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(57)【要約】
【課題】メモリの動作特性を改善する。
【解決手段】本実施形態の半導体メモリは、複数のしき
い値にそれぞれ対応するデータを記憶する複数のメモリ
セルを含むメモリセルアレイ１と、複数のトランジスタ
と外部からのデータ又はメモリセルからのデータを保持
するフリップフロップを有する複数のラッチ３４１と、
複数のラッチ有するバッファ回路３２と、トランジスタ
をオフすることにより複数のラッチ３４１のうちいずれ
かを非アクティブ状態にする制御回路と、を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のしきい値にそれぞれ対応するデータを記憶する複数のメモリセルを含むメモリセ
ルアレイと、
　複数のトランジスタと外部からのデータ又は前記メモリセルからのデータを保持するフ
リップフロップを有する複数のラッチと、
　前記複数のラッチ有するバッファ回路と、
　前記複数のトランジスタをオフすることにより前記複数のラッチのうちいずれかを非ア
クティブ状態にする制御回路と、
　を具備することを特徴とする半導体メモリ。
【請求項２】
　前記制御回路は、前記複数のラッチのうち、テンポラリラッチを、非アクティブ状態に
する、ことを特徴とする請求項１に記載の半導体メモリ。
【請求項３】
　前記フリップフロップは、
　　第１及び第２のｎチャネル型トランジスタと第１及び第２のｐチャネル型トランジス
タとを含み、
　前記複数のトランジスタは、
　　前記第１のｐチャネル型トランジスタに対する駆動電位の印加を制御する第１の駆動
スイッチと、
　　前記第２のｐチャネル型トランジスタに対する駆動電位の印加を制御する第２の駆動
スイッチである
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の半導体メモリ。
【請求項４】
　前記複数のラッチは、
　　前記フリップフロップの第１のノードに接続される第１の転送ゲートと、
　　前記フリップフロップの第２のノードに接続される第２の転送ゲートと、
　をさらに有し、
　前記ラッチが、非アクティブ状態にされるとき、前記第１及び第２の駆動スイッチがオ
フされ、
　前記第１及び第２のノードの電位レベルが、“Ｌ”レベルにされる、
　ことを特徴とする請求項３に記載の半導体メモリ。
【請求項５】
　前記複数のラッチが、非アクティブ状態からアクティブ状態にされるとき、
　前記複数のラッチは、所定の期間内において、異なるタイミングでアクティブ状態にさ
れる、
　ことを特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか１項に記載の半導体メモリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、半導体メモリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、フラッシュメモリは、ＨＤＤ、ＣＤ／ＤＶＤなどとともに、主要なストレージデ
バイスとして、様々な電子機器に用いられている。
【０００３】
　例えば、消費電力の低減などが、フラッシュメモリには求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２０１０－７３２４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　メモリの特性の消費電力を低減する技術を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本実施形態の半導体メモリは、複数のしきい値にそれぞれ対応するデータを記憶する複
数のメモリセルを含むメモリセルアレイと、複数のトランジスタと外部からのデータ又は
前記メモリセルからのデータを保持するフリップフロップを有する複数のラッチと、前記
複数のラッチ有するバッファ回路と、前記複数のトランジスタをオフすることにより前記
複数のラッチのうちいずれかを非アクティブ状態にする制御回路と、
を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】半導体メモリの回路構成の一例を示すブロック図。
【図２】メモリセルアレイの内部構成の一例を示す等価回路図。
【図３】実施形態の半導体メモリが含むラッチの構成例を示す等価回路図。
【図４】実施形態の半導体メモリの動作例を示すフローチャート。
【図５】実施形態の半導体メモリの動作例を示すタイミングチャート。
【図６】実施形態の半導体メモリの動作例を示すタイミングチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　［実施形態］　
　以下、図１乃至図６を参照しながら、本実施形態に係る半導体メモリについて詳細に説
明する。以下において、同一の機能及び構成を有する要素については、同一符号を付し、
重複する説明は必要に応じて行う。
【０００９】
　（１）　実施形態　
　（ａ）　構成　
　図１乃至図３を用いて、本実施形態の半導体メモリの構成及び機能について、説明する
。
【００１０】
　図１は、本実施形態の半導体メモリの構成の主要部を示すブロック図である。本実施形
態の半導体メモリは、例えば、不揮発性半導体メモリである。ここでは、フラッシュメモ
リを用いて、本実施形態について、説明する。
【００１１】
　メモリセルアレイ１は、複数のメモリセルを有している。　
　図２を用いて、図１のメモリセルアレイ１の内部構成について説明する。　
　図１に示されるフラッシュメモリが、例えば、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリである場合
、メモリセルアレイ１は、複数のブロックＢＬＫを有する。このブロックＢＬＫとは、消
去の最小単位を示している。
【００１２】
　図２は、１つのブロックＢＬＫの回路構成を示す等価回路図である。１つのブロックＢ
ＬＫは、ｘ方向（第１の方向、ロウ方向）に並んだ複数のメモリセルユニット１０から構
成される。１つのブロックＢＬＫ内に、例えば、ｑ個のメモリセルユニット１０が設けら
れている。
【００１３】
　１つのメモリセルユニット１０は、複数（例えば、ｐ個）のメモリセルＭＣ０～ＭＣ（
ｐ－１）から形成されるメモリセルストリングと、メモリセルストリングの一端に接続さ
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れた第１のセレクトトランジスタＳＴＳ（以下、ソース側セレクトトランジスタとよぶ）
と、メモリセルストリングの他端に接続された第２のセレクトトランジスタＳＴＤ（以下
、ドレイン側セレクトトランジスタとよぶ）とを含んでいる。メモリセルストリングにお
いて、メモリセルＭＣ０～ＭＣ（ｐ－１）の電流経路が、ｙ方向（第２の方向、カラム方
向）に沿って直列接続されている。
【００１４】
　メモリセルユニット１０の一端（ソース側）、より具体的には、ソース側セレクトトラ
ンジスタＳＴＳの電流経路の一端には、ソース線ＳＬが接続される。また、メモリセルユ
ニット１０の他端（ドレイン側）、すなわち、ドレイン側セレクトトランジスタＳＴＤの
電流経路の一端に、ビット線ＢＬが接続されている。
【００１５】
　尚、１つのメモリセルユニット１０を構成するメモリセルの個数は、２個以上であれば
よく、例えば、１６個、３２個あるいは６４個以上でもよい。以下では、メモリセルＭＣ
０～ＭＣ（ｐ－１）を区別しない場合には、メモリセルＭＣと表記する。
【００１６】
　メモリセルＭＣは、電荷蓄積層（例えば、浮遊ゲート電極、又は、トラップ準位を含む
絶縁膜）を有するスタックゲート構造の電界効果トランジスタである。ｙ方向に隣接する
２つのメモリセルＭＣはソース／ドレインが接続されている。これによって、メモリセル
ＭＣの電流経路が直列接続され、メモリセルストリングが形成される。
【００１７】
　ソース側セレクトトランジスタＳＴＳのドレインは、メモリセルＭＣ０のソースに接続
される。ソース側セレクトトランジスタＳＴＳのソースは、ソース線ＳＬに接続される。
　
　ドレイン側セレクトトランジスタのソースは、メモリセルＭＣ（ｐ－１）のドレインに
接続されている。ドレイン側セレクトトランジスタＳＴＤのドレインは、ビット線ＢＬ０
～ＢＬ（ｑ－１）に接続されている。ビット線ＢＬ０～ＢＬ（ｑ－１）の本数は、ブロッ
クＢＬＫ内のメモリセルユニット１０の個数と同じである。
【００１８】
　ワード線ＷＬ０～ＷＬ（ｐ－１）はｘ方向に延在し、各ワード線ＷＬ０～ＷＬ（ｐ－１
）はｘ方向に沿って配列された複数のメモリセルＭＣのゲートに共通に接続される。１つ
のメモリセルユニット１０において、ワード線の本数は、１つのメモリセルストリングを
構成するメモリセルの個数と、同じである。
【００１９】
　ドレイン側セレクトゲート線ＳＧＤＬはｘ方向に延び、ｘ方向に沿って配列された複数
のドレイン側セレクトトランジスタＳＴＤのゲートに共通に接続される。ソース側セレク
トゲート線ＳＧＳＬはｘ方向に延び、ｘ方向に沿って配列された複数のソース側セレクト
トランジスタＳＴＳのゲートに共通に接続される。
【００２０】
　以下では、各ビット線ＢＬ０～ＢＬ（ｑ－１）を区別しない場合には、ビット線ＢＬと
表記し、各ワード線ＷＬ０～ＷＬ（ｐ－１）を区別しない場合には、ワード線ＷＬと表記
する。
【００２１】
　各メモリセルＭＣは、トランジスタのしきい値電圧の大きさ（しきい値電圧の分布）と
データとが対応づけられることによって、外部からのデータを記憶する。　
　各メモリセルＭＣは、２値（1 bit）、又は、３値（2 bit）以上のデータを記憶する。
　
　例えば、１つのメモリセルＭＣが２値（1 bit）のデータ“０”，“１”を記憶する場
合、メモリセルＭＣは、それらのデータに対応する２つのしきい値分布を有する。また、
１つのメモリセルＭＣが４値（2 bit）のデータ“００”，“０１”，“１０”，“１１
