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(57)【要約】
強誘電体メモリセルを動作するための方法、システム、
及びデバイスが記述される。強誘電体メモリセルは、セ
ンスアンプ及び強誘電体メモリセルの強誘電体コンデン
サと通信する選択コンポーネントを使用して選択され得
る。強誘電体コンデンサに印加される電圧は、読み出し
動作中にセンシングされた信号を増加する大きさであり
得る。強誘電体コンデンサは、読み出し動作中にセンス
アンプから分離され得る。この分離は、さもなければ印
加された読み出し電圧と、読み出し動作中にセンスアン
プによる電圧誘導とに起因して生じ得る、強誘電体コン
デンサにストレスを与えることを防止し得る。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　強誘電体メモリセルを動作する方法であって、
　前記強誘電体メモリセルの強誘電体コンデンサと電子通信する選択コンポーネントを使
用して前記強誘電体メモリセルを選択することと、
　前記選択コンポーネントと電子通信するセンスアンプから前記強誘電体メモリセルの前
記強誘電体コンデンサを分離することと、
　前記強誘電体コンデンサが前記センスアンプから分離される間に前記センスアンプを活
性化すること
を含む方法。
【請求項２】
　前記選択コンポーネントと前記センスアンプとの間のデジット線の電圧が閾値に達する
ことを判定することを更に含み、前記強誘電体コンデンサは前記判定に少なくとも部分的
に基づいて分離される、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記選択コンポーネントを使用して前記強誘電体メモリセルを選択することは、前記選
択コンポーネントのワード線を活性化することを含み、前記強誘電体コンデンサを分離す
ることは、前記ワード線を不活性化することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記強誘電体コンデンサを分離することは、
　前記強誘電体コンデンサの端子と前記選択コンポーネントのデジット線との間の接続を
遮断すること
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記センスアンプを活性化することは、
　前記センスコンポーネントと前記センスアンプとの間のデジット線の電圧を変更するこ
とと、
　前記デジット線の前記電圧に関係なく前記強誘電体コンデンサにかかる電圧を維持する
こと
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記強誘電体コンデンサを第１又は第２の状態に初期化すること
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記センスアンプの前記活性化に少なくとも部分的に基づいて前記強誘電体メモリセル
を再選択することと、
　前記強誘電体コンデンサを第１又は第２の状態に再初期化すること
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記センスアンプは、前記強誘電体コンデンサが分離された後に活性化される、請求項
１に記載の方法。
【請求項９】
　強誘電体コンデンサ及び選択コンポーネントを含む強誘電体メモリセルを動作する方法
であって、
　前記選択コンポーネントのワード線に電圧を印加することであって、前記選択コンポー
ネントは前記強誘電体コンデンサ及びセンスアンプと電子通信する、前記電圧を印加する
ことと、
　前記ワード線の前記電圧を削減することであって、前記強誘電体コンデンサは、前記ワ
ード線の前記電圧の前記削減に少なくとも部分的に基づいて前記センスアンプから分離さ
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れる、前記電圧を削減することと、
　前記強誘電体コンデンサが分離される間に前記センスアンプの電圧を参照電圧と比較す
ること
を含む、方法。
【請求項１０】
　前記選択コンポーネントのデジット線の電圧が閾値時間の間に閾値に達したことを判定
することを更に含み、前記ワード線の前記電圧は、前記デジット線の前記電圧が前記閾値
に達したことの判定に少なくとも部分的に基づいて削減される、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ワード線への前記電圧の印加に少なくとも部分的に基づいて前記強誘電体コンデン
サに電圧を印加すること
を更に含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ワード線の前記電圧の前記削減に関係なく前記選択コンポーネントのデジット線の
