連続的な整列順序でない非順次的順序で前記Ｎ個のワードラ
インの物理ページを非順次的にプログラムすることによって、全てのＬＳＢ論理ページを
プログラムするＬＳＢプログラム動作を実行する段階と、
　前記ＬＳＢプログラム動作を実行した後、前記非順次的順序で前記Ｎ個のワードライン
の物理ページを非順次的にプログラムすることによって、全てのＭＳＢ論理ページをプロ
グラムするＭＳＢプログラム動作を実行する段階と、を有し、
　前記ＬＳＢプログラム動作の間、選択されたワードラインと選択されたビットラインと
の間に連結された全ての選択されたマルチレベルメモリーセルＭＬＣが、負のプログラム
検証電圧を用いて負の中間プログラム状態にプログラムされ、
　前記非順次的順序で前記Ｎ個のワードラインの物理ページを非順次的にプログラムする
段階は、Ｎ／２センターワードラインから始まり、前記センターワードラインから前記Ｎ
個のワードラインの上位方向に増加して配列される偶数番目論理ページと前記センターワ
ードラインから前記Ｎ個のワードラインの下位方向に増加して配列される奇数番目論理ペ
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ージとの間を論理ページの配列順序に従って交互にプログラムすることを特徴とするプロ
グラム方法。
 
【請求項２０】
　前記ＭＳＢプログラム動作を実行する段階は、
　ＭＳＢビットラインセットアップ区間の間、前記Ｎ個のワードラインに接地電圧を印加
し、プログラムビットラインと禁止ビットラインとを含む複数のビットライン、各々の接
地選択トランジスターを通じて前記ビットラインに連結される共通ソースライン、及び前
記接地選択トランジスターの動作を制御する接地選択ラインにパワー供給電圧を印加する
段階と、
　パス電圧Ｖｐａｓｓイネーブル区間の間、前記Ｎ個のワードラインにパス電圧を印加し
、前記禁止ビットライン及び前記共通ソースラインにパワー供給電圧を継続的に印加し、
前記プログラムビットライン及び前記接地選択ラインに接地電圧を印加する段階と、
　その次に、ＭＳＢプログラム実行区間の間、前記禁止ビットラインにパワー供給電圧を
継続的に印加し、前記プログラムビットラインと前記接地選択ラインに接地電圧を継続的
に印加し、前記共通ソースラインに前記パワー供給電圧を継続的に印加し、前記選択され
たワードラインに反復的にプログラム電圧を印加しながら前記選択されたワードラインで
ない非選択ワードラインにパス電圧を継続的に印加する段階と、を含むことを特徴とする
請求項１９に記載のプログラム方法。
【請求項２１】
　前記選択されたワードラインへの反復的なプログラム電圧の印加は、消去状態と前記負
の中間プログラム状態との間を区分するのに使用される負の検証レベルを各々印加する段
階を含むことを特徴とする請求項２０に記載のプログラム方法。
【請求項２２】
　前記ＭＳＢプログラム動作を実行する段階は、
　ＭＳＢビットラインセットアップ区間の間、前記Ｎ個のワードライン、プログラムビッ
トラインと禁止ビットラインとを含む複数のビットライン、各々の接地選択トランジスタ
ーを通じて前記ビットラインに連結される共通ソースライン、及び前記接地選択トランジ
スターの動作を制御する接地選択ラインにパワー供給電圧を印加する段階と、
　パス電圧Ｖｐａｓｓイネーブル区間の間、前記Ｎ個のワードラインにパス電圧を印加し
、前記禁止ビットライン及び前記共通ソースラインにパワー供給電圧を継続的に印加し、
前記プログラムビットライン及び前記接地選択ラインに接地電圧を印加する段階と、
その次に、ＭＳＢプログラム実行区間の間、前記禁止ビットラインにパワー供給電圧を継
続的に印加し、前記プログラムビットラインと前記接地選択ラインに接地電圧を継続的に
印加し、前記共通ソースラインに前記パワー供給電圧を継続的に印加し、前記選択された
ワードラインに反復的にプログラム電圧を印加しながら前記選択されたワードラインでな
い非選択ワードラインにパス電圧を継続的に印加する段階と、を含むことを特徴とする請
求項１９に記載のプログラム方法。
【請求項２３】
　前記選択されたワードラインへの反復的なプログラム電圧の印加は、消去状態と前記負
の中間プログラム状態との間を区分するのに使用される負の検証レベルを各々印加するこ
とを含むことを特徴とする請求項２２に記載のプログラム方法。
【請求項２４】
　ホストから受信したコマンドに応答して不揮発性メモリー装置の動作を制御するメモリ
ーコントローラーを含むメモリーシステムであって、
　前記不揮発性メモリー装置は、
　複数の物理ページＰＰｓ及び複数の論理ページＬＰｓに整列されたマルチレベルメモリ
ーセルＭＬＣｓを含み、各々の物理ページが、連続した整列順序で配置されたＮ個のワー
ドラインの中の１つ１つと各々関連するＭＳＢ論理ページとＬＳＢ論理ページとを含むメ
モリーセルアレイと、
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　プログラムシーケンサーを含み、前記複数のＮ個のワードラインの中の選択されたワー
ドラインと選択されたビットラインとの間に連結された全ての選択されたマルチレベルメ
モリーセルＭＬＣｓに対するＬＳＢプログラム動作とＭＳＢプログラム動作とを含むプロ
グラム動作の実行を制御する制御ロジックと、を備え、
　前記プログラムシーケンサーは、前記ＬＳＢプログラム動作の間、全てのＬＳＢ論理ペ
ージがプログラムされるようにし、その次に前記ＭＳＢプログラム動作の間、全てのＭＳ
Ｂ論理ページがプログラムされるようにし、
　前記制御ロジックは、前記ＬＳＢプログラム動作の間、前記全ての選択されたマルチレ
ベルセルＭＬＣｓが、負のプログラム検証電圧を用いて負の中間プログラム状態にプログ
ラムされるようにすることを特徴とするメモリーシステム。
 
【請求項２５】
　前記メモリーコントローラーと前記不揮発性メモリー装置とが機械的に前記ホストと連
結されるか又は分離できるメモリーカードで具現され、
　前記メモリーコントローラーは、
　前記ホストとデータを交換するホストインターフェースと、
　前記不揮発性メモリー装置とデータを交換する不揮発性メモリーインターフェースと、
を含むことを特徴とする請求項２４に記載のメモリーシステム。
【請求項２６】
　前記ホストインターフェースは、前記不揮発性メモリー装置にプログラムされる少なく
とも１つのデータ、前記不揮発性メモリー装置の動作を制御する前記コマンド、及び前記
ホストのホスト接続ユニットからのクロック信号を受信するカード接続ユニットを含み、
　前記メモリーコントローラーは、前記カード接続ユニットと前記不揮発性メモリーイン
ターフェースとの動作を制御するカードコントローラーを含むことを特徴とする請求項２
５に記載のメモリーシステム。
【請求項２７】
　少なくとも１つのランダムアクセスメモリーＲＡＭと使用者インターフェースとの間の
データ交換を制御する中央処理装置ＣＰＵと、不揮発性メモリーシステムとを含む電子装
置であって、
　前記不揮発性メモリーシステムは、前記中央処理装置から受信したコマンドに応答して
不揮発性メモリー装置の動作を制御するメモリーコントローラーを含み、
　前記不揮発性メモリー装置は、
　複数の物理ページＰＰｓ及び複数の論理ページＬＰｓに整列されたマルチレベルメモリ
ーセルＭＬＣｓを含み、各々の物理ページが、連続した整列順序で配置されたＮ個のワー
ドラインの中の１つ１つと各々関連するＭＳＢ論理ページとＬＳＢ論理ページとを含むメ
モリーセルアレイと、
　プログラムシーケンサーを含み、前記複数のＮ個のワードラインの中の選択されたワー
ドラインと選択されたビットラインとの間に連結された全ての選択されたマルチレベルメ
モリーセルＭＬＣｓに対するＬＳＢプログラム動作とＭＳＢプログラム動作とを含むプロ
グラム動作の実行を制御する制御ロジックと、を備え、
　前記プログラムシーケンサーは、前記ＬＳＢプログラム動作の間、全てのＬＳＢ論理ペ
ージがプログラムされるようにし、その次に前記ＭＳＢプログラム動作の間、全てのＭＳ
Ｂ論理ページがプログラムされるようにし、
　前記制御ロジックは、前記ＬＳＢプログラム動作の間、前記全ての選択されたマルチレ
ベルセルＭＬＣｓが、負のプログラム検証電圧を用いて負の中間プログラム状態にプログ
ラムされるようにすることを特徴とする電子装置。
 
【請求項２８】
　ソリッドステートドライブＳＳＤと、該ＳＳＤと連結されて作動し、データ、アドレス
、及びコマンドを通信するように構成されるホストを含むシステムであって、
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　前記ＳＳＤは、前記コマンドに応答して複数の不揮発性メモリー装置の動作を制御する
ＳＳＤコントローラーを含み、
　前記複数の不揮発性メモリー装置の各々は、
　複数の物理ページＰＰｓ及び複数の論理ページＬＰｓに整列されたマルチレベルメモリ
ーセルＭＬＣｓを含み、各々の物理ページが、連続した整列順序で配置されたＮ個のワー
ドラインの中の１つ１つと各々関連するＭＳＢ論理ページとＬＳＢ論理ページとを含むメ
モリーセルアレイと、
　プログラムシーケンサーを含み、前記複数のＮ個のワードラインの中の選択されたワー
ドラインと選択されたビットラインとの間に連結された全ての選択されたマルチレベルメ
モリーセルＭＬＣｓに対するＬＳＢプログラム動作とＭＳＢプログラム動作とを含むプロ
グラム動作の実行を制御する制御ロジックと、を備え、
　前記プログラムシーケンサーは、前記ＬＳＢプログラム動作の間、全てのＬＳＢ論理ペ
ージがプログラムされるようにし、その次に前記ＭＳＢプログラム動作の間、全てのＭＳ
Ｂ論理ページがプログラムされるようにし、
　前記制御ロジックは、前記ＬＳＢプログラム動作の間、前記全ての選択されたマルチレ
ベルセルＭＬＣｓが、負のプログラム検証電圧を用いて負の中間プログラム状態にプログ
ラムされるようにすることを特徴とするシステム。
 
【請求項２９】
　前記複数のメモリー装置は複数のチャンネルに従って整列されて作動し、
　その結果により前記ＳＳＤコントローラーは、マルチャンネル構成に従って前記複数の
不揮発性メモリー装置の動作を制御することを特徴とする請求項２８に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記ＳＳＤコントローラーは
　前記ホストからデータを受信するホストインターフェースと、
　前記マルチャンネル構成を経由して前記複数の不揮発性メモリー装置からデータを受信
するメモリーインターフェースと、
　前記ホストインターフェースと前記メモリーインターフェースとを経由して前記ホスト
と前記複数の不揮発性メモリー装置との間のデータ交換を制御する中央処理装置と、を含
むことを特徴とする請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記ＳＳＤは、前記ＳＳＤコントローラーが作動するように電源を提供する補助パワー
供給装置を含み、
　前記補助パワー供給装置は、前記ホストによって提供されるパワーソースに連結される
ことを特徴とする請求項２８に記載のシステム。
【請求項３２】
　複数のメモリーブロックが物理ページＰＰｓ及び複数の論理ページＬＰｓに整列された
マルチレベルメモリーセルＭＬＣｓを含み、各々の物理ページが、連続した整列順序で配
置されたＮ個のワードラインの中の１つ１つと各々関連するＭＳＢ論理ページとＬＳＢ論
理ページとを含む３次元メモリーセルアレイと、
　プログラムシーケンサーを含み、前記複数のＮ個のワードラインの中の選択されたワー
ドラインと選択されたビットラインとの間に連結された全ての選択されたマルチレベルメ
モリーセルＭＬＣｓに対するＬＳＢプログラム動作とＭＳＢプログラム動作とを含むプロ
グラム動作の実行を制御する制御ロジックと、を備え、
　前記プログラムシーケンサーは、前記ＬＳＢプログラム動作の間、全てのＬＳＢ論理ペ
ージがプログラムされるようにし、その次に前記ＭＳＢプログラム動作の間、全てのＭＳ
Ｂ論理ページがプログラムされるようにし、
　前記制御ロジックは、前記ＬＳＢプログラム動作の間、前記全ての選択されたマルチレ
ベルセルＭＬＣｓが、負のプログラム検証電圧を用いて負の中間プログラム状態にプログ
ラムされるようにすることを特徴とする不揮発性メモリー装置。
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【請求項３３】
　ホストから受信するコマンドに応答して複数の制御電圧の中の少なくとも１つを発生す
る電圧発生器と、
　前記複数の制御電圧を受信し、メモリーセルアレイに関連するプログラム動作の実行を
制御するアドレスデコーダーと、
　プログラムシーケンサーを含み、前記複数のＮ個のワードラインの中の選択されたワー
ドラインと選択されたビットラインとの間に連結された全ての選択されたマルチレベルメ
モリーセルＭＬＣｓに対するＬＳＢプログラム動作とＭＳＢプログラム動作とを含むプロ
グラム動作の実行を制御する制御ロジックと、
　前記プログラム動作の間、プログラムされるデータを保存するページバッファーと、を
備え、
　前記メモリーセルアレイは、複数の物理ページＰＰｓ及び複数の論理ページＬＰｓに整
列されたマルチレベルメモリーセルＭＬＣｓを含み、
　各々の物理ページＰＰは、連続した整列順序で配置されたＮ個のワードラインの中の１
つ１つと各々関連するＭＳＢ論理ページとＬＳＢ論理ページとを含み、
　前記プログラムシーケンサーは、前記ＬＳＢプログラム動作の間、全てのＬＳＢ論理ペ
ージがプログラムされるようにし、その次に前記ＭＳＢプログラム動作の間、全てのＭＳ
