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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２端子構造のメモリセルを行方向及び列方向に夫々複数配列し、行方向に延伸する複数
のワード線と列方向に延伸する複数のビット線を備え、同一行の前記メモリセルの夫々が
、前記メモリセルの一端側を共通の前記ワード線に接続し、同一列の前記メモリセルの夫
々が、前記メモリセルの他端側を共通の前記ビット線に接続してなるメモリセルアレイを
備えてなる不揮発性半導体記憶装置であって、
　前記複数のワード線の中から所定数の前記ワード線を選択ワード線として選択し、前記
選択ワード線と選択されなかった非選択ワード線に、選択ワード線電圧と非選択ワード線
電圧を各別に印加するワード線選択回路と、
　前記複数のビット線の中から所定数の前記ビット線を選択ビット線として選択し、前記
選択ビット線と選択されなかった非選択ビット線に、選択ビット線電圧と非選択ビット線
電圧を各別に印加するビット線選択回路と、
　前記複数のワード線と前記複数のビット線の少なくとも何れか一方の各電圧変動を個別
に抑制する電圧制御回路と、を備え、
　前記複数のワード線と前記複数のビット線の少なくとも何れか一方が、前記ワード線選
択回路または前記ビット線選択回路と接続する駆動点から最遠点、または、前記駆動点と
前記最遠点の間に位置する電圧制御点において、前記電圧制御回路と接続し、
　前記電圧制御回路が前記複数のワード線の各電圧変動を個別に抑制する場合、前記複数
のワード線の各電圧変動を個別に抑制する前記電圧制御回路が、前記ワード線選択回路が
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前記選択ワード線と前記非選択ワード線を切り替える動作中において前記複数のワード線
の電圧変動を抑制しないように非活性化され、
　前記電圧制御回路が前記複数のビット線の各電圧変動を個別に抑制する場合、前記複数
のビット線の各電圧変動を個別に抑制する前記電圧制御回路が、前記ビット線選択回路が
前記選択ビット線と前記非選択ビット線を切り替える動作中において前記複数のビット線
の電圧変動を抑制しないように非活性化されることを特徴とする不揮発性半導体記憶装置
。
【請求項２】
　前記複数のワード線と前記複数のビット線の少なくとも何れか一方の各一端側に、前記
ワード線選択回路または前記ビット線選択回路が接続し、各他端側に前記電圧制御回路が
接続していることを特徴とする請求項１に記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項３】
　前記電圧制御回路が、所定の制御基準電圧に対する前記電圧制御点における正方向また
は負方向の電圧変動を抑制するダイオード回路を備えて構成されていることを特徴とする
請求項１または２に記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項４】
　前記電圧制御回路が、前記ダイオード回路とＭＯＳＦＥＴの直列回路、及び、インバー
タ回路で構成され、
　前記直列回路が、前記電圧制御点と所定の電圧供給線の間に接続され、
　前記インバータ回路の入力端子が、前記ＭＯＳＦＥＴのドレイン電極とソース電極の内
の前記電圧制御点側の電極に接続し、
　前記インバータ回路の出力端子が、前記ＭＯＳＦＥＴのゲート電極に接続することを特
徴とする請求項３に記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項５】
　前記ダイオード回路が、ＰＮ接合型のダイオード素子を備えて構成されていることを特
徴とする請求項３または４に記載の仮想接地型不揮発性半導体記憶装置。
【請求項６】
　前記ダイオード回路が、ドレインとゲートが相互に接続したＭＯＳＦＥＴを備えて構成
されていることを特徴とする請求項３または４に記載の仮想接地型不揮発性半導体記憶装
置。
【請求項７】
　前記電圧制御回路が、前記電圧制御点にドレインが接続し所定の電圧供給線にソースが
接続するＭＯＳＦＥＴと、前記電圧制御点に入力端子が接続し前記ＭＯＳＦＥＴのゲート
に出力端子が接続するインバータ回路とで構成されていることを特徴とする請求項１また
は２に記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項８】
　前記メモリセルが、電気抵抗の変化により情報を記憶する可変抵抗素子を有する２端子
構造のメモリセルであって、前記可変抵抗素子の両端に電気的ストレスが印加され前記可
変抵抗素子の電気抵抗が変化することにより、情報を書き込み可能に構成され、
　書き込み動作時に、書き込み対象の前記メモリセルに接続する前記選択ワード線と前記
選択ビット線の間に所定の書き込み電圧が印加された状態において、
　前記選択ワード線と前記選択ビット線の内の高電圧側に前記電圧制御回路が接続してい
る場合は、当該電圧制御回路が、前記電圧制御点の低電圧方向への電圧変動を抑制し、
　前記選択ワード線と前記選択ビット線の内の低電圧側に前記電圧制御回路が接続してい
る場合は、当該電圧制御回路が、前記電圧制御点の高電圧方向への電圧変動を抑制するこ
とを特徴とする請求項１～７の何れか１項に記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項９】
　前記メモリセルが、電気抵抗の変化により情報を記憶する可変抵抗素子を有する２端子
構造のメモリセルであって、前記可変抵抗素子の両端に電気的ストレスが印加され前記可
変抵抗素子の電気抵抗が変化することにより、情報を書き込み可能に構成され、
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　前記電圧制御回路が、前記メモリセルの読み出し動作時には活性化されないことを特徴
とする請求項１～８の何れか１項に記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項１０】
　前記電圧制御回路が、前記非選択ワード線または前記非選択ビット線に対しては、個々
に印加される電圧の変動を抑制しないように構成されていることを特徴とする請求項１～
９の何れか１項に記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項１１】
　前記複数のワード線と前記複数のビット線の少なくとも何れか一方が、高融点金属材料
、多結晶シリコン、または、高融点金属材料と多結晶シリコンの化合物で形成されている
ことを特徴とする請求項１～１０の何れか１項に記載の不揮発性半導体記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２端子構造のメモリセルを行方向及び列方向に夫々複数配列し、行方向に延
伸する複数のワード線と列方向に延伸する複数のビット線を備え、同一行の前記メモリセ
ルの夫々が、前記メモリセルの一端側を共通の前記ワード線に接続し、同一列の前記メモ
リセルの夫々が、前記メモリセルの他端側を共通の前記ビット線に接続してなるクロスポ