電圧を維持すること
を更に含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記選択コンポーネントを活性化することと、
　前記選択コンポーネントの前記活性化に少なくとも部分的に基づいて前記強誘電体コン
デンサに電圧を印加すること
を更に含み、前記強誘電体コンデンサに前記電圧を印加することは、前強誘電体コンデン
サを第１又は第２の状態に初期化する、
請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　前記選択コンポーネントの前記ワード線に前記電圧を再印加することと、
　前記ワード線への前記電圧の再印加に少なくとも部分的に基づいて前記強誘電体コンデ
ンサに電圧を印加すること
を更に含み、前記強誘電体コンデンサに前記電圧を印加することは、前記強誘電体コンデ
ンサを第１又は第２の状態に戻す、
請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ワード線への前記電圧の前記印加の後であって前記センスアンプが分離される前に
、前記強誘電体コンデンサに第１の電圧を印加することと、
　前記センスアンプの電圧の前記参照電圧との比較の後に前記第１の電圧を第２の電圧に
削減すること
を更に含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第２の電圧は前記センスアンプの前記電圧に等しい、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記強誘電体メモリセルの物理的特徴に少なくとも部分的に基づいて、前記センスアン
プの前記電圧を前記参照電圧と比較するためのタイミングを判定すること
を更に含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１８】
　選択コンポーネントと電子通信する強誘電体コンデンサを含む強誘電体メモリセルと、
　前記選択コンポーネントと電子通信するセンスアンプと、
　前記選択コンポーネント及び前記センスアンプと電子通信するコントローラであって、
　　前記選択コンポーネントを通じて前記強誘電体メモリセルを選択し、
　　前記強誘電体コンデンサを前記センスアンプから分離するために前記選択コンポーネ
ントを通じて前記強誘電体メモリセルを選択解除し、
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　前記強誘電体コンデンサが前記センスアンプから分離される間に前記センスアンプを活
性化する
ように動作可能な前記コントローラと
を含む、電子メモリ装置。
【請求項１９】
　前記選択コンポーネントは、前記センスアンプと電子通信するデジット線とトランジス
タを含み、前記コントローラは、
　　前記強誘電体メモリセルを選択するために前記トランジスタのワード線を活性化し、
　　前記デジット線の電圧が閾値に達する場合に前記強誘電体コンデンサを選択解除する
ために前記トランジスタの前記ワード線を不活性化する
ように動作可能である、請求項１８に記載の電子メモリ装置。
【請求項２０】
　前記コントローラは、
　前記強誘電体コンデンサが分離される間に前記センスアンプの電圧を参照電圧と比較す
るように動作可能であり、前記比較のタイミングは、前記強誘電体メモリセルの物理的特
徴に少なくとも部分的に基づく、
請求項１８に記載の電子メモリ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許出願は、その譲受人に与えられた２０１６年３月１１日出願のＶｉｍｅｒｃａｔ
ｉによる名称“蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセルセンシング”の米国特許出
願番号１５／０６７，９５４の優先権を主張する。
【０００２】
　以下は、概してメモリデバイスに関し、より具体的には蓄積コンポーネントの分離を備
えたメモリセルセンシングに関する。
【背景技術】
【０００３】
　メモリデバイスは、コンピュータ、無線通信デバイス、カメラ、及びデジタル表示装置
等の様々な電子デバイスに情報を蓄積するために広く使用される。情報は、メモリデバイ
スの異なる状態をプログラミングすることによって蓄積される。例えば、バイナリデバイ
スは、論理“１”又は論理“０”によりしばしば示される２つの状態を有する。その他の
システムでは、３つ以上の状態が蓄積され得る。蓄積された情報にアクセスするために、
電子デバイスは、メモリデバイス中の蓄積状態を読み出し、又はセンシングし得る。情報
