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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＭＩＳトランジスタと、
　前記ＭＩＳトランジスタのゲートに接続されたコントロールノードと、
　前記コントロールノードと第１の電源端との間に接続され、前記コントロールノードと
第１の電源端との間の通電量又は通電方向によって抵抗値が変化し、且つ通電を停止して
も変化した抵抗値が保持される２端子の第１の抵抗変化素子と、
　前記コントロールノードと第２の電源端との間に接続され、前記コントロールノードと
第２の電源端との間の通電量又は通電方向によって抵抗値が変化し、且つ通電を停止して
も変化した抵抗値が保持される２端子の第２の抵抗変化素子と、
　を具備し、
　前記各抵抗変化素子は、読み出し時に印加する第１の電源端側の電圧値と第２の電源端
側の電圧値との差をＶ、前記ＭＩＳトランジスタのしきい値電圧値をＶth、素子ばらつき
やノイズ、読み出し用回路のスペックなどを考慮した必要な電圧マージンの値をσaＶth

，σbＶthとしたとき、抵抗変化率αが
　　α＞［{V-(1-σa)Vth}/(1-σa)Vth]・[(1+σb)Vth/{V-(1+σb)Vth}］
なる式を満足することを特徴とする半導体メモリ素子。
【請求項２】
　前記第１及び第２の抵抗変化素子は、前記通電量又は通電方向によって各々少なくとも
２つの抵抗値を取るものであり、前記通電量又は通電方向の制御によって、前記第１の抵
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抗変化素子の抵抗値が小さい場合は前記第２の抵抗変化素子の抵抗値を大きくし、前記第
１の抵抗変化素子の抵抗値が大きい場合は前記第２の抵抗変化素子の抵抗値を小さくする
ことを特徴とする請求項１記載の半導体メモリ素子。
【請求項３】
　前記第１の抵抗変化素子の抵抗値が小さく前記第２の抵抗変化素子の抵抗値が大きい場
合には、前記ＭＩＳトランジスタのゲートの電位が該トランジスタのしきい値Ｖthよりも
低い電圧となり、前記第１の抵抗変化素子の抵抗値が大きく前記第２の抵抗変化素子の抵
抗値が小さい場合には、前記ＭＩＳトランジスタのゲート電位がしきい値Ｖthよりも高い
電圧となることを特徴とする請求項２記載の半導体メモリ素子。
【請求項４】
　前記第１及び第２の抵抗変化素子は、相変化材料，イオン伝導材料，又はＣＭＲを用い
て形成されることを特徴とする請求項１記載の半導体メモリ素子。
【請求項５】
　情報の読み出し時には前記コントロールノードを解放し、情報の書き込み時及び消去時
には前記コントロールノードと前記第１及び第２の電源端との間に通電することを特徴と
する請求項１記載の半導体記憶装置。
【請求項６】
　前記第１及び第２の抵抗変化素子は、相変化材料を用いて形成され、結晶化に適した温
度となる第１の電流を流して低抵抗相にすることにより抵抗値が小さくなり、第１の電流
よりも大きな電流を流して高抵抗相にすることにより抵抗が大きくなるものであることを
特徴とする請求項１記載の半導体メモリ素子。
【請求項７】
　情報の書き込みの際は、書き込むべき情報に応じて前記コントロールノードと第１及び
第２の電源端との間の一方に第１の電流を、他方に第２の電流を流し、消去の際は、前記
コントロールノードと第１及び第２の電源端との間の一方に第１の電流を、他方に第２の
電流を流し、情報の読み出しの際は、前記コントロールノードをフローティングにし、前
記第１の電源端を接地電位ＶSSとし、前記第２の電源端を電源電位ＶDDとすることを特徴
とする請求項６記載の半導体メモリ素子。
【請求項８】
　前記第１及び第２の抵抗変化素子は、層間絶縁膜中に設けられたビアに埋め込まれてい