”を記憶する場合、メモリセルＭＣは、それらのデータに対応する４つのしきい値分布を
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有する。３値以上のデータを記憶するメモリセルのことを、多値メモリともよぶ。
【００２２】
　データは、同一のワード線ＷＬに接続されたメモリセルＭＣに対して、一括して書き込
まれ、また読み出される。データの書き込み／読み出しにおけるメモリセルアレイ１のロ
ウの制御単位は、ページＰＧとよばれる。
【００２３】
　多値メモリのデータは、下位ビット毎または上位ビット毎に書き込まれ、また読み出さ
れる。したがって、メモリセルＭＣが２ビットデータを保持している場合には、１本のワ
ード線ＷＬあたり、２つのページが割り当てられていることになる。下位ビットについて
一括して書き込みまたは読み出されるページは、下位ページとよばれ、上位ビットについ
て一括して書き込みまたは読み出されるページは、上位ページとよばれる。また、１ペー
ジに属する下位ビットのことを、下位データとよぶ、１ページに属する上位ビットのこと
を、上位データとよぶ。
【００２４】
　ロウ制御回路２は、メモリセルアレイ１のロウを制御する。ロウ制御回路２は、メモリ
セルアレイ１内に設けられたワード線及びセレクトゲート線に接続されている。ロウ制御
回路２は、ロウデコーダ及びワード線ドライバを有し、アドレスバッファ９から転送され
たロウアドレスに基づいて、ブロックＢＬＫ及びページＰＧ（ワード線ＷＬ）を選択し、
ワード線及びセレクトゲート線の動作（電位）を制御する。
【００２５】
　ソース線制御回路５は、メモリセルユニット１０に接続されたソース線ＳＬの電位を制
御する。　
　ウェル制御回路６は、メモリセルアレイ１内のウェル領域の電位を制御する。
【００２６】
　電位生成回路７は、データの書き込み（プログラム）時、データの読み出し時及び消去
時に、各ワード線ＷＬに印加される書き込み電圧、読み出し電位、中間電位及び非選択電
位を生成する。電位生成回路７は、例えば、セレクトゲート線に印加される電位を生成す
る。電位生成回路７によって生成された電位は、ロウ制御回路２に転送され、選択ワード
線及び非選択ワード線、セレクトゲート線にそれぞれ印加される。
【００２７】
　また、電位生成回路７は、ソース線ＳＬに印加される電位及びウェル領域に印加される
電位を生成する。電位生成回路７は、生成した電位を、ソース線制御回路５及びウェル制
御回路６に転送する。
【００２８】
　データ入出力バッファ７は、データの入出力のインターフェイスとなる。データ入出力
バッファ７は、データ入出力端子２０Ｂを介して入力された外部からのデータを、一時的
に保持する。データ入出力バッファ７は、メモリセルアレイ１から出力されたデータを一
時的に保持し、所定のタイミングで、保持しているデータをデータ入出力端子２０Ｂへ出
力する。
【００２９】
　アドレスバッファ９は、アドレス信号端子２０Ｃを介して入力されたアドレス信号を、
一時的に保持する。外部からのアドレス信号は、例えば、物理アドレスであり、物理ロウ
アドレス及び物理カラムアドレスを含んでいる。
【００３０】
　制御回路（例えば、ステートマシン）８は、フラッシュメモリ全体の動作を管理する。
制御回路８は、制御信号入力端子２０Ａから入力された制御信号（コマンド）を受信する
。この制御信号は、例えば、メモリコントローラやホスト装置などのメモリチップとは別
のチップから出力される。例えば、制御回路８は、制御信号を受信するコマンドインター
フェイスを有している。
【００３１】
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　カラム制御回路３は、メモリセルアレイ１のカラムを制御する。カラム制御回路３は、
カラムデコーダ３０、センスアンプ回路３２及びページバッファ回路（バッファ回路）３
４を含んでいる。
【００３２】
　カラムデコーダ３０は、メモリセルアレイ１のカラムを選択し、制御回路８の制御に基
づいて、センスアンプ回路３２及びページバッファ回路３４を駆動させる。
【００３３】
　カラムデコーダ３０は、複数のローカルカラムデコーダ３０１を含む。ローカルカラム
デコーダ３０１は、メモリセルアレイ１に設定されたカラムユニットＣＵを制御する。カ
ラムユニットＣＵは、複数のビット線ＢＬに対する制御単位を示す。例えば、メモリセル
アレイ１のカラムは、カラムユニットＣＵを１つの制御単位として、制御される。また、
カラムユニットＣＵ内に、“ＣＯＬ”とよばれる制御単位が、さらに設定される場合があ
る。ＣＯＬは、例えば、８本のビット線（８個のメモリセルユニット）によって形成され
る。
【００３４】
　尚、メモリセルアレイは、不良のビット線（以下、不良カラムとよぶ）を含む場合があ
る。この場合、不良カラム及びそれを含む不良カラムユニットは、リダンダンシにより冗
長カラム又は冗長カラムユニットに置換される場合がある。不良カラムユニット又は不良
カラムの情報は、例えば、ロムヒューズ（ROMFUSE）や制御回路８内の設定情報記憶部（
図示せず）に、記憶されている。その情報から制御信号（例えば、enable/disable信号）
が生成され、不良情報及び制御信号に基づいて、不良カラム又は不良カラムユニットが判
別される。
【００３５】
　センスアンプ回路３２は、メモリセルアレイ１内に設けられたビット線ＢＬに接続され
ている。センスアンプ回路３２は、データの読み出し時（メモリセルアレイからのデータ
の出力時）、ビット線ＢＬの電位変動を検知及び増幅し、メモリセルＭＣが記憶するデー
タを判別する。また、センスアンプ回路３２は、データの書き込み時（メモリセルアレイ
に対するデータの入力時）、ビット線ＢＬの充電又は放電させる。
【００３６】
　センスアンプ回路３２は、複数のセンスアンプユニット３２１と複数のラッチユニット
３４１を有している。各センスアンプユニット３２１は、各ビット線ＢＬに接続されてい
る。その結果、それぞれのセンスアンプユニット３２１が各メモリセルユニット１０に対
応し、各メモリセルユニット１０を選択することができる。また、各センスアンプユニッ
ト３２１に対応するように各ラッチユニット３４１が配置されている。このセンスアンプ
ユニット３２１とラッチユニット３４１との組み合わせ（ＣＯＬＵとよぶ）が、ビット線
ＢＬが延びる方向に配置され、ＣＯＬを構成している。このＣＯＬが、ビット線ＢＬが延
びる方向と直交する方向に複数個配置されてセンスアンプ回路３２を構成している。セン
スアンプ回路３２は、バッファ回路としても用いられている。
【００３７】
　データキャッシュ回路３４は、複数のデータキャッシュ５０Ｄを有している。各データ
キャッシュ５０Ｄは、各ＣＯＬに対応して配置されている。データキャッシュ回路３４は
、カラムデコーダ３０で選択されたＣＯＬに対応するデータキャッシュ５０Ｄにデータバ
スＤＢＳを介してデータを保存する。
【００３８】
　図３を用いて、ラッチユニット３４１の内部構成例について、説明する。図３は、メモ
リセルＭＣが４値（2bit）のデータを保持する場合におけるラッチユニット３４１の内部
構成の一例を示す等価回路図である。
【００３９】
　例えば、センスアンプユニット３２１は、１本のビット線ＢＬに接続される。センスア
ンプユニット３２１は、データの書き込み時、カラムデコーダ３０及び制御回路８の制御
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によって、ビット線ＢＬを充電及び放電させる。センスアンプユニット３２１は、データ
の読み出し時、ビット線ＢＬの電位変動を検知及び増幅し、メモリセルＭＣが記憶してい
るデータを、判別する。尚、センスアンプユニット３２１は、ラッチとしての機能を有し
ていてもよい。
【００４０】
　尚、ビット線ＢＬのセンス方式に応じて、１つのセンスアンプユニット３２１は、互い
に隣接する偶数ビット線と奇数ビット線とで共有されてもよい。センスアンプユニット３
２１が２つのビット線で共有される場合、センスアンプユニット３２１を共有する偶数及
び奇数ビット線は、動作に応じて異なるタイミングで、センスアンプユニット３２１に接
続される。
【００４１】
　ラッチユニット３４１は、センスアンプユニット３２１（センスアンプ回路３２）を経
由して、ビット線ＢＬ及び１つのメモリセルユニット１０に接続されている。
【００４２】
　ラッチユニット３４１は、メモリセルに書き込むデータ、メモリセルから読み出された
データ及びメモリセルに対する動作を示す設定情報（フラグ）などを、一時的に保持する
。また、ラッチユニット３４１は、センスアンプユニット３２１からの信号又は外部から
の信号を増幅する機能を有する。
【００４３】
　例えば、図３に示される例では、ラッチユニット３４１は、少なくとも４つのラッチ５
０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃ，５０Ｄを含んでいる。各ラッチ５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃ，５０Ｄ
は、共通配線９９及びデータバススイッチ９０を経由して、データバスＤＢＵＳに接続さ
れている。
【００４４】
　データバススイッチ９０は、例えば、ｎチャネル型電界効果トランジスタによって形成
される。データバススイッチ９０の電流経路の一端が、共通配線９９に接続され、データ
バススイッチ９０の電流経路の他端が、データバスＤＢＵＳに接続されている。　
　データバススイッチ９０のゲートには、制御信号ＤＳＷが供給される。制御信号ＤＳＷ
によって、データバススイッチ９０のオン又はオフが制御される。
【００４５】
　データバススイッチ９０がオンされることによって、データバスＤＢＵＳが、メモリセ
ルユニット１０、センスアンプユニット３２１、又は、ラッチユニット３４１及びラッチ