を蓄積するために、電子デバイスは、メモリデバイス中に状態を書き込み、又はプログラ
ミングし得る。
【０００４】
　ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、ダイナミック
ＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、同期型ダイナミックＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、強誘電体ＲＡＭ、磁気
ＲＡＭ（ＭＲＡＭ）、抵抗変化ＲＡＭ（ＲＲＡＭ）、及びフラッシュメモリ等を含む様々
な種類のメモリデバイスが存在する。メモリデバイスは揮発性又は不揮発性であり得る。
不揮発性メモリ、例えばフラッシュメモリは、外部電源が存在しない場合であっても長時
間、データを蓄積できる。揮発性メモリ、例えばＤＲＡＭは、外部電源により定期的にリ
フレッシュされない限り、それらの蓄積状態を時間と共に喪失し得る。バイナリメモリデ
バイスは、例えば、充電又は放電されるコンデンサを含み得る。充電されたコンデンサは
、リーク電流を通じて時間と共に放電され得、蓄積された情報の喪失をもたらす。定期的
なリフレッシュなしにデータを蓄積する能力等の不揮発性メモリの特徴が利点であり得る
一方で、揮発性メモリの幾つかの特徴は、高速な読み出し又は読み出し速度等の性能の利
点を提供し得る。
【０００５】
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　ＦｅＲＡＭは、揮発性メモリと同様のデバイスアーキテクチャを使用し得るが、ストレ
ージデバイスとしての強誘電体コンデンサの使用に起因して不揮発性の特質を有する。Ｆ
ｅＲＡＭデバイスは、それ故、その他の不揮発性及び揮発性メモリデバイスと比較して向
上した性能を有し得る。ＦｅＲＡＭの性能は、ＦｅＲＡＭアレイに使用されるコンデンサ
から抽出される信号を増加させることによって更に向上され得る、しかしながら、コンデ
ンサから抽出される信号を増加させることは、（例えば、過充電を介して）コンデンサに
ストレスを与え、ＦｅＲＡＭを損傷し得る。
【０００６】
　本明細書の開示は、以下の図面に言及し、以下の図面を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセル
センシングを支持する例示的メモリアレイを説明する。
【図２】本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセル
センシングを支持するメモリセルの例示的な回路を説明する。
【図３】本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセル
センシングを支持する強誘電体メモリセルに対する例示的ヒステリシス曲線を説明する。
【図４】本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセル
センシングを支持する強誘電体メモリセルを動作するための図を説明する。
【図５】本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセル
センシングを支持するメモリアレイを説明する。
【図６】本開示の様々な実施形態に従ったデジット線の分離を備えたメモリセルセンシン
グを支持する、メモリアレイを含むシステムを説明する。
【図７】本開示の様々な実施形態に従ったデジット線の分離を備えたメモリセルセンシン
グのための１つ以上の方法を説明するフローチャートである。
【図８】本開示の様々な実施形態に従ったデジット線の分離を備えたメモリセルセンシン
グのための１つ以上の方法を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　メモリセルセンシングの正確性は、メモリセルのコンデンサが過充電になることを防止
するセンシングスキームを用いることによって、セルにストレスを与えずに向上し得る。
例えば、メモリセルコンデンサは、読み出し動作中にメモリセルアレイのデジット線から
電気的に分離され得、それは、読み出し動作中にコンデンサに印加される電圧を制限し得
、それ故、過充電の可能性を削減する。
【０００９】
　強誘電体メモリセルを含む、メモリアレイ内のメモリセルは、ワード線及びデジット線
ンによりアクセスされ得る。アクセスは、セルへの書き込み（例えば、論理状態の蓄積）
又はセルの読み出し（例えば、蓄積された論理状態の読み出し）を含み得る。各セルは、
セルの論理値を蓄積するのに用いられる強誘電体コンデンサ又はその他の蓄積コンポーネ
ントを有し得る。単一のデジット線は、複数のメモリセルを接続し、読み出し動作中に活