ることを特徴とする請求項１記載の半導体メモリ素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、“０”，“１”の２値情報を抵抗値の違いとして記憶する半導体メモリ素子
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気的書き換え可能な不揮発性の半導体メモリ素子として、半導体基板上にフローティ
ングゲートとコントロールゲートを積層した２層ゲート構成のメモリセルが広く用いられ
ている。さらに、このメモリセルを直列接続して大容量化をはかったＮＡＮＤ型の半導体
記憶装置が既に実用化されている。しかし、２層ゲート構成のメモリセルでは、フローテ
ィングゲートに電荷を蓄積するという構成上、フローティングゲート周りの絶縁膜厚が薄
くできないという問題があり、これが微細化及び低電圧化の障害となっている。
【０００３】
　一方、フローティングゲートを用いない構造の不揮発性のメモリセルとして、素子の抵
抗が変化する素子、例えば磁気トンネル接合（ＭＴＪ）を用いたＭＲＡＭなどが提案され
ている。これら情報を抵抗値の違いとして保存する形のメモリ素子は、抵抗値を読み出す
ために通常、電流を流して電圧を読むか、電圧をかけて電流を読むという操作が必要にな
るため、周辺回路が大きくなる傾向がある。そこで、ＭＴＪをトランジスタと組み合わせ
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て、トランジスタのコンダクタンス変化によって抵抗の変化を読み出すという提案もなさ
れている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　しかし、ＭＴＪの抵抗変化率は２０％程度と小さいことや、トランジスタのしきい値の
製造ばらつきを無視できないことなどから、この方法では十分にトランジスタのコンダク
タンスを変化させることはできない。即ち、トランジスタのソース・ドレイン抵抗は微妙
な変化しかしないため、結局微小な抵抗変化を読み出すための周辺回路が必要になり、Ｍ
ＴＪの抵抗変化を読み出すのと変わらなくなる。
【特許文献１】特開２００１－２７３７５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように従来、２層ゲート構成のメモリセルにおいては、フローティングゲート周り
の絶縁膜厚を薄くできないという問題があり、これが微細化及び低電圧化の障害となって
いる。また、情報を抵抗値の違いとして保存する形の半導体メモリ素子においては、抵抗
値を読み出すための周辺回路が大きくなる問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記事情を考慮してなされたもので、その目的とするところは、情報を抵抗
値の違いとして記憶することができ、且つトランジスタのコンダクタンス変化によって抵
抗の変化を確実に読み出すことができ、低電圧動作が可能で、高集積化が可能な不揮発性
半導体メモリ素子を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために本発明は、次のような構成を採用している。
【００１０】
　即ち、本発明の一態様は、情報を抵抗値の違いとして記憶する半導体メモリ素子におい
て、ＭＩＳトランジスタと、前記ＭＩＳトランジスタのゲートに接続されたコントロール
ノードと、前記コントロールノードと第１の電源端との間に接続され、前記コントロール
ノードと第１の電源端との間の通電量又は通電方向によって抵抗値が変化し、且つ通電を
停止しても変化した抵抗値が保持される２端子の第１の抵抗変化素子と、前記コントロー
ルノードと第２の電源端との間に接続され、前記コントロールノードと第２の電源端との
間の通電量又は通電方向によって抵抗値が変化し、且つ通電を停止しても変化した抵抗値
が保持される２端子の第２の抵抗変化素子と、を具備し、前記各抵抗変化素子は、読み出