Ｂ論理ページがプログラムされるようにし、
　前記制御ロジックは、前記ＬＳＢプログラム動作の間、前記全ての選択されたマルチレ
ベルセルＭＬＣｓが、負のプログラム検証電圧を用いて負の中間プログラム状態にプログ
ラムされるようにすることを特徴とする不揮発性メモリー装置。
 
【請求項３４】
　前記電圧発生器は負の電圧発生器を含み、
　前記負の電圧発生器は、選択されたビットラインにパワーソース電圧を提供しながら、
前記ＬＳＢプログラム動作のプログラム検証動作が実行される間、前記アドレスデコーダ
ーを経由して前記選択されたワードラインに印加される負のプログラム検証電圧を発生す
ることを特徴とする請求項３３に記載の不揮発性メモリー装置。
【請求項３５】
　前記ＬＳＢプログラム動作のプログラム検証動作の間、前記選択されたビットラインに
連結された共通ソースラインに接地電圧を提供する共通ソースラインドライバーを更に備
え、
　前記負のプログラム検証電圧は前記選択されたワードラインに印加され、
　パワーソース電圧は前記選択されたビットラインに印加され、
　その結果により前記ページバッファー回路のラッチはプログラム継続データ又はプログ
ラム終了データをラッチすることを特徴とする請求項３４に記載の不揮発性メモリー装置
。
 
【請求項３６】
　前記電圧発生器は低電圧発生器を含み、
　前記低電圧発生器は、前記ＬＳＢプログラム動作のプログラム検証動作の間、前記アド
レスデコーダーを経由して前記選択されたワードラインに印加される接地されたプログラ
ム検証電圧を発生することを特徴とする請求項３３に記載の不揮発性メモリー装置。
【請求項３７】
　前記ＬＳＢプログラム動作のプログラム検証動作の間、前記選択されたビットラインに
連結された共通ソースラインにパワーソース電圧を提供する共通ソースラインドライバー
を更に備え、
　前記接地されたプログラム検証電圧は前記選択されたワードラインに印加され、
　その結果により前記ページバッファー回路のラッチはプログラム継続データ又はプログ
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ラム終了データをラッチすることを特徴とする請求項３６に記載の不揮発性メモリー装置
。
【請求項３８】
　前記ラッチは、前記選択されたビットラインからビットライン電圧及びプログラム目標
電圧を受信し、該ラッチに比較結果を提供する比較器を含むことを特徴とする請求項３７
に記載の不揮発性メモリー装置。
【請求項３９】
　前記電圧発生器は低電圧発生器を含み、
　パワーソース電圧が前記選択されたビットラインに印加される期間、前記低電圧発生器
は、前記ＬＳＢプログラム動作のプログラム検証動作の間、前記アドレスデコーダーを経
由して前記選択されたワードラインに印加される接地されたプログラム検証電圧を発生す
ることを特徴とする請求項３３に記載の不揮発性メモリー装置。
【請求項４０】
　前記ＬＳＢプログラム動作のプログラム検証動作の間、前記選択されたビットラインに
連結された共通ソースラインにパワーソース電圧より低い電圧を提供する共通ソースライ
ンドライバーを更に備え、
　前記接地されたプログラム検証電圧は前記選択されたワードラインに印加され、
　その結果により前記ページバッファー回路のラッチはプログラム継続データ又はプログ
ラム終了データをラッチすることを特徴とする請求項３９に記載の不揮発性メモリー装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体メモリー装置に関し、より詳細にはプログラムシーケンサーを含む不
揮発性メモリー装置、そのプログラム方法、不揮発性メモリー装置を含むメモリーシステ
ム、電子装置及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体メモリー装置は、一般的にＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ等のような揮発性メモリーと、Ｅ
ＥＰＲＯＭ、ＦＲＡＭ、ＰＲＡＭ、ＭＲＡＭ、フラッシュメモリー等のような不揮発性メ
モリーとに分類される。
【０００３】
　揮発性メモリーは電源が遮断された時に格納されたデータを失うが、不揮発性メモリー
は電源が遮断されても格納されたデータを保存する。特に、フラッシュメモリー装置は、
高いプログラミング速度、低い電力消費、大容量データ格納等の長所を有するので、コン
ピューターシステム等で格納媒体として広範囲に使用されている。
【０００４】
　フラッシュメモリー装置は、１つのメモリーセルにシングルビットデータ（ｓｉｎｇｌ
ｅ　ｂｉｔ　ｄａｔａ）を格納するごとができ、２ビット以上のマルチビットデータ（ｍ
ｕｌｔｉ　ｂｉｔ　ｄａｔａ）を格納することができる。シングルビットデータを格納す
るフラッシュメモリー装置（以下、ＳＬＣフラッシュメモリー装置と称する）は閾値電圧
分布に従って１つの消去状態と１つのプログラム状態とを有する。マルチビットデータを
格納するフラッシュメモリー装置（以下、ＭＬＣフラッシュメモリー装置と称する）は閾
値電圧分布によって１つの消去状態と複数のプログラム状態とを有する。
【０００５】
　特に、ＭＬＣフラッシュメモリー装置は各プログラム状態の間の読出しマージン（ｒｅ
ａｄ　ｍａｒｇｉｎ）を確保することが重要である。しかし、フラッシュメモリー装置は
プログラム動作の中で様々な原因によって閾値電圧が変わることがある。例えば、メモリ
ーセルの閾値電圧の上昇によって、消去状態がプログラム状態と重なることがある。その
結果として読出し動作の時に読出しフェイルが発生する。メモリーセルの閾値電圧を変化
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させ得る要因としてはカップリングノイズ効果（ｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｎｏｉｓｅ　ｅｆｆ
ｅｃｔｓ）、パス電圧障害（ｐａｓｓ　ｖｏｌｔａｇｅ　ｄｉｓｔｕｒｂａｎｃｅ　ｅｆ
ｆｅｃｔｓ）、プログラム電圧障害（ｐｒｏｇｒａｍ　ｖｏｌｔａｇｅ　ｄｉｓｔｕｒｂ
ａｎｃｅ　ｅｆｆｅｃｔｓ）等がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】韓国特許第１０－０７６３３５３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、プログ
ラム動作の時に閾値電圧の変化を減らすことができる不揮発性メモリー装置、そのプログ
ラム方法、不揮発性メモリー装置を含むメモリーシステム、電子装置及びシステムを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一特徴によるプログラム方法は、不揮発性
メモリー装置のプログラム方法であって、前記不揮発性メモリー装置は複数の物理ページ
ＰＰｓ及び複数の論理ページＬＰｓに整列されたマルチレベルメモリーセルＭＬＣｓを含
み、各々の物理ページＰＰは、連続した整列順序で配置されたＮ個のワードラインの中の
１つ１つに各々関連され、ＭＳＢ論理ページとＬＳＢ論理ページとを含み、前記不揮発性
メモリー装置のプログラム方法は、全てのＬＳＢ論理ページをプログラムするＬＳＢプロ
グラム動作を実行する段階と、前記ＬＳＢプログラム動作を実行した後、全てのＭＳＢ論
理ページをプログラムするＭＳＢプログラム動作を実行する段階と、を有し、前記ＬＳＢ
プログラム動作の間、選択されたワードラインと選択されたビットラインとの間に連結さ
れた選択されたマルチレベルメモリーセルＭＬＣが負の中間プログラム状態にプログラム
される。
【０００９】
　一実施形態として、前記不揮発性メモリー装置のプログラム方法は、前記選択されたワ
ードラインに負のワードライン電圧を印加する段階と、前記選択されたビットラインにパ
ワーソース電圧を印加する段階と、前記ＬＳＢプログラム動作の間、プログラム検証動作
を実行しながら前記選択されたビットラインに連結された共通ソースラインに接地電圧を
印加する段階と、を更に有することができる。
　他の実施形態として、前記不揮発性メモリー装置のプログラム方法は、前記選択された
ワードラインに接地されたワードライン電圧を印加する段階と、前記ＬＳＢプログラム動
作の間、プログラム検証動作を実行しながら前記選択されたビットラインに連結された共
通ソースラインにパワーソース電圧を印加する段階と、を更に有することができる。
　もう１つの実施形態として、前記不揮発性メモリー装置のプログラム方法は、前記選択
されたワードラインに接地されたワードライン電圧を印加する段階と、前記選択されたビ
ットラインにパワーソース電圧を印加する段階と、前記ＬＳＢプログラム動作の間、プロ
グラム検証動作を実行しながら前記選択されたビットラインに連結された共通ソースライ
ンにパワーソース電圧より低い正のバイアス電圧を印加する段階と、を更に有することが
できる。
　ここで、前記プログラム検証動作の間、前記正のバイアス電圧のレベルは消去状態と前
記負の中間プログラム状態との間を区分するのに使用される負のプログラム検証レベルの
絶対値と同一であり得る。
　その他の実施形態として、前記ＬＳＢプログラム動作を実行する段階は、ＬＳＢビット
ラインセットアップ区間の間、前記Ｎ個のワードラインに接地電圧を印加する段階と、パ
ス電圧Ｖｐａｓｓイネーブル区間の間、前記Ｎ個のワードラインにパス電圧を印加する段
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階と、前記パス電圧を印加した後、ＬＳＢプログラム実行区間の間、前記選択されたワー
ドラインに反復的にプログラム電圧を印加しながら前記選択されたワードラインでない非
選択ワードラインにパス電圧を継続的に印加する段階と、を含み、前記プログラム電圧の
反復的な印加は、消去状態と前記負の中間プログラム状態との間を区分するのに使用され
る負の検証電圧を各々印加することを含むことができる。
　その他の実施形態として、前記不揮発性メモリー装置のプログラム方法は、前記ＭＳＢ
プログラム動作が実行された後、前記選択されたマルチレベルメモリーセルがデータ状態
のグループの中の１つにプログラムされ、前記データ状態は、初期閾値電圧分布を有する
消去状態と、前記消去状態の閾値電圧分布より高い第１閾値電圧分布を有する第１プログ
ラム状態と、前記第１プログラム状態の閾値電圧分布より高い第２閾値電圧分布を有する
第２プログラム状態と、前記第２プログラム状態の閾値電圧分布より高い第３閾値電圧分
布を有する第３プログラム状態と、を含むことができる。
　ここで、少なくとも前記第１プログラム状態は負の状態であり得る。前記ＭＳＢプログ
ラム動作を実行する段階は、ＭＳＢビットラインセットアップ区間の間、前記Ｎ個のワー
ドラインに前記中間プログラム状態の閾値電圧分布より高いパワー印加電圧を印加する段
階と、パス電圧Ｖｐａｓｓイネーブル区間の間、前記Ｎ個のワードラインにパス電圧を印
加する段階と、前記パス電圧を印加した後、ＭＳＢプログラム実行区間の間、前記選択さ
れたワードラインに反復的にプログラム電圧を印加しながら前記選択されたワードライン
でない非選択ワードラインにパス電圧を継続的に印加する段階と、を含むことができる。
　ここで、前記選択されたワードラインへの反復的な前記プログラム電圧の印加は、前記
初期閾値電圧分布と前記第１閾値電圧分布との間を区分する第１プログラム検証電圧を印
加する段階と、前記第１閾値電圧分布と前記第２閾値電圧分布との間を区分する第２プロ
グラム検証電圧を印加する段階と、前記第２閾値電圧分布と前記第３閾値電圧分布との間
を区分する第３プログラム検証電圧を印加する段階と、を各々含み、少なくとも前記第１
プログラム検証電圧は負電圧であり得る。前記第１及び第２プログラム検証電圧は負であ
り得る。
【００１０】
　上記目的を達成するためになされた本発明他の特徴による不揮発性メモリー装置のプロ
グラム方法は、前記Ｎ個のワードラインの配列順序に従って前記ＬＳＢ論理ページの各々
を順次的にプログラムするＬＳＢプログラム動作を実行する段階と、前記ＬＳＢプログラ
ム動作を実行した後、全てのＭＳＢ論理ページをプログラムするＭＳＢプログラム動作を
実行する段階と、を有し、前記ＬＳＢプログラム動作の間、選択されたワードラインと選
択されたビットラインとの間に連結された選択されたマルチレベルメモリーセルＭＬＣが
負の中間プログラム状態にプログラムされる。
【００１１】
　一実施形態として、前記ＭＳＢプログラム動作は前記Ｎ個のワードラインの配列順序に
従って前記ＭＳＢ論理ページの各々を順次的にプログラムできる。
【００１２】
　上記目的を達成するためになされた本発明の他の特徴による不揮発性メモリー装置のプ
ログラム方法は、全てのＬＳＢ論理ページをプログラムするＬＳＢプログラム動作を実行
し、前記ＬＳＢプログラム動作の間、選択されたワードラインと選択されたビットライン
との間に連結された選択されたマルチレベルメモリーセルＭＬＣが負の中間プログラム状
態にプログラムされる段階と、前記ＬＳＢプログラム動作を実行した後、ＭＳＢビットラ
インセットアップ区間の間、前記選択されたワードラインでない全ての非選択ワードライ
ンに前記中間プログラム状態に対する閾値電圧分布より高いレベルを有するパワーソース
電圧を印加し、その後に前記選択されたワードラインに反復的にプログラム電圧を印加す
ることによって、前記Ｎ個のワードラインの配列順序に従って前記ＭＳＢ論理ページの各
々を順次的にプログラムするＭＳＢプログラム動作を実行する段階と、を有する。
【００１３】