性化された場合にメモリセルの蓄積された論理状態を判定するのに使用されるセンスアン
プに接続され得る。例えば、活性化されたセンスアンプはセルから抽出された信号（例え
ば、電圧）を参照信号と比較し得る。
【００１０】
　セルから抽出される電荷がより大きいほど、蓄積状態を判定するために読み出し可能な
信号はより大きくなる。より大きな信号は読み出しの正確性を増加し得る。セルのコンデ
ンサから抽出された電荷の量は、読み出し動作中に強誘電体コンデンサのプレートに、よ
り高い（すなわち、押し上げられた）電圧を印加することによって増加し得る。しかしな
がら、高いプレート電圧は、センスアンプが活性化された場合にコンデンサが過充電の影
響をより受けやすくし得る。例えば、センスアンプが活性化された場合にコンデンサにか
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かる電圧のスパイクと、押し上げられたプレート電圧とに起因して、コンデンサにかかる
総電圧は定格電圧閾値を超え得る。強誘電体材料の破損評価を超える幾つかの場合、それ
は、（例えば、内部短絡を介して）コンデンサに損傷をもたらし得る。ストレスが与えら
れたコンデンサは、予測不可能な挙動を示し得、又は寿命の減少に悩まされ得る。そうし
たセルコンデンサへのストレスを避けるために、コンデンサは、センスアンプが活性化さ
れる前にデジット線から分離され得る。
【００１１】
　後述するように、強誘電体メモリセルのコンデンサは、読み出し動作中にデジット線か
ら分離され得、それ故、センスアンプから分離され得る。コンデンサは、メモリセルの選
択コンポーネント（例えば、トランジスタ）の不活性化により分離され得、それは、デジ
ット線及びコンデンサによる電荷共有を防止し得る。コンデンサの分離は、コンデサにス
トレスを与えずに読み出し動作中に使用されるより大きな電圧を可能にし得、それ故、メ
モリセルの破壊又は危険についての懸念を少なくしつつ読み出しの正確性の増加を可能に
し得る。
【００１２】
　上で紹介された開示の特徴は、メモリセルの文脈において以下で更に記述される。蓄積
コンポーネントの分離を備えたメモリセルセンシングに対する具体例が続いて記述される
。開示のこれら又はその他の特徴は、読み出し動作中の蓄積コンポーネントの分離に関す
る装置図、システム図、及びフローチャートにより更に説明され、それらの図を参照しな
がら記述される。
【００１３】
　図１は、本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセ
ルセンシングを支持する例示的メモリアレイ１００を説明する。メモリアレイ１００は電
子メモリ装置とも称され得る。メモリアレイ１００は、異なる状態を蓄積するようにプロ
グラム可能なメモリセル１０５を含む。各メモリセル１０５は、論理０及び論理１として
示される２つの状態を蓄積するようにプログラム可能であり得る。幾つかの場合では、メ
モリセル１０５は、３つ以上の論理状態を蓄積するように構成される。メモリセル１０５
は、プログラム可能な状態を表す電荷を蓄積するためのコンデンサを含み得、例えば、充
電及び放電されるコンデンサは２つの論理状態を表し得る。ＤＲＡＭアーキテクチャは一
般的にそうした設計を使用し得、用いられるコンデンサは、線形電気分極特性を備えた誘
電体材料を含み得る。対照的に、強誘電体メモリセルは、誘電体材料として強誘電性を有
するコンデンサを含み得る。強誘電体コンデンサの電荷の異なるレベルは、異なる論理状
態を表し得る。強誘電体材料は、非線形の分極特性を有し、強誘電体メモリセル１０５の
幾つかの詳細及び利点が以下で論じられる。
【００１４】
　読み出し及び書き込み等の動作は、適切なワード線１１０及びデジット線１１５を活性
化又は選択することによってメモリセル１０５上で実行され得る。ワード線１１０又はデ
ジット線１１５を活性化又は選択することは、個々の線に電位を印加することを含み得る
。幾つかの場合では、デジット線１１５はビット線と称され得る。ワード線１１０及びデ
ジット線１１５は、導電性材料で作られてもよい。幾つかの例では、ワード線１１０及び
デジット線１１５は金属（例えば、銅、アルミニウム、金、タングステン等）で作られて
もよい。図１の例に従うと、メモリセル１０５の各行は単一のワード線１１０に接続され
、メモリセル１０５の各列は単一のデジット線１１５に接続される。１つのワード線１１
０及び１つのデジット線１１５を活性化することによって、それらの交点で単一のメモリ
セル１０５がアクセスされ得る。ワード線１１０及びデジット線１１５の交点はメモリセ
ルのアドレスと称され得る。
【００１５】
　幾つかのアーキテクチャでは、セルの蓄積コンポーネント、例えばコンデンサは、選択