し時に印加する第１の電源端側の電圧値と第２の電源端側の電圧値との差をＶ、前記ＭＩ
Ｓトランジスタのしきい値電圧値をＶth、素子ばらつきやノイズ、読み出し用回路のスペ
ックなどを考慮した必要な電圧マージンの値をσaＶth，σbＶthとしたとき、抵抗変化率
αが
　　α＞［{V-(1-σa)Vth}/(1-σa)Vth]・[(1+σb)Vth/{V-(1+σb)Vth}］
なる式を満足することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、第１及び第２の電源端間に直列に挿入された、第１及び第２の抵抗変
化素子の接続点をＭＩＳトランジスタのゲートに接続しているため、抵抗変化素子の抵抗
値によってゲート電圧を制御することができる。即ち、抵抗変化素子の抵抗値によってＭ
ＩＳトランジスタをＯＮ・ＯＦＦ制御することができ、これによりメモリとして用いるこ
とができる。
【００１３】
　そしてこの場合、２層ゲート構成のメモリセルを用いたＮＡＮＤ型の半導体記憶装置と
は異なり、低電圧動作が可能である。さらに、抵抗変化素子を、相変化材料，イオン伝導
材料，又はＣＭＲなどを用いた２端子素子で形成することにより、抵抗変化率を十分に大
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きくしてトランジスタのコンダクタンス変化によって抵抗値の変化を確実に読み出すこと
ができ、これにより周辺回路が大きくなることもなく、高集積化が可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の詳細を図示の実施形態によって説明する。
【００１５】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係わる半導体メモリ素子を示す回路構成図であり、
メモリアレイを構成する最小単位（メモリセル）の構造を示したものである。
【００１６】
　図中の１０はＭＯＳトランジスタであり、このＭＯＳトランジスタ１０のゲートと第１
の電源端（例えば接地端ＶSS）との間に抵抗変化素子２０が接続され、ゲートと第２の電
源端（例えば電源端ＶDD）との間に抵抗（固定抵抗素子）３０が接続されている。抵抗変
化素子２０は、例えば相変化材料からなり、加熱温度によってその抵抗値が変化するもの
である。
【００１７】
　このような構成において、ＶDD＞ＶSS、抵抗３０の抵抗値をＲ１、抵抗変化素子２０の
抵抗値をＲ２とすると、トランジスタ１０のゲートにかかる電圧は、
　　（ＶDD－ＶSS）・Ｒ２／（Ｒ１＋Ｒ２）　　…（１）
となる。抵抗変化素子２０の抵抗値Ｒ２は可変であるので、この抵抗値Ｒ２を変化させる
ことにより、トランジスタ１０にかかるゲート電圧を変えることができる。従って、この
電圧範囲を図２に示すように、トランジスタ１０のしきい値電圧Ｖthの周りに設定するこ
とで、抵抗変化素子２０の抵抗値Ｒ２に応じてトランジスタ１０をＯＮしたりＯＦＦした
りすることができる。
【００１８】
　抵抗３０や抵抗変化素子２０は、シリコン基板や配線層、絶縁膜層内に作りこみ、配線
によりつなぐこともできるが、特に、ゲート電極と配線層をつなぐビアに埋め込むことで
、面積のオーバーヘッドをほぼなくすことができる。
【００１９】
　図３は、ゲート電極と配線層をつなぐビアに、抵抗３０と抵抗変化素子２０を埋め込み
形成した例を示している。図３の（ａ）は平面図、（ｂ）は断面図であり、図中の１１は
トランジスタ１０のゲート、１２はソース、１３はドレイン、４１は低電位側配線、４２
は高電位側配線を示している。
【００２０】
　なお、図３では、低電位側配線４１と高電位側配線４２を同じ高さのレイヤーで平行に
示しているが、両者を同じ高さに作り込んでも良いし、平行に作製しなくても良い。これ
は、トランジスタ１０のソース・ドレイン方向と、メモリアレイを作製するときの位置関
係で決めればよい。