イントタイプのメモリセルアレイを有する不揮発性半導体記憶装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　集積回路及びコンピュータの機能が向上するにつれ、大容量のデータを記憶する機能を
必要とする新しいアプリケーションが開発されている。データを電気的に書き込み及び消
去可能に記憶する機能を有する不揮発性半導体記憶装置を必要とするアプリケーションも
ある。１メガバイト当たりの不揮発性半導体記憶装置の価格を１米ドルよりも安くするこ
とにより、利用可能なアプリケーションが数多くある。例えば、
（１）写真画像を記憶するための化学フィルム（写真用フィルム）、
（２）配布用の音楽データ及びテキストデータを記憶するためのコンパクトディスク（Ｃ
Ｄ）、
（３）配布用のビデオデータ及びマルチメディアデータを記憶するためのデジタル多用途
ディスク（ＤＶＤ）、或いは、
（４）視聴者がオーディオ及びビデオデータを記憶するためのデジタルオーディオテープ
及びビデオテープ等の磁気テープ、に対する代替応用が挙げられる。
【０００３】
　上記従来の記憶媒体は、不揮発性メモリであって、アーカイブ（保存容器等）に収容さ
れ、その中に記録された情報を実質的に完全に破壊されないように維持しながら、約１０
年以上の期間、本体装置及び全ての電源から取り外しておくことができる。不揮発性半導
体記憶装置に対する要請は、ＣＤ、ＤＶＤ、磁気テープ、及び、殆どの形態の写真用フィ
ルムが長期に亘ってデータ保持することに対応している。
【０００４】
　従来の記憶媒体を代替可能な不揮発性半導体記憶装置は、現在のところ、フラッシュメ
モリ及びＥＥＰＲＯＭ等の電気的に消去・書き込み可能な不揮発性半導体記憶装置として
構成される。残念ながら現状の不揮発性半導体記憶装置のメモリセルは、通常単結晶シリ
コン基板内に２次元的に配列して形成され、２次元のメモリセルアレイ内に限定される。
従って、記憶可能なデータ量（記憶容量）は、シリコン基板の単一平面内に形成可能なメ
モリセル数に限定されてしまう。
【０００５】
　これに対して、３次元半導体記憶装置はメモリセルアレイを基板表面に対して垂直方向
に積層することにより、単位面積当たりの記憶容量を増大させ、１ビット当たりの製造コ
ストの低減を図ることが可能になる。下記の非特許文献１に開示されている３次元半導体
記憶装置は、メモリセルアレイを縦方向に基板表面に対して垂直方向に積層し３次元構造
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とした１回のみ書き込み可能なＯＴＰ型の不揮発性記憶装置である。ワード線とビット線
の交差点上に記憶素子を配置したクロスポイント型のメモリセルアレイを垂直方向に積み
重ねて４層構造としたものである。
【０００６】
　非特許文献１では、記憶素子を構成する膜の材料に多結晶シリコンを使う。１ビット当
たりのメモリセル面積は４Ｆ２である。ここで、“Ｆ”は使用する製造プロセスで規定さ
れる最小設計寸法を示す。このメモリセル面積は、同じ設計ルールのフラッシュメモリと
等しい。ところが、上記３次元半導体記憶装置は、メモリセルアレイが４層構造をとるた
め、実効的なセル面積は４Ｆ２の４分の１の１Ｆ２となる。このため、製造コストをフラ
ッシュメモリに比べて低減できる。メモリセルアレイを構成する各メモリセルは、「アン
チヒューズ」と呼ばれる状態変化部とダイオードからなる選択部を直列に接続して形成さ
れ、このメモリセルの各端部をワード線とビット線に夫々接続した構造を有する。アンチ
ヒューズはシリコン酸化膜からなり、ダイオードはＰ型シリコンとＮ型シリコンを積層さ
せて形成する。データの記憶には、メモリセルに電圧を印加したときのアンチヒューズの
抵抗変化を利用する。アンチヒューズは、初期状態で高い絶縁状態にあり、閾値電圧以上
の電圧が印加されると導通状態に変化する。一旦導通状態になったアンチヒューズは絶縁
状態に戻らないため、書き込みは１回しか行えない。ダイオードの役割は、選択メモリセ
ルを流れる電流が回り込むのを防ぐことにある。
【０００７】
　ところで、メモリセルアレイのワード線とビット線の交差部（クロスポイント）に２端
子構造のメモリセルを各別に配置するクロスポイント型のメモリセルアレイに使用可能な
メモリセルとしては、メモリセルアレイが２次元構造か３次元構造かに拘わりなく、上記
ダイオード付きのアンチヒューズ以外にも、種々の不揮発性のメモリセルが想定される。
例えば、下記の非特許文献２及び非特許文献３に開示されている電気的ストレスによって
抵抗変化するＰｒＣａＭｎＯ、ＮｉＯ等の遷移金属酸化物、或いは、非特許文献４に開示
されている電流による熱ストレスにより相変化するＧｅＳｅＴｅ等の相変化材料からなる
メモリセル、或いは、上記各記憶素子材料とダイオードの直列接続したメモリセルが考え
られる。
【０００８】
【非特許文献１】Ｆｅｎｇ　Ｌｉ他、“Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ ＳｉＯ２Ａｎｔｉｆ
ｕｓｅ ｉｎ ａ ３Ｄ－ＯＴＰ Ｍｅｍｏｒｙ” 、ＩＥＥＥ Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ 
ｏｎ Ｄｅｖｉｃｅ ａｎｄ Ｍａｔｅｒｉａｌ Ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ Ｖｏｌ．４ Ｎｏ
．３ （２００４） ｐｐ．４１６－４２１
【非特許文献２】Ｗ．Ｗ．Ｚｈｕａｎｇ他、“Ｎｏｖｅｌｌ　Ｃｏｌｏｓｓａｌ　Ｍａｇ
ｎｅｔｏｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅ　Ｒｅｓｉ
ｓｔａｎｃｅ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ（ＲＲＡＭ）”、ＩＥＤＭ　
Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｄｉｇｅｓｔ、ｐｐ．１９３－１９６、２００２年１２月
【非特許文献３】Ｉ．Ｇ．Ｂｅａｋ他、“Ｈｉｇｈｌｙ　ｓｃａｌａｂｌｅ　ｎｏｎ－ｖ
ｏｌａｔｉｌｅ　ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　ｍｅｍｏｒｙ　ｕｓｉｎｇ　ｓｉｍｐｌｅ　ｂｉ
ｎａｒｙ　ｏｘｉｄｅ　ｄｒｉｖｅｎ　ｂｙ　ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　ｕｎｉｐｏｌａｒ
　ｖｏｌｔａｇｅ　ｐｕｌｓｅｓ”、ＩＥＤＭ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｄｉｇｅｓｔ、ｐ
ｐ．５８７－５９０、２００４年１２月
【非特許文献４】Ｓ．Ｊ．Ａｈｎ他、“Ｈｉｇｈｌｙ　ｍａｎｕｆａｃｔｕｒａｂｌｅ　
ｈｉｇｈ　ｄｅｎｓｉｔｙ　ｐｈａｓｅ　ｃｈａｎｇｅ　ｍｅｍｏｒｙ　ｏｆ　６４Ｍｂ
　ａｎｄ　ｂｅｙｏｎｄ”、ＩＥＤＭ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｄｉｇｅｓｔ、ｐｐ．９０
７－９１０、２００４年１２月
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、上記のような３次元半導体記憶装置を実現するときには、メモリセルアレイの