ユニット３４１の各ラッチ５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃ，５０Ｄに電気接続される。例えば、
データバスＤＢＵＳは、低電位（“Ｌ”レベル）に設定されている。
【００４６】
　尚、共通配線９９に、共通配線９９を充電するためのスイッチ（以下、充電スイッチと
よぶ）９５が、接続されている。充電スイッチ９５の電流経路の一端が、共通配線９９に
接続され、充電スイッチ９５の電流経路の他端が、高電位端（電位線）ＶＤＤＳＡ（＞０
）に接続されている。充電スイッチ９５のゲートには、制御信号ＬＰＣが供給される。
【００４７】
　充電スイッチ９５は、例えば、ｐチャネル型電界効果トランジスタである。“Ｌ”レベ
ルの制御信号ＬＰＣによって、充電スイッチ９５がオンされることによって、高電位側の
電源からの電位ＶＤＤＳＡ（＞０）が共通配線９９に印加され、共通配線９９が充電状態
（“Ｈ”レベル）にされる。
【００４８】
　ラッチユニット３４１内の各ラッチ５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃ，５０Ｄは、それぞれ異な
った用途で用いられ、異なるデータを保持する場合が多い。
【００４９】
　第１のラッチ（ＳＤＬ）５０Ａは、例えば、センスアンプユニット３２１に対するデー
タを一時的に保持するラッチとして用いられる。例えば、ラッチ（ＳＤＬ）５０Ａは、プ
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ログラム動作（データ書き込み）時に、駆動される。以下では、ラッチ５０Ａのことを、
テンポラリラッチ５０Ａともよぶ。
【００５０】
　第２のラッチ（ＵＤＬ）５０Ｂは、例えば、メモリセル（４値セル）に書き込まれる２
ビットデータ又は４値セルから読み出される２ビットデータのうち、上位１ビットを保持
する。以下では、ラッチ５０Ｂのことを、上位データラッチ５０Ｂともよぶ。
【００５１】
　第３のラッチ（ＬＤＬ）５０Ｃは、例えば、４値セルに書き込まれる２ビットデータ又
は４値セルから読み出される２ビットデータのうち、下位１ビットを保持する。以下では
、ラッチ５０Ｃのことを、下位データラッチ５０Ｃともよぶ。
【００５２】
　第４のラッチ（ＸＤＬ）５０Ｄは、キャッシュ動作用のラッチとして用いられる。ラッ
チ（ＸＤＬ）５０Ｄは、キャッシュ読み出しが要求された場合に出力するデータを、保持
する。以下では、ラッチ５０Ｄのことを、キャッシュラッチ５０Ｄともよぶ。
【００５３】
　尚、これらの４つのラッチ５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃ，５０Ｄのほかに、データ書き込み
時のフラグを保持するラッチや、ベリファイ結果（ビットスキャン）を保持するラッチが
、ラッチユニット３４１内に設けられてもよい。また、ここでは、多値メモリが用いられ
た場合のラッチユニットの構成が示されているが、２値メモリが用いられた場合、少なく
とも３つのラッチによって、ラッチユニット３４１が形成されてもよい。
【００５４】
　以下では、ラッチユニット３４１内のラッチ５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃ，５０Ｄを区別し
ない場合には、ラッチ５０と表記する。また、以下では、これらのラッチのことを、デー
タラッチとよぶこともある。
【００５５】
　テンポラリラッチ５０Ａは、８個の電界効果トランジスタ（例えば、ＭＯＳトランジス
タ）５１ｎＡ，５１ｐＡ，５２ｎＡ，５２ｐＡ，５３Ａ，５４Ａ，５５Ａ，５６Ａによっ
て、形成される。
【００５６】
　テンポラリラッチ５０Ａ内において、４個の電界効果トランジスタ５１ｎＡ，５１ｐＡ
，５２ｎＡ，５２ｐＡは、フリップフロップＦＦＡを形成している。
【００５７】
　フリップフロップＦＦＡ内において、ｎチャネル型の電界効果トランジスタ５１ｎＡと
ｐチャネル型の電界効果トランジスタ５１ｐＡとは、インバータ接続されている。　
　ｎチャネル型の電界効果トランジスタ５１ｎＡの電流経路の一端は、ｐチャネル型の電
界効果トランジスタ５１ｐＡの電流経路の一端に接続されている。２つのトランジスタ５
１ｎＡ，５１ｐＡの電流経路が接続されることによって、接続ノード（ＬＡＴ＿Ｓ）ｎ１
Ａが形成される。ｎチャネル型の電界効果トランジスタ５１ｎＡの電流経路の他端は、低
電位端（低電位線）ＶＳＳＡ（例えば、グランド電位＝０Ｖ）に接続され、接地されてい
る。ｐチャネル型の電界効果トランジスタ５１ｐＡの電流経路の他端は、スイッチ素子と
しての電界効果トランジスタ５５Ａの電流経路の一端に接続されている。ｐチャネル型の
電界効果トランジスタ５１ｐＡの電流経路の他端は、電界効果トランジスタ５５Ａを介し
て、高電位端（高電位線）ＶＤＤＳＡに接続される。２つの電界効果トランジスタ５１ｎ
Ａ，５１ｐＡのゲートは、互いに接続されている。
【００５８】
　また、フリップフロップＦＦＡ内において、ｎチャネル型の電界効果トランジスタ５２
ｎＡとｐチャネル型の電界効果トランジスタ５２ｐＡとは、インバータ接続されている。
　ｎチャネル型の電界効果トランジスタ５２ｎＡの電流経路の一端は、ｐチャネル型の電
界効果トランジスタ５２ｐＡの電流経路の一端に接続されている。２つのトランジスタ５
２ｎＡ，５２ｐＡの電流経路が接続されることによって、接続ノード（ＩＮＶ＿Ｓ）ｎ２
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Ａが形成される。ｎチャネル型の電界効果トランジスタ５２ｎＡの電流経路の他端は、低
電位線ＶＳＳＡに接続され、接地されている。ｐチャネル型の電界効果トランジスタ５２
ｐＡの電流経路の他端は、スイッチとしての電界効果トランジスタ５６の電流経路の一端
に接続されている。ｐチャネル型の電界効果トランジスタ５２ｐＡの電流経路の他端は、
スイッチ５６Ａを介して、高電位端（高電位線）ＶＤＤＳＡに接続される。２つの電界効
果トランジスタ５２ｎＡ，５２ｐＡのゲートは、互いに接続されている。
【００５９】
　インバータを形成している電界効果トランジスタ５１ｎＡ，５１ｐＡのゲートは、接続
ノードｎ２Ａに接続される。インバータを形成している電界効果トランジスタ５２ｎＡ，
５２ｐＡのゲートは、接続ノードｎ１Ａに接続される。
【００６０】
　このように、４つの電界効果トランジスタ５１ｎＡ，５１ｐＡ，５２ｎＡ，５２ｐＡを
用いることによって、ラッチ５０Ａの実質的なデータ保持部としてのフリップフロップＦ
ＦＡが形成される。
【００６１】
　スイッチとしての電界効果トランジスタ５５Ａは、例えば、ｐチャネル型の電界効果ト
ランジスタである。電界効果トランジスタ５５Ａの他端は、高電位端（高電位線）ＶＤＤ
ＳＡ（＞０）に接続される。電界効果トランジスタ５５Ａのゲートには、制御信号ＳＬＬ
が供給される。電界効果トランジスタ５５Ａは、制御信号ＳＬＬによって、フリップフロ
ップＦＦＡ内のｐチャネル型電界効果トランジスタ５１ｐＡに対する駆動電位ＶＤＤＳＡ
の印加を制御する。
【００６２】
　スイッチとしての電界効果トランジスタ５６Ａは、例えば、ｐチャネル型の電界効果ト
ランジスタである。電界効果トランジスタ５６Ａの他端は、電位線ＶＤＤＳＡに接続され
る。電界効果トランジスタ５６Ａのゲートには、制御信号ＳＬＩが供給される。電界効果
トランジスタ５６Ａは、制御信号ＳＬＩによって、フリップフロップＦＦＡ内のｐチャネ
ル型電界効果トランジスタ５２ｐＡに対する駆動電位ＶＤＤＳＡの印加を制御する。
【００６３】
　以下では、説明の明確化のため、フリップフロップＦＦＡに対する駆動電位ＶＤＤＳＡ
の供給を制御する電界効果トランジスタ５５Ａ，５６Ａのことを、駆動スイッチ５５Ａ，
５６Ａとよぶ。
【００６４】
　フリップフロップＦＦＡ内の一方の接続ノードｎ１Ａに、転送ゲートとしての電界効果
トランジスタ５３Ａの電流経路の一端が接続されている。電界効果トランジスタ５３Ａの
電流経路の他端は、共通配線９９及びデータバススイッチ９０を介して、データバスＤＢ
ＵＳに接続されている。電界効果トランジスタ５３Ａのゲートには、制御信号ＳＴＬが供
給される。電界効果トランジスタ５３Ａは、制御信号ＳＴＬによって、接続ノードｎ１Ａ
の電位レベルを制御する。電界効果トランジスタ５３Ａは、例えば、ｎチャネル型の電界
効果トランジスタである。
【００６５】
　フリップフロップＦＦＡ内の他方の接続ノードｎ２Ａに、転送ゲートとしての電界効果
トランジスタ５４Ａの電流経路の一端が接続されている。電界効果トランジスタ５４Ａの
電流経路の他端は、共通配線９９及びデータバススイッチ９０を介して、データバスＤＢ
ＵＳに接続されている。電界効果トランジスタ５３Ａのゲートには、制御信号ＳＴＩが供
給される。電界効果トランジスタ５４Ａは、制御信号ＳＴＩによって、接続ノードｎ２Ａ
の電位レベルを制御する。電界効果トランジスタ５４Ａは、例えば、ｎチャネル型の電界
効果トランジスタである。
【００６６】
　尚、駆動スイッチとしてのトランジスタは、ｐチャネル型のトランジスタに限定されな
い。また、転送ゲートとしてのトランジスタは、ｎチャネル型のトランジスタに限定され
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ない。
【００６７】
　以下では、ｎチャネル型電界効果トランジスタのことを、単に、ｎ型トランジスタとよ
び、ｐチャネル型電界効果トランジスタのことを、単に、ｐ型トランジスタとよぶ。また
、ｐ型トランジスタ及びｎ型トランジスタのことを、「電界効果トランジスタ」、「駆動
スイッチ」又は「転送ゲート」と称する場合もある。
【００６８】
　他のラッチ５０Ｂ，５０Ｃ，５０Ｄも。テンポラリラッチ（ＳＤＬ）５０Ａと実質的に
同じ回路構成を有する。
【００６９】
　すなわち、図３に示されるように、上位データラッチ（ＵＤＬ）５０Ｂは、フリップフ
リップＦＦＢを形成する４つのトランジスタ５１ｎＢ，５１ｐＢ，５２ｎＢ，５２ｐＢと