【００２１】
　抵抗３０や抵抗変化素子２０の抵抗値は、トランジスタ１０のゲートにかかる電圧範囲
がしきい値をまたぐように設計する。また、抵抗３０や抵抗変化素子２０の抵抗値が先に
決まる場合には、トランジスタ１０のゲートにかかる電圧範囲が先に決まるので、しきい
値がこの電圧範囲内に含まれるようにトランジスタ１０を設計する。
【００２２】
　抵抗変化素子２０としては、図１の構成を取る場合には、トランジスタ１０の製造ばら
つきを考慮すると、
　　｛Ｒ2mim／（Ｒ１＋Ｒ2min）｝Ｖ＜Ｖth－σaＶth

　　｛Ｒ2max／（Ｒ１＋Ｒ2max）｝Ｖ＞Ｖth＋σbＶth　　…（２）
を満たす必要がある。ここで、Ｒ１は抵抗３０の抵抗値、Ｒ2minは抵抗変化素子２０の小
さい側の抵抗値、Ｒ2maxは抵抗変化素子２０の大きい側の抵抗値、Ｖは読み出し時に印加
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する高電位側の電圧値ＶDDと低電位側の電圧値ＶSSとの差（ＶDD－ＶSS）、Ｖthはトラン
ジスタ１０のしきい値電圧値、σaＶth、σbＶthは素子ばらつきやノイズ、読み出し用回
路のスペックなどを考慮した必要な電圧マージンの値である。
【００２３】
　今は全て正の値であるから、式（２）より、
　　　［｛Ｖ－（１－σa）Ｖth｝／（１－σa）Ｖth］・Ｒ2min
　　　　＜ Ｒ１ ＜
　　　［｛Ｖ－（１＋σb）Ｖth｝／（１＋σb）Ｖth］・Ｒ2max　　…（３）
でなければならないことが分かる。よって、式（３）を満たすように、トランジスタ特性
や抵抗３０、抵抗変化素子２０を設計する。
【００２４】
　また、抵抗変化素子２０の抵抗変化率を
　　α≡Ｒ2max／Ｒ2min　　　　…（４）
と定義すると、式（３）から、
　　α＞［{V-(1-σa)Vth}/(1-σa)Vth]・[(1+σb)Vth/{V-(1+σb)Vth}］　　…（５）
となる。よって、抵抗変化素子２０は式（５）を満たすことが必要である。
【００２５】
　αは電圧やしきい値電圧、σa，σb などに依存するが、今例えば、２００３年度版の
ＩＴＲＳ（International Technology Roadmap for Semiconductors）で、ｈｐ６５の世
代に期待されている電圧値１．１Ｖと、しきい値電圧値０．１８Ｖを用いて、且つσa ＝
σb ＝σとしたとき、横軸にσ、縦軸にαの最小極限をプロットすると図４のようになる
。これより、例えば±０．４Ｖth程度の電圧マージンの確保が必要となれば、今の例では
抵抗変化率は少なくとも２．８程度必要であることになる。
【００２６】
　また、抵抗変化素子２０をビアに埋め込むことを考えると、抵抗変化素子２０は２端子
の素子であることが望ましい。このような特性をみたす抵抗変化素子としては、Ｇｅ2 Ｓ
ｂ2 Ｔｅ5 やその他カルコゲナイド系物質などの相変化材料や、ＡｇリッチなＡｇ－Ｇｅ
－Ｓｅ系カルコゲナイド物質やＣｕ2 Ｓなどのイオン伝導材料、ロタキサン超分子やその
他分子材料、絶縁膜中に金属層を挟んだ構造を持つ素子、Ｐｒ0.7 Ｃａ0.3 ＭｎＯ3 など
のＣＭＲ（Colossal Magneto Resistive）物質が見せる抵抗変化など、を利用することが
できる。
【００２７】
　この構成例では、抵抗をＶDD側に、抵抗変化素子をＶSS側に接続したが、この並びを逆
にすることも、もちろん可能である。
【００２８】
　抵抗変化素子２０を形成する相変化材料として、例えばＧｅ2 Ｓｂ2 Ｔｅ5 を用いた場
合（S.H. Lee, et. al., Digest of Technical Papers, Symp on VLSI Tech 2004, p.20
）、セルサイズ＜０．４ミクロンで、第１及び第２の電源端間に１ｍＡの電流を１パルス
流して抵抗変化素子２０を高抵抗化（例えば非晶質化）することにより、１ＭΩの高抵抗