　一実施形態として、前記選択されたワードラインへの反復的なプログラム電圧の印加は
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、プログラム検証動作の間、負の検証電圧を印加することを含むことができる。
【００１４】
　上記目的を達成するためになされた本発明の他の特徴による不揮発性メモリー装置のプ
ログラム方法は、前記Ｎ個のワードラインの連続的な整列順序でない非順次的順序で前記
ＬＳＢ論理ページを非順次的にプログラムすることによって、全てのＬＳＢ論理ページを
プログラムするＬＳＢプログラム動作を実行する段階と、前記ＬＳＢプログラム動作を実
行した後、前記非順次的順序で前記ＭＳＢ論理ページを非順次的にプログラムすることに
よって、全てのＭＳＢ論理ページをプログラムするＭＳＢプログラム動作を実行する段階
と、を有し、前記ＬＳＢプログラム動作の間、選択されたワードラインと選択されたビッ
トラインとの間に連結された選択されたマルチレベルメモリーセルＭＬＣが負の中間プロ
グラム状態にプログラムされ、前記非順次的順序がＮ／２センターワードラインから始ま
り、前記センターワードライン上に増加して配列される偶数番目論理ページと前記センタ
ーワードライン下に増加して配列される奇数番目論理ページとの間を交互にプログラムす
る。
【００１５】
　一実施形態として、前記ＭＳＢプログラム動作を実行する段階は、ＭＳＢビットライン
セットアップ区間の間、前記Ｎ個のワードラインに接地電圧を印加し、プログラムビット
ラインと禁止ビットラインを含むビットライン、各々の接地選択トランジスターを通じて
前記ビットラインに連結する共通ソースライン、及び前記接地選択トランジスターの動作
を制御する接地選択ラインにパワー供給電圧を印加する段階と、パス電圧Ｖｐａｓｓイネ
ーブル区間の間、前記Ｎ個のワードラインにパス電圧を印加し、前記禁止ビットライン及
び前記共通ソースラインにパワー供給電圧を継続的に印加し、前記プログラムビットライ
ン及び前記接地選択ラインに接地電圧を印加する段階と、その次に、ＭＳＢプログラム実
行区間の間、前記禁止ビットラインにパワー供給電圧を継続的に印加し、前記プログラム
ビットラインと前記接地選択ラインに接地電圧を継続的に印加し、前記共通ソースライン
に前記パワー供給電圧を継続的に印加し、前記選択されたワードラインに反復的にプログ
ラム電圧を印加しながら前記選択されたワードラインでない非選択ワードラインにパス電
圧を継続的に印加する段階と、を含む。
　他の実施形態として、前記選択されたワードラインへの反復的なプログラム電圧の印加
は、消去状態と前記負の中間プログラム状態との間を区分するために使用される負の検証
レベルを各々印加する段階を含む。
　その他の実施形態として、前記ＭＳＢプログラム動作を実行する段階は、ＭＳＢビット
ラインセットアップ区間の間、前記Ｎ個のワードライン、プログラムビットラインと禁止
ビットラインとを含むビットライン、各々の接地選択トランジスターを通じて前記ビット
ラインに連結される共通ソースライン、及び前記接地選択トランジスターの動作を制御す
る接地選択ラインにパワー供給電圧を印加する段階と、パス電圧Ｖｐａｓｓイネーブル区
間の間、前記Ｎ個のワードラインにパス電圧を印加し、前記禁止ビットライン及び前記共
通ソースラインにパワー供給電圧を継続的に印加し、前記プログラムビットライン及び前
記接地選択ラインに接地電圧を印加する段階と、その次に、ＭＳＢプログラム実行区間の
間、前記禁止ビットラインにパワー供給電圧を継続的に印加し、前記プログラムビットラ
インと前記接地選択ラインに接地電圧を継続的に印加し、前記共通ソースラインに前記パ
ワー供給電圧を継続的に印加し、前記選択されたワードラインに反復的にプログラム電圧
を印加しながら前記選択されたワードラインでない非選択ワードラインにパス電圧を継続
的に印加する段階と、を含む。
　その他の実施形態として、前記選択されたワードラインへの反復的なプログラム電圧の
印加は、消去状態と前記負の中間プログラム状態との間を区分するために使用される負の
検証レベルを各々印加することを含むことができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の不揮発性メモリー装置によると、カップリングノイズ、Ｖｐａｓｓ障害、及び
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Ｖｐｇｍ障害による閾値電圧の変化を減らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態によるフラッシュメモリーシステムを示すブロック図である
。
【図２】図１に示したフラッシュメモリー装置を例示的に示すブロック図である。
【図３】図２に示したメモリーセルの閾値電圧変化を例示的に示すダイヤグラムである。
【図４】図２に示したフラッシュメモリー装置のプログラムシ－ケンスに対する第１実施
形態を示す図面である。
【図５】図４に示したプログラムシ－ケンスのＶｐｇｍ障害を減らすことができる方法を
説明するためのセルストリング構造図である。
【図６】図４に示したプログラムシ－ケンスのＶｐｇｍ障害を減らすことができる方法を
説明するためのセルストリング構造図である。
【図７】図４に示したプログラムシ－ケンスのＶｐｇｍ障害を減らすことができる方法を
説明するためのセルストリング構造図である。
【図８】Ｐ０状態を０Ｖより低く設定できる様々な実施形態を示す図面である。
【図９】Ｐ０状態を０Ｖより低く設定できる様々な実施形態を示す図面である。
【図１０】Ｐ０状態を０Ｖより低く設定できる様々な実施形態を示す図面である。
【図１１】図４に示したプログラムシ－ケンスを利用するフラッシュメモリー装置の動作
方法を説明するためのダイヤグラムである。
【図１２】図１１に示したＬＳＢプログラム動作を説明するためのタイミング図である。
【図１３】図１１に示したＭＳＢプログラム動作を説明するためのタイミング図である。
【図１４】図２に示したフラッシュメモリー装置のプログラムシ－ケンスに対する第２実
施形態を示す図面である。
【図１５】図１４に示したプログラムシ－ケンスのＶｐｇｍ障害を減らすことができる方
法を示す図面である。
【図１６】図１４に示したプログラムシ－ケンスのＶｐｇｍ障害を減らすことができる方
法を示す図面である。
【図１７】図１４に示したプログラムシ－ケンスのＶｐｇｍ障害を減らすことができる方
法を示す図面である。
【図１８】図１４に示したプログラムシ－ケンスのＶｐｇｍ障害を減らすことができる方
法を示す図面である。
【図１９】図２に示したフラッシュメモリー装置のプログラムシ－ケンスに対する第３実
施形態を示す図面である。
【図２０】図２に示した３ビットメモリーセルの閾値電圧変化を例示的に示すダイヤグラ
ムである。
【図２１】３ビットＭＬＣの閾値電圧変化を減らすことができるプログラムシ－ケンスの
実施形態を示す図面である。
【図２２】３ビットＭＬＣの閾値電圧変化を減らすことができるプログラムシ－ケンスの
実施形態を示す図面である。
【図２３】３ビットＭＬＣの閾値電圧変化を減らすことができるプログラムシ－ケンスの
実施形態を示す図面である。
【図２４】本発明によるフラッシュメモリーシステムの他の実施形態を示すブロック図で
ある。
【図２５】本発明の一実施形態によるフラッシュメモリーシステムをメモリーカードに適
用した実施形態を示す図面である。
【図２６】本発明の一実施形態によるフラッシュメモリーシステムを含む電子装置を示す
ブロック図である。
【図２７】本発明の一実施形態によるフラッシュメモリーシステムをソリッドステートド
ライブ（ＳＳＤ）に適用した実施形態を示すブロック図である。
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【図２８】図２７に示したＳＳＤコントローラーの構成を例示的に示すブロック図である
。
【図２９】本発明によるフラッシュメモリー装置を３次元で具現した実施形態を示す図面
である。
【図３０】本発明によるフラッシュメモリー装置を３次元で具現した実施形態を示す図面
である。
【図３１】本発明によるフラッシュメモリー装置を３次元で具現した実施形態を示す図面
である。
【図３２】本発明によるフラッシュメモリー装置を３次元で具現した実施形態を示す図面
である。
【図３３】本発明によるフラッシュメモリー装置を３次元で具現した実施形態を示す図面
である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の不揮発性メモリー装置及びそのプログラム方法と不揮発性メモリー装置
を含むメモリーシステム及び電子装置並びにシステムを実施するための形態の具体例を、
図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１９】
　フラッシュメモリー装置はプログラム動作中に様々な要因によってメモリーセルの閾値
電圧が変わることがある。メモリーセルの閾値電圧に影響を及ぼす要因としては、カップ
リングノイズ（ｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｎｏｉｓｅ）、パス電圧障害（Ｖｐａｓｓ　ｄｉｓｔ
ｕｒｂａｎｃｅ）、プログラム電圧障害（Ｖｐｇｍ　ｄｉｓｔｕｒｂａｎｃｅ）等がある
。このような原因によってメモリーセルの閾値電圧が変わると、フラッシュメモリー装置
は充分な読出しマージンを有せずに読出しフェイル（ｒｅａｄ　ｆａｉｌ）等が発生する
。本発明によるフラッシュメモリー装置はプログラムシーケンシング（ｐｒｏｇｒａｍ　
ｓｅｑｕｅｎｃｉｎｇ）を通じてメモリーセルの閾値変化を減らすことができる。
【００２０】
　Ｉ．プログラムシーケンサーを含むフラッシュメモリーシステム
【００２１】
　図１は、本発明の一実施形態によるフラッシュメモリーシステムを示すブロック図であ
る。図１を参照すると、フラッシュメモリーシステム１０００はフラッシュメモリー装置
１１００及びメモリーコントローラー１２００を含む。図１に示したフラッシュメモリー
システム１０００には、メモリーカード、ＵＳＢメモリー、ＳＳＤ等のようなフラッシュ
メモリーに基づくデータ格納媒体が全て包含され得る。
【００２２】
　フラッシュメモリー装置１１００はメモリーコントローラー１２００の制御によって消
去、書込み、又は読出し動作等を実行することができる。このため、フラッシュメモリー
装置１１００は、入出力ラインを通じてコマンドＣＭＤ、アドレスＡＤＤＲ、及びデータ
ＤＡＴＡを受信する。また、フラッシュメモリー装置１１００は、電源ラインを通じて電
源ＰＷＲを受信し、制御ラインを通じて制御信号ＣＴＲＬを受信する。制御信号ＣＴＲＬ
には、コマンドラッチイネーブルＣＬＥ、アドレスラッチイネーブルＡＬＥ、チップイネ
ーブルｎＣＥ、書込みイネーブルｎＷＥ、読出しイネーブルｎＲＥ等が包含され得る。
【００２３】
　フラッシュメモリー装置１１００はプログラムシーケンサー（ｐｒｏｇｒａｍ　ｓｅｑ
ｕｅｎｃｅｒ）１１６５を包含し得る。プログラムシーケンサー１１６５はフラッシュメ
モリー装置１１００のプログラムシ－ケンス（ｐｒｏｇｒａｍ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）を定
めることができる。プログラムシーケンサー１１６５はハードウェア又はソフトウェア形
態で具現され得る。プログラムシーケンサー１１６５はメモリーコントローラー１２００
（図２４参照）内に包含され得る。この場合、プログラムシーケンサー１１６５はフラッ
シュ変換階層ＦＴＬ（Ｆｌａｓｈ　Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｌａｙｅｒ）によって管理さ
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れ得る。
【００２４】
　図２は、図１に示したフラッシュメモリー装置を例示的に示すブロック図である。図２
を参照すると、フラッシュメモリー装置１１００は、メモリーセルアレイ１１１０、アド
レスデコーダー１１２０、ページバッファー回路１１３０、データ入出力回路１１４０、
電圧発生器１１５０、及び制御ロジック１１６０を含む。
【００２５】
　メモリーセルアレイ１１１０は複数のメモリーブロック（ｍｅｍｏｒｙ　ｂｌｏｃｋ）
で構成され得る。図２では一実施形態として１つのメモリーブロックを示している。各々
のメモリーブロックは複数の物理ページ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｐａｇｅ）で構成され得る
。ここで、物理ページは１つのワードラインに連結されているメモリーセルの集合を意味
する。図２で参照番号１１１１は１つの物理ページの例である。各々の物理ページは複数
のメモリーセルで構成され得る。各々のメモリーセルはコントロールゲートとフローティ
ングゲートを有するセルトランジスターとで構成され得る。
【００２６】
　１つのメモリーセルにはシングルビットデータ又は２ビット以上のマルチビットデータ
が格納され得る。シングルビットデータが格納されるメモリーセルはシングルレベルセル
（ＳＬＣ：Ｓｉｎｇｌｅ　Ｌｅｖｅｌ　Ｃｅｌｌ）又はシングルビットセル（ｓｉｎｇｌ
ｅ　ｂｉｔ　ｃｅｌｌ）と称し、マルチビットデータが格納されるメモリーセルはマルチ
レベルセル（ＭＬＣ：Ｍｕｌｔｉ　Ｌｅｖｅｌ　Ｃｅｌｌ）又はマルチビットセル（ｍｕ
ｌｔｉ　ｂｉｔ　ｃｅｌｌ）と称する。
【００２７】
　２ビットＭＬＣフラッシュメモリー装置の場合、１つの物理ページ（ｐｈｙｓｉｃａｌ