デバイスによってデジット線から電気的に分離され得る。ワード線１１０は、選択デバイ
スに接続され得、選択デバイスを制御し得る。例えば、選択デバイスはトランジスタであ
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ってもよく、ワード線１１０は、トランジスタのゲートに接続されてもよい。ワード線１
１０の活性化は、メモリセル１０５のコンデンサとその対応するデジット線１１５との電
気的接続をもたらす。デジット線は、メモリセル１０５を読み出すかメモリセル１０５に
書き込むかの何れかのためにその後アクセスされ得る。幾つかの場合では、ワード線１１
０は、特定のメモリセル１０５が読み出し動作のために選択された後に読み出し動作中に
不活性化され得る。以下に更に詳述されるように、この技術は、センスコンポーネント１
２５の活性化によりデジット線電圧が変更される前にメモリセル１０５の蓄積コンポーネ
ント（例えば、コンデンサ）をその対応するデジット線から分離することによってメモリ
セル１０５上のストレスを防止し得る。
【００１６】
　メモリセル１０５へのアクセスは、行デコーダ１２０及び列デコーダ１３０を通じて制
御され得る。例えば、行デコーダ１２０は、メモリコントローラ１４０から行アドレスを
受信し得、受信された行アドレスに基づいて適切なワード線１１０を活性化し得る。同様
に、列デコーダ１３０は、メモリコントローラ１４０から列アドレスを受信し、適切なデ
ジット線１１５を活性化する。したがって、ワード線１１０及びデジット線１１５を活性
化することによって、メモリセル１０５はアクセスされ得る。
【００１７】
　アクセスすると、メモリセル１０５は、センスコンポーネント１２５によって読み出さ
れ得又はセンシングされ得る。例えば、センスコンポーネント１２５は、メモリセル１０
５の蓄積状態を判定するために、関連するデジット線１１５の信号（例えば電圧）を参照
信号（図示せず）と比較し得る。デジット線１１５が参照電圧よりも高い電圧を有する場
合、続いてセンスコンポーネント１２５は、メモリセル１０５の蓄積状態が論理１又はそ
の逆であるかを判定し得る。センスコンポーネント１２５は、ラッチングと称され得る、
信号の差を検出及び増幅するための様々なトランジスタ又はアンプを含み得る。幾つかの
場合では、センスコンポーネント１２５は、センスアンプを含み得、又はセンスアンプと
称され得る。メモリセル１０５の検出された論理状態は、列デコーダ１３０を通じて、出
力１１３５としてその後出力され得る。センスコンポーネント１２５の性能は、メモリセ
ル１０５の蓄積状態を表す信号間の差が大きい場合により正確になり得る。それ故、メモ
リセル１０５の蓄積状態に対応する信号間の差を増加させるセンシングスキームが用いら
れ得る。
【００１８】
　メモリセル１０５は、関連するワード線１１０及びデジット線１１５を活性化すること
によってセット又は書き込みされ得る。上で論じられたように、ワード線１１０の活性化
は、（複数の）メモリセル１０５の対応する行をそれらの個々のデジット線１１５に電気
的に接続する。ワード線１１０が活性化される間に、関連するデジット線１１５を制御す
ることによって、メモリセル１０５は書き込まれ得、すなわち、論理値がメモリセル１０
５に蓄積され得る。列デコーダ１３０は、メモリセル１０５に書き込まれるデータ、例え
ば入力１３５を受け入れ得る。強誘電体コンデンサの場合、メモリセル１０５は、強誘電
体コンデンサに電圧を印加することによって書き込まれる。このプロセスは、より詳細に
以下で論じられる。
【００１９】
　幾つかのメモリアーキテクチャでは、メモリセル１０５へのアクセスは、蓄積された論
理状態を劣化又は破壊し得、元の論理状態をメモリセル１０５に戻すために再書き込み又
はリフレッシュ動作が実行され得る。ＤＲＡＭでは、例えば、コンデンサは、センシング
動作中に部分的又は完全に放電され得、蓄積された論理状態を破損する。そのため、セン
シング動作の後に論理状態が再書き込みされ得る。また、単一のワード線１１０を活性化
することは、行中の全てのメモリセルの放電をもたらし得、それ故、行中の幾つか又は全
てのメモリセル１０５は再書き込みが必要であり得る。
【００２０】
　ＤＲＡＭを含む幾つかのメモリアーキテクチャは、外部電源により定期的にリフレッシ
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ュされない限り、それらの蓄積状態を時間と共に喪失し得る。例えば、充電されたコンデ
ンサは、リーク電流を通じて時間と共に放電され得、蓄積された情報の喪失をもたらす。
これらのいわゆる揮発性メモリデバイスのリフレッシュレートは比較的高く、例えば、１