とすることができ、トランジスタ１０をＯＮ状態に保持することができた。また、第１及
び第２の電源端間に０．５ｍＡの電流を１パルス流して抵抗変化素子２０を低抵抗か（例
えば結晶化）することにより、２０ｋΩの低抵抗とすることができ、トランジスタ１０を
ＯＦＦ状態に保持することができた。
【００２９】
　　　低抵抗→高抵抗（RESET）電流：１ｍＡ
　　　高抵抗→低抵抗（SET）電流：０．５ｍＡ
　　　低抵抗値：２０ｋΩ
　　　高抵抗値：１ＭΩ
　ここで、０．５ｍＡの電流を１パルス流した場合、相変化材料が低抵抗化に適した温度
に加熱され、これにより抵抗値が小さくなる。また、１ｍＡの電流を１パルス流した場合
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、相変化材料が低抵抗化に適した温度よりも高い温度まで加熱され急冷されることにより
、相変化材料が高抵抗化するのである。
【００３０】
　また、抵抗変化素子２０を形成するイオン伝導材料として、固体電解質メモリに使用さ
れるＣｕ2Ｓ系を用いた場合（T. Sakamoto, et. al., Digest of Technical Papers, ISS
CC 2004, p290）、メタル－Ｃｕ2Ｓ－Ｃｕの構造で、メタルに０Ｖ、Ｃｕに０．５５Ｖを
印加することにより１００Ω以下の低抵抗とすることができ、トランジスタ１０をＯＦＦ
状態に保持することができた。また、メタルに０．３Ｖ、Ｃｕに０Ｖを印加することによ
り１００ＭΩ以上の高抵抗とすることができ、トランジスタ１０をＯＮ状態に保持するこ
とができた。このようにイオン伝導材料では、電流の方向を変えることにより、抵抗変化
素子２０の抵抗値を変えることができる。
【００３１】
　　　Write: Metal 0V, Cu 0.55V, 10ms → 低抵抗　＜１００Ω
　　　Erase: Metal 0.3V, Cu 0V, 10ms → 高抵抗 ＞１００ＭΩ
　また、抵抗変化素子２０を形成するＣＭＲ物質としてＰｒ0.7 Ｃａ0.3 ＭｎＯ3 を用い
た場合（W. Zhuang, et. al., Digest of Technical Papers, IEDM 2002, p193）、第１
及び第２の電源端間に５Ｖ，２０ｎsecの印加で１ｋΩ程度の低抵抗とすることができ、
トランジスタ１０をＯＮ状態に保持することができた。さらに、－５Ｖ，１０ｎsecの印
加で１ＭΩ程度の高抵抗とすることができ、トランジスタ１０をＯＦＦ状態に保持するこ
とができた。
【００３２】
　　　Write：＋５Ｖ，２０ｎｓ
　　　Erase：－５Ｖ，１０ｎｓ
　　　低抵抗値：～１ｋΩ
　　　高抵抗値：～１ＭΩ（最大）
　このように本実施形態によれば、第１及び第２の電源端間に直列に挿入された、抵抗変
化素子２０と抵抗３０との接続点をＭＯＳトランジスタ１０のゲートに接続しているため
、抵抗変化素子２０の抵抗値によってゲート電圧を制御することができる。即ち、抵抗変
化素子２０の抵抗値によってＭＯＳトランジスタ１０をＯＮ・ＯＦＦ制御することができ
、メモリとして用いることができる。
【００３３】
　そしてこの場合、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリとは異なり低電圧動作が可能である。さ
らに、抵抗変化素子２０として相変化材料により形成された２端子素子を用いることによ
り、抵抗変化率を十分に大きくしてトランジスタのコンダクタンス変化によって抵抗値の
変化を確実に読み出すことができる。これにより、周辺回路が大きくなることもなく高集
積化が可能となる。
【００３４】
　（第２の実施形態）
　図５は、本発明の第２の実施形態に係わる半導体メモリ素子を示す回路構成図であり、
メモリアレイを構成する最小単位（メモリセル）の構造を示したものである。
【００３５】
　本実施形態は、図１の構成にコントロールノードを加えた構成である。即ち、ＭＯＳト