、駆動スイッチとしての２つのｐ型トランジスタ５５Ｂ，５６Ｂと、転送ゲートとしての
２つのｎ型トランジスタ５３Ｂ，５４Ｂとを有している。テンポラリラッチ（ＵＤＬ）５
０Ｂ内の各トランジスタ５１ｎＢ，５１ｐＢ，５２ｎＢ，５２ｐＢ，５３Ｂ，５４Ｂ，５
５Ｂ，５６Ｂは、テンポラリラッチ（ＳＤＬ）５０Ａ内の各トランジスタと実質的に同様
の接続関係で、接続されている。
【００７０】
　そして、駆動スイッチ５５Ｂのゲートに、制御信号ＵＬＬが供給され、駆動スイッチ５
６Ｂのゲートには、制御信号ＵＬＩが供給される。
【００７１】
　転送ゲート５３Ｂの電流経路の一端は、フリップフロップＦＦＢ内の接続ノード（ＬＡ
Ｔ＿Ｕ）ｎ１Ｂに接続され、転送ゲート５４Ｂの電流経路の一端は、フリップフロップＦ
ＦＢ内の接続ノード（ＩＮＶ＿Ｕ）ｎ２Ｂに接続されている。転送ゲート５３Ｂのゲート
には、制御信号ＵＴＬが供給され、転送ゲート５４Ｂのゲートには、制御信号ＵＴＩが供
給される。
【００７２】
　これと同様に、下位データラッチ（ＬＤＬ）５０Ｃは、フリップフリップＦＦＣを形成
する４つの電界効果トランジスタ５１ｎＣ，５１ｐＣ，５２ｎＣ，５２ｐＣと、２つの駆
動スイッチ（ｐ型トランジスタ）５５Ｃ，５６Ｃと、２つの転送ゲート（ｎ型トランジス
タ）５３Ｃ，５４Ｃとを有している。
【００７３】
　駆動スイッチ５５Ｃのゲートに、制御信号ＬＬＬが供給され、駆動スイッチ５６Ｃのゲ
ートには、制御信号ＬＬＩが供給される。
【００７４】
　転送ゲート５３Ｃの電流経路の一端は、フリップフロップＦＦＣ内の接続ノード（ＬＡ
Ｔ＿Ｌ）ｎ１Ｃに接続され、転送ゲート５４Ｃの電流経路の一端は、フリップフロップＦ
ＦＣ内の接続ノード（ＩＮＶ＿Ｌ）ｎ２Ｃに接続されている。転送ゲート５３Ｃのゲート
には、制御信号ＬＴＬが供給され、転送ゲート５４Ｃのゲートには、制御信号ＬＴＩが供
給される。
【００７５】
　以下では、ラッチユニット３４１内の各ラッチ５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃ，５０Ｄを区別
しない場合には、ラッチ５０と表記する。また、ラッチ５０内の構成要素を区別しない場
合には、各構成要素を、トランジスタ５１ｎ，５１ｐ，５２ｎ，５２ｐ、駆動スイッチ５
５，５６及び転送ゲート５３，５４とそれぞれ表記する。また、フリップフロップＦＦＡ
，ＦＦＢ，ＦＦＣを区別しない場合には、フリップフロップＦＦと表記する。
【００７６】
　尚、各ラッチ５０内において、ｎ型トランジスタ５１ｎ，５２ｎ，５３，５４には、バ
ックバイアス（基板バイアス）ＶＳＳＳＡが印加され、ｐ型トランジスタ５１ｐ，５２ｐ
，５５，５６には、バックバイアス（基板バイアス）ＶＤＤＳＡが印加される。
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【００７７】
　ここで、ページバッファ回路（ページバッファ）３４内のラッチ５０の動作について、
説明する。
【００７８】
　ラッチ５０がアクティブ状態である時、駆動スイッチ５５，５６がオン状態にされ、フ
リップフロップＦＦを形成している２つのｐ型トランジスタ５１ｐ、５２ｐの電流経路の
一端に、オン状態の駆動スイッチ５５，５６の電流経路を経由して、駆動電位ＶＤＤＳＡ
（＞０）が印加される。また、ラッチ５０がデータ保持状態である場合、転送ゲート５３
，５４はオフ状態にされる。
【００７９】
　ここで、ラッチ５０Ａに保存されたデータをデータバスＤＢＵＳへ出力する場合の動作
を説明する。なお、ここでは、ラッチ５０Ａに保存されたデータが配線９９を介してキャ
ッシュラッチ（ＸＤＬ）５０Ｄに転送されるまでの動作を中心に説明する。データがキャ
ッシュラッチ５０Ｄに転送された以降は、データバススイッチ９０がオンされ、キャッシ
ュラッチ５０とデータバスＤＢＵＳとが電気的に接続される。これによって、キャッシュ
ラッチ５０のデータが、データバスＤＢＵＳに転送される。
【００８０】
　まず、ノードｎ２Ａが“Ｌ”レベルである場合、その保持データ“Ｌ”をデータバスＤ
ＢＵＳへ出力する動作について説明する。この場合において、ノードｎＡ１は“Ｈ”レベ
ルであるから、電界トランジスタ５２ｎＡはオンしている。まず、初期状態が不定である
配線９９が、スイッチ９５を用いて電位ＶＤＤＳＡにプリチャージされる。次に、制御信
号ＳＴＩが、“Ｈ”レベルに立ち上げられて、ｎ型トランジスタ（転送ゲート）５４Ａが
オンされる。その結果として、ｎ型トランジスタ５４Ａを介して、配線９９の電位レベル
が“Ｌ”レベルになる。配線９９が、“Ｌ”レベルに十分放電されたときに、キャッシュ
ラッチ（ＸＤＬ）５０Ｄが、配線９９の電位レベルを、データ“Ｌ”として取り込む。
【００８１】
　ノードｎ１Ａが“Ｌ”レベルである場合、その保持データ“Ｌ”がデータバスＤＢＵＳ
へ出力される場合も同様の手順で行われる。制御信号ＳＴＬが“Ｈ”レベルに立ち上げら
れ、ｎ型トランジスタ（転送ゲート）５３Ａがオンされる。その結果、ｎ型トランジスタ
５３Ａを介して、配線９９が“Ｌ”レベルになる。
【００８２】
　このとき、配線９９及び各ノードｎ１Ａ，ｎ２Ａは、ｎ型トランジスタ（転送ゲート）
５３Ａ、５４Ａと接続されている（フリップフロップＦＦＡとは直接接続されていない）
ので、ノードｎ１Ａ或いはノードｎ２Ａに、配線９９の電荷が流れ込んで、ノードｎ１Ａ
或いはノードｎ２Ａの電位が上昇しても、ノードｎ１Ａ，ｎ２Ａの電位は、ｎ型トランジ
スタ５３Ａ、５４Ａのしきい値以上に上昇することは無い。さらに、ノードｎ１Ａ及びノ
ードｎ２Ａのどちらの保持データも配線９９に出力することができる。そのため、２つの
ノードｎ１Ａ，ｎ２Ａのうち、配線９９が放電する回数の少ないノードからその保持デー
タを出力するように制御することで、配線９９の余分な放電動作を回避することができ、
次回のプリチャージによる消費電流を減らすことができる。
【００８３】
　次に、配線９９からノードｎ２Ａに、データ“Ｈ”またはデータ“Ｌ”を入力する動作
について、説明する。配線９９とラッチとの接続は、ｎ型トランジスタ５３Ａ、５４Ａの
みで行っているので、ノードｎ１Ａ及びノードｎ２Ａを配線９９から直接ＶＤＤに充電す
ることはできない。
【００８４】
　そこで、初期状態が不定である配線９９をプリディスチャージ用トランジスタ（図示せ
ず）からグランド電位ＶＳＳに放電させる。十分に配線９９を放電できたタイミングにお
いて、制御信号ＳＬＩが“Ｈ”レベルに立ち上げられて、ｐ型トランジスタ５６Ａがオフ
状態にされる。その後、制御信号ＳＴＩが“Ｈ”レベルに立ち上げられて、ｎ型トランジ
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スタ５４Ａがオンされる。ノードｎ２Ａは配線９９に接続され、電位ＶＳＳに放電される
。そうすると、ｐ型トランジスタ５５Ａは、“Ｌ”レベルの制御信号ＳＬＬにより、オン
状態となっているので、ノードｎ１Ａが“Ｈ”レベルにセットされる。
【００８５】
　次に、制御信号ＳＬＩ、制御信号ＳＴＩの順に、制御信号ＳＬＩ，ＳＴＩが“Ｌ”レベ
ルに立ち下げられる。そして、プリディスチャージ用トランジスタがオフにされ、スイッ
チ９５を介して、配線９９が電位ＶＤＤＳＡに充電される。その後、キャッシュラッチ５
０Ｄから配線９９に“Ｈ”または“Ｌ”レベルが出力される。キャッシュラッチ５０Ｄの
出力データが“Ｈ”レベルの場合、配線９９の電位レベルは、電位ＶＤＤＳＡのままであ
る。キャッシュラッチ５０Ｄの出力データが“Ｌ”レベルの場合、配線９９は、電位ＶＳ
Ｓに放電される。
【００８６】
　この状態で制御信号ＳＬＬ、制御信号ＳＴＬの順序で、それらの信号レベルが“Ｈ”レ
ベルに立ち上げられ、ノードｎ１Ａにｎ型トランジスタ５３Ａを介して、配線９９の電位
ＶＤＤＳＡ又は電位ＶＳＳが転送される。ノードｎ１Ａは、電位ＶＤＤＳＡの状態が維持
される、或いは、電位ＶＳＳに放電される。ｐ型トランジスタ５６Ａは、“Ｌ”レベルで
ある制御信号ＳＬＬによりオン状態にあるから、ノードｎ２Ａは、ＶＳＳになる或いはＶ
ＤＤＳＡになる。
【００８７】
　ラッチ５０のデータ保持状態を反転させる場合、つまり、インバータとして使用する場
合、以下の動作が実行される。
【００８８】
　ラッチ５０のノードｎ１の電位レベルが“Ｌ（０）”レベルに設定され、ラッチ５０の
ノードｎ２の電位レベルが“Ｈ（１）”レベルに設定される場合、例えば、データバスス
イッチ９０がオンされ、配線９９が、“Ｌ”レベルのデータバスＤＢＵＳと電気的に接続
される。これによって、配線９９の電位レベルが“Ｌ”レベルに設定される。駆動スイッ
チ５５，５６がオンされ、駆動電位ＶＤＤＳＡが、フリップフロップＦＦに印加される。
【００８９】
　そして、“Ｈ”レベルの制御信号によって、ノードｎ１に接続された転送ゲート５３が
オンされ、“Ｌ”レベルの制御信号によって、ノードｎ２に接続された転送ゲート５４が
オフされる。これによって、ノードｎ１が“Ｌ”レベルの配線９９に電気的に接続され、
ノードｎ１の電位レベルが、“Ｌ”レベルに遷移する。
【００９０】
　この一方、ノードｎ２は、オフ状態の転送ゲート５４によって、“Ｌ”レベルの配線９
９から電気的に分離されている。そして、フリップフロップＦＦによって、ノードｎ２の
電位レベルは、ノードｎ１の電位レベルの反転電位（“Ｈ”レベル）となる。
【００９１】
　ラッチ５０のノードｎ１の電位レベルが“Ｈ”レベルに設定され、ラッチ５０のノード
ｎ２の電位レベルが“Ｌ”レベルに設定される場合、例えば、オン状態のデータバススイ
ッチ９０によって、配線９９が“Ｌ”レベルに設定され、オン状態の駆動スイッチ５５，
５６によって、駆動電位ＶＤＤＳＡが、フリップフロップＦＦに印加される。
【００９２】
　そして、“Ｌ”レベルの制御信号によって、ノードｎ１に接続された転送ゲート５３が
オフされ、“Ｈ”レベルの制御信号によって、ノードｎ２に接続された転送ゲート５４が
オンされる。これによって、ノードｎ２が“Ｌ”レベルの配線９９に電気的に接続され、