秒間に１０回のリフレッシュ動作がＤＲＡＭに対して用いられ得、それは、著しい消費電
力をもたし得る。より大きなメモリアレイの増加と共に、消費電力の増加は、特に、電池
等の有限の電源に依存するモバイルデバイスのためのメモリアレイの配備又は動作を阻害
し得る（例えば、電力供給、発熱、材料限界等）。
【００２１】
　強誘電体メモリセルは、しかしながら、その他のメモリアーキテクチャと比較して改善
された性能をもたらし得る有益な特性を有し得る。例えば、強誘電体メモリセルは蓄積さ
れた電荷の劣化に影響を受けにくい傾向があるため、強誘電体メモリセル１０５を用いる
メモリアレイ１００は、ごく僅かなリフレッシュ動作を要求し得るか又は全く要求し得ず
、それ故、動作のためにより少ない電力を要求し得る。また、センシングのためにより大
きな信号が使用される本明細書に記載のセンシングスキームを用いることは、メモリセル
１０５のサイズを削減することを可能にし得、それは、その他のセンシングスキームを用
いるその他のアレイと比較して消費電力の削減を可能にし得る。
【００２２】
　メモリコントローラ１４０は、様々なコンポーネント、例えば、行デコーダ１２０、列
デコーダ１３０、及びセンスコンポーネント１２５を通じてメモリセル１０５の動作（例
えば、読み出し、書き込み、再書き込み、リフレッシュ等）を制御し得る。メモリコント
ローラ１４０は、所望のワード線１１０及びデジット線１１５を活性化するために行及び
列のアドレス信号を生成し得る。メモリコントローラ１４０は、メモリアレイ１００の動
作中に使用される様々な電位をも生成及び制御し得る。例えば、メモリコントローラ１４
０は、センシング中にデジット線１１５を、例えば対応するコンデンサから分離するため
に選択コンポーネントを動作し得る。一般的に、本明細書で論じられる印加電圧の振幅、
形状、存続期間は調整又は変更され得、メモリアレイ１００を動作するための様々な動作
に対して異なり得る。更に、メモリアレイ１００内の１つの、複数の、又は全てのメモリ
セル１０５は同時にアクセスされ得、例えば、メモリアレイ１００の複数又は全てのセル
は、全てのメモリセル１０５又はメモリセル１０５のグループが単一の論理状態にセット
されるリセット動作中に同時にアクセスされ得る。
【００２３】
　本明細書で論じられるように、ある論理状態に初期化された強誘電体メモリセル１０５
が選択され得る。デジット線１１５は、センスコンポーネント１２５によって使用される
閾値電圧まで増加し得る。センスコンポーネント１２５の活性化よりも前に、セル１０５
の論理状態を蓄積するのに使用されるコンデンサはデジット線１１５から分離され得る。
したがって、例えば、より高い読み出し電圧が使用される場合に、メモリセル１１５のコ
ンデンサは、読み出し動作中に過充電されることから防止され得る。この種のセンシング
スキームは、コンデンサにストレスを与えずにセンスアンプによりセンシングされる信号
を増加し得、読み出し動作の正確性を向上させ得る。
【００２４】
　図２は、本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセ
ルセンシングを支持する例示的回路２００を説明する。回路２００は、図１を参照しなが
ら記述したようなメモリセル１０５、ワード線１１０、デジット線１１５、及びセンスコ
ンポーネント１２５の夫々例示であり得る強誘電体メモリセル１０５－ａ、ワード線１１
０－ａ、デジット線１１５－ａ、及びセンスコンポーネント１２５－ａを含む。回路２０
０は、プレート２１０及びセル底部２１５を含む導電端子を含み得るコンデンサ２０５等
の論理蓄積コンポーネントを含む。これらの端子は絶縁性強誘電体材料によって分離され
得る。上述したように、コンデンサ２０５を充電又は放電する、すなわち、コンデンサ２
０５の強誘電体材料を分極することによって様々な状態が蓄積され得る。コンデンサ２０
５の分極に必要な総電荷は、残留分極（Ｐｒ）値と称され得る。コンデンサ２０５の総電
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荷の半分に達するコンデンサ２０５の電圧は抗電圧（coercive voltage（ＶＣ））と称さ
れ得る。
【００２５】
　コンデンサ２０５の蓄積状態は、回路２００中に表された様々な素子を動作することに
よって読み出され得又はセンスされ得る。コンデンサ２０５はデジット線１１５－ａと電
子通信し得る。コンデンサ２０５は、それ故、選択コンポーネント２２０が不活性化され
た場合にデジット線１１５ａ－ａから分離され得、コンデンサ２０５は、強誘電体メモリ
セル１０５－ａを選択するために選択コンポーネント２２０が活性化された場合に、選択