ランジスタ１０のゲートと第１の電源端（例えば接地端ＶSS）との間に第１の抵抗変化素
子２１が接続され、ゲートと第２の電源端（例えば電源端ＶDD）との間に第２の抵抗変化
素子２２が接続されている。そして、ＭＯＳトランジスタ１０のゲートがコントロールノ
ード２５として引き出されている。
【００３６】
　第１の実施形態では、抵抗３０と抵抗変化素子２０の直列接続であったが、本実施形態
では、コントロールノード２５を加えたことにより、両者を抵抗変化素子２１，２２にす
ることができる。即ち、コントロールノード２５の電位とＶDD、ＶSSを制御することで、
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抵抗変化素子２１と抵抗変化素子２２の抵抗値を大，小、又は小，大と互いに逆の状態に
することができる。その結果、トランジスタ１０のゲートにかかる電圧範囲は、抵抗変化
素子が一つの場合に比べて大きくなる。逆に言えば、抵抗変化素子の抵抗変化範囲を小さ
く設計することも可能になる。
【００３７】
　本実施形態の基本的な動作は第１の実施形態と同様であるが、抵抗変化素子２１，２２
の各抵抗値を変えるために通電加熱する際には、コントロールノード２５と第１の電源端
及び第２の電源端との間にそれぞれ必要な電圧を印加する。
【００３８】
　例えば、コントロールノード２５を接地電位とし、第１の電源端に相変化材料の高抵抗
化に必要な高い電圧を、第２の電源端に相変化材料の低抵抗化に必要な低い電圧を印加す
る。これにより、抵抗変化素子２１の抵抗値を高く、抵抗変化素子２２の抵抗値を低くす
ることができ、電圧印加時にトランジスタ１０をＯＮすることができる。これとは逆に、
第１の電源端に低い電圧を、第２の電源端に高い電圧を印加する。これにより、抵抗変化
素子２１の抵抗値を低く、抵抗変化素子２２の抵抗値を高くすることができ、電圧を印加
してもトランジスタ１０をＯＦＦすることができる。
【００３９】
　従って、第１の実施形態と同様の効果が得られる。さらに、両方の抵抗を抵抗変化素子
２１，２２で構成したことにより、第１の実施形態よりもトランジスタ１０のゲートに印
加される電圧を大きく変化させることができる。このため、抵抗変化素子２１，２２及び
トランジスタ１０の設計の自由度を増すことができる。
【００４０】
　（第３の実施形態）
　図６は、本発明の第３の実施形態に係わる半導体記憶装置を示す回路構成図である。
【００４１】
　本実施形態は、前記図１の構成を使ってメモリアレイにするための、一つのブロックを
示したものである。即ち、図１に示す単位セル構造を直列に接続し、両端に選択用のトラ
ンジスタを備えたものである。メモリアレイは、これを縦横に並べることにより構成され
る。
【００４２】
　前記図１に示すメモリセルのトランジスタ１０が複数個直列に接続されてメモリセルユ
ニットが構成されている。このメモリセルユニットのグラウンドノードとソースライン８
０との間に第１の選択トランジスタ５１が接続され、メモリセルユニットの電源ノードと
ビットライン７０との間に第２の選択トランジスタ５２が接続されている。各々のメモリ
セルにおいて、抵抗３０のゲートと反対側（第２の電源端）はワードライン６０にそれぞ
れ接続され、抵抗変化素子２０のゲートと反対側（第１の電源端）はソースライン８０に
共通接続されている。
【００４３】
　次に、本実施形態の半導体記憶装置の動作について説明する。
【００４４】
　まず、読み出し動作について説明する。図７に示すように、読み出すべきセルに接続さ
れているワードライン６０に比較的低めの電圧（Ｖｒとする）を印加し、選択トランジス
タ５１，５２を含めたそれ以外のワードライン６０には比較的高めの電圧（Ｖreadとする
）を印加する。ここで、Ｖｒとしては接続されているトランジスタ１０のゲート電圧範囲
がしきい値電圧をまたぐような値を選び、Ｖreadとしては接続されているトランジスタ１