　ｐａｇｅ）に２つの論理ページ（ｌｏｇｉｃａｌ　ｐａｇｅ）が格納され得る。ここで
、論理ページは１つの物理ページに同時にプログラムできるデータの集合を意味する。３
ビットＭＬＣフラッシュメモリー装置の場合には、１つの物理ページ１１１１に３つの論
理ページが格納され得る。
【００２８】
　一方、メモリーセルアレイ１１１０は複数のセルストリング（ｃｅｌｌ　ｓｔｒｉｎｇ
）で構成されている。各々のセルストリング（例えば、参照符号１１１２）は、ストリン
グ選択ライン（ＳＳＬ：Ｓｔｒｉｎｇ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｌｉｎｅ）に連結されるス
トリング選択トランジスター、複数のワードライン（ＷＬ０～ＷＬ６３）に連結される複
数のメモリーセル、及び接地選択ライン（ＧＳＬ：Ｇｒｏｕｎｄ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　
Ｌｉｎｅ）に連結される接地選択トランジスターを含む。ストリング選択トランジスター
はビットラインＢＬに連結され、接地選択トランジスターは共通ソースライン（ＣＳＬ：
Ｃｏｍｍｏｎ　Ｓｏｕｒｃｅ　Ｌｉｎｅ）に連結される。
【００２９】
　ＣＳＬドライバー１１１５は共通ソースラインＣＳＬへ接地電圧又はＣＳＬ電圧（例え
ば、ＶＤＤ）を提供する。ＣＳＬドライバー１１１５は、制御ロジックによって制御され
、電圧発生器１１５０から電源が提供される。
【００３０】
　続いて、図２を参照すると、アドレスデコーダー１１２０は、ストリング選択ラインＳ
ＳＬ、接地選択ラインＧＳＬ、又はワードラインＷＬ０～ＷＬ６３を通じてメモリーセル
アレイ１１１０と連結される。プログラム又は読出し動作の時に、アドレスデコーダー１
１２０は、アドレスＡＤＤＲを受信し、いずれか１つのワードライン（例えば、ＷＬ０）
を選択し得る。
【００３１】
　ページバッファー回路１１３０はビットラインＢＬ０～ＢＬｍを通じてメモリーセルア
レイ１１１０に連結される。ページバッファー回路１１３０は複数のページバッファー（
図示せず）で構成される。１つのページバッファーには１つのビットラインが連結（ａｌ
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ｌ　ＢＬ構造）されるか、或いは２つ又はそれ以上のビットラインが連結（ｓｈｉｅｌｄ
　ＢＬ構造）され得る。ページバッファー回路１１３０は選択された物理ページ１１１１
にプログラムされるデータや選択された物理ページ１１１１から読出したデータを臨時に
格納することができる。
【００３２】
　データ入出力回路１１４０は、内部的にはデータラインＤＬを通じてページバッファー
回路１１３０に連結され、外部的には入出力ラインＩ／Ｏを通じてメモリーコントローラ
ー１２００（図１参照）に連結される。データ入出力回路１１４０は、プログラム動作の
時、メモリーコントローラー１２００からプログラムデータ（ｐｒｏｇｒａｍ　ｄａｔａ
）を受信し、読出し動作の時、読出しデータ（ｒｅａｄ　ｄａｔａ）をメモリーコントロ
ーラー１２００へ提供する。
【００３３】
　電圧発生器１１５０は、メモリーコントローラー１２００から電源ＰＷＲを受信し、デ
ータの読出しや書込みに必要なワードライン電圧ＶＷＬを発生する。ワードライン電圧Ｖ
ＷＬはアドレスデコーダー１１２０へ提供される。図２を参照すると、電圧発生器１１５
０は、高電圧発生器１１５１、低電圧発生器１１５２、及び負電圧発生器１１５３を含む
。
【００３４】
　高電圧発生器１１５１は電源電圧より高い高電圧（ＨＶ：Ｈｉｇｈ　Ｖｏｌｔａｇｅ）
を発生する。高電圧はプログラム電圧Ｖｐｇｍやパス電圧Ｖｐａｓｓ等として使用するこ
とができる。
【００３５】
　低電圧発生器１１５２は、電源電圧と同一であるか、或いはそれより低い低電圧（ＬＶ
：Ｌｏｗ　Ｖｏｌｔａｇｅ）を発生する。電源電圧又は低電圧はビットラインプリチャー
ジ電圧又はＣＳＬ電圧等として使用することができる。そして、負電圧発生器１１５３は
０Ｖより低い負電圧（ＮＶ：Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ｖｏｌｔａｇｅ）を発生する。負電圧は
プログラム検証電圧等として使用することができる。
【００３６】
　制御ロジック１１６０は、コマンドＣＭＤ、アドレスＡＤＤＲ、及び制御信号ＣＴＲＬ
を利用して、フラッシュメモリー装置１１００のプログラム、読出し、消去等の動作を制
御する。例えば、制御ロジック１１６０は、プログラム動作の時に、アドレスデコーダー
１１２０を制御するため、選択ワードライン（例えば、ＷＬ０）へプログラム電圧が提供
されるようにし、ページバッファー回路１１３０及びデータ入出力回路１１４０を制御す
るため、選択ページ１１１１にプログラムデータが提供されるようにする。
【００３７】
　制御ロジック１１６０はプログラムシーケンサー１１６５を含むことができる。プログ
ラムシーケンサー１１６５は物理ページ又は論理ページのプログラムシーケンスを定める
ことができる。一方、プログラムシーケンサー１１６５は制御ロジック１１６０の外部に
別に位置するように構成することができる。
【００３８】
　図３は、図２に示したメモリーセルの閾値電圧変化を例示的に示すダイヤグラムである
。図３は２ビットＭＬＣフラッシュメモリー装置の実施形態であり、メモリーセルは、２
回のプログラム動作（ＬＳＢ　ＰＧＭ、ＭＳＢ　ＰＧＭ）を通じて、４つの状態Ｅ０、Ｐ
１、Ｐ２、Ｐ３の中のいずれか１つを有する。
【００３９】
　プログラム動作の前に初期状態（ｉｎｉｔｉａｌ　ｓｔａｔｅ）で、物理ページ１１１
１（図２参照）の全てのメモリーセルは消去状態Ｅ０にある。ＬＳＢプログラム動作が実
行されると、メモリーセルは、ＬＳＢデータによって、消去状態Ｅ０を維持するか、或い
はＰ０状態にプログラムされ得る。その次に、ＭＳＢプログラム動作が実行されると、メ
モリーセルは、ＬＳＢプログラム状態とＭＳＢデータとによって、４つの状態Ｅ０、Ｐ１
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、Ｐ２、Ｐ３の中のいずれか１つを有するようにプログラムされ得る。ここで、ＭＳＢプ
ログラムは、図３と異なり、Ｅ０がＰ３に実行され、Ｐ０がＰ１又はＰ２に実行され、Ｅ
０、Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３の順に実行され得る。
【００４０】
　図３で、４つの状態Ｅ０、Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３は充分な読出しマージンを有するように分
布しなければならない。しかし、フラッシュメモリー装置１１００は、プログラム動作中
にカップリングノイズ、パス電圧障害、プログラム電圧障害等によってメモリーセルの閾
値電圧が変わることがある。
【００４１】
　カップリングノイズは、選択ページをプログラムする時、カップリング効果によって隣
接ページにあるメモリーセルの閾値電圧が変わる状態を意味する。Ｖｐａｓｓ障害は、プ
ログラム動作の時に非選択ワードライン（ｕｎｓｅｌｅｃｔｅｄ　ＷＬ）に印加されるパ
ス電圧によって、非選択ページにあるメモリーセルの閾値電圧が上昇する状態を意味する
。Ｖｐｇｍ障害は、プログラム動作の時に選択ワードライン（ｓｅｌｅｃｔｅｄ　ＷＬ）
にプログラム電圧Ｖｐｇｍが印加される時、選択ページにあるプログラム禁止セル（ｐｒ
ｏｇｒａｍ　ｉｎｈｉｂｉｔ　ｃｅｌｌ）がプログラムされる状態を意味する。
【００４２】
　このような原因によって、メモリーセルの閾値電圧が変わると、フラッシュメモリー装
置１１００は充分な読出しマージンを有せずに読出しフェイル（ｒｅａｄ　ｆａｉｌ）等
を発生させ得る。再び図２を参照すると、本実施形態によるフラッシュメモリー装置１１
００は、プログラムシーケンサー１１６５を利用して、メモリーセルの閾値電圧変化に影
響を及ぼす要素を最小化できる。以下ではメモリーセルの閾値電圧変化を減らすことがで
きる多様なプログラムシ－ケンスを説明する。
【００４３】
　ＩＩ．フラッシュメモリー装置のプログラムシ－ケンス
【００４４】
　１．プログラムシ－ケンスの第１実施形態
【００４５】
　図４（Ａ）及び（Ｂ）は、図２に示したフラッシュメモリー装置のプログラムシ－ケン
スに対する第１実施形態を示す図面である。図２を参照すると、フラッシュメモリー装置
１１００は６４の物理ページを有し、６４の物理ページには１２８の論理ページがプログ
ラムされる。１２８の論理ページは６４回のＬＳＢプログラムと６４回のＭＳＢプログラ
ムとを通じてプログラムされる。以下ではＷＬｉ（ｉ＝０～６３）に該当する物理ページ
を“ＷＬｉ物理ページ”と表記する。
【００４６】
　図４に示したプログラムシ－ケンスは、ＷＬ０～ＷＬ６３物理ページにＬＳＢプログラ
ムした後に、ＷＬ０～ＷＬ６３物理ページにＭＳＢプログラムする。図４を参照すると、
ＷＬ０～ＷＬ６３物理ページに第１～第６４論理ページが順次的にＬＳＢプログラムされ
る。その次に、ＷＬ０～ＷＬ６３物理ページに第６５～第１２８論理ページが順次的にＭ
ＳＢプログラムされる。
【００４７】
　図４の例で、ＷＬ６２物理ページは第６３論理ページをＬＳＢプログラムする前まで６
２回のＶｐａｓｓストレスを受信する。また、図４に示したプログラムシ－ケンスによる
と、ＷＬ６２物理ページはＭＳＢプログラム後に１回のカップリングノイズを受信する。
図４に示したプログラムシ－ケンスはカップリングノイズとＶｐａｓｓストレスとによる
メモリーセルの閾値電圧上昇を減らすことができる。
【００４８】
　図５～図７は、図４に示したプログラムシ－ケンスのＶｐｇｍ障害を減らすことができ
る方法を説明するためのセルストリング構造図である。図５～図７で、Ｍ１メモリーセル
はプログラム禁止セルであり、ＷＬ１物理ページに第６６論理ページ（図４参照）がＭＳ
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Ｂプログラムされると仮定する。
【００４９】
　ビットラインセットアップ区間で、プログラムビットライン（ｐｒｏｇｒａｍ　ＢＬ）
には接地電圧０Ｖが提供され、プログラム禁止ビットライン（ｉｎｈｉｂｉｔ　ＢＬ）に
は電源電圧ＶＤＤが提供される。プログラム実行区間で、選択ワードラインＷＬ１にプロ
グラム電圧Ｖｐｇｍが印加される時、プログラムセルはＦ－Ｎトンネルリングによって、
プログラムされ、プログラム禁止セルはチャンネルブースティング（ｃｈａｎｎｅｌ　ｂ
ｏｏｓｔｉｎｇ）によってプログラム禁止される。Ｖｐｇｍ障害はプログラム禁止セルＭ
１でチャンネルブースティングが十分になされない時に発生する。
【００５０】
　図５を参照すると、ＬＳＢプログラム結果、メモリーセルの閾値電圧はＥ０状態が０Ｖ
より低くＰ０状態が０Ｖより高い。そして、ＭＳＢプログラムのビットラインセットアッ
プ区間（以下、ＭＳＢＢＬセットアップ区間）で、全てのワードラインに０Ｖのワードラ
イン電圧ＶＷＬが提供され、プログラム禁止ビットラインＢＬｉに電源電圧ＶＤＤが印加
される。図５に示した実施形態によると、Ｍ２～Ｍ６３メモリーセルは、ＬＳＢプログラ
ム状態Ｅ０、Ｐ０によってチャンネルを形成するか、或いは遮断される。仮にＭ２～Ｍ６
３メモリーセルにＰ０状態が存在すると、Ｍ１メモリーセルに電源電圧が十分に提供され
ないことがある。この場合、Ｍ１メモリーセルはＭＳＢプログラム動作の時にチャンネル
ブースティングされ得る。その結果、Ｍ１メモリーセルは誤ってプログラムされ得る。
【００５１】
　本実施形態によるフラッシュメモリー装置１１００は、このようなＶｐｇｍ障害を防止
するために、ＭＳＢＢＬセットアップ区間でＰ０状態より高いワードライン電圧ＶＷＬを
提供する。Ｐ０状態より高いワードライン電圧ＶＷＬを提供する方法としては様々な方法
がある。
【００５２】
　一実施形態として、図６を参照すると、フラッシュメモリー装置１１００はＭＳＢＢＬ
セットアップ区間でＰ０状態より高いワードライン電圧（例えば、ＶＤＤ）を印加する。
ワードライン電圧ＶＷＬがＰ０状態より高ければ、Ｍ２～Ｍ６３メモリーセルは、ＬＳＢ
プログラム状態に拘らず、チャンネルを形成できる。即ち、ＭＳＢＢＬセットアップ区間
でＭ２～Ｍ６３メモリーセルが０Ｖより高いＰ０状態にプログラムされても、Ｍ１メモリ
ーセルは電源電圧が十分に提供されて受信され得る。
【００５３】
　他の実施形態として、図７を参照すると、フラッシュメモリー装置１１００はＰ０状態
を０Ｖより低く設定し得る。Ｐ０状態が０Ｖより低ければ、Ｍ２～Ｍ６３メモリーセルは
、ＬＳＢプログラム状態に拘らず、チャンネルを形成できる。即ち、ＭＳＢＢＬセットア
ップ区間で０Ｖのワードライン電圧ＶＷＬが印加されても、Ｍ１メモリーセルは電源電圧
が十分に提供されて受信され得る。フラッシュメモリー装置１１００がＰ０状態を０Ｖよ
り低く設定できる方法としては様々な方法がある。
【００５４】
　図８～図１０は、Ｐ０状態を０Ｖより低く設定できる様々な実施形態を示す図面である
。ＬＳＢプログラム動作の時、メモリーセルの閾値電圧分布はプログラム検証バイアス条
件によって決定され得る。
【００５５】
　ここで、プログラム検証バイアス電圧には、選択ワードラインへ提供されるＶＷＬ、ビ
ットラインへ提供されるＶＢＬ、共通ソースラインへ提供されるＶＣＳＬ等がある。そし
て、図８～図１０には図示していないが、非選択ワードライン（図示せず）や選択ライン
（図示せず）（ＳＳＬ、ＧＳＬ）にはメモリーセルや選択トランジスターを十分にターン