ノードｎ２の電位レベルが、“Ｌ”レベルに遷移する。
【００９３】
　ノードｎ１は、オフ状態の転送ゲートによって、“Ｌ”レベルの配線９９から電気的に
分離されている。そして、フリップフロップＦＦによって、ノードｎ１の電位レベルは、
ノードｎ２電位レベルの反転電位（“Ｈ”レベル）となる。
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【００９４】
　以上の動作によって、ラッチ５０の保持するデータが書き換えられる。
【００９５】
　尚、ラッチ５０に対するデータの書き込み時、データバススイッチ９０が用いられる代
わりに、高電位端に接続されたスイッチ９５が用いられてもよい。この場合、配線９９の
電位レベルが“Ｈ”レベルに設定されることによって、ノードｎ１，ｎ２の電位レベルが
“Ｈ”レベルに充電される。ノードｎ１，ｎ２の充電によって、ラッチ５０のデータが書
き換えられる。また、ラッチ５０のデータ読み出し時、例えば、転送ゲート５３がオンさ
れ、ノードｎ１の電位レベルが、ラッチ５０が記憶しているデータとして、出力される。
【００９６】
　例えば、本実施形態におけるラッチユニット５０内のラッチ５０は、以下のスタンバイ
状態になる場合もある。
【００９７】
　ラッチ５０内の両方の駆動スイッチ５５，５６がオフされる。例えば、駆動スイッチ５
５，５６が、ｐ型トランジスタ５５，５６である場合、駆動スイッチのゲート５５，５６
のゲートに、電位ＶＤＤＡが印加される。そして、両方の転送ゲート５３，５４がオンさ
れ、オン状態のデータバススイッチ９０を経由して、ノードｎ１，ｎ２がデータバスＤＢ
ＵＳに接続される。
【００９８】
　ここで、データバスＤＢＵＳはグランド電位ＶＳＳが印加されており、ラッチ５０の両
方のノードｎ１，ｎ２は、“Ｌ”レベルに設定される。それゆえ、フリップフロップＦＦ
を形成するｎ型トランジスタ５１ｎ，５２ｎはオフし、フリップフロップＦＦを形成する
ｐ型トランジスタ５１ｐ，５２ｐは、オンする。すなわち、ラッチ５０は貫通電流が流れ
ない状態で停止している。その結果、消費電力を減らすことができる。
【００９９】
　以下では、このような両方のノードｎ１，ｎ２が“Ｌ”レベルに設定されるラッチ５０
の駆動状態（非アクティブ）のことを、スタンバイ状態とよぶ。但し、ラッチ５０のスタ
ンバイ状態において、ラッチ５０が記憶していたデータは、破壊される。
【０１００】
　ラッチ５０のスタンバイ状態において、ラッチ５０内に生じるリーク電流の大きさは、
実質的にｐ型トランジスタ５５，５６のオフリーク電流（サブスレショルドリーク電流又
はオフステートリーク電流ともよばれる）によって、決まる。
【０１０１】
　尚、ラッチのデータ保持状態が継続される場合、つまり、フリップフロップＦＦ内の２
つのノードｎ１，ｎ２が互いに相補の電位レベルにされている場合、フリップフロップＦ
Ｆ内において、１つのｎ型トランジスタ及び１つのｐ型トランジスタが、オンしている。
この場合、ラッチ５０内に生じるリーク電流の大きさは、１つのｎ型トランジスタのオフ
リーク電流と１つのｐチャネル型電荷効果トランジスタを直列接続した場合のオフリーク
電流、または、２つのｐチャネル型電荷効果トランジスタを直列接続した場合のオフリー
ク電流によって決まる。
【０１０２】
　本実施形態のフラッシュメモリにおいて、制御回路８は、例えば、メモリの動作時にお
いて、メモリセルアレイ１のカラムの動作状況（選択状態、アクティブ状態）に基づいて
、カラム制御回路３内の構成要素の動作を、所定の制御単位（例えば、ビット線単位或い
はカラムユニット単位）で個別に管理する。この管理状態において、制御回路８は、メモ
リの消費電力の低減を図る。
【０１０３】
　本実施形態のフラッシュメモリの制御回路８は、例えば、メモリセルアレイ１の複数の
カラム及びそれに対応する回路の動作状況を検知し、動作状況の検知結果に応じて、選択
されていない（アクティブにされていない）カラムに対応する回路を、非アクティブ状態
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（スタンバイ状態）にする。尚、制御回路８は、メモリの動作に応じて、カラム制御回路
３内の内部構成の全てを待機状態する場合もある。
【０１０４】
　制御回路８は、例えば、カラム制御回路３内の回路の動作状況を検知するための動作状
況検知ユニット８１を有する。
【０１０５】
　制御回路８内の動作状況検知ユニット８１は、例えば、カラムアドレスやローカルカラ
ムデコーダ３０１の駆動状態（ポインタの位置）、コマンド又は制御信号に基づいて、カ
ラムユニットＣＵ又はメモリセルユニット１０の動作状況を検知する。　
　そして、非選択状態（非駆動状態）のカラムユニットＣＵ及びメモリセルユニット１０
が、動作状況検知ユニット８１によって検知された場合、制御回路８は、そのカラムユニ
ットＣＵ及びメモリセルユニット１０に対応するカラム制御回路３内の構成要素のうち非
活性化しても支障のない回路を待機状態（非アクティブ状態）にする。
【０１０６】
　例えば、制御回路８は、非選択のカラムユニットＣＵ及びメモリセルユニット１０に対
応するラッチユニット３４１内の一部のラッチ５０を待機状態（スタンバイ状態）にする
。　
　ラッチユニット３４１内の複数のラッチのうち、下位データラッチ５０Ｃ及びキャッシ
ュラッチ５０Ｄは、キャッシュ読み出しに用いられる。それゆえ、制御回路８は、カラム
ユニットＣＵ及びメモリセルユニット１０が非選択状態であっても、下位データラッチ５
０Ｃ及びキャッシュラッチ５０Ｄをアクティブにし、ラッチ５０Ｃ，５０Ｄに動作のため
の電力を供給する。
【０１０７】
　一方、ラッチユニット３４１内の複数のラッチのうち、テンポラリラッチ５０Ａ及び上
位データラッチ５０Ｂは、カラムユニットＣＵ及びメモリセルユニット１０が非選択状態
であれば、駆動されなくともよい。それゆえ、制御回路８は、非選択のカラムユニットＣ
Ｕ及びメモリセルユニット１０に対応するテンポラリラッチ５０Ａ及び上位データラッチ
５０Ｂを、非アクティブにし、それらのラッチ５０Ａ，５０Ｂに対する電力の供給を低減
する。
【０１０８】
　例えば、ラッチ５０がスタンバイ状態（待機状態又は非アクティブ状態）にされる場合
、制御回路８は、制御信号ＦＩＶＥＯＮに基づいて、所定のラッチ５０をアクティブ状態
からスタンバイ状態にする動作を制御する。
【０１０９】
　制御回路８は、例えば、“Ｌ”レベルの制御信号に基づいて、駆動スイッチとしてのｐ
型トランジスタ５５，５６のゲートに、ｐ型トランジスタがオフする電位ＶＤＤＡ（例え
ば、電源電位）を印加し、フリップフロップＦＦに対する駆動電位ＶＤＤＳＡの印加を停
止する。また、制御回路８は、転送ゲートとしてのｎ型トランジスタ５３，５４の両方を
オンし、両方のノードｎ１，ｎ２を接地電位（“Ｌ”レベル）に接続する。
【０１１０】
　これによって、フリップフロップＦＦのノードｎ１，ｎ２の電位レベルは、“Ｌ”レベ
ルになり、ラッチ５０のフリップフロップＦＦ内において、フリップフロップＦＦを形成
しているｎ型トランジスタ５１ｎ，５２ｎはオフし、フリップフロップＦＦを形成してい
るｐ型トランジスタ５１ｐ，５２ｐはオンする。
【０１１１】
　ここで、ｎ型トランジスタのオフリーク電流は、ｐ型トランジスタのオフリーク電流よ
り十分小さいものとして説明する。なお、ｐ型トランジスタのオフリーク電流がｎ型トラ
ンジスタのオフリーク電流より大きい場合でも、ｐ型トランジスタのゲート電極に印加さ
れる制御信号ＳＬＬ，ＳＬＩとして、電位ＶＤＤＳＡよりも高い電圧を加えることによっ
て、ｐ型トランジスタのオフリーク電流をｎ型トランジスタのオフリーク電流よりも減ら
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すことが可能である。　
　ここで、ラッチ５０に“Ｈ”レベル、または、“Ｌ”レベルを保持したままスタンバイ
状態になると、オフリーク電流の大きさは、直列接続された２個のｐ型トランジスタのリ
ーク電流と直列接続された１個のｐ型トランジスタと１個のｎ型トランジスタとのリーク
電流の和になる。
【０１１２】
　本実施形態では、ラッチ５０のスタンバイ時において、ラッチ５０の両方のノードｎ１
，ｎ２が“Ｌ”レベルに設定される場合、ラッチ５０内で生じるリーク電流の大きさは、
２つのｐ型トランジスタ（駆動スイッチ）５５，５６のオフリーク電流によって実質的に
決まる。スタンバイ状態のラッチ５０において、２つのｐ型トランジスタ５５，５６のオ
フリーク電流に応じた電力が、消費される。すなわち、ｐ型トランジスタのオフリーク電
流がｎ型トランジスタのオフリーク電流よりも小さい場合、２個のｐ型トランジスタの直
列接続と１個のｐ型トランジスタと１個のｎ型トランジスタとの直列接続を並列に接続し
た場合におけるオフリーク電流の消費電力よりも、２個のｐ型トランジスタの直列接続を
並列に接続した場合のオフリーク電流の消費電力は、少なくなる。
【０１１３】
　また、従来のように、ラッチ５０が“Ｈ”レベル、または、“Ｌ”レベルのデータを保
持したままの状態において、その状態におけるオフリーク電流の大きさは、直列接続され
た１個のｐ型トランジスタと１個のｎ型トランジスタのリーク電流の和になる。すなわち
本実施形態では、従来技術よりもオフリーク電流を減らすことができる。
【０１１４】
　また、本実施形態のフラッシュメモリのページバッファ回路３４に用いられるラッチ５
０において、ラッチ５０が含むフリップフロップのノードｎ１，ｎ２を“Ｌ”レベルに設
定することによって、ラッチ５０をラッチ５０のデータ保持状態を継続する場合や他の回
路構成のラッチ（例えば、クロックドインバータを用いたラッチ）が用いられた場合に比
較して、スタンバイ状態のラッチ５０、そのラッチ５０を含むラッチユニット３４１及び
パージバッファ回路３４の消費電力を低減できる。
【０１１５】