０のゲート電圧が必ずしきい値電圧を越えるような値を選ぶ。
【００４５】
　ビットライン７０にプリチャージを行い、ワードライン６０に上記のような電圧を印加
する。このとき、選択されたセルのトランジスタ１０がＯＦＦであればビットライン７０
の電位は維持され、ＯＮであればビットライン７０はソースライン８０と接続されるので



(8) JP 4783002 B2 2011.9.28

10

20

30

40

50

、ソースライン８０の電位（通常はＧＮＤ電位）になる。この違いを後段にセンスアンプ
をつけて読み出す。
【００４６】
　この動作においては、トランジスタ１０は完全にＯＮとＯＦＦ動作する必要はなく、Ｏ
ＦＦとサブスレッショルド領域の電圧であればよい。即ち、電圧変化範囲がその程度にな
るように、抵抗変化素子２０の抵抗範囲を設計することが可能になる。また、図６では抵
抗変化素子２０をソースライン８０側に接続しているが、抵抗変化素子２０をワードライ
ン６０側に、抵抗３０をソースライン８０側に接続することも可能である。
【００４７】
　書き込み・消去の場合を説明する。書き込み・消去は抵抗変化素子２０の種類に依存す
る。抵抗変化素子２０がパルス電圧で書き込まれる素子の場合、書き込み消去を行うセル
以外のワードライン６０を開放し、ソースライン８０をグランドに接続し、書き込み消去
を行うワードライン６０に、書き込み消去に応じたパルス信号を与える。また、電圧の極
性によって書き込み消去を行う抵抗変化素子２０の場合、書き込み消去を行うセル以外の
ワードライン６０を開放し、ソースライン８０と書き込み消去を行うワードライン６０の
電圧極性を調整して書き込み消去を行う。
【００４８】
　また、パルス電圧書き込み消去型の抵抗変化素子でも、電圧極性書き込み消去型の抵抗
変化素子でも、ワードラインに全て一括で同じ信号を加えることで、一括消去も可能であ
る。
【００４９】
　このように本実施形態によれば、第１の実施形態の半導体メモリセルを用いてＮＡＮＤ
型の半導体記憶装置を構成することができる。従って、ＮＡＮＤ型半導体記憶装置の高集
積化と共に低電圧動作を実現することができる。
【００５０】
　より具体的には本実施形態では、メモリセルとして通常のトランジスタを使っているた
め、フラッシュメモリと違い低電圧動作が可能である。また、ビットライン７０の電位を
センスアンプがラッチするまでの間は、セルの抵抗変化素子２０には電流が流れ続けるこ
とになるが、低電圧動作が可能であるため、消費電力は少ない。セルのゲート電圧範囲は
、直列に接続されている抵抗３０と抵抗変化素子２０の値の比で決まるため、抵抗３０と
抵抗変化素子２０の値の絶対値を大きくすることで、消費電力はさらに低下させることが
できる。ちなみに、センスアンプがラッチした後は、ワードライン６０への電圧はオフし
てよい。
【００５１】
　なお、相変化材料などの抵抗変化素子を用いたメモリの提案はこれまでもあるが、従来
は抵抗変化素子に選択トランジスタを直列につなぎ、選択された素子に電圧、電流を与え
、電流値、電圧値を読むという方法がとられていた。しかしながら、この類の抵抗変化素
子は２端子素子であるため、直列に接続して高集積化するという方法をとるのは困難であ
った。そのため、従来メモリセルは並列に接続される。しかし、本実施形態によれば、セ
ルを直列接続することが可能であるので、高集積なメモリを実現することが可能である。
【００５２】
　勿論、本発明のセル構造でも、並列にセルを並べることも可能である。その場合でも低
電圧、低消費電力なメモリを構成することが可能である。
【００５３】
　（第４の実施形態）
　図８は、本発明の第４の実施形態に係わる半導体記憶装置を示す回路構成図である。
【００５４】
　本実施形態は、前記図５の構成を使ってメモリアレイにするための、一つのブロックを
示したものである。即ち、用いるメモリセルが異なるのみで、基本的には第３の実施形態