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形成とワード線やビット線等の配線層の形成を交互に繰り返すため、配線層には、熱に対
して安定な多結晶シリコンまたは高融点金属材料が一般に用いられる。上記配線材料は、
アルミニウムや銅に比べて抵抗が高いため、書き込み電流と配線抵抗によるＩＲドロップ
（電圧降下または電圧上昇）の影響によりワード線及びビット線を選択する選択回路に近
い側と遠い側では、メモリセルに掛かる電圧レベルが異なり、書き込み後の抵抗値のバラ
ツキが大きくなるという問題がある。また、メモリセルアレイが２次元構造であっても、
書き込み電流が大きい場合は、同様の問題が生じる。
【００１０】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、クロスポイント型の
メモリセルアレイのワード線やビット線上のＩＲドロップに起因するメモリ特性の劣化を
抑制可能な不揮発性半導体記憶装置を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するための本発明に係る不揮発性半導体記憶装置は、２端子構造のメモ
リセルを行方向及び列方向に夫々複数配列し、行方向に延伸する複数のワード線と列方向
に延伸する複数のビット線を備え、同一行の前記メモリセルの夫々が、前記メモリセルの
一端側を共通の前記ワード線に接続し、同一列の前記メモリセルの夫々が、前記メモリセ
ルの他端側を共通の前記ビット線に接続してなるメモリセルアレイを備えてなる不揮発性
半導体記憶装置であって、前記複数のワード線の中から所定数の前記ワード線を選択ワー
ド線として選択し、前記選択ワード線と選択されなかった非選択ワード線に、選択ワード
線電圧と非選択ワード線電圧を各別に印加するワード線選択回路と、前記複数のビット線
の中から所定数の前記ビット線を選択ビット線として選択し、前記選択ビット線と選択さ
れなかった非選択ビット線に、選択ビット線電圧と非選択ビット線電圧を各別に印加する
ビット線選択回路と、前記複数のワード線と前記複数のビット線の少なくとも何れか一方
の各電圧変動を個別に抑制する電圧制御回路と、を備え、前記複数のワード線と前記複数
のビット線の少なくとも何れか一方が、前記ワード線選択回路または前記ビット線選択回
路と接続する駆動点から最遠点、または、前記駆動点と前記最遠点の間に位置する電圧制
御点において、前記電圧制御回路と接続し、前記電圧制御回路が前記複数のワード線の各
電圧変動を個別に抑制する場合、前記複数のワード線の各電圧変動を個別に抑制する前記
電圧制御回路が、前記ワード線選択回路が前記選択ワード線と前記非選択ワード線を切り
替える動作中において前記複数のワード線の電圧変動を抑制しないように非活性化され、
前記電圧制御回路が前記複数のビット線の各電圧変動を個別に抑制する場合、前記複数の
ビット線の各電圧変動を個別に抑制する前記電圧制御回路が、前記ビット線選択回路が前
記選択ビット線と前記非選択ビット線を切り替える動作中において前記複数のビット線の
電圧変動を抑制しないように非活性化されることを第１の特徴とする。
 
【００１２】
　上記第１の特徴の不揮発性半導体記憶装置によれば、電圧制御回路が接続されたワード
線またはビット線において、ワード線選択回路またはビット線選択回路によって駆動され
る駆動点から離間した電圧制御点での電圧変動が電圧制御回路によって抑制されるため、
駆動点とメモリ動作の対象となる選択メモリセルの間の配線抵抗を流れる電流に起因する
電圧降下または電圧上昇が抑制され、当該電圧降下または電圧上昇に起因するメモリ特性
の劣化を抑制できる。
【００１３】
　例えば、メモリセルが、可変抵抗素子の両端に電気的ストレスが印加され可変抵抗素子
の電気抵抗が変化することにより情報を書き込み可能に構成されている場合に、選択メモ
リセルを流れる書き込み電流と配線抵抗に起因する電圧降下または電圧上昇によって、ワ
ード線またはビット線上の選択メモリセルの位置によって選択メモリセルに印加される電
圧が変動するが、電圧制御回路によって当該電圧変動が抑制され、選択メモリセルの配置
場所に依存する書き込み後の抵抗値（メモリ特性）のバラツキを抑制することが可能とな
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る。これにより、書き込み後のメモリ特性のバラツキが抑制される結果、高精度な読み出
し動作が可能となる。
【００１４】
　上記第１の特徴の不揮発性半導体記憶装置は、更に、前記複数のワード線と前記複数の
ビット線の少なくとも何れか一方の各一端側に、前記ワード線選択回路または前記ビット
線選択回路が接続し、各他端側に前記電圧制御回路が接続していることを第２の特徴とす
る。
【００１５】
　上記第２の特徴の不揮発性半導体記憶装置によれば、駆動点とメモリ動作の対象となる
選択メモリセルの間の配線抵抗を流れる電流に起因する電圧降下または電圧上昇が、選択
メモリセルがワード線またはビット線上の最遠点に位置する場合に最大となるところ、当
該最遠点に電圧制御回路が接続されているため、電圧変動の抑制効果が最大限に発揮され
、上記第１の特徴の不揮発性半導体記憶装置の効果が最大限に奏し得ることになる。
【００１６】
　上記第１または第２の特徴の不揮発性半導体記憶装置は、更に、前記電圧制御回路が、
所定の制御基準電圧に対する前記電圧制御点における正方向または負方向の電圧変動を抑
制するダイオード回路を備えて構成されていることを第３の特徴とする。
【００１７】
　上記第３の特徴の不揮発性半導体記憶装置は、更に、前記電圧制御回路が、前記ダイオ
ード回路とＭＯＳＦＥＴの直列回路、及び、インバータ回路で構成され、前記直列回路が
、前記電圧制御点と所定の電圧供給線の間に接続され、前記インバータ回路の入力端子が
、前記ＭＯＳＦＥＴのドレイン電極とソース電極の内の前記電圧制御点側の電極に接続し
、前記インバータ回路の出力端子が、前記ＭＯＳＦＥＴのゲート電極に接続することを第
４の特徴とする。
【００１８】
　上記第３または第４の特徴の不揮発性半導体記憶装置は、更に、前記ダイオード回路が
、ＰＮ接合型のダイオード素子を備えて構成されていることを第５の特徴とする。
【００１９】
　上記第３または第４の特徴の不揮発性半導体記憶装置は、更に、前記ダイオード回路が
、ドレインとゲートが相互に接続したＭＯＳＦＥＴを備えて構成されていることを第６の
特徴とする。
【００２０】
　上記第１または第２の特徴の不揮発性半導体記憶装置は、更に、前記電圧制御回路が、
前記電圧制御点にドレインが接続し所定の電圧供給線にソースが接続するＭＯＳＦＥＴと
、前記電圧制御点に入力端子が接続し前記ＭＯＳＦＥＴのゲートに出力端子が接続するイ
ンバータ回路とで構成されていることを第７の特徴とする。
【００２１】
　上記第３乃至第７の特徴の不揮発性半導体記憶装置によれば、上記第１の特徴の不揮発
性半導体記憶装置の効果を奏する電圧制御回路を具体的に実現できる。特に、電圧制御回
路をダイオード回路で実現する場合は、ダイオード回路がオンする両端電圧を調整するこ
とで、電圧変動が大きい場合だけを選択的に抑制することができる。これにより、特定の