オンできる電圧が提供される。図８～図１０で、ＶＷＬは電圧発生器１１５０（図２参照
）から提供され、ＶＢＬはページバッファー回路１１３０（図２参照）へ提供され、ＶＣ
ＳＬはＣＳＬドライバー１１１５（図２参照）へ提供される。
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【００５６】
　図８は、負電圧発生器を使用した実施形態である。図８を参照すると、フラッシュメモ
リー装置１１００はＬＳＢプログラム検証動作の時に選択ワードラインへ負のプログラム
検証電圧（例えば、ＶＷＬ＝－１Ｖ）を提供する。フラッシュメモリー装置１１００は負
電圧発生器１１５３（図２参照）を利用して負（－）のプログラム検証電圧を生成できる
。選択ワードラインへ負のプログラム検証電圧（例えば、ＶＷＬ＝－１Ｖ）が提供され、
ビットラインには電源電圧ＶＤＤが提供され、共通ソースラインには０Ｖが提供される。
【００５７】
　このようなバイアス条件で、メモリーセルの閾値電圧がａ１であると仮定すると、（Ｖ
ｔｈ＝ａ１）、ＶＷＬ－ＶＣＳＬがＶｔｈより高いので、メモリーセルはオンセル（ｏｎ
　ｃｅｌｌ）として作動する。従って、ビットライン充電電荷はメモリーセルを通じて共
通ソースラインへ放電される。その結果、ページバッファー回路１１３０のラッチ回路（
ＬＡＴ１１３１）はプログラム継続データ（例えば、データ０）を有する。ここで、プロ
グラム継続データは該当メモリーセルに対するプログラム動作を継続進行するためのデー
タを意味する。
【００５８】
　メモリーセルの閾値電圧がｂ１になると（Ｖｔｈ＝ｂ１）、ＶＷＬ－ＶＣＳＬが、Ｖｔ
ｈより低いか、或いは同一であるために、メモリーセルはオフセル（ｏｆｆ　ｃｅｌｌ）
として作動する。従って、ビットライン充電電荷はそのまま維持される。その結果、ペー
ジバッファー回路１１３０のラッチ回路（ＬＡＴ１１３１）はプログラム終了データ（例
えば、データ１）を有する。ここで、プログラム終了データは該当メモリーセルに対する
プログラム動作を終了するためのデータを意味する。上記のような原理によって、Ｐ０状
態にあるメモリーセルは負の閾値電圧を有することができる。
【００５９】
　図９及び図１０は、ＣＳＬドライバーを使用した実施形態である。図９を参照すると、
フラッシュメモリー装置１１００はＬＳＢプログラム検証動作の時に共通ソースラインへ
電源電圧ＶＤＤを提供する。フラッシュメモリー装置１１００は、低電圧発生器１１５２
（図２参照）を利用して電源電圧を生成でき、選択ワードラインへ０Ｖを提供する。
【００６０】
　このようなバイアス条件で、メモリーセルの閾値電圧がａ２であると仮定すると（Ｖｔ
ｈ＝ａ２）、ビットライン電圧ＶＢＬがＶＷＬ－Ｖｔｈになる時、メモリーセルはシャッ
トオフ（ｓｈｕｔ　ｏｆｆ）される。即ち、ＶＢＬは、ＶＷＬ－Ｖｔｈ、即ち、ａ２の絶
対値｜ａ２｜まで上昇できる。この時、ページバッファー回路１１３０は比較器１１３２
を利用してＶＢＬと｜ＶＦＹ０｜とを比較する。ここで、ＶＦＹ０はプログラムターゲッ
ト電圧である。比較結果、ＶＢＬが｜ＶＦＹ０｜より高いために、ページバッファー回路
１１３０のラッチ回路（ＬＡＴ１１３３）はプログラム継続データ（例えば、データ０）
を有する。
【００６１】
　メモリーセルの閾値電圧がｂ２になると（Ｖｔｈ＝ｂ２）、ＶＢＬが、｜ＶＦＹ０｜よ
り低いか、或いは同一であるために、ページバッファー回路１１３０のラッチ回路（ＬＡ
Ｔ１１３３）はプログラム終了データ（例えば、データ１）を有する。上記のような原理
によって、Ｐ０状態にあるメモリーセルは負の閾値電圧を有することができる。
【００６２】
　図１０を参照すると、フラッシュメモリー装置１１００は、ＬＳＢプログラム検証動作
の時に共通ソースラインへＣＳＬ電圧（例えば、ＶＣＳＬ＝１Ｖ）を提供し、選択ワード
ラインへ０Ｖを提供し、ビットラインへ電源電圧ＶＤＤを提供する。ここで、ＶＣＳＬは
ＶＤＤより低く、プログラムターゲット電圧の絶対値である。
【００６３】
　このようなバイアス条件で、メモリーセルの閾値電圧がａ３であると仮定すると（Ｖｔ
ｈ＝ａ３）、ＶＷＬ－ＶＣＳＬがＶｔｈより高いために、メモリーセルはオンセル（ｏｎ
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　ｃｅｌｌ）として作動する。従って、ページバッファー回路１１３０のラッチ回路（Ｌ
ＡＴ、１１３４）はプログラム継続データ（例えば、データ０）を有する。
【００６４】
　メモリーセルの閾値電圧がｂ３になると（Ｖｔｈ＝ｂ３）、ＶＷＬ－ＶＣＳＬが、Ｖｔ
ｈより低いか、或いは同一であるために、メモリーセルはオフセル（ｏｆｆ　ｃｅｌｌ）
として作動する。従って、ページバッファー回路１１３０のラッチ回路（ＬＡＴ１１３４
）はプログラム終了データ（例えば、データ１）を有する。上のような原理によってＰ０
状態にあるメモリーセルは負の閾値電圧を有することができる。
【００６５】
　再び図７を参照すると、フラッシュメモリー装置１１００は、Ｐ０状態を０Ｖより低く
設定すると同時に、ＭＳＢＢＬセットアップ区間で０Ｖより高いワードライン電圧（例え
ば、１Ｖ）を印加できる。この方法を使用する理由は、ＬＳＢプログラム動作の間に、負
（－）のプログラム検証電圧ＶＦＹ０を印加しても、Ｐ０状態にある一部メモリーセルの
閾値電圧が０Ｖより高まることがあるためである。
【００６６】
　上述のようなプログラム方法によると、Ｖｐｇｍ障害を減らすことができるのみでなく
、ＬＳＢプログラム動作の時にＶｐａｓｓ電圧及びＶｒｅａｄ電圧を減らすことができる
。ここで、Ｖｒｅａｄ電圧はＬＳＢプログラム検証動作又はＬＳＢ読出し動作の時に非選
択ワードラインに提供される電圧である。本実施形態によるフラッシュメモリー装置１１
００はＬＳＢプログラムとＭＳＢプログラム動作の時に徐々に他のＶｐａｓｓ電圧又はＶ
ｒｅａｄ電圧を印加できる。即ち、本実施形態によるフラッシュメモリー装置１１００は
、ＬＳＢプログラム動作の時にワードラインへより低いＶｐａｓｓ電圧を印加でき、ＬＳ
Ｂプログラム検証動作の時に非選択ワードラインにより低いＶｒｅａｄ電圧を印加できる
。
【００６７】
　図１１は、図４に示したプログラムシ－ケンスを利用するフラッシュメモリー装置の動
作方法を説明するためのダイヤグラムである。図１１を参照すると、ＬＳＢプログラム過
程でプログラム検証電圧ＶＦＹ０は負電圧であり、Ｐ０状態は０Ｖより低い。そして、Ｍ
ＳＢプログラム過程でＰ１状態とＰ２状態のプログラム検証電圧ＶＦＹ１、ＶＦＹ２は０
Ｖより低く、Ｐ３状態のプログラム検証電圧ＶＦＹ３は０Ｖより高い。
【００６８】
　図１２は、図１１に示したＬＳＢプログラム動作を説明するためのタイミング図である
。図１２を参照すると、ＬＳＢＢＬセットアップ区間で、プログラム禁止ビットラインに
は電源電圧ＶＤＤが印加され、プログラムビットラインには０Ｖが印加され、全てのワー
ドラインには０Ｖが印加される。Ｖｐａｓｓイネーブル区間で、全てのワードラインには
Ｖｐａｓｓ電圧が印加される。ＬＳＢプログラム実行区間で、増加型ステップパルスプロ
グラム（Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　Ｓｔｅｐ　Ｐｕｌｓｅ　Ｐｒｏｇｒａｍ）電圧が印加
される。各々のプログラムループ毎に０Ｖより低いプログラム検証電圧ＶＦＹ０を利用し
てプログラム検証動作が実行される。
【００６９】
　図１３は、図１１に示したＭＳＢプログラム動作を説明するためのタイミング図である
。図１３を参照すると、ＭＳＢＢＬセットアップ区間で、プログラム禁止ビットラインに
は電源電圧ＶＤＤが印加され、プログラムビットラインには０Ｖが印加される。そして、
全てのワードラインにはＰ０状態より高いワードライン電圧（例えば、ＶＤＤ）が印加さ
れる。Ｖｐａｓｓイネーブル区間で、全てのワードラインにはＶｐａｓｓ電圧が印加され
る。ＭＳＢプログラム実行区間で、ＩＳＰＰ（Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　Ｓｔｅｐ　Ｐｕ
ｌｓｅ　Ｐｒｏｇｒａｍ）電圧が印加される。各々のプログラムループ毎に３回のプログ
ラム検証電圧ＶＦＹ１、ＶＦＹ２、ＶＦＹ２が印加される。ＶＦＹ１及びＶＦＹ２は０Ｖ
より低く、ＶＦＹ３は０Ｖより高い。
【００７０】
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　図４に示したプログラムシ－ケンスを利用するフラッシュメモリー装置１１００は、上
述した通りカップリングノイズ、Ｖｐａｓｓストレス、及びＶｐｇｍ障害を減らすことが
できる。また、図４に示したプログラムシ－ケンスによると、Ｖｐａｓｓ電圧及びＶｒｅ
ａｄ電圧を減らすことができる。
【００７１】
　２．プログラムシ－ケンスの第２実施形態
【００７２】
　図１４は、図２に示したフラッシュメモリー装置のプログラムシ－ケンスに対する第２
実施形態を示す図面である。図１４に示したプログラムシ－ケンスは、図４に示したプロ
グラムシ－ケンスと同様にＷＬ０～ＷＬ６３物理ページにＬＳＢプログラムした後、ＷＬ
０～ＷＬ６３物理ページにＭＳＢプログラムする。しかし、図１４に示したプログラムシ
－ケンスは、図４の方法と異なり、中央に位置する物理ページ（例えば、ＷＬ３１物理ペ
ージ）から両側方向に交互にプログラムを進行する。
【００７３】
　図１４を参照すると、先にＷＬ３１物理ページに第１論理ページがＬＳＢプログラムさ
れ、ＷＬ３２物理ページに第２論理ページがＬＳＢプログラムされ、ＷＬ３０物理ページ
に第３論理ページがＬＳＢプログラムされる。このような方法でＷＬ０物理ページに第６
３論理ページがＬＳＢプログラムされ、ＷＬ６３物理ページに第６４論理ページがＬＳＢ
プログラムされる。その次にＷＬ３１物理ページに第６５論理ページがＭＳＢプログラム
され、ＷＬ３２物理ページに第６６論理ページがＭＳＢプログラムされる。このような方
法でＷＬ０物理ページに第１２７論理ページがＭＳＢプログラムされ、ＷＬ６３物理ペー
ジに第１２８論理ページがＭＳＢプログラムされる。
【００７４】
　図１４の実施形態で、ＷＬ６２物理ページは第６２論理ページをＬＳＢプログラムする
前まで６１回のＶｐａｓｓストレスを受信する。そして、図１４に示したプログラムシ－
ケンスによると、ＷＬ６２物理ページはＭＳＢプログラムの後に一回のカップリングノイ
ズを受信する。図１４に示したプログラムシ－ケンスはカップリングノイズとＶｐａｓｓ
ストレスとによるメモリーセルの閾値電圧上昇を減らすことができる。
【００７５】
　図１５～図１８は、図１４に示したプログラムシ－ケンスのＶｐｇｍ障害を減らすこと
ができる方法を示す図面である。図１４に示したプログラムシ－ケンスにおいて、Ｖｐｇ
ｍ障害を減らすために、フラッシュメモリー装置１１００はＭＳＢ　ＢＬセットアップ区
間でＣＳＬドライバー１１１５から電源電圧ＶＤＤの供給を受信する。これは下位物理ペ
ージに充分のチャンネル電圧を提供するためである。
【００７６】
　図１５を参照すると、Ｍ１メモリーセルはプログラム禁止セルであり、ＷＬ１物理ペー
ジに第１２５論理ページ（図１４参照）がＭＳＢプログラムされると仮定する。図１６に
示したようにＭＳＢＢＬセットアップ区間で、ＳＳＬとＧＳＬとに電源電圧ＶＤＤが印加
され、ＣＳＬに電源電圧ＶＤＤが提供される。そして、全てのワードラインＷＬ０～ＷＬ
６３には０Ｖが印加される。
【００７７】
　このようなバイアス条件で、ＬＳＢプログラムのＰ０状態を０Ｖより低く設定すると、
Ｍ０メモリーセルは、ＬＳＢプログラム状態に拘らず、チャンネルを形成できる。即ち、
ＭＳＢ　ＢＬセットアップ区間で０Ｖのワードライン電圧ＶＷＬが印加されても、Ｍ１メ
モリーセルは、ＣＳＬドライバー１１１５を通じて電源電圧ＶＤＤの提供を十分に受信す
ることができるために、Ｖｐｇｍ障害を防止することができる。
【００７８】
　図１７を参照すると、フラッシュメモリー装置１１００はＭＳＢＢＬセットアップ区間
でＰ０状態より高いワードライン電圧（例えば、ＶＤＤ）を印加する。ワードライン電圧
ＶＷＬがＰ０状態より高ければ、Ｍ０メモリーセルは、ＬＳＢプログラム状態に拘らず、
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チャンネルを形成できる。即ち、ＭＳＢＢＬセットアップ区間でＭ０メモリーセルが０Ｖ
より高いＰ０状態にプログラムされても、Ｍ１メモリーセルは電源電圧の提供を十分に受
信することができる。図１８に示したように、フラッシュメモリー装置１１００は、ＭＳ
Ｂ　ＢＬセットアップ区間で、電源電圧ＶＤＤを印加してＧＳＬをターンオンし、ＣＳＬ
を通じて電源電圧ＶＤＤをビットラインへ提供する。
【００７９】
　図１４に示したプログラムシ－ケンスによると、カップリングノイズ、Ｖｐａｓｓ障害
、及びＶｐｇｍ障害を減らすことができる。また、図１５に示した方法によると、ＬＳＢ
プログラム動作の時にＶｐａｓｓ電圧及びＶｒｅａｄ電圧を減らすことができる。ここで
、Ｖｒｅａｄ電圧はＬＳＢプログラム検証動作又はＬＳＢ読出し動作の時に非選択ワード
ラインに提供される電圧である。
【００８０】
　３．プログラムシ－ケンスの第３実施形態
【００８１】
　図１９は、図２に示したフラッシュメモリー装置のプログラムシ－ケンスに対する第３
実施形態を示す図面である。図１９に示したプログラムシ－ケンスは、図４の方法と同様
にＷＬ０～ＷＬ６３物理ページにＬＳＢプログラムした後に、ＷＬ０～ＷＬ６３物理ペー
ジにＭＳＢプログラムする。
【００８２】