の構成と同様である。
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【００５５】
　本実施形態のように、図５のコントロールノードつきのセル構造を用いる場合には、ワ
ードライン６０、ソースライン８０、コントロールライン（コントロールノードを接続す
るライン）９０の方向に気をつける必要がある。コントロールライン９０は読み出し動作
時には開放する。書き込み消去動作時には、パルス電圧書き込みの場合、コントロールラ
イン９０をＧＮＤ電位にし、ワードライン６０とソースライン８０に、選択している抵抗
変化素子２１，２２の抵抗値が互いに逆（高い・低い、又は低い・高いの組み合わせ）に
なるように、パルス電圧を加える。電圧の極性により書き込み消去を行う場合には、ワー
ドライン６０とソースライン８０を高電位、コントロールライン９０を低電位、又はその
逆の組み合わせの電位に設定する。
【００５６】
　本実施形態においても先の第３の実施形態と同様の効果が得られる。それに加え本実施
形態では、コントロールライン９０を設けたことにより、負荷容量が増え素子面積が若干
増えるものの、抵抗変化素子２１，２２の設計マージンに余裕を持たせることができる利
点がある。
【００５７】
　（変形例）
　なお、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではない。抵抗変化素子に用いる
材料としては、必ずしも相変化材料，イオン伝導材料，ＣＭＲに限るものではなく、分子
材料を用いることも可能である（Y. Chen, et. al., Appl. Phys. Lett. vol. 82, p.161
0 (2003).）。さらに、絶縁膜中に金属を挟んだ構造のメモリを用いることも可能である
（L. Ma, et. al., Appl. Phys. Lett. Vol. 80, p.2997 (2002).）。また、実施形態で
はスイッチング用のトランジスタとして、ゲート絶縁膜を酸化膜で形成したＭＯＳトラン
ジスタを用いたが、酸化膜以外の絶縁膜でゲート絶縁膜を形成したＭＩＳトランジスタを
用いることができるのは勿論のことである。
【００５８】
　その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々変形して実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】第１の実施形態に係わる半導体メモリ素子を示す回路構成図。
【図２】図１のメモリセルにおけるしきい値特性とゲートに印加する２種の電圧を示す図
。
【図３】ゲート電極と配線層をつなぐビアに、抵抗と抵抗変化素子を埋め込んだ例を示す
平面図と断面図。
【図４】電圧マージンと抵抗変化素子の抵抗変化率との関係を示す特性図。
【図５】第２の実施形態に係わる半導体メモリ素子を示す回路構成図。
【図６】第３の実施形態に係わる半導体記憶装置を示す回路構成図。
【図７】第３の実施形態の半導体記憶装置における読み出し動作を説明するための図。
【図８】第４の実施形態に係わる半導体記憶装置を示す回路構成図。
【符号の説明】
【００６０】
　１０…ＭＯＳトランジスタ
　２０，２１，２２…抵抗変化素子
　２５…コントロールノード
　３０…固定抵抗素子
　４１…低電位側配線
　４２…高電位側配線
　５１，５２…選択トランジスタ
　６０…ワードライン
　７０…ビットライン
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　８０…ソースライン
　９０…コントロールライン

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図７】

【図８】
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