　この際、キャッシュ読み出しに用いられるラッチ（例えば、下位データラッチ、キャッ
シュラッチ）は、データ保持状態（アクティブ状態）が継続されている。それゆえ、本実
施形態において、フラッシュメモリの動作速度の劣化は抑制される。
【０１１６】
　また、メモリセルアレイ１内に不良カラムユニット又は不良カラムが生じる場合がある
。この場合、制御回路８は、記憶された不良カラムユニット及び不良カラムの情報、不良
カラムユニット及び不良カラムに対する制御信号、又は、リダンダンシ（冗長カラム）に
対する制御信号に基づいて、不良カラムに対応するラッチユニット３４１内のラッチ５０
内の駆動スイッチ５５，５６をオフ状態にし、フリップフロップＦＦのノードｎ１，ｎ２
の電位レベルを“Ｌ”レベルに設定する。これによって、不良カラムユニット及び不良カ
ラムに対応するラッチユニット（ページバッファ回路）内のラッチ５０に生じる消費電力
を、削減できる。
【０１１７】
　また、本実施形態のように、リーク電流を低減できることに伴って、リーク電流に起因
するノイズを低減できる。
【０１１８】
　メモリの記憶容量の増大に伴って、カラムユニットＣＵ及びメモリセルユニット１０に
対応するラッチユニット３４１の個数及びラッチユニット３４１内のラッチ５０の個数が
、増大する傾向がある。そのため、本実施形態のように、データ保持状態を継続させてお
かなくともよい（データを破壊してもよい）ラッチをスタンバイ状態（電力遮断状態）に
することによって、フラッシュメモリの消費電力やノイズを低減させることは、有効であ
る。
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【０１１９】
　したがって、本実施形態の半導体メモリによれば、メモリの消費電力を低減できる。
【０１２０】
　（ｂ）　動作　
　図４乃至図６を参照して、本実施形態の半導体メモリ（フラッシュメモリ）の動作につ
いて、説明する。なお、本実施形態のフラッシュメモリの動作の説明に関して、図１乃至
図３も適宜用いる。
【０１２１】
　以下、本実施形態のフラッシュメモリの動作は、メモリセルアレイに対するデータの入
出力時のカラム制御回路３の動作に関して、主に説明する。尚、カラム制御回路３による
カラムの制御は、メモリセルアレイ１（カラムユニットＣＵ）に対するデータの入出力方
向（データの転送順序）が異なるのみで、メモリセルアレイに対するデータの入力（メモ
リの書き込み動作）においても、或いは、メモリセルアレイからのデータの出力（メモリ
の読し出し動作）においても、実質的に同じである。それゆえ、メモリの書き込み動作／
読み出し動作の詳細な説明は、省略する。
【０１２２】
　図４は、本実施形態のフラッシュメモリの動作例を示すフローチャートである。図５及
び図６は、本実施形態のフラッシュメモリの動作例を示すタイミングチャートである。
【０１２３】
　図４に示されるように、メモリセルアレイ１に対して、データの入力又は出力が外部か
ら要求されたとき、書き込みコマンド又は読み出しコマンドが、制御信号入力端子２０Ａ
を介して、外部から制御回路８へ入力される（ステップＳＴ０）。このコマンドの入力と
ともに、アドレス信号入力端子２０Ｃを介して、アドレス信号（物理アドレス）が、アド
レスバッファ９へ入力される。例えば、書き込みコマンドが入力された場合、外部からの
データが、コマンドやアドレス信号とともに、データ入出力端子２０Ｂを経由して、デー
タ入出力バッファ７に入力される。
【０１２４】
　コマンド及びアドレス信号の入力によって、制御回路８は、ロウ制御回路２及びカラム
制御回路３を駆動させる。これによって、アドレス信号が示すブロックＢＬＫ、ページＰ
Ｇ、カラムユニットＣＵ及びメモリセルユニット１０が、活性化される。例えば、フラッ
シュメモリにおいて、データの書き込み時又はデータの読み出し時、１ページＰＧ分のデ
ータが、メモリセルアレイの所定のアドレスに書き込まれる、又は、読み出される。尚、
以下では、カラムの制御／駆動単位として、カラムユニットＣＵ及びメモリセルユニット
１０を用いるが、上述の“ＣＯＬ”が制御／駆動単位として用いられてもよい。
【０１２５】
　電位生成回路６は、入力されたコマンドに応じて、書き込み電位、読み出し電位、非選
択電位などを生成する。また、電位生成回路６は、ソース制御回路４及びウェル制御回路
５に対する電位を生成する。ソース線制御回路４及びウェル制御回路５は、電位生成回路
６によって生成された電位を、ソース線及びウェルに印加する。
【０１２６】
　ロウ制御回路２は、制御回路８による制御（コマンド）及びアドレス信号に基づいて、
メモリセルアレイ１のロウを制御する。ロウ制御回路２は、ロウアドレスが示すブロック
（以下、選択ブロックとよぶ）ＢＬＫ及びページ（以下、選択ページとよぶ）ＰＧを、ア
クティブにする。そして、ロウ制御回路２は、所定の電位を、所定のワード線及びセレク
トゲート線に、転送及び印加する。
【０１２７】
　カラム制御回路３は、制御回路８による制御（コマンド）及びアドレス信号に基づいて
、メモリセルアレイ１のカラムユニットＣＵ及びメモリセルユニット１０を制御する。カ
ラムデコーダ３０及びその内部のローカルカラムデコーダ３０１は、カラムアドレスが示
すカラムユニット（以下、選択カラムユニットとよぶ）ＣＵ及びメモリセルユニット（以
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下、選択メモリセルユニット又は選択ビット線とよぶ）１０のアクティブ／非アクティブ
状態を制御する。
【０１２８】
　制御回路８内の動作状況検知ユニット８１は、制御信号やアドレスに基づいて、カラム
ユニットＣＵ及びメモリセルユニット１０の動作状況を検知する（ステップＳＴ１）。　
　例えば、制御回路８は、ビジー／レディ信号ＢＵＳＹｎ、ビジー／レディ信号ＢＵＳＹ
ｎに対応するファイブオン信号ＦＩＶＥＯＮ、入力されたカラムアドレス、カラムデコー
ダ３０及びローカルカラムデコーダ３０１に対する駆動状況などに基づいて、メモリセル
アレイ１、カラムユニットＣＵ又はメモリセルユニット１０がアクティブであるか、非ア
クティブであるかを検知する。
【０１２９】
　検知結果に基づいて、動作状況検知ユニット８１が、カラムユニットＣＵ及びメモリセ
ルユニット１０が動作対象である（選択されている、アクティブである）と判別した場合
、そのカラムユニットＣＵ及びメモリセルユニット１０に対応するカラム制御回路３内の
各回路は、制御回路８によって、アクティブにされ、駆動される（ステップＳＴ２）。　
　一方、検知結果に基づいて、動作状況検知ユニット８１が、カラムユニットＣＵ及びメ
モリセルユニット１０が動作対象でない、又は、カラムユニットＣＵ及びメモリセルユニ
ット１０に対する動作が完了したと、判別した場合、制御回路８は、そのカラムユニット
ＣＵ及びメモリセルユニット１０（ビット線ＢＬ）に対応するカラム制御回路３内の各回
路を、スタンバイ状態（非アクティブ状態）にする（ステップＳＴ３）。
【０１３０】
　以下では、ファイブオン信号ＦＩＶＥＯＮによって、ページバッファ回路３４内のラッ
チ５０のアクティブ状態／スタンバイ状態が、制御される場合を例示して、本実施形態の
フラッシュメモリの動作について、説明する。
【０１３１】
　図５は、ページバッファ回路３４が含んでいるラッチユニット３４１内のラッチ５０が
、制御回路８の制御によって、アクティブ状態からスタンバイ状態（非アクティブ状態又
は待機状態ともよぶ）に遷移させる動作におけるタイミングチャートを示している。以下
では、回路（ここでは、ラッチ５０）をアクティブ状態からスタンバイ状態にする動作の
ことを、スタンバイ動作とよぶ。
【０１３２】
　例えば、ラッチユニット３４１内の複数のラッチ５０のうち、下位データラッチ５０Ｃ
及びキャッシュメモリ５０Ｄは、メモリに対するキャッシュ読み出しを考慮して、アクテ
ィブ状態が維持されることが好ましい。一方、センスアンプユニット３２１に対するテン
ポラリラッチ５０Ａや上位データラッチ５０Ｂは、スタンバイ状態にしてもよい。ここで
は、ラッチユニット３４１内のテンポラリラッチ５０Ａ及び上位データラッチ５０Ｂに対
して、スタンバイ動作が実行される場合について、説明する。
【０１３３】
　例えば、ファイブオン信号ＦＩＶＥＯＮは、ビジー信号ＢＵＳＹｎと実質的に相補の関
係で信号レベルが変化する制御信号である。
【０１３４】
　図５に示されるように、ビジー信号ＢＵＳＹｎが“Ｌ”レベルから“Ｈ”レベルに遷移
するのに同期して、ファイブオン信号ＦＩＶＥＯＮは、“Ｈ”レベルから“Ｌ”レベルに
遷移する。
【０１３５】
　ファイブオン信号ＦＩＶＥＯＮが“Ｌ”レベルに遷移した後、データバススイッチ９０
の制御信号ＤＳＷが、“Ｌ”レベルから“Ｈ”レベルに、制御回路８の制御によって、設
定される。これによって、データバススイッチ９０がオンし、複数のラッチ５０Ａ，５０
Ｂ，５０Ｃが接続された共通配線９９は、データバスＤＢＵＳに接続される。例えば、デ
ータバスＤＢＵＳの電位レベルは、“Ｌ”レベルに設定されている。



(18) JP 2012-212479 A 2012.11.1

10

20

30

40

50

【０１３６】
　例えば、スタンバイ動作は、複数（例えば、１６個）のメモリセルユニット１０（ビッ
ト線ＢＬ）を１つの制御単位として実行される。この場合、ラッチ５０は、各メモリセル
ユニット１０に対応するように設けられているので、１６個のテンポラリラッチ５０Ａ及
び１６個の上位データラッチ５０Ｂが、スタンバイ状態にされる。尚、１６個以上のラッ
チユニットに対して、同時にスタンバイ動作が実行されてもよい。
【０１３７】
　例えば、制御信号ＤＳＷの信号レベルが“Ｈ”レベルに設定された後、テンポラリラッ
チ（ＳＤＬ）５０Ａに対する制御信号ＳＬＬ＜１５：０＞及び制御信号ＳＬＩ＜１５：０
＞の信号レベル（電位レベル）が、制御回路８によって、“Ｌ”レベルから“Ｈ”レベル
に遷移される。“Ｈ”レベルに対応する電位ＶＤＤＡが、テンポラリラッチ５０Ａ内の駆