メモリ動作において小さな電圧変動を強制的に抑制しないことが望ましい状況において、
当該不都合を回避できる。また、ＭＯＳＦＥＴとそのゲートに出力端子が接続するインバ
ータ回路を備えることで、インバータ回路の入力端子の電圧レベルに応じて電圧制御回路
のオンオフを制御できるため、選択ワード線或いは選択ビット線に印加される電圧がメモ
リセル動作の種類によって異なる場合に、特定のメモリ動作における選択ワード線或いは
選択ビット線における電圧変動のみを選択的に抑制することができる。
【００２２】
　上記何れかの特徴の不揮発性半導体記憶装置は、更に、前記メモリセルが、電気抵抗の
変化により情報を記憶する可変抵抗素子を有する２端子構造のメモリセルであって、前記
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可変抵抗素子の両端に電気的ストレスが印加され前記可変抵抗素子の電気抵抗が変化する
ことにより、情報を書き込み可能に構成され、書き込み動作時に、書き込み対象の前記メ
モリセルに接続する前記選択ワード線と前記選択ビット線の間に所定の書き込み電圧が印
加された状態において、前記選択ワード線と前記選択ビット線の内の高電圧側に前記電圧
制御回路が接続している場合は、当該電圧制御回路が、前記電圧制御点の低電圧方向への
電圧変動を抑制し、前記選択ワード線と前記選択ビット線の内の低電圧側に前記電圧制御
回路が接続している場合は、当該電圧制御回路が、前記電圧制御点の高電圧方向への電圧
変動を抑制することを第８の特徴とする。
【００２３】
　上記第８の特徴の不揮発性半導体記憶装置によれば、選択メモリセルを流れる書き込み
電流と配線抵抗に起因する電圧降下または電圧上昇によって、ワード線またはビット線上
の選択メモリセルの位置によって選択メモリセルに印加される電圧が変動するが、電圧制
御回路によって当該電圧変動が具体的に抑制され、選択メモリセルの配置場所に依存する
書き込み後の抵抗値（メモリ特性）のバラツキを抑制することが可能となる。これにより
、書き込み後のメモリ特性のバラツキが抑制される結果、高精度な読み出し動作が可能と
なる。
【００２４】
　上記何れかの特徴の不揮発性半導体記憶装置は、更に、前記メモリセルが、電気抵抗の
変化により情報を記憶する可変抵抗素子を有する２端子構造のメモリセルであって、前記
可変抵抗素子の両端に電気的ストレスが印加され前記可変抵抗素子の電気抵抗が変化する
ことにより、情報を書き込み可能に構成され、前記電圧制御回路が、前記メモリセルの読
み出し動作時には活性化されないことを第９の特徴とする。
【００２５】
　上記第９の特徴の不揮発性半導体記憶装置によれば、読み出し動作時において、読み出
し対象の選択メモリセルを流れる読み出し電流に、電圧変動制御時に電圧制御回路を流れ
る電流が重畳して、高精度な読み出し動作を阻害するのを防止できる。
【００２６】
　上記何れかの特徴の不揮発性半導体記憶装置は、更に、前記電圧制御回路が、前記非選
択ワード線または前記非選択ビット線に対しては、個々に印加される電圧の変動を抑制し
ないように構成されていることを第１０の特徴とする。
【００２７】
　上記第１０の特徴の不揮発性半導体記憶装置によれば、電圧制御回路が選択ワード線ま
たは選択ビット線に印加される選択ワード線電圧または選択ビット線電圧の変動を抑制す
るように構成されている場合、非選択ワード線または非選択ビット線に印加される非選択
ワード線電圧または非選択ビット線電圧を、選択ワード線電圧または選択ビット線電圧か
らの変動であると誤判断するのを防止でき、非選択ワード線または非選択ビット線に、非
選択ワード線電圧または非選択ビット線電圧が適正に印加されるのを維持でき、適正なメ
モリ動作を確保できる。
【００２８】
　上記何れかの特徴の不揮発性半導体記憶装置は、更に、前記複数のワード線と前記複数
のビット線の少なくとも何れか一方が、高融点金属材料、多結晶シリコン、または、高融
点金属材料と多結晶シリコンの化合物で形成されていることを第１１の特徴とする。
【００２９】
　上記第１１の特徴の不揮発性半導体記憶装置によれば、高融点金属材料、多結晶シリコ
ン、または、高融点金属材料と多結晶シリコンの化合物等をワード線或いはビット線に使
用すると、アルミニウムや銅等の低抵抗の金属材料を使用する場合と比較して配線抵抗が
高抵抗化して、当該配線抵抗に起因する電圧降下または電圧上昇が電圧制御回路によって
効果的に抑制されるため、高抵抗配線材料の使用によるメモリ特性の劣化を抑制すること
が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００３０】
　以下、本発明に係る不揮発性半導体記憶装置（以下、適宜「本発明装置」と略称する。
）の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００３１】
　図１に、本発明装置１０の一実施形態におけるブロック構成を示す。図１に示すように
、本発明装置１０は、メモリセルアレイ１１、ワード線デコーダ（ワード線選択回路に相
当）１４、ビット線デコーダ（ビット線選択回路に相当）１５、第１電圧制御回路（電圧
制御回路に相当）１６、第２電圧制御回路（電圧制御回路に相当）１７、読み出し回路１
８、制御回路１９、及び、電圧スイッチ回路２０を備えて構成される。
【００３２】
　メモリセルアレイ１１は、不揮発性のメモリセルを行方向及び列方向に夫々複数配列し
て構成され、外部からのアドレス入力で指定されるメモリセルに情報を電気的に書き込む
ことができ、更に、アドレス入力で指定されるメモリセルに記憶された情報を読み出すこ
とができる。より詳細には、アドレス線１２から入力されたアドレス信号に対応したメモ
リセルアレイ１１内の特定のメモリセルに情報が記憶され、その情報はデータ線１３を通
り、外部装置に出力される。
【００３３】
　更に詳細には、メモリセルアレイ１１は、電気抵抗の変化により情報を記憶する可変抵
抗素子を有する２端子構造のメモリセルを行方向及び列方向に夫々複数配列し、行方向に
延伸する複数のワード線と列方向に延伸する複数のビット線を備え、同一行のメモリセル
の夫々が、メモリセルの一端側を共通のワード線に接続し、同一列のメモリセルの夫々が
、メモリセルの他端側を共通のビット線に接続してなるクロスポイント型のメモリセルア
レイ構造を有している。尚、本実施形態におけるメモリセルとしては、可変抵抗素子の両
端に電気的ストレス（書き込み電圧）が印加されることで、可変抵抗素子の電気抵抗が変
化することにより、情報を書き込み可能に構成されているものを想定する。
【００３４】
　ワード線デコーダ１４は、アドレス線１２に入力された行選択用のアドレス信号に対応
するメモリセルアレイ１１のワード線を選択ワード線として選択し、選択ワード線と選択
されなかった非選択ワード線に、書き込み、消去、読み出しの各メモリ動作に応じた選択
ワード線電圧と非選択ワード線電圧を各別に印加する。
【００３５】
　ビット線デコーダ１５は、アドレス線１２に入力された列選択用のアドレス信号に対応
するメモリセルアレイ１１のビット線を選択ビット線として選択し、選択ビット線と選択
されなかった非選択ビット線に、書き込み、消去、読み出しの各メモリ動作に応じた選択