　図１９に示したプログラムシ－ケンスは、図４の方法と異なり、ＬＳＢプログラムの時
に偶数のワードライン（ｅｖｅｎ　ＷＬ：ＷＬ０、ＷＬ２、ＷＬ４、…、ＷＬ６２）をプ
ログラムした後、奇数のワードライン（ｏｄｄ　ＷＬ：ＷＬ１、ＷＬ３、ＷＬ５、…、Ｗ
Ｌ６３）をプログラムする。そして、ＭＳＢプログラムの時には図４に示したプログラム
シ－ケンスと同一にプログラムする。
【００８３】
　図１９の実施形態で、ＷＬ６２物理ページは第３２論理ページをＬＳＢプログラムする
前まで３１回のＶｐａｓｓストレスを受信する。そして、ＷＬ６２物理ページに第３２論
理ページがＬＳＢプログラムされると、全ての物理ページは少なくとも一回以上のカップ
リングノイズを受信する。メモリーセルの閾値電圧ＶｔｈとＶｐａｓｓ電圧との差が小さ
ければ小さいほど、メモリーセルは相対的に少ないＶｐａｓｓストレスを受信する。メモ
リーセルの閾値電圧がカップリングノイズによって上昇すると、メモリーセルは相対的に
少ないＶｐａｓｓストレスを受信する。
【００８４】
　図１９で、偶数の物理ページに対するＬＳＢプログラムが実行されると、全ての物理ペ
ージはカップリングノイズによって閾値電圧が上昇した状態にある。従って、ＷＬ６３物
理ページは、第６４論理ページをＬＳＢプログラムする前まで６３回のＶｐａｓｓストレ
スを受信するが、図４の方法に比べて相対的に少ないＶｐａｓｓストレスを受信する。
【００８５】
　第１実施形態と比較すると、図１９に示したプログラムシ－ケンスは相対的に少ないＶ
ｐａｓｓストレスを受信する。一方、図１９に示したプログラムシ－ケンスは図６及び図
７に示した方法を利用してＶｐｇｍ障害を減らすことができる。図１９に示したプログラ
ムシ－ケンスによると、Ｖｐａｓｓストレスを最小化でき、それによるメモリーセルの閾
値電圧上昇を減らすことができる。
【００８６】
　４．３ビットＭＬＣプログラムシ－ケンスの実施形態
【００８７】
　図２０は、図２に示したメモリーセルの閾値電圧変化を例示的に示すダイヤグラムであ
る。図２０は、３ビットＭＬＣの実施形態であり、メモリーセルは、３回のプログラム動
作を通じて、８つの状態Ｅ０、Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７の中のいずれ
か１つを有する。



(23) JP 5723222 B2 2015.5.27

10

20

30

40

50

【００８８】
　図２１～図２３は、３ビットＭＬＣの閾値電圧変化を減らすことができるプログラムシ
－ケンスの実施形態を示す図面である。３ビットＭＬＣのプログラムシ－ケンスは２ビッ
トＭＬＣの様々な組み合わせを通じて多様に具現することができる。
【００８９】
　図２１は、３ビットＭＬＣプログラムシ－ケンスの第１実施形態を示す図面である。図
２１を参照すると、第１ページプログラムは２ビットＭＬＣの第１実施形態と同様である
。即ち、第１ページプログラム動作の間に、ＷＬ０～ＷＬ６３物理ページに第１～第６４
論理ページが順次的にプログラムされる。
【００９０】
　第２及び第３ページプログラムは上位物理ページに下位ビットページをプログラムし、
下位物理ページに上位ビットページをプログラムする。図２１を参照すると、まずＷＬ０
物理ページに第６５論理ページがＬＳＢプログラムされる。その次にＷＬ１物理ページに
第６６論理ページがＬＳＢプログラムされ、ＷＬ０物理ページに第６７論理ページがＭＳ
Ｂプログラムされる。このような方法でＷＬ６３物理ページに第１９０論理ページがＬＳ
Ｂプログラムされ、ＷＬ６２物理ページに第１９１論理ページがＭＳＢプログラムされる
。最後にＷＬ６３物理ページに第１９２論理ページがＭＳＢプログラムされる。
【００９１】
　図２２は、３ビットＭＬＣプログラムシ－ケンスの第２実施形態を示す図面である。図
２２を参照すると、第１～第３ページプログラムは２ビットＭＬＣの第１実施形態と同一
の方法で実行される。即ち、ＷＬ０～ＷＬ６３物理ページには、第１ページのプログラム
の間に第１～第６４論理ページが順次的にプログラムされ、第２ページプログラムの間に
第６５～第１２８論理ページが順次的にプログラムされ、第３ページプログラムの間に第
１２９～第１９２論理ページが順次的にプログラムされる。
【００９２】
　図２３は、３ビットＭＬＣプログラムシ－ケンスの第３実施形態を示す図面である。図
２３を参照すると、ＷＬ０～ＷＬ３物理ページ（ａ）に対するプログラムシ－ケンスは３
ビットＭＬＣの第１実施形態の第２及び第３ページプログラムと類似の方法で実行され、
ＷＬ４～ＷＬ６３物理ページ（ｂ）に対するプログラムシ－ケンスは３ビットＭＬＣの第
２実施形態（図２２参照）と同一の方法で実行される。
【００９３】
　ＩＩＩ．フラッシュメモリーシステムの適用実施形態
【００９４】
　本発明によるフラッシュメモリーシステムは様々な製品に適用又は応用できる。本発明
によるフラッシュメモリーシステムは、パーソナルコンピューター、デジタルカメラ、カ
ムコーダー、携帯電話、ＭＰ３、ＰＭＰ、ＰＳＰ、ＰＤＡ等のような電子装置のみでなく
、メモリーカード、ＵＳＢメモリー、ソリッドステートドライブ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔ
ｅ　Ｄｒｉｖｅ、以下ＳＳＤと称する）等のような格納装置で具現することができる。
【００９５】
　図２４は、本発明によるフラッシュメモリーシステムの他の実施形態を示すブロック図
である。図２４を参照すると、フラッシュメモリーシステム２０００はメモリーコントロ
ーラー２１００及びフラッシュメモリー装置２２００を含む。フラッシュメモリーシステ
ム２０００はメモリーカード（例えば、ＳＤ、ＭＭＣ等）や着脱可能な移動式格納装置（
例えば、ＵＳＢメモリー等）のような格納媒体を全て含む。
【００９６】
　図２４を参照すると、メモリーコントローラー２１００は中央処理装置ＣＰＵ２１１０
、ホストインターフェース２１２０、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリー）２１３０、フ
ラッシュインターフェース２１４０、及びプログラムシーケンサー２１５０を含む。プロ
グラムシーケンサー２１５０はフラッシュ変換階層（ＦＴＬ）によるマッピングテーブル
形態で管理することができる。プログラムシーケンサー２１５０の動作原理は図２で説明
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したものと同様である。
【００９７】
　フラッシュメモリーシステム２０００はホストと連結して使用することができる。フラ
ッシュメモリーシステム２０００はホストインターフェース２１２０を介してホストとデ
ータを送受信し、フラッシュインターフェース２１４０を介してフラッシュメモリー装置
２２００とデータを送受信する。フラッシュメモリーシステム２０００はホストから電源
を受信して内部動作を実行する。
【００９８】
　本実施形態によるフラッシュメモリーシステム２０００は、プログラムシーケンサー２
１５０を利用して、フラッシュメモリー装置２２００のプログラムシ－ケンスを調節でき
る。フラッシュメモリー装置２２００のプログラムシ－ケンスを調節する方法は上述した
ものと同様である。
【００９９】
　図２５は、本発明の一実施形態によるフラッシュメモリーシステムをメモリーカードに
適用した実施形態を示す図面である。メモリーカードシステム３０００はホスト３１００
とメモリーカード３２００とを具備する。ホスト３１００はホストコントローラー３１１
０及びホスト接続ユニット３１２０を含む。メモリーカード３２００は、カード接続ユニ
ット３２１０、カードコントローラー３２２０、及びフラッシュメモリー装置３２３０を
含む。ここで、カードコントローラー３２２０又はフラッシュメモリー装置３２３０は上
述したプログラムシーケンサー（図示せず）を含むことができる。
【０１００】
　ホスト３１００は、メモリーカード３２００にデータを書込むか、或いはメモリーカー
ド３２００に格納されたデータを読出す。ホストコントローラー３１１０は、コマンド（
例えば、書込みコマンド）、ホスト３１００内のクロック発生器（図示せず）で発生する
クロック信号ＣＬＫ、及びデータＤＡＴＡを、ホスト接続ユニット３１２０を介してメモ
リーカード３２００へ送信する。
【０１０１】
　カードコントローラー３２２０は、カード接続ユニット３２１０を介して受信した書込
みコマンドに応答して、カードコントローラー３２２０内にあるクロック発生器（図示せ
ず）で発生したクロック信号に同期してデータをフラッシュメモリー装置３２３０に格納
する。フラッシュメモリー３２３０装置はホスト３１００から送信されたデータを格納す
る。例えば、ホスト３１００がデジタルカメラである場合には映像データを格納する。
【０１０２】
　図２５に示したメモリーカード３２００はプログラムシーケンサー（図示せず）を利用
してフラッシュメモリー装置３２３０のプログラムシ－ケンスを調節できる。フラッシュ
メモリー装置３２３０のプログラムシ－ケンスを調節する方法は上述したものと同様であ
る。
【０１０３】
　図２６は、本発明の一実施形態によるフラッシュメモリーシステムを含む電子装置を示
すブロック図である。電子装置４０００は、パーソナルコンピューターＰＣで具現するか
、或いはノート型コンピューター、携帯電話、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａ
ｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、及びカメラ等のような携帯用電子装置で具現することができ
る。
【０１０４】
　図２６を参照すると、電子装置４０００は、フラッシュメモリーシステム４１００、電
源装置４２００、補助電源装置４２５０、中央処理装置４３００、ＲＡＭ４４００、及び
使用者インターフェース４５００を含む。フラッシュメモリーシステム４１００はフラッ
シュメモリー装置４１１０及びメモリーコントローラー４１２０を含む。ここで、フラッ
シュメモリー装置４１１０又はメモリーコントローラー４１２０は上述したプログラムシ
ーケンサー（図示せず）を含むことができる。
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【０１０５】
　図２６に示した電子装置４０００はプログラムシーケンサー（図示せず）を利用してフ
ラッシュメモリー装置４１１０のプログラムシ－ケンスを調節できる。フラッシュメモリ
ー装置４１１０のプログラムシ－ケンスを調節する方法は上述したものと同様である。
【０１０６】
　図２７は、本発明の一実施形態によるフラッシュメモリーシステムをソリッドステート
ドライブ（ＳＳＤ）に適用した実施形態を示すブロック図である。図２７を参照すると、
ＳＳＤシステム５０００はホスト５１００とＳＳＤ５２００とを含む。
【０１０７】
　ＳＳＤ５２００は、信号コネクター５２３１を通じてホスト５１００と信号を送受信し
、電源コネクター５２２１を通じて電源を受信する。ＳＳＤ５２００は、複数のフラッシ
ュメモリー装置５２０１～５２０ｎ、ＳＳＤコントローラー５２１０、及び補助電源装置
５２２０を含む。ここで、複数のフラッシュメモリー装置５２０１～５２０ｎ又はＳＳＤ
コントローラー５２１０は上述したプログラムシーケンサー（図示せず）を含むことがで
きる。
【０１０８】
　複数のフラッシュメモリー装置５２０１～５２０ｎはＳＳＤ５２００の格納媒体として
使用される。ＳＳＤ５２００は、フラッシュメモリー以外にもＰＲＡＭ、ＭＲＡＭ、Ｒｅ
ＲＡＭ、ＦＲＡＭ等の不揮発性メモリー装置を使用することができる。複数のフラッシュ
メモリー装置５２０１～５２０ｎは複数のチャンネルＣＨ１～ＣＨｎを通じてＳＳＤコン
トローラー５２１０と連結することができる。１つのチャンネルには１つ又はそれ以上の
フラッシュメモリー装置を連結することができる。１つのチャンネルに連結されるフラッ
シュメモリー装置は同一データバスに連結され得る。
【０１０９】
　ＳＳＤコントローラー５２１０は信号コネクター５２３１を通じてホスト５１００と信
号ＳＧＬを送受信する。ここで、信号ＳＧＬにはコマンド、アドレス、データ等が包含さ
れ得る。ＳＳＤコントローラー５２１０は、ホスト５１００のコマンドによって該当フラ
ッシュメモリー装置にデータを書込みか、或いは該当フラッシュメモリー装置からデータ
を読出す。ＳＳＤコントローラー５２１０の内部構成は図２８を参照して詳細に説明する
。
【０１１０】
　補助電源装置５２２０は電源コネクター５２２１を通じてホスト５１００と連結される
。補助電源装置５２２０はホスト５１００から電源ＰＷＲを受信して充電できる。一方、
補助電源装置５２２０は、ＳＳＤ５２００内に位置することもでき、ＳＳＤ５２００の外
部に位置することもできる。例えば、補助電源装置５２２０は、メインボードに位置して
、ＳＳＤ５２００に補助電源を提供することができる。
【０１１１】
　図２８は、図２７に示したＳＳＤコントローラー５２１０の構成を例示的に示すブロッ
ク図である。図２８を参照すると、ＳＳＤコントローラー５２１０は、中央処理装置５２
１１、ホストインターフェース５２１２、ＲＡＭ５２１３、及びフラッシュインターフェ
ース５２１４を含む。
【０１１２】
　中央処理装置５２１１はホスト５１００（図２７参照）から入力された信号ＳＧＬを分
析して処理する。中央処理装置５２１１はホストインターフェース５２１２やフラッシュ
インターフェース５２１４を通じてホスト５１００やフラッシュメモリー装置５２０１～