動スイッチとしてのｐ型トランジスタ５５ｐＡ，５６ｐＡのゲートに印加され、ｐ型トラ
ンジスタ５５ｐＡ，５６ｐＡは、オフする。オフ状態の駆動スイッチ５５ｐＡ，５６ｐＡ
によって、テンポラリラッチ５０ＡのフリップフロップＦＦＡに対する駆動電位ＶＤＤＳ
Ａの印加が、遮断される。
【０１３８】
　これと実質的に同時に、上位データラッチ（ＵＤＬ）５０Ｂに対する制御信号ＵＬＬ＜
１５：０＞及び制御信号ＵＬＩ＜１５：０＞の信号レベルが、“Ｌ”レベルから“Ｈ”レ
ベルに遷移される。“Ｈ”レベルに対応する電位ＶＤＤＡが、上位データラッチ５０Ｂ内
の駆動スイッチとしてのｐ型トランジスタ５５ｐＢ，５６ｐＢのゲートに印加され、ｐ型
トランジスタ５５ｐＢ，５６ｐＢは、オフする。オフ状態の駆動スイッチ５５ｐＢ，５６
ｐＢによって、上位データラッチ５０ＢのフリップフロップＦＦＢに対する駆動電位ＶＤ
ＤＳＡの印加が、遮断される。
【０１３９】
　駆動スイッチ５５，５６がオフされた後、テンポラリラッチ５０Ａの制御信号ＳＬＬ＜
１５：０＞及び制御信号ＳＬＩ＜１５：０＞が、制御回路８の制御によって、“Ｌ”レベ
ルから“Ｈ”レベルに遷移される。テンポラリラッチ５０Ａ内の転送ゲートとしてのｎ型
トランジスタ５３Ａ，５４Ａのゲートに、“Ｈ”レベルの電位が印加され、２つの転送ゲ
ート５３Ａ，５４Ａはオンする。
【０１４０】
　これと実質的に同時に、上位データラッチ５０Ｂの制御信号ＵＬＬ＜１５：０＞及び制
御信号ＵＬＩ＜１５：０＞の信号レベルが、“Ｌ”レベルから“Ｈ”レベルに遷移される
。上位データラッチ５０Ｂ内の転送ゲートとしてのｎ型トランジスタ５３Ｂ，５４Ｂのゲ
ートに、“Ｈ”レベルの電位が印加され、２つの転送ゲート５３Ｂ，５４Ｂはオンする。
【０１４１】
　テンポラリラッチ５０Ａ及び上位データラッチ５０Ｂの転送ゲート５３，５４がオンさ
れることによって、各ラッチ５０Ａ，５０Ｂのノードｎ１，ｎ２は、オン状態のデータバ
ススイッチ９０を介して、“Ｌ”レベル（Ｖｓｓ）のデータバスＤＢＵＳに接続される。
【０１４２】
　これによって、テンポラリラッチ５０Ａ及び上位データラッチ５０Ｂ内のフリップフロ
ップＦＦのノードｎ１，ｎ２の両方が、“Ｌ”レベルになる。この結果として、テンポラ
リラッチ５０Ａ及び上位データラッチ５０Ｂ内のフリップフロップＦＦにおいて、両方の
ｎ型トランジスタ５１ｎ，５２ｎがオフし、両方のｐ型トランジスタ５１ｐ、５２ｐがオ
ンする。ここで、ノードｎ１，ｎ２が、“Ｌ”レベルになっているので、ノードｎ１、ｎ
２から電界効果トランジスタ５１ｎＡ，５２ｎＡを介して流れる貫通電流を防止すること
ができる。
【０１４３】
　このように、メモリセルアレイ１内の各ラッチユニット３４１が含んでいる複数のラッ
チ５０のうち、テンポラリラッチ５０Ａ及び上位データラッチ５０Ｂが、スタンバイ状態
にされる。但し、テンポラリラッチ５０Ａ及びデータラッチ５０Ｂのデータは、破壊され



(19) JP 2012-212479 A 2012.11.1

10

20

30

40

50

る。
【０１４４】
　一方、テンポラリラッチ５０Ａ及び上位データラッチ５０Ｂに対するスタンバイ動作中
において、例えば、下位データラッチ（ＬＤＬ）５０Ｃの制御信号ＬＬＬ＜１５：０＞及
び制御信号ＬＬＩ＜１５：０＞は、“Ｌ”レベル（電位ＶＳＳ）に設定されている。これ
によって、下位データラッチ５０Ｃ内の駆動スイッチ（ｐ型トランジスタ）５５Ｃ，５６
Ｃはオンし、フリップフロップＦＦＣに駆動電位ＶＤＤＳＡが印加される。
【０１４５】
　また、下位データラッチ５０Ｃの制御信号ＬＴＬ＜１５：０＞及び制御信号＜１５：０
＞は、“Ｌ”レベルに設定されている。これによって、下位データラッチ５０Ｃ内の転送
ゲート（ｎ型トランジスタ）５３，５４は、オフする。これによって、下位データラッチ
５０Ｃのノードｎ１Ｃ，ｎ２Ｃは、データバスＤＢＵＳから電気的に分離される。
【０１４６】
　このように、各ラッチユニット３４１が含んでいる複数のラッチ５０のうち、アクティ
ブ状態が継続される下位データラッチ５０Ｃ及びキャッシュラッチ５０Ｄは、データが破
壊されずに、所定のデータを保持し続ける。
【０１４７】
　上述のように、ラッチユニット３４１のラッチ５０がスタンバイ状態にされた場合、ス
タンバイ状態のラッチ５０Ａ，５０Ｂのリーク電流は、ｐ型トランジスタ５１ｐ，５２ｐ
のオフリーク電流によって、実質的に決まる。これによって、本実施形態のフラッシュメ
モリに用いられるラッチ５０の消費電力は、ラッチのデータ保持状態や他の回路構成のラ
ッチに比較して、低減される。例えば、２０μＡ程度のリーク電流が、削減される。
【０１４８】
　尚、不良カラムユニットＣＵ及び不良カラムに対応するラッチ５０に対して、不良カラ
ムの情報及びその情報に対応した制御信号（enable/disable）に基づいて、そのラッチユ
ニットが含んでいる全てのラッチに、上述の動作を実行してもよい。これによって、不良
カラムユニット及び不良カラムに対応するラッチ５０のリーク電流を削減できる。
【０１４９】
　スタンバイ状態の回路（ここでは、ページバッファ回路３４内のラッチ５０）が、コマ
ンドの入力や所定の動作シーケンスに基づいて動作対象として復帰させる場合、スタンバ
イ状態の回路をアクティブ状態にする動作が実行される（ステップＳＴ４）。
【０１５０】
　図６は、ラッチユニット３４１内のラッチ５０がスタンバイ状態からアクティブ状態に
遷移させる動作におけるタイミングチャートを示している。ラッチユニット３４１をスタ
ンバイ状態からアクティブ状態に遷移させる動作のことを、以下では、リカバリィ（Reco
very）動作（復帰動作）とよぶ。
【０１５１】
　リカバリィ動作は、例えば、電位生成回路による電位生成（Pump wait）中に実行され
る。例えば、リカバリィ動作は、ピーク電流の低減させるために、ラッチ５０ごと及びラ
ッチ５０内の構成ごとに、タイミングをずらして、時分割で実行される。
【０１５２】
　例えば、図６に示されるように、ファイブオン信号ＦＩＶＥＯＮが、ビジー信号ＢＵＳ
Ｙｎに同期して、“Ｌ”レベルから“Ｈ”レベルに遷移することによって、スタンバイ状
態のラッチ５０に対するリカバリィ動作が開始される。
【０１５３】
　ラッチ５０のリカバリィ動作の開始時、データバススイッチ９０に対する制御信号ＤＳ
Ｗは“Ｈ”レベルに設定され、リカバリィ動作の対象のラッチ５０とデータバスＤＢＵＳ
とは、電気的に接続されている。
【０１５４】
　図６に示されるように、リカバリィ動作が開始されると、複数のテンポラリラッチ（Ｓ
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ＤＬ）５０Ａの電界効果トランジスタ５５Ａ，５６Ａに対する制御信号ＳＴＬ＜１５：０
＞，ＳＴＩ＜１５：０＞が、制御回路８によって、“Ｈ”レベルから“Ｌ”レベルに遷移
される。
【０１５５】
　この際、１６個の制御単位（例えば、メモリセルユニット）に対応する全ての制御信号
ＳＴＬの信号レベル（電位レベル）が、一括に“Ｌ”レベルにされずに、複数のラッチ５
０Ａのうち偶数番目の制御単位に対応する制御信号ＳＴＬ＜０＞，＜２＞，＜４＞・・・
＜１４＞（以下、ＳＴＬｅｖｅｎと表記する）の信号レベルが、“Ｌ”レベルにされる。
そして、複数のラッチ５０Ａのうち奇数番目の制御信号ＳＴＬ＜１＞，＜３＞，＜５＞・
・・＜１５＞（以下、ＳＴＬｏｄｄと表記する）の信号レベルは、偶数番目の制御信号が
、“Ｌ”レベルになるまで、“Ｈ”レベルに維持される。そして、偶数番目の制御信号Ｓ
ＴＬｅｖｅｎが、“Ｌ”レベルに遷移された後、奇数番目の制御信号ＳＴＬｏｄｄが、“
Ｌ”レベルに遷移される。　
　これによって、複数のラッチ５０に対するリカバリィ動作において、ピーク電流の発生
タイミングが重複することを回避することによって、大きなピーク電流が一度に発生する
ことが、防止される。
【０１５６】
　制御信号ＳＴＬ＜１５：０＞が“Ｌ”レベルに設定されることによって、テンポラリラ
ッチ５０Ａ内の転送ゲート（ｎ型トランジスタ）５３Ａが、オフ状態になる。テンポラリ
ラッチ５０Ａ内のフリップフロップＦＦＡのノードｎ１Ａは、“Ｌ”レベルの配線から電
気的に分離される。
【０１５７】
　例えば、偶数番目の制御信号ＳＴＬｅｖｅｎ及び奇数番目の制御信号ＳＴＬｏｄｄのそ
れぞれが“Ｌ”レベルに遷移されている期間中に、他の制御信号（ここでは、制御信号Ｓ
ＬＬ）が、“Ｌ”レベルに遷移される。
【０１５８】
　例えば、複数の上位データラッチ５０Ａうち駆動スイッチとしてのｐ型トランジスタ５
５の制御信号ＳＬＬ＜１５：０＞において、偶数番目の制御信号ＳＬＬｅｖｅｎ（ＳＬＬ
＜０＞，ＳＬＬ＜２＞・・・）が、偶数番目の制御信号ＳＴＬｅｖｅｎの信号レベルが遷
移される時間と奇数番目の制御信号ＳＴＬｏｄｄの信号レベルが遷移されている時間との
間に、ピーク電流が発生するタイミングが重複しないように、“Ｈ”レベルから“Ｌ”レ
ベルに遷移される。　
　その後、他の制御信号と信号レベルの遷移のタイミングが重複しないように、奇数番目
の制御信号ＳＬＬｏｄｄ（ＳＬＬ＜１＞，ＳＬＬ＜３＞・・・）が、“Ｈ”レベルから“
Ｌ”レベルに遷移される。
【０１５９】
　これによって、制御信号ＳＬＬ＜１５：０＞が“Ｌ”レベルに設定されることによって
、テンポラリラッチ５０Ａ内の電界効果トランジスタ（駆動スイッチ）５５Ａが、オン状
態になる。ここで、電界効果トランジスタ５５Ａがオンとなっているときに、ノードｎ１
Ａ，ｎ２Ａが“Ｌ”レベルになっているので、電界効果トランジスタ５１ｎＡはオフして
いる。その結果として、電位ＶＤＤＳＡの電位レベルから電位ＶＳＳＳＡの電位レベルに
流れる貫通電流を防止することができる。また、フリップフロップＦＦの一方のインバー
タ（ｐ型トランジスタ５１ｐ）に、駆動電位ＶＤＤＳＡが印加される。その結果として、
ノードｎ１Ａが“Ｈ”レベルになり、電界効果トランジスタ５２ｐＡがオフ、電界効果ト