ビット線電圧と非選択ビット線電圧を各別に印加する。
【００３６】
　第１電圧制御回路１６は、各ワード線のワード線デコーダ１４で駆動される駆動点とは
反対側の最遠点に接続し、当該最遠点を電圧制御点として、電圧制御点における電圧がワ
ード線デコーダ１４によって選択ワード線の駆動点に印加された選択ワード線電圧（制御
基準電圧に相当）から変動するのを抑制する。また、第２電圧制御回路１７は、各ビット
線のビット線デコーダ１５で駆動される駆動点とは反対側の最遠点に接続し、当該最遠点
を電圧制御点として、電圧制御点における電圧がビット線デコーダ１５によって選択ビッ
ト線の駆動点に印加された選択ビット線電圧（制御基準電圧に相当）から変動するのを抑
制する。
【００３７】
　より具体的には、第１電圧制御回路１６と第２電圧制御回路１７は、書き込み及び消去
動作時における上記電圧変動を積極的に抑制するもので、選択ワード線及び選択ビット線
における電圧変動の向きは、書き込み及び消去動作時における選択ワード線電圧、非選択
ワード線電圧、選択ビット線電圧、及び、非選択ビット線電圧の各電圧レベルの相対関係
に依存して決まる。従って、第１電圧制御回路１６と第２電圧制御回路１７の具体的な回
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路構成は、その抑制すべき電圧変動の向きによって異なるため、印加電圧条件の説明と合
わせて後述する。
【００３８】
　制御回路１９は、メモリセルアレイ１１の書き込み、消去、読み出しの各メモリ動作の
制御を行う。制御回路１９は、アドレス線１２から入力されたアドレス信号、データ線１
３から入力されたデータ入力（書き込み動作時）、制御信号線２１から入力された制御入
力信号に基づいて、ワード線デコーダ１４、ビット線デコーダ１５を制御して、メモリセ
ルアレイ１１の読み出し、書き込み、及び、消去動作を制御する。図１に示す例では、制
御回路１９は、図示しないが一般的なアドレスバッファ回路、データ入出力バッファ回路
、制御入力バッファ回路としての機能を具備している。
【００３９】
　電圧スイッチ回路２０は、メモリセルアレイ１１の読み出し、書き込み、消去動作時に
必要な選択ワード線電圧、非選択ワード線電圧、選択ビット線電圧、非選択ビット線電圧
をワード線デコーダ１４及びビット線デコーダ１５に与える。Ｖｃｃは本発明装置１０の
供給電圧（電源電圧）、Ｖｓｓは接地電圧、Ｖｐｐは書き込みまたは消去用の電圧、Ｖｒ
は読み出し用の電圧である。
【００４０】
　データの読み出しは、メモリセルアレイ１１からビット線デコーダ１５、読み出し回路
１８を通って行われる。読み出し回路１８は、データの状態を判定し、その結果を制御回
路１９に送り、データ線１３へ出力する。
【００４１】
　図２に、クロスポイント型のメモリセルアレイ１１の部分的な構成を模式的に示す。図
２では、メモリセルアレイ１１は４本のビット線ＢＬ０～３と４本のワード線ＷＬ０～３
の交点にメモリセルＭが挟持されている。図３に、ビット線ＢＬの延伸方向に平行な垂直
断面でのメモリセルの断面図を示す。メモリセルＭとして、例えば、非特許文献１に示し
たダイオードとアンチヒューズを直列に接続したメモリセル、非特許文献２及び非特許文
献３に示す電気的ストレスによって抵抗変化するＰｒＣａＭｎＯ、ＮｉＯ等の遷移金属酸
化物、または、非特許文献４に示す電流による熱ストレスにより相変化するＧｅＳｅＴｅ
等の相変化材料或いは当該材料とダイオードの直列回路からなるメモリセル等が想定され
る。
【００４２】
　また、図２において、ワード線ＷＬ０～３及びビット線ＢＬ０～３は、メモリセルアレ
イ１１を多層化することを考えた場合、アルミや銅よりも融点の高いタングステンや白金
等の高融点金属またはポリシリコン等を用いるのが好ましい。以降、ビット線ＢＬ０～３
及びワード線ＷＬ０～３に白金を用い、メモリセルＭをＰｒＣａＭｎＯで形成される可変
抵抗体を単体で使用して構成する場合について説明する。
【００４３】
　次に、本実施形態におけるクロスポイント型メモリセルアレイの各メモリ動作時の電圧
印加条件を４行×４列のメモリセルアレイを例に説明する。以下の説明では、メモリ動作
対象の選択メモリセルをメモリセルＭ２２とする。
【００４４】
　書き込み動作時の電圧印加条件は、図４に示すように、選択ビット線ＢＬ２に書き込み
電圧Ｖｐｐ、非選択ビット線ＢＬ０、ＢＬ１、ＢＬ３に書き込み電圧Ｖｐｐの２分の１の
書き込み抑止電圧Ｖｐｐ／２、選択ワード線ＷＬ２に接地電圧Ｖｓｓ、非選択ワード線Ｗ
Ｌ０、ＷＬ１、ＷＬ３に上記書き込み抑止電圧Ｖｐｐ／２を、夫々印加する。その結果、
選択メモリセルＭ２２の両端には書き込み電圧Ｖｐｐが、選択ビット線ＢＬ２及び選択ワ
ード線ＷＬ２に接続する非選択メモリセル（以下、適宜「半非選択メモリセル」と称す）
には、書き込み抑止電圧Ｖｐｐ／２が夫々印加され、その他の非選択メモリセル（以下、
適宜「完全非選択メモリセル」と称す）には、電圧が印加されない。ここで、メモリセル
の書き込みに必要な書き込み電圧（絶対値）の下限値を書き込み抑止電圧Ｖｐｐ／２（絶
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対値）より高くなるように設定することで、半非選択メモリセルの書き込みを抑止できる
。
【００４５】
　消去動作時の電圧印加条件は、図５に示すように、選択ビット線ＢＬ２に接地電圧Ｖｓ
ｓ、非選択ビット線ＢＬ０、ＢＬ１、ＢＬ３に消去電圧Ｖｐｐの２分の１の消去抑止電圧
Ｖｐｐ／２、選択ワード線ＷＬ２に消去電圧Ｖｐｐ、非選択ワード線ＷＬ０、ＷＬ１、Ｗ
Ｌ３に上記消去抑止電圧Ｖｐｐ／２を、夫々印加する。その結果、選択メモリセルＭ２２
の両端には消去電圧Ｖｐｐが、半非選択メモリセルには消去抑止電圧Ｖｐｐ／２が夫々、
書き込み動作時とは逆極性で印加され、完全非選択メモリセルには、電圧が印加されない
。ここで、メモリセルの消去に必要な消去電圧（絶対値）の下限値を消去抑止電圧Ｖｐｐ
／２（絶対値）より高くなるように設定することで、半非選択メモリセルの消去を抑止で
きる。
【００４６】
　読み出し動作時の電圧印加条件は、図６に示すように、全てのビット線ＢＬ０～３に読
み出し電圧Ｖｒ、選択ワード線ＷＬ２に接地電圧Ｖｓｓ、非選択ワード線ＷＬ０、ＷＬ１
、ＷＬ３に読み出し電圧Ｖｒを夫々印加する。各ビット線ＢＬ０～３には、選択ワード線
ＷＬ２上の各メモリセルに対応する読み出し電流が、ワード線単位で夫々流れるので、選
択ビット線ＢＬ２の読み出し電流を選択的に検出することで、選択メモリセルＭ２２のデ
ータが読み出せる。尚、選択ワード線ＷＬ２上の各メモリセルには読み出し電圧Ｖｒが印
加されるが、当該電圧で不要な書き込み動作や消去動作が生じないように、読み出し電圧
Ｖｒ（絶対値）は書き込み抑止電圧Ｖｐｐ／２以下に設定する。
【００４７】
　図７に、選択ワード線ＷＬ２と各ビット線ＢＬ０～３との接続関係を、選択ワード線Ｗ
Ｌ２を配線抵抗ＲＷ２０～ＲＷ２４の分布定数回路として表した等価回路図を用いて模式
的に示す。選択ワード線ＷＬ２の一方端（図中右側）の駆動点Ｄ１でワード線デコーダ１
４と接続し、他方端（図中左側）の電圧制御点Ｃ１で第１電圧制御回路１６と接続してい
る。各ビット線ＢＬ０～３は、夫々メモリセルＭ２０～Ｍ２３を介して選択ワード線ＷＬ