５２０ｎを制御する。中央処理装置５２１１はＳＳＤ５２００を駆動するためのファーム
ウエアに従ってフラッシュメモリー装置５２０１～５２０ｎの動作を制御する。
【０１１３】
　ホストインターフェース５２１２はホスト５１００のプロトコルに対応してＳＳＤ５２
００とのインターフェーシングを提供する。ホストインターフェース５２１２はＵＳＢ（
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Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、ＳＣＳＩ（Ｓｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅ
ｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）、ＰＣＩ　ｅｘｐｒｅｓｓ、ＡＴＡ、ＰＡＴＡ
（Ｐａｒａｌｌｅｌ　ＡＴＡ）、ＳＡＴＡ（Ｓｅｒｉａｌ　ＡＴＡ）、ＳＡＳ（Ｓｅｒｉ
ａｌ　Ａｔｔａｃｈｅｄ　ＳＣＳＩ）等を利用してホスト５１００と通信できる。また、
ホストインターフェース５２１２はホスト５１００がＳＳＤ５２００をハードディスクド
ライブＨＤＤとして認識するように支援するディスクエミュレーション（Ｄｉｓｋ　Ｅｍ
ｕｌａｔｉｏｎ）機能を実行できる。
【０１１４】
　ＲＡＭ５２１３はホスト５１００から提供される書込みデータ又はフラッシュメモリー
装置から読出したデータを臨時に格納する。ＲＡＭ５２１３はフラッシュメモリー装置５
２０１～５２０ｎに格納されるメタデータやキャッシュデータを格納することができる。
急なパワーオフ動作の時に、ＲＡＭ５２１３に格納されたメタデータやキャッシュデータ
はフラッシュメモリー装置５２０１～５２０ｎに格納される。ＲＡＭ５２１３にはＤＲＡ
Ｍ、ＳＲＡＭ等が包含され得る。
【０１１５】
　フラッシュインターフェース５２１４はＲＡＭ５２１３から受信したデータを各々のチ
ャンネルＣＨ１～ＣＨｎでスキャッタリング（Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ）する。そして、フ
ラッシュインターフェース５２１４はフラッシュメモリー装置５２０１～５２０ｎから読
出したデータをＲＡＭ５２１３に伝達する。
【０１１６】
　図２７に示したＳＳＤ５２００はプログラムシーケンサー（図示せず）を利用してフラ
ッシュメモリー装置５２０１～５２０ｎのプログラムシ－ケンスを調節できる。フラッシ
ュメモリー装置５２０１～５２０ｎのプログラムシ－ケンスを調節する方法は上述したも
のと同様である。
【０１１７】
　図２９～図３３は、本発明によるフラッシュメモリー装置を３次元で具現した実施形態
を示す図面である。図２９は、図２に示したメモリーセルアレイ１１１０を示すブロック
図である。図２９を参照すると、メモリーセルアレイ１１１０は複数のメモリーブロック
ＢＬＫ１～ＢＬＫｈを含む。各メモリーブロックＢＬＫは３次元構造（又は垂直構造）を
有する。例えば、各メモリーブロックＢＬＫは第１～第３方向に沿って伸張された構造物
を含む。
【０１１８】
　各メモリーブロックＢＬＫは第２方向に沿って伸張された複数のＮＡＮＤストリングＮ
Ｓを含む。第１及び第３方向に沿って複数のＮＡＮＤストリングＮＳが提供され得る。各
ＮＡＮＤストリングＮＳは、ビットラインＢＬ、少なくとも１つのストリング選択ライン
ＳＳＬ、少なくとも１つの接地選択ラインＧＳＬ、複数のワードラインＷＬ、少なくとも
１つのダミーワードラインＤＷＬ、及び共通ソースラインＣＳＬに連結される。即ち、各
メモリーブロックは、複数のビットラインＢＬ、複数のストリング選択ラインＳＳＬ、複
数の接地選択ラインＧＳＬ、複数のワードラインＷＬ、複数のダミーワードラインＤＷＬ
、及び複数の共通ソースラインＣＳＬに連結される。メモリーブロックＢＬＫ１～ＢＬＫ
ｈは図３０を参照して更に詳細に説明する。
【０１１９】
　図３０は、図２９のメモリーブロックＢＬＫｉを例示的に示す斜視図であり、図３１は
、図３０のメモリーブロックＢＬＫｉの線Ｉ－Ｉ’に沿う断面図である。図３０及び図３
１を参照すると、メモリーブロックＢＬＫｉは第１～第３方向に沿って伸張された構造物
を含む。
【０１２０】
　まず、基板１１１が提供される。例示的に、基板１１１は第１タイプ不純物でドーピン
グされたシリコン物質を含む。例えば、基板１１１は、ｐタイプ不純物でドーピングされ
たシリコン物質を含み、ｐタイプウェル（例えば、ポケットｐウェル）であり得、ｐ－タ
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イプウェルを囲むｎ－タイプウェルを更に含むことができる。以下で、基板１１１はｐタ
イプシリコンであると仮定する。しかし、基板１１１はｐタイプシリコンに限定されない
。
【０１２１】
　基板１１１の上に、第１方向に沿って伸張された複数のドーピング領域（３１１～３１
４）が提供される。例えば、複数のドーピング領域（３１１～３１４）は基板１１１と異
なる第２タイプを有する。例えば、複数のドーピング領域（３１１～３１４）はｎ－タイ
プを有する。以下で、第１～第４ドーピング領域３１１～３１４はｎ－タイプであると仮
定する。しかし、第１～第４ドーピング領域３１１～３１４はｎ－タイプであるものに限
定されない。
【０１２２】
　第１及び第２ドーピング領域３１１、３１２の間に対応する基板１１１上の領域で、第
１方向に沿って伸張される複数の絶縁物質１１２が第２方向に沿って順次的に提供される
。例えば、複数の絶縁物質１１２及び基板１１１は第２方向に沿って予め設定された距離
程離隔されて提供される。例えば、複数の絶縁物質１１２は各々第２方向に沿って予め設
定された距離程離隔されて提供される。例示的に、絶縁物質１１２はシリコン酸化物（Ｓ
ｉｌｉｃｏｎ　Ｏｘｉｄｅ）のような絶縁物質を含む。
【０１２３】
　第１及び第２ドーピング領域３１１、３１２の間に対応する基板１１１上の領域で、第
１方向に沿って順次的に配置されて第２方向に沿って絶縁物質１１２を貫通する複数のピ
ラー１１３が提供される。例示的に、複数のピラー１１３の各々は絶縁物質１１２を貫通
して基板１１１と連結される。
【０１２４】
　例示的に、各ピラー１１３は複数の物質で構成される。例えば、各ピラー１１３の表面
層１１４は第１タイプでドーピングされたシリコン物質を含む。例えば、各ピラー１１３
の表面層１１４は基板１１１と同一のタイプでドーピングされたシリコン物質を含む。以
下で、各ピラー１１３の表面層１１４はｐ－タイプシリコンを含むものと仮定する。しか
し、各ピラー１１３の表面層１１４はｐ－タイプシリコンを含むものに限定されない。
【０１２５】
　各ピラー１１３の内部層１１５は絶縁物質で構成される。例えば、各ピラー１１３の内
部層１１５はシリコン酸化物のような絶縁物質で充填される。
【０１２６】
　第１及び第２ドーピング領域３１１、３１２の間の領域で、絶縁物質１１２、ピラー１
１３、及び基板１１１の露出した表面に沿って絶縁膜１１６が提供される。例示的に、絶
縁膜１１６の厚さは絶縁物質１１２との間の距離の１／２より小さい。即ち、絶縁物質１
１２の中で第１絶縁物質の下部面に提供された絶縁膜１１６、及び第１絶縁物質下部の第
２絶縁物質の上部面に提供された絶縁膜１１６との間に、絶縁物質１１２及び絶縁膜１１
６以外の物質を配置することができる領域が提供される。
【０１２７】
　第１及び第２ドーピング領域３１１、３１２の間の領域で、絶縁膜１１６の露出した表
面上に導電物質２１１～２９１が提供される。例えば、基板１１１に隣接する絶縁物質１
１２及び基板１１１の間に第１方向に沿って伸張される導電物質２１１が提供される。よ
り詳細には、基板１１１に隣接する絶縁物質１１２の下部面の絶縁膜１１６及び基板１１
１の間に、第１方向に伸張される導電物質２１１が提供される。
【０１２８】
　絶縁物質１１２の中で特定絶縁物質の上部面の絶縁膜１１６及び特定絶縁物質の上部に
配置された絶縁物質の下部面の絶縁膜１１６の間に、第１方向に沿って伸張される導電物
質が提供される。例示的に、絶縁物質１１２の間に、第１方向に伸張される複数の導電物
質２２１～２８１が提供される。また、絶縁物質１１２上の領域に第１方向に沿って伸張
される導電物質２９１が提供される。例示的に、第１方向に伸張された導電物質２１１～
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２９１は金属物質であり得る。例示的に、第１方向に伸張された導電物質２１１～２９１
はポリシリコン等のような導電物質であり得る。
【０１２９】
　第２及び第３ドーピング領域３１２、３１３の間の領域で、第１及び第２ドーピング領
域３１１、３１２上の構造物と同一の構造物が提供され得る。例示的に、第２及び第３ド
ーピング領域３１２、３１３の間の領域で、第１方向に伸張される複数の絶縁物質１１２
、第１方向に沿って順次的に配置されて第３方向に沿って複数の絶縁物質１１２を貫通す
る複数のピラー１１３、複数の絶縁物質１１２及び複数のピラー１１３の露出した表面に
提供される絶縁膜１１６、及び第１方向に沿って伸張される複数の導電物質２１２～２９
２が提供される。
【０１３０】
　第３及び第４ドーピング領域３１３、３１４の間の領域で、第１及び第２ドーピング領
域３１１、３１２上の構造物と同一の構造物が提供され得る。例示的に、第３及び第４ド
ーピング領域３１３、３１４の間の領域で、第１方向に伸張される複数の絶縁物質１１２
、第１方向に沿って順次的に配置されて第３方向に沿って複数の絶縁物質１１２を貫通す
る複数のピラー１１３、複数の絶縁物質１１２及び複数のピラー１１３の露出した表面に
提供される絶縁膜１１６、及び第１方向に沿って伸張される複数の導電物質２１３～２９
３が提供される。
【０１３１】
　複数のピラー１１３の上にドレーン３２０が各々提供される。例示的に、ドレーン３２
０は第２タイプでドーピングされたシリコン物質であり得る。例えば、ドレーン３２０は
ｎタイプでドーピングされたシリコン物質であり得る。以下で、ドレーン３２０はｎ－タ
イプシリコンを含むものと仮定する。しかし、ドレーン３２０はｎ－タイプシリコンを含
むものに限定されない。例示的に、各ドレーン３２０の幅は対応するピラー１１３の幅よ
り大きい。例えば、各ドレーン３２０は対応するピラー１１３の上部面にパッド形態で提
供され得る。
【０１３２】
　ドレーン３２０の上に、第３方向に伸張された導電物質３３１～３３３が提供される。
導電物質３３１～３３３は第１方向に沿って順次的に配置される。導電物質３３１～３３
３の各々は対応する領域のドレーン３２０と連結される。例示的に、ドレーン３２０及び
第３方向に伸張された導電物質３３３は各々コンタクトプラグ（ｃｏｎｔａｃｔ　ｐｌｕ
ｇ）を通じて連結され得る。例示的に、第３方向に伸張された導電物質３３１～３３３は
金属物質であり得る。例示的に、第３方向に伸張された導電物質３３１～３３３はポリシ
リコン等のような導電物質であり得る。
【０１３３】
　図３０及び図３１で、各ピラー１１３は、絶縁膜１１６の隣接する領域及び第１方向に
沿って伸張される複数の導体ライン２１１～２９１、２１２～２９２、２１３～２９３の
中の隣接する領域と共にストリングを形成する。例えば、各ピラー１１３は、絶縁膜１１
６の隣接する領域及び第１方向に沿って伸張される複数の導体ライン２１１～２９１、２
１２～２９２、２１３～２９３の中の隣接する領域と共にＮＡＮＤストリングＮＳを形成
する。ＮＡＮＤストリングＮＳは複数のトランジスター構造ＴＳを含む。トランジスター
構造ＴＳは図３２を参照してより詳細に説明する。
【０１３４】
　図３２は、図３１のトランジスター構造ＴＳを示す断面図である。図３０～図３２を参
照すると、絶縁膜１１６は、第１～第３サブ絶縁膜１１７、１１８、１１９を含む。
【０１３５】
　ピラー１１３のｐ－タイプシリコン（表面層１１４）はボディー（ｂｏｄｙ）として作
動することができる。ピラー１１３に隣接する第１サブ絶縁膜１１７はトンネルリング絶
縁膜として作動することができる。例えば、ピラー１１３に隣接する第１サブ絶縁膜１１
７は熱酸化膜を含むことができる。
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【０１３６】
　第２サブ絶縁膜１１８は電荷格納膜として作動することができる。例えば、第２サブ絶
縁膜１１８は電荷捕獲層として作動することができる。例えば、第２サブ絶縁膜１１８は
窒化膜又は金属酸化膜（例えば、アルミニウム酸化膜、ハフニウム酸化膜等）を含むこと
ができる。
【０１３７】
　導電物質２３３に隣接する第３サブ絶縁膜１１９はブロッキング絶縁膜として作動する
ことができる。例示的に、第１方向に伸張された導電物質２３３と隣接する第３サブ絶縁
膜１１９は単一層又は多層に形成することができる。第３サブ絶縁膜１１９は第１及び第
２サブ絶縁膜１１７、１１８より高い誘電常数を有する高誘電膜（例えば、アルミニウム
酸化膜、ハフニウム酸化膜等）であり得る。
【０１３８】
　導電物質２３３はゲート（又は制御ゲート）として作動することができる。即ち、ゲー
ト（又は制御ゲート）（導電物質２３３）、ブロッキング絶縁膜（第３サブ絶縁膜１１９
）、電荷格納膜（第２サブ絶縁膜１１８）、トンネルリング絶縁膜（第２サブ絶縁膜１１
７）、及びボディー（表面層１１４）はトランジスター（又はメモリーセルトランジスタ
ー構造）を形成することができる。例示的に、第１～第３サブ絶縁膜１１７～１１９はＯ
ＮＯ（ｏｘｉｄｅ－ｎｉｔｒｉｄｅ－ｏｘｉｄｅ）を構成できる。以下で、ピラー１１３