ランジスタ５２ｎＡがオンする。
【０１６０】
　例えば、ノードｎ２Ａに接続された転送ゲート５４Ａに対しても、偶数番目の制御単位
に対応する制御信号ＳＬＩｅｖｅｎ（ＳＬＩ＜０＞，ＳＬＩ＜２＞・・・）と奇数番目の
制御単位に対応する制御信号ＳＬＩｏｄｄ（ＳＬＩ＜１＞，ＳＬＩ＜３＞・・・）とが、
異なるタイミングで、“Ｌ”レベルに設定される。ここで、電界効果トランジスタ５５Ａ
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がオンとなっているときに、ノードｎ１Ａが“Ｈ”レベルになっているので、電界効果ト
ランジスタ５２ｐＡはオフしている。その結果として、電位ＶＤＤＳＡのレベルから電位
ＶＳＳＳＡのレベルに流れる貫通電流を防止できる。また、転送ゲート（ｎ型トランジス
タ）５４Ａが、偶数番目及び奇数番目の制御単位ごとに、それぞれ分散して、オフ状態に
なり、各ラッチ５０内のフリップフロップＦＦＡのノードｎ２Ａは、“Ｌ”レベルのデー
タバスから電気的に分離される。
【０１６１】
　また、複数の上位データラッチ５０Ａにおける駆動スイッチ５６Ａに対して、偶数番目
の制御信号ＳＴＩｅｖｅｎ（ＳＬＩ＜０＞，ＳＬＩ＜２＞，・・・）及び奇数番目の制御
信号ＳＴＩｏｄｄ（ＳＬＩ＜０＞，ＳＬＩ＜２＞，・・・）が、異なるタイミングで“Ｈ
”レベルから“Ｌ”レベルに設定される。
【０１６２】
　これによって、各上位データラッチ５０Ａの駆動スイッチ（ｐ型トランジスタ）５６Ａ
が、オン状態となり、フリップフロップＦＦＡの一方のインバータ（ｐ型トランジスタ５
２ｐ）に、駆動電位ＶＤＤＳＡが印加される。
【０１６３】
　尚、各制御信号ＳＴＬ，ＳＬＬ，ＳＬＩ，ＳＴＩ間において、ピーク電流の低減のため
、各制御信号ＳＴＬ，ＳＬＬ，ＳＬＩ，ＳＴＩの信号レベルが“Ｈ”レベルから“Ｌ”レ
ベルに遷移される時間が一致しないように、信号レベルを遷移させるタイミングをずらす
ように、制御されることが好ましい。また、制御信号ＳＴＬ，ＳＬＬ，ＳＬＩ，ＳＴＩの
順番で信号レベルが“Ｈ”レベルから“Ｌ”レベルに遷移されることにより、電位ＶＤＤ
ＳＡの電位レベルから電位ＶＳＳＳＡの電位レベルに流れる貫通電流を防止できる。なお
、電位ＶＤＤＳＡから電位ＶＳＳＳＡに貫通電流が流れない順序であれば、この順序に限
られない。
【０１６４】
　以上のように、テンポラリラッチ５０Ａに対するリカバリィ動作によって、テンポラリ
ラッチ５０Ａがスタンバイ状態からアクティブ状態になる。
【０１６５】
　図６に示されるように、テンポラリラッチ５０Ａに対するリカバリィ動作が実行された
後、上位データラッチ（ＵＤＬ）５０Ｂに対するリカバリィ動作が開始される。尚、図６
において、テンポラリラッチ５０Ａに対するリカバリィ動作が実行されてから、上位デー
タラッチ５０Ｂに対するリカバリィ動作が実行される例が示されているが、この順序に限
定されない。
【０１６６】
　テンポラリラッチ５０Ａのリカバリィ動作と実質的に同様に、上位データラッチ５０Ｂ
を形成する構成素子の制御信号ＵＴＬ＜１５：０＞，ＵＬＬ＜１５：０＞，ＵＬＩ＜１５
：０＞，ＵＴＩ＜１５：０＞のそれぞれが、偶数番目及び奇数番目の制御単位ごとにピー
ク電流の発生タイミングが分散するように、“Ｈ”レベルから“Ｌ”レベルに順次遷移さ
れる。
【０１６７】
　上位データラッチ５０Ｂ内において、それぞれ異なるタイミングで、偶数番目及び奇数
番目の制御信号ＵＴＬ＜１５：０＞，ＵＴＩ＜１５：０＞に対応する転送ゲート（ｎ型ト
ランジスタ）５３Ｂ，５４Ｂがオフ状態になり、偶数番目及び奇数番目の制御信号ＵＬＬ
＜１５：０＞，ＵＬＩ＜１５：０＞に対応する駆動スイッチ（ｐ型トランジスタ）５５Ｂ
，５６Ｂがオン状態になる。
【０１６８】
　このように、上位データラッチ５０Ｂに対するリカバリィ動作によって、上位データラ
ッチ５０Ｂがアクティブ状態になる。
【０１６９】
　リカバリィ動作の対象の各ラッチ５０が、スタンバイ状態からアクティブ状態に遷移し
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た後、データバススイッチ９０に対する制御信号ＤＳＷが“Ｈ”レベルから“Ｌ”レベル
に遷移され、データバススイッチ９０は、オフする。これによって、ラッチユニット３４
１及びラッチ５０が、データバスＤＢＵＳから電気的に分離される。
【０１７０】
　これによって、ラッチユニット３４１内において、スタンバイ状態のラッチ５０Ａ，５
０Ｂがアクティブ状態にされ、ラッチユニット３４１が駆動される。
【０１７１】
　例えば、スタンバイ状態からアクティブ状態に遷移した上位データラッチ５０Ｂに対し
て、下位データラッチ５０Ｃが記憶している下位データに対応する上位データが、読み出
されてもよい。
【０１７２】
　図６に示されるように、リカバリィ動作の対象の複数のラッチ５０及びラッチ５０を形
成しているトランジスタを復帰させるタイミングを分散させることによって、リカバリィ
動作時に生じるピーク電流を低減できる。
【０１７３】
　例えば、図６に示される例のように、データユニットが含む２つのラッチ５０に対して
リカバリィ動作が実行される場合、リカバリィ動作は、例えば、１μｓ程度の動作期間で
実行される。
【０１７４】
　リカバリィ動作の後、入力されたコマンドに基づいて、所定の動作が実行される。そし
て、制御回路８は、メモリの動作に応じて、上述のスタンバイ動作及びリカバリィ動作を
、ページバッファ回路３４又は他の回路に対して、繰り返し実行する。
【０１７５】
　図４乃至図６に示されるように、本実施形態のフラッシュメモリの動作が実行される。
尚、ここでは、ページバッファ回路３４内のラッチ５０に対する制御回路８による動作が
示されているが、センスアンプ回路３２内の内部構成（例えば、センスアンプユニット３
２１）やカラムデコーダ３０内の内部構成（例えば、ローカルカラムデコーダ３０１）が
、メモリセルアレイのカラムの動作状況に応じて、制御回路５０によって非アクティブ状
態（スタンバイ状態）にされてもよい。
【０１７６】
　本実施形態のフラッシュメモリにおいて、メモリの動作中において、動作対象ではない
（選択されていない）回路が、制御回路８によって、スタンバイ状態に設定される。
【０１７７】
　例えば、ページバッファ回路３４内のラッチユニット３４１が含んでいる複数のラッチ
５０において、ラッチユニット３４の非選択時に、データが破壊されてもよいラッチ５０
Ａ，５０Ｂが、スタンバイ状態にされる。
【０１７８】
　ラッチユニット３４１において、ラッチ５０を形成する駆動スイッチ５５，５６を、オ
フ状態にする。この際、駆動スイッチとしてのｐ型トランジスタ５５，５６のゲートには
、電位ＶＤＤＡが印加される。
【０１７９】
　そして、ラッチ５０の転送ゲート５３，５４としてのｎチャネル型電界効果トランジス
タを、オン状態にし、フリップフロップの２つのノードｎ１，ｎ２の電位レベルは、グラ
ンド電位（“０”レベル）ＶＳＳにする。
【０１８０】
　これによって、ラッチ５０のフリップフロップＦＦを形成するｎ型トランジスタの両方
が、オフ状態になり、フリップフロップＦＦを形成するｐ型トランジスタ５１ｐ，５２ｐ
の両方が、オン状態になる。
【０１８１】
　本実施形態のように、ラッチ５０のフリップフロップＦＦを形成する２つのｎ型トラン
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電流の大きさは、ｎ型トランジスタ５１ｎ，５２ｎのリーク電流の影響をほとんど受けず
に、ｐ型トランジスタ５５，５６のリーク電流のみで、決定される。それゆえ、本実施形
態のフラッシュメモリにおいて、ページバッファ回路３４内のスタンバイ状態のラッチ５
０のリーク電流は、データ保持状態のラッチや他の回路構成のラッチに比較して、リーク
電流を低減できる。
【０１８２】
　したがって、本実施形態のフラッシュメモリによれば、ページバッファ回路３４１が含
む複数のラッチ５０をスタンバイ状態に設定することによって、メモリの消費電力を低減
できる。
【０１８３】
　また、本実施形態のように、リーク電流を低減できることによって、そのリーク電流に
起因するノイズの影響も抑制される。
【０１８４】
　本実施形態のフラッシュメモリの動作において、ラッチユニット３４１内のスタンバイ
状態のラッチ５０及びそのラッチの構成素子に対してリカバリィ動作が実行される際に、
制御信号の遷移のタイミングが、例えば、ラッチごとに、或いは、偶数番目又は奇数番目
の制御単位に対応する構成素子ごとに、時分割される。
【０１８５】
　これによって、リカバリィ動作時のピーク電流の発生タイミングが、分散される。この
結果として、本実施形態のフラッシュメモリは、スタンバイ状態の回路（ここでは、ラッ
チユニット３４１内のラッチ５０）に対するリカバリィ動作時に発生するピーク電流を、
低減できる。
【０１８６】
　以上のように、本実施形態の半導体メモリ及びその動作によれば、メモリの消費電力を
低減できる。
【０１８７】
　［その他］　
　本実施形態において、半導体メモリとして、フラッシュメモリを例示したが、本実施形
態は、メモリセルアレイのカラムの制御方式が実質的に同じであれば、ＭＲＡＭ（Magnet
oresistive RAM）、ＲｅＲＡＭ（Resistive RAM）及びＰＣＲＡＭ（Phase Change RAM）
のようなメモリにも適用できる。
【０１８８】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【０１８９】
　１：メモリセルアレイ、２：ロウ制御回路、３：カラム制御回路、８：制御回路、３０
：カラムデコーダ、３２：センスアンプ回路、３４：データキャッシュ回路。
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【図５】 【図６】
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