２と接続している。
【００４８】
　図４に示す書き込み動作時の電圧印加条件において、選択メモリセルＭ２２には書き込
み電圧Ｖｐｐ、半非選択Ｍ２０、Ｍ２１、Ｍ２３には夫々書き込み抑止電圧Ｖｐｐ／２が
印加され、選択メモリセルＭ２２には書き込み電流Ｉｗ、半非選択Ｍ２０、Ｍ２１、Ｍ２
３には夫々の抵抗値に応じたメモリセル電流Ｉｂ０、Ｉｂ１、Ｉｂ３が、選択ワード線Ｗ
Ｌ２を介して駆動点Ｄ１に向けて流れる。
【００４９】
　このとき、第１電圧制御回路１６が非活性状態にあると、各メモリセルＭ２０～Ｍ２３
の選択ワード線ＷＬ２側の各端部に印加されるワード線電圧は、各端部間のワード線の配
線抵抗を流れる電流によって、駆動点Ｄ１から遠ざかる程に上昇して、相互に異なる電圧
となる。従って、どのメモリセルＭ２０～Ｍ２３を選択するかによって、選択メモリセル
の両端に印加される書き込み電圧に誤差が生じる。ワード線の配線抵抗がメモリセルの抵
抗に比べて十分小さい場合には、問題ないが、メモリセルの抵抗値が配線抵抗と同等若し
くは無視できないレベルにある場合、書き込み電圧に誤差の影響が顕著となり、書き込み
後の抵抗値にバラツキが生じる。この現象は、ワード線の配線抵抗が大きい場合、或いは
、書き込み電流が大きい場合に問題になる。
【００５０】
　そこで、書き込み動作時においては、選択ワード線ＷＬ２に接続する第１電圧制御回路
１６が、電圧制御点Ｃ１の電圧レベルの上昇に自動的に反応して活性化し、電圧制御点Ｃ
１の電圧レベルを駆動点Ｄ１の電圧レベル（Ｖｓｓ）と同電圧レベルに向けて引き下げる
ように作動する構成とすることで、上記問題を解消或いは緩和できる。
【００５１】
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　図８（Ａ）及び（Ｂ）に、選択ワード線に１２８個のメモリセルが接続する場合、つま
り、ビット線が１２８本の場合における、第１電圧制御回路１６を設けた場合（Ａ）と、
設けない場合（Ｂ）の選択ワード線の電圧レベルの回路シミュレーション結果を示す。第
１電圧制御回路１６を設けた場合（Ａ）と設けない場合（Ｂ）で、選択メモリセルの位置
を駆動点Ｄ１側と電圧制御点Ｃ１側と選択ワード線の中央とした３通りで比較している。
シミュレーションのモデルとして、ワード線の配線抵抗を１Ω、選択メモリセルの抵抗値
を１ｋΩ、半非選択メモリセルの抵抗値を２０ｋΩ、書き込み電圧Ｖｐｐを５Ｖと想定し
、ワード線デコーダ１４と第１電圧制御回路１６の接地電圧Ｖｓｓ側への電流駆動能力を
等しく設定した。
【００５２】
　図８の各横軸の数字は、電圧制御点Ｃ１側から数えたメモリセルの順番で、右側ほど駆
動点Ｄ１に近づく。図８の各縦軸は、各メモリセルと選択ワード線との接続点における選
択ワード線の電圧レベルを示しており、駆動点Ｄ１から遠いメモリセル（右側）ほど、電
圧上昇が大きいことが分かる。第１電圧制御回路１６を設けた場合（Ａ）と設けない場合
（Ｂ）の各場合における、選択メモリセルの位置が駆動点Ｄ１側と電圧制御点Ｃ１側と選
択ワード線の中央にある場合の各電圧レベルを図９の表に示す。図８及び図９より、選択
メモリセルの位置が駆動点Ｄ１側と電圧制御点Ｃ１側の両端にある場合の電圧レベル差が
、第１電圧制御回路１６を設けない場合（Ｂ）では、０．３７Ｖであるのに対し、第１電
圧制御回路１６を設けることで（Ａ）で０．１９Ｖと、大幅に減少していることが分かる
。
【００５３】
　選択ワード線の電圧上昇を抑制するための第１電圧制御回路１６の回路構成例としては
、例えば、図１０（Ａ）～（Ｃ）に示すような回路構成が利用できる。
【００５４】
　図１０（Ａ）及び（Ｂ）の回路例では、第１電圧制御回路１６は、電圧制御点Ｃ１と接
地電圧Ｖｓｓの間に、ダイオード回路３０、３１とＮ型ＭＯＳトランジスタ３２が直列に
接続され、インバータ３３の入力が電圧制御点Ｃ１に、インバータ３３の出力がＭＯＳト
ランジスタ３２のゲートに夫々接続して構成される。図１０（Ａ）では、ダイオード回路
３０は、ドレインとゲートが相互に接続したＮ型ＭＯＳトランジスタで構成され、図１０
（Ｂ）では、ダイオード回路３１は、ＰＮ接合型のダイオード素子で構成されている。ま
た、図１０（Ｃ）の回路例では、第１電圧制御回路１６は、電圧制御点Ｃ１と接地電圧Ｖ
ｓｓに、Ｎ型ＭＯＳトランジスタ３２のドレインとソースが夫々接続し、インバータ３３
の入力が電圧制御点Ｃ１に、インバータ３３の出力がＭＯＳトランジスタ３２のゲートに
夫々接続して構成される。
【００５５】
　電圧制御点Ｃ１における電圧上昇検知レベルの下限値は、図１０（Ａ）及び（Ｂ）の回
路例では、接地電圧Ｖｓｓより高く設定され、接地電圧Ｖｓｓと電圧制御点Ｃ１の間に挿
入されたダイオード回路３０、３１がオンする両端電圧（ターンオン閾値電圧）で調整で
き、図１０（Ｃ）の回路例では、接地電圧Ｖｓｓとなる。また、電圧制御点Ｃ１における
電圧上昇検知レベルの上限値は、インバータ３３の入力反転レベルで調整でき、非選択ワ
ード線に印加される書き込み抑止電圧Ｖｐｐ／２より低く設定される。もし、電圧上昇検
知レベルの上限値が設定されないか、或いは、書き込み抑止電圧Ｖｐｐ／２以上であると
すれば、非選択ワード線に接続する第１電圧制御回路１６が、非選択ワード線電圧Ｖｐｐ
／２に自動的に反応して活性化し、非選択ワード線電圧Ｖｐｐ／２の電圧レベルを不用意
に引き下げて、選択ビット線に接続する半非選択メモリセルの両端に書き込み抑止電圧Ｖ
ｐｐ／２以上の電圧が印加されて誤書き込みされる虞が生じる。そのため、本実施形態で
は、インバータ３３の入力反転レベルの調整により、電圧制御点Ｃ１における電圧上昇検
知レベルの上限値を書き込み抑止電圧Ｖｐｐ／２より低く設定している。
【００５６】
　図１１に、選択ビット線ＢＬ２と各ワード線ＷＬ０～３との接続関係を、選択ビット線
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ＢＬ２を配線抵抗ＲＢ２０～ＲＢ２４の分布定数回路として表した等価回路図を用いて模
式的に示す。選択ビット線ＢＬ２の一方端（図中右側）の駆動点Ｄ２でビット線デコーダ
１５と接続し、他方端（図中左側）の電圧制御点Ｃ２で第２電圧制御回路１７と接続して
いる。各ワード線ＷＬ０～３は、夫々メモリセルＭ０２～Ｍ３２を介して選択ビット線Ｂ
Ｌ２と接続している。
【００５７】
　図４に示す書き込み動作時の電圧印加条件において、選択メモリセルＭ２２には書き込
み電圧Ｖｐｐ、半非選択Ｍ０２、Ｍ１２、Ｍ３２には夫々書き込み抑止電圧Ｖｐｐ／２が
印加され、選択メモリセルＭ２２には書き込み電流Ｉｗ、半非選択Ｍ０２、Ｍ１２、Ｍ３
２には夫々の抵抗値に応じたメモリセル電流Ｉｗ０、Ｉｗ１、Ｉｗ３が、選択ビット線Ｂ
Ｌ２を介して駆動点Ｄ２から流れる。
【００５８】
　このとき、第２電圧制御回路１７が非活性状態にあると、各メモリセルＭ０２～Ｍ３２
の選択ビット線ＢＬ２側の各端部に印加されるビット線電圧は、各端部間のビット線の配
線抵抗を流れる電流によって、駆動点Ｄ２から遠ざかる程に低下して、相互に異なる電圧
となる。従って、どのメモリセルＭ０２～Ｍ３２を選択するかによって、選択メモリセル
の両端に印加される書き込み電圧に誤差が生じる。ビット線の配線抵抗がメモリセルの抵