のｐ－タイプシリコン（表面層１１４）を第２方向のボディーと称する。
【０１３９】
　メモリーブロックＢＬＫｉは複数のピラー１１３を含む。即ち、メモリーブロックＢＬ
Ｋｉは複数のＮＡＮＤストリングＮＳを含む。より詳細には、メモリーブロックＢＬＫｉ
は第２方向（又は基板と垂直な方向）に伸張された複数のＮＡＮＤストリングＮＳを含む
。
【０１４０】
　各ＮＡＮＤストリングＮＳは第２方向に沿って配置される複数のトランジスター構造Ｔ
Ｓを含む。各ＮＡＮＤストリングＮＳの複数のトランジスター構造ＴＳの中の少なくとも
１つはストリング選択トランジスターＳＳＴとして作動する。各ＮＡＮＤストリングＮＳ
の複数のトランジスター構造ＴＳの中の少なくとも１つは接地選択トランジスターＧＳＴ
として作動する。
【０１４１】
　複数のゲート（又は複数の制御ゲート）は、第１方向に伸張された導電物質２１１～２
９１、２１２～２９２、２１３～２９３に対応する。即ち、複数のゲート（又は複数の制
御ゲート）は、第１方向に伸張されてワードライン、及び少なくとも２つの選択ライン（
例えば、少なくとも１つのストリング選択ラインＳＳＬ及び少なくとも１つの接地選択ラ
インＧＳＬ）を形成する。
【０１４２】
　第３方向に伸張された導電物質３３１～３３３はＮＡＮＤストリングＮＳの一端に連結
される。例示的に、第３方向に伸張された導電物質３３１～３３３はビットラインＢＬと
して作動する。即ち、１つのメモリーブロックＢＬＫｉで、１つのビットラインＢＬに複
数のＮＡＮＤストリングが連結される。
【０１４３】
　第１方向に伸張された第２タイプドーピング領域（３１１～３１４）がＮＡＮＤストリ
ングの他端に提供される。第１方向に伸張された第２タイプドーピング領域（３１１～３
１４）は共通ソースラインＣＳＬとして作動する。
【０１４４】
　要約すると、メモリーブロックＢＬＫｉは基板１１１と垂直な方向（第２方向）に伸張
された複数のＮＡＮＤストリングを含み、１つのビットラインＢＬに複数のＮＡＮＤスト
リングＮＳが連結されるＮＡＮＤフラッシュメモリーブロック（例えば、電荷捕獲型）と
して作動する。
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【０１４５】
　図３０～図３２で、第１方向に伸張される導体ライン２１１～２９１、２１２～２９２
、２１３～２９３は９つの層で提供されるものと説明した。しかし、第１方向に伸張され
る導体ライン２１１～２９１、２１２～２９２、２１３～２９３は９つの層で提供される
ものに限定されない。例えば、第１方向に伸張される導体ラインは８つの層、１６個の層
、又は複数の層で提供することができる。即ち、１つのＮＡＮＤストリングで、トランジ
スターは８つ、１６個、又は複数個であり得る。
【０１４６】
　図３０～図３２で、１つのビットラインＢＬに３つのＮＡＮＤストリングＮＳが連結さ
れるものと説明した。しかし、１つのビットラインＢＬに３つのＮＡＮＤストリングＮＳ
が連結されるものに限定されない。例示的に、メモリーブロックＢＬＫｉで、１つのビッ
トラインＢＬにｍ個のＮＡＮＤストリングＮＳを連結することができる。この時、１つの
ビットラインＢＬに連結されるＮＡＮＤストリングＮＳの数程、第１方向に伸張される導
電物質２１１～２９１、２１２～２９２、２１３～２９３の数及び共通ソースライン３１
１～３１４の数も調節され得る。
【０１４７】
　図３０～図３２で、第１方向に伸張された１つの導電物質に３つのＮＡＮＤストリング
ＮＳが連結されるものと説明した。しかし、第１方向に伸張された１つの導電物質に３つ
のＮＡＮＤストリングＮＳが連結されるものに限定されない。例えば、第１方向に伸張さ
れた１つの導電物質に、ｎ個のＮＡＮＤストリングＮＳを連結することができる。この時
、第１方向に伸張された１つの導電物質に連結されるＮＡＮＤストリングＮＳの数程、ビ
ットライン３３１～３３３の数も調節され得る。
【０１４８】
　図３３は、図３０～図３２を参照して説明したメモリーブロックＢＬＫｉの等価回路を
示す回路図である。図３０～図３３を参照すると、第１ビットラインＢＬ１及び共通ソー
スラインＣＳＬの間にＮＡＮＤストリングＮＳ１１～ＮＳ３１が提供される。第１ビット
ラインＢＬ１は第３方向に伸張された導電物質３３１に対応する。第２ビットラインＢＬ
２及び共通ソースラインＣＳＬの間にＮＡＮＤストリングＮＳ１２、ＮＳ２２、ＮＳ３２
が提供される。第２ビットラインＢＬ２は第３方向に伸張された導電物質３３２に対応す
る。第３ビットラインＢＬ３及び共通ソースラインＣＳＬの間に、ＮＡＮＤストリングＮ
Ｓ１３、ＮＳ２３。ＮＳ３３が提供される。第３ビットラインＢＬ３は第３方向に伸張さ
れた導電物質３３３に対応する。
【０１４９】
　各ＮＡＮＤストリングＮＳのストリング選択トランジスターＳＳＴは対応するビットラ
インＢＬと連結される。各ＮＡＮＤストリングＮＳの接地選択トランジスターＧＳＴは共
通ソースラインＣＳＬと連結される。各ＮＡＮＤストリングＮＳのストリング選択トラン
ジスターＳＳＴ及び接地選択トランジスターＧＳＴの間にメモリーセルＭＣが提供される
。
【０１５０】
　以下で、行及び列単位にＮＡＮＤストリングＮＳを定義する。１つのビットラインに共
通に連結されたＮＡＮＤストリングＮＳは１つの列を形成する。例えば、第１ビットライ
ンＢＬ１に連結されたＮＡＮＤストリングＮＳ１１～ＮＳ３１は第１列に対応する。第２
ビットラインＢＬ２に連結されたＮＡＮＤストリングＮＳ１２～ＮＳ３２は第２列に対応
する。第３ビットラインＢＬ３に連結されたＮＡＮＤストリングＮＳ１３～ＮＳ３３は第
３列に対応する。
【０１５１】
　１つのストリング選択ラインＳＳＬに連結されるＮＡＮＤストリングＮＳは１つの行を
形成する。例えば、第１ストリング選択ラインＳＳＬ１に連結されたＮＡＮＤストリング
ＮＳ１１～ＮＳ１３は第１行を形成する。第２ストリング選択ラインＳＳＬ２に連結され
たＮＡＮＤストリングＮＳ２１～ＮＳ２３は第２行を形成する。第３ストリング選択ライ
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ンＳＳＬ３に連結されたＮＡＮＤストリングＮＳ３１～ＮＳ３３は第３行を形成する。
【０１５２】
　各ＮＡＮＤストリングＮＳで、高さが定義される。例示的に、各ＮＡＮＤストリングＮ
Ｓで、接地選択トランジスターＧＳＴに隣接するメモリーセルＭＣ１の高さは１である。
各ＮＡＮＤストリングＮＳで、ストリング選択トランジスターＳＳＴに隣接すればするほ
どメモリーセルの高さは増加する。各ＮＡＮＤストリングＮＳで、ストリング選択トラン
ジスターＳＳＴに隣接するメモリーセルＭＣ７の高さは７である。
【０１５３】
　同一行のＮＡＮＤストリングＮＳのストリング選択トランジスターＳＳＴはストリング
選択ラインＳＳＬを共有する。異なる行のＮＡＮＤストリングＮＳのストリング選択トラ
ンジスターＳＳＴは異なるストリング選択ラインＳＳＬ１、ＳＳＬ２、ＳＳＬ３に各々連
結される。
【０１５４】
　同一行のＮＡＮＤストリングＮＳの同一高さのメモリーセルはワードラインＷＬを共有
する。同一の高さで、異なる行のＮＡＮＤストリングＮＳのメモリーセルＭＣに連結され
たワードラインＷＬは共通に連結される。同一行のＮＡＮＤストリングＮＳの同一高さの
ダミーメモリーセルＤＭＣはダミーワードラインＤＷＬを共有する。同一高さで、異なる
行のＮＡＮＤストリングＮＳのダミーメモリーセルＤＭＣに連結されたダミーワードライ
ンＤＷＬは共通に連結される。
【０１５５】
　例示的に、ワードラインＷＬ又はダミーワードラインＤＷＬは第１方向に伸張される導
電物質２１１～２９１、２１２～２９２、２１３～２９３が提供される層から共通に連結
され得る。例示的に、第１方向に伸張される導電物質２１１～２９１、２１２～２９２、
２１３～２９３はコンタクトを通じて上部層に連結される。上部層から第１方向へ伸張さ
れる導電物質２１１～２９１、２１２～２９２、２１３～２９３が共通に連結される。
【０１５６】
　同一行のＮＡＮＤストリングＮＳの接地選択トランジスターＧＳＴは接地選択ラインＧ
ＳＬを共有する。異なる行のＮＡＮＤストリングＮＳの接地選択トランジスターＧＳＴは
接地選択ラインＧＳＬを共有する。即ち、ＮＡＮＤストリングＮＳ１１～ＮＳ１３、ＮＳ
２１～ＮＳ２３、ＮＳ３１～ＮＳ３３は接地選択ラインＧＳＬに共通に連結される。
【０１５７】
　共通ソースラインＣＳＬはＮＡＮＤストリングＮＳに共通に連結される。例えば、基板
１１１上の活性領域で、第１～第４ドーピング領域３１１～３１４が連結される。例えば
、第１～第４ドーピング領域３１１～３１４はコンタクトを通じて上部層に連結され得る
。上部層で第１～第４ドーピング領域３１１～３１４が共通に連結され得る。
【０１５８】
　図３３に示したように、同一高さのワードラインＷＬは共通に連結される。従って、特
定ワードラインＷＬが選択される時、特定ワードラインＷＬに連結された全てのＮＡＮＤ
ストリングＮＳが選択され得る。異なる行のＮＡＮＤストリングＮＳは異なるストリング
選択ラインＳＳＬに連結される。従って、ストリング選択ラインＳＳＬ１～ＳＳＬ３を選
択することによって、同一ワードラインＷＬに連結されたＮＡＮＤストリングＮＳの中の
非選択行のＮＡＮＤストリングＮＳがビットラインＢＬ１～ＢＬ３から分離できる。即ち
、ストリング選択ラインＳＳＬ１～ＳＳＬ３を選択することによって、ＮＡＮＤストリン
グＮＳの行が選択され得る。そして、ビットラインＢＬ１～ＢＬ３を選択することによっ
て、選択行のＮＡＮＤストリングＮＳが列単位に選択され得る。
【０１５９】
　各ＮＡＮＤストリングＮＳで、ダミーメモリーセルＤＭＣが提供される。ダミーメモリ
ーセルＤＭＣ及び接地選択ラインＧＳＴの間に第１～第３メモリーセルＭＣ１～ＭＣ３が
提供される。ダミーメモリーセルＤＭＣ及びストリング選択ラインＳＳＴの間に第４～第
６メモリーセルＭＣ４～ＭＣ６が提供される。以下で、各ＮＡＮＤストリングＮＳのメモ
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リーセルＭＣは、ダミーメモリーセルＤＭＣによって、メモリーセルグループで分割され
るものと仮定する。分割されたメモリーセルグループの中の接地選択トランジスターＧＳ
Ｔに隣接するメモリーセル（例えば、ＭＣ１～ＭＣ３）を下部メモリーセルグループと称
する。そして、分割されたメモリーセルグループの中のストリング選択トランジスターＳ
ＳＴに隣接するメモリーセル（例えば、ＭＣ４～ＭＣ６）を上部メモリーセルグループと
称する。
【０１６０】
　本発明によるプログラムシ－ケンスは３Ｄ構造を有するフラッシュメモリー装置にも適
用することができる。本発明による３Ｄ構造を有するフラッシュメモリー装置は、プログ
ラムシーケンサーを利用して、カップリングノイズ、Ｖｐａｓｓ障害、及びＶｐｇｍ障害
を減らすことができる。
【０１６１】
　以上、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上述の実
施形態に限られるものではなく、本発明の技術的範囲から逸脱しない範囲内で多様に変更
実施することが可能である。
【符号の説明】
【０１６２】
　１１１　　基板
　１１２　　絶縁物質
　１１３　　ピラー
　１１４　　表面層
　１１５　　内部層
　１１６　　絶縁膜
　１１７～１１９　　第１～第３サブ絶縁膜
　２１１～２９１、２１２～２９２、２１３～２９３　　導電物質（導電ライン）
　３３１～３３３　　導電物質
　３１１～３１４　　第１～第４ドーピング領域
　３２０　　ドレーン
　１０００、２０００、４１００　　フラッシュメモリーシステム
　１１００、２２００、３２３０、４１１０、５２０１、５２０２、５２０ｎ　　フラッ
シュメモリー装置
　１１１０　　メモリーセルアレイ
　１１１１　　物理ページ
　１１１２　　セルストリング
　１１１５　　ＣＳＬドライバー
　１１２０　　アドレスデコーダー
　１１３０　　ページバッファー回路
　１１３１、１１３３、１１３４　　ＬＡＴ（ラッチ回路）
　１１３２　　比較器
　１１４０　　データ入出力回路
　１１５０　　電圧発生器
　１１５１　　高電圧発生器
　１１５２　　低電圧発生器
　１１５３　　負電圧発生器
　１１６０　　制御ロジック
　１１６５、２１５０　　プログラムシーケンサー
　１２００、２１００、４１２０　　メモリーコントローラー
　２１１０、４３００、５２１１　　中央処理装置（ＣＰＵ）
　２１２０、５２１２　　ホストインターフェース
　２１３０、４４００、５２１３　　ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリー）
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　２１４０、５２１４　　フラッシュインターフェース
　３０００　　メモリーカードシステム
　３１００、５１００　　ホスト
　３１１０　　ホストコントローラー
　３１２０　　ホスト接続ユニット（ＣＮＴ）
　３２００　　メモリーカード
　３２１０　　カード接続ユニット（ＣＮＴ）
　３２２０　　カードコントローラー
　４０００　　電子装置
　４２００　　電源装置
　４２５０、５２２０　　補助電源装置
　４５００　　使用者インターフェース
　５０００　　ＳＳＤシステム
　５２００　　ＳＳＤ
　５２１０　　ＳＳＤコントローラー
　５２２１　　電源コネクター
　５２３１　　信号コネクター

【図１】 【図２】
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