抗に比べて十分小さい場合には、問題ないが、メモリセルの抵抗値が配線抵抗と同等若し
くは無視できないレベルにある場合、書き込み電圧に誤差の影響が顕著となり、書き込み
後の抵抗値にバラツキが生じる。この現象は、ビット線の配線抵抗が大きい場合、或いは
、書き込み電流が大きい場合に問題になる。
【００５９】
　そこで、書き込み動作時においては、選択ビット線ＢＬ２に接続する第２電圧制御回路
１７が、電圧制御点Ｃ２の電圧レベルの低下に自動的に反応して活性化し、電圧制御点Ｃ
２の電圧レベルを駆動点Ｄ２の電圧レベル（Ｖｐｐ）と同電圧レベルに向けて引き上げる
ように作動する構成とすることで、上記問題を解消或いは緩和できる。
【００６０】
　選択ビット線の電圧低下を抑制するための第２電圧制御回路１７の回路構成例としては
、例えば、図１２（Ａ）～（Ｃ）に示すような回路構成が利用できる。
【００６１】
　図１２（Ａ）及び（Ｂ）の回路例では、第２電圧制御回路１７は、電圧制御点Ｃ２と書
き込み電圧Ｖｐｐの間に、ダイオード回路４０、４１とＰ型ＭＯＳトランジスタ４２が直
列に接続され、インバータ４３の入力が電圧制御点Ｃ２に、インバータ４３の出力がＭＯ
Ｓトランジスタ４２のゲートに夫々接続して構成される。図１２（Ａ）では、ダイオード
回路４０は、ドレインとゲートが相互に接続したＰ型ＭＯＳトランジスタで構成され、図
１２（Ｂ）では、ダイオード回路４１は、ＰＮ接合型のダイオード素子で構成されている
。また、図１２（Ｃ）の回路例では、第２電圧制御回路１７は、電圧制御点Ｃ２と書き込
み電圧Ｖｐｐに、Ｐ型ＭＯＳトランジスタ４２のドレインとソースが夫々接続し、インバ
ータ４３の入力が電圧制御点Ｃ２に、インバータ４３の出力がＭＯＳトランジスタ４２の
ゲートに夫々接続して構成される。
【００６２】
　電圧制御点Ｃ２における電圧低下検知レベルの上限値は、図１２（Ａ）及び（Ｂ）の回
路例では、書き込み電圧Ｖｐｐより低く設定され、書き込み電圧Ｖｐｐと電圧制御点Ｃ２
の間に挿入されたダイオード回路４０、４１がオンする両端電圧（ターンオン閾値電圧）
で調整でき、図１２（Ｃ）の回路例では、書き込み電圧Ｖｐｐとなる。また、電圧制御点
Ｃ２における電圧低下検知レベルの下限値は、インバータ４３の入力反転レベルで調整で
き、非選択ビット線に印加される書き込み抑止電圧Ｖｐｐ／２より高く設定される。もし
、電圧低下検知レベルの下限値が設定されないか、或いは、書き込み抑止電圧Ｖｐｐ／２
以下であるとすれば、非選択ビット線に接続する第２電圧制御回路１７が、非選択ビット
線電圧Ｖｐｐ／２に自動的に反応して活性化し、非選択ビット線電圧Ｖｐｐ／２の電圧レ
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ベルを不用意に引き上げて、選択ワード線に接続する半非選択メモリセルの両端に書き込
み抑止電圧Ｖｐｐ／２以上の電圧が印加されて誤書き込みされる虞が生じる。そのため、
本実施形態では、インバータ４３の入力反転レベルの調整により、電圧制御点Ｃ２におけ
る電圧低下検知レベルの下限値を書き込み抑止電圧Ｖｐｐ／２より高く設定している。
【００６３】
　本実施形態では、図６に示すように、読み出し動作時にビット線の駆動点側（ビット線
デコーダ１５側）から読み出し電流の検出を行うため、第２電圧制御回路１７が読み出し
動作時において電圧制御点Ｃ２におけるビット線電圧の低下に反応して自動的に活性化す
ると、第２電圧制御回路１７側から読み出し電流の一部が供給されるため、ビット線デコ
ーダ１５側で正しく読み出し電流の検出を行うことができなくなる。そこで、第２電圧制
御回路１７は、読み出し動作時のビット線電圧Ｖｒでは反応しないように、インバータ４
３の入力反転レベルを調整しておく。本実施形態では、読み出し電圧Ｖｒは書き込み抑止
電圧Ｖｐｐ／２以下であるので、読み出し動作時に第２電圧制御回路１７が誤動作するこ
とはない。
【００６４】
　尚、第２電圧制御回路１７の動作条件が、書き込み動作時と読み出し動作時で異なる場
合は、インバータ４３の入力反転レベルが両動作時で等しくならないケースが考えられる
。この場合、図１２（Ａ）及び（Ｂ）の回路例のダイオード回路４０、４１のターンオン
閾値電圧を調整することで、読み出し時におけるビット線電圧の低下に第２電圧制御回路
１７を反応させないようにすることが可能となる。
【００６５】
　以上、書き込み動作時における第１電圧制御回路１６と第２電圧制御回路１７の回路動
作及び回路構成を詳細に説明したが、本実施形態では、書き込み動作と消去動作では、ワ
ード線とビット線の関係が逆転するだけであるので、第１電圧制御回路１６と第２電圧制
御回路１７で夫々採用した回路構成は、他方においてもそのまま利用可能である。
【００６６】
　次に、本発明装置の別実施形態について説明する。
【００６７】
　〈１〉上記実施形態では、メモリセルとしてＰｒＣａＭｎＯで形成される可変抵抗体を
単体で使用して構成する場合を想定し、書き込み電流と消去電流の向きが反転する場合を
例に説明したが、メモリセルが、ダイオード付きのアンチヒューズ等の書き込みが１回だ
け共用され消去動作を伴わない場合や、書き込み電圧と消去電圧の印加極性が同じ場合に
は、第１電圧制御回路１６と第２電圧制御回路１７の回路構成は、書き込み動作時のみを
考慮すればよい。
【００６８】
　また、メモリセルが書き込みと消去の両方が可能な場合であっても、書き込み動作時と
消去動作時の間で、発生する電圧変動に差がある場合は、電圧変動の大きい方だけを抑制
するように、第１電圧制御回路１６と第２電圧制御回路１７の回路構成を特化しても構わ
ない。
【００６９】
　更に、選択ワード線と選択ビット線の間で、発生する電圧変動に差がある場合は、電圧
変動の大きい方だけを抑制するように、第１電圧制御回路１６と第２電圧制御回路１７の
何れか一方だけを設けるようにしても構わない。
【００７０】
　〈２〉上記実施形態では、第１電圧制御回路１６は、各ワード線のワード線デコーダ１
４で駆動される駆動点とは反対側の最遠点に接続し、当該最遠点を電圧制御点とし、また
、第２電圧制御回路１７は、各ビット線のビット線デコーダ１５で駆動される駆動点とは
反対側の最遠点に接続し、当該最遠点を電圧制御点としたが、第１電圧制御回路１６及び
第２電圧制御回路１７の各ワード線及び各ビット線との接続点は、上記実施形態に限定さ
れるものではない。
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【００７１】
　図１３に、第１電圧制御回路１６の設置位置（電圧制御点の位置）と、選択メモリセル
位置でのワード線電圧の電圧変動における最大値と最小値の電圧差との関係を示す。当該
電圧差は、電圧制御点の位置を固定させた状態で、選択メモリセルの位置を変化させた場
合の各選択メモリセル位置におけるワード線電圧の最大値と最小値に基づいて導出されて
いる。尚、図１３に示す回路シミュレーション結果は、図８の回路シミュレーションと同
様の条件を用いた。つまり、選択ワード線に１２８個のメモリセルが接続する場合を想定
し、ワード線の配線抵抗を１Ω、選択メモリセルの抵抗値を１ｋΩ、半非選択メモリセル
の抵抗値を２０ｋΩ、書き込み電圧Ｖｐｐを５Ｖと想定し、ワード線デコーダ１４と第１
電圧制御回路１６の接地電圧Ｖｓｓ側への電流駆動能力を等しく設定した。
【００７２】
　図１３に示すように、第１電圧制御回路１６及び第２電圧制御回路１７の各ワード線及
び各ビット線との接続点は、ワード線デコーダ１４及びビット線デコーダ１５から最遠点
に設けるのが、ワード線電圧変化の電圧変化幅が最小であり最も効果的であるが、夫々各
最遠点よりワード線デコーダ１４及びビット線デコーダ１５寄りに設けても、ある程度、
上記実施形態と同様の電圧変動抑制効果は期待できる。
【００７３】
　また、ワード線デコーダ１４やビット線デコーダ１５が、ワード線とビット線の各両端
に設けている場合は、第１電圧制御回路１６及び第２電圧制御回路１７の各ワード線及び
各ビット線の中間点に設けるのが好ましい。
【００７４】
　〈３〉上記実施形態では、第１電圧制御回路１６及び第２電圧制御回路１７の回路構成
として、図１０（Ａ）～（Ｃ）、及び、図１２（Ａ）～（Ｃ）に示す回路を例示したが、
当該回路構成に限定されるものではない。
【００７５】
　例えば、図１０（Ａ）～（Ｃ）に示す第１電圧制御回路１６の回路動作において、接地
電圧Ｖｓｓを印加するノードの電圧は、電圧変動を抑制する期間のみ接地電圧Ｖｓｓが印
加されれば良く、電圧変動を抑制する必要のない期間、例えば、ワード線の選択・非選択
の切り替え途中では、書き込み抑止電圧Ｖｐｐ／２を印加するようにして、第１電圧制御
回路１６を非活性化するのも好ましい。
【００７６】
　同様に、図１２（Ａ）～（Ｃ）に示す第２電圧制御回路１７の回路動作において、書き
込み電圧Ｖｐｐを印加するノードの電圧は、電圧変動を抑制する期間のみ書き込み電圧Ｖ
ｐｐが印加されれば良く、電圧変動を抑制する必要のない期間、例えば、ワード線の選択
・非選択の切り替え途中では、書き込み抑止電圧Ｖｐｐ／２を印加するようにして、第２
電圧制御回路１７を非活性化するのも好ましい。また、読み出し動作時には、当該ノード
及びインバータ４３の電源電圧に読み出し電圧Ｖｒを印加するようにして、第２電圧制御
回路１７を非活性化するのも好ましい。
【００７７】
　また、上記実施形態では、第１電圧制御回路１６及び第２電圧制御回路１７は、夫々、
ワード線電圧及びビット線電圧の変動に自動的に反応して活性化或いは非活性化する回路
構成を例示したが、回路の活性化や非活性化は、外部から制御するようにしても構わない
。例えば、メモリセルアレイが行方向及び列方向に複数のブロックに細分化され、各ブロ
ックにローカルなワード線及びビット線が設けられ、メモリセルアレイ全体には、グロー
バルなワード線及びビット線が設けられ、ローカルなワード線及びビット線には、ブロッ
クを選択するブロック選択トランジスタを介して、夫々の選択及び非選択ワード線電圧、
選択及び非選択ビット線電圧が供給される階層的アレイ構造の場合には、図１０（Ａ）～
（Ｃ）、及び、図１２（Ａ）～（Ｃ）に示す回路構成のインバータ３３、４３の入力には
、夫々グローバルなワード線及びビット線が接続する構成にしても構わない。
【００７８】
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　〈４〉上記実施形態で例示した、各メモリ動作における電圧印加条件は一例であり、本
発明の内容を限定するものではなく、適宜変更可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明は、不揮発性半導体記憶装置に利用可能であり、特に、２端子構造のメモリセル
を行方向及び列方向に夫々複数配列し、行方向に延伸する複数のワード線と列方向に延伸
する複数のビット線を備え、同一行の前記メモリセルの夫々が、前記メモリセルの一端側
を共通の前記ワード線に接続し、同一列の前記メモリセルの夫々が、前記メモリセルの他
端側を共通の前記ビット線に接続してなるクロスポイントタイプのメモリセルアレイを有
する不揮発性半導体記憶装置に有効である。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明に係る不揮発性半導体記憶装置の一実施形態における概略の回路構成例を
示すブロック図
【図２】クロスポイント型のメモリセルアレイの部分的な構成を模式的に示す斜視図
【図３】図２に示すクロスポイント型メモリセルアレイにおけるメモリセルの垂直断面図
【図４】４行×４列のクロスポイント型メモリセルアレイにおける書き込み動作時の電圧
印加条件の一例を示す等価回路図
【図５】４行×４列のクロスポイント型メモリセルアレイにおける消去動作時の電圧印加
条件の一例を示す等価回路図
【図６】４行×４列のクロスポイント型メモリセルアレイにおける読み出し動作時の電圧
印加条件の一例を示す等価回路図
【図７】図４に示す４行×４列のクロスポイント型メモリセルアレイにおける選択ワード
線ＷＬ２と各ビット線ＢＬ０～３との接続関係を示す等価回路図
【図８】第１電圧制御回路を設けた場合（Ａ）と、設けない場合（Ｂ）の選択ワード線の
電圧レベルのワード線上の位置依存性を示す特性図
【図９】第１電圧制御回路を設けた場合と設けない場合における、選択メモリセルの位置
が駆動点側と電圧制御点側と選択ワード線の中央にある場合の各電圧レベルを比較する表
【図１０】本発明に係る不揮発性半導体記憶装置の一実施形態における選択ワード線の電
圧上昇を抑制するための第１電圧制御回路の回路構成例を示す回路図
【図１１】図４に示す４行×４列のクロスポイント型メモリセルアレイにおける選択ビッ
ト線ＢＬ２と各ワード線ＷＬ０～３との接続関係を示す等価回路図
【図１２】本発明に係る不揮発性半導体記憶装置の一実施形態における選択ビット線の電
圧低下を抑制するための第２電圧制御回路の回路構成例を示す回路図
【図１３】第１電圧制御回路の設置位置（電圧制御点の位置）と選択メモリセル位置での
ワード線電圧の電圧差との関係を示す特性図
【符号の説明】
【００８１】
　１０：　本発明に係る不揮発性半導体記憶装置
　１１：　メモリセルアレイ
　１２：　アドレス線
　１３：　データ線
　１４：　ワード線デコーダ（ワード線選択回路）
　１５：　ビット線デコーダ（ビット線選択回路に相当）
　１６：　第１電圧制御回路（電圧制御回路）
　１７：　第２電圧制御回路（電圧制御回路）
　１８：　読み出し回路
　１９：　制御回路
　２０：　電圧スイッチ回路
　２１：　制御信号線
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　３０、３１、４０、４１：　ダイオード回路
　３２：　Ｎ型ＭＯＳトランジスタ
　３３、４３：　インバータ
　４１：　Ｐ型ＭＯＳトランジスタ
　ＢＬ、ＢＬ０～ＢＬ３：　ビット線
　Ｃ１、Ｃ２：　電圧制御点
　Ｄ１、Ｄ２：　駆動点
　Ｉｂ０、Ｉｂ１、Ｉｂ３：　メモリセル電流
　Ｉｗ：　書き込み電流
　Ｉｗ０、Ｉｗ１、Ｉｗ３：　メモリセル電流
　Ｍ、Ｍ００～Ｍ３３：　メモリセル
　ＲＷ２０～ＲＷ２４：　ワード線の配線抵抗
　Ｖｃｃ：　供給電圧（電源電圧）
　Ｖｐｐ：　書き込み電圧、消去電圧
　Ｖｐｐ／２：　書き込み抑止電圧、消去抑止電圧
　Ｖｒ：　読み出し電圧
　Ｖｓｓ：　接地電圧
　ＷＬ、ＷＬ０～ＷＬ３：　ワード線
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