コンポーネント２２０を介してデジット線１１５－ａに接続され得る。言い換えれば、強
誘電体メモリセル１０５－ａは、強誘電体メモリセル１０５－ａが選択コンポーネント２
２０及び強誘電体コンデンサ２０５を含む場合に、強誘電体コンデンサ２０５と電子通信
する選択コンポーネント２２０を使用して選択され得る。幾つかの場合では、選択コンポ
ーネント２２０はトランジスタであってもよく、その動作は、トランジスタのゲートに電
圧（例えば、活性化電圧）を印加することによって制御され得、ここで、該電圧の大きさ
は、トランジスタの閾値よりも大きい。ワード線１１０－ａは、選択コンポーネント２２
０を活性化し得、例えば、ワード線１１０－ａに印加される電圧は、トランジスタのゲー
トに印加され得、コンデンサ２０５をデジット線１１５－ａと接続する。
【００２６】
　図２に示した例では、コンデンサ２０５は強誘電体コンデンサである。コンデンサ２０
５のプレート間の強誘電体材料に起因して、以下のより詳細が論じられるように、コンデ
ンサ２０５は、デジット線１１５－ａに接続されても放電されないかもしれない。代わり
に、プレート２１０は、外部電圧によってバイアスされ得、コンデンサ２０５上の蓄積電
荷の変化をもたらす。蓄積電荷の変化は、コンデンサ２０５の初期の論理状態、すなわち
蓄積された初期の状態が論理１又は論理０の何れであるかに依存する。蓄積電荷の変化は
、メモリセル１０５－ａの蓄積された論理状態を判定するためにセンスコンポーネント１
２５－ａによって参照（例えば、参照電圧）とその後比較され得る。
【００２７】
　具体的なセンシングスキーム又はプロセスは多くの形式をとり得る。一例では、デジッ
ト線１１５－ａは、固有の静電容量を有し得、プレート２１０に印加された電圧に応じて
コンデンサ２０５が充電又は放電すると非ゼロの電圧を発現し得る。固有の静電容量は、
デジット線１１５－ａの、寸法を含む物理的特徴に依存し得る。デジット線１１５－ａは
、（例えば、ｐＦオーダの）無視できない静電容量をもたらす長さをデジット線１１５－
ａが有し得るように、多くのメモリセル１０５に接続し得る。デジット線１１５－ａの後
続の電圧は、コンデンサ２０５の初期の論理状態に依存し得、センスコンポーネント１２
５－ａは、この電圧を参照コンポーネント２２５によって提供された参照電圧と比較し得
る。例えば、プレート２１０に電圧が印加され得、コンデンサ底部２１５における電圧は
、蓄積電荷に関連して変化し得る。コンデンサ底部２１５における電圧は、センスコンポ
ーネント１２５－ａにおける参照電圧と比較され得、参照電圧との比較は、印加された電
圧から生じるコンデンサの２０５の電荷の変化を示し得、それ故、メモリセル１０５－ａ
に蓄積された論理状態を示し得る。コンデンサ２０５の電荷と電圧との関係は、図３を参
照しながら更に詳細が記述される。
【００２８】
　メモリセル１０５－ａを書き込むために、コンデンサ２０５に電圧が印加され得る。様
々な方法が使用され得る。一例では、コンデンサ２０５をデジット線１１５－ａに電気的
に接続するために、選択コンポーネント２２０はワード線１１０－ａを通じて活性化され
得る。デジット線１１５－ａを通じてプレート２１０とコンデンサ底部２１５との電圧を
制御することによって、コンデンサ２０５にかかる電圧が印加され得る。論理０を書き込
むために、プレート２１０は高くされ得、すなわち正の電圧が印加され得、コンデンサ底
部２１５は低くされ得、すなわち、グランドに接続され得、事実上接地され得、又は負の
電圧が印加され得る。論理１を書き込むために反対のプロセスが実行され、すなわち、プ



(10) JP 2019-511805 A 2019.4.25

10

20

30

40

50

レート２１０が低くされ、コンデンサ底部２１５が高くされる。プレート２１０に印加さ
れる電圧は書き込み電圧と称され得る。
【００２９】
　コンデンサ２０５の読み出し及び書き込み動作は、強誘電体デバイスと関連する非線形
特性の結果であり得る。図３は、本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの
分離を備えたメモリセルセンシングを支持する強誘電体メモリセルに対するヒステリシス
曲線３００を有するそうした非線形特性の例を説明する。ヒステリシス曲線３００－ａ及
び３００－ｂは、強誘電体メモリセルの書き込み及び読み出しプロセス夫々の一例を説明
する。ヒステリシス曲線３００は、電圧Ｖの関数として強誘電体コンデンサ（例えば、図
２のコンデンサ２０５）上に蓄積された電荷Ｑを図示する。
【００３０】
　強誘電体材料は、自発的電気分極の特徴があり、すなわち、それは、電界がない場合に
は非ゼロの電気分極を維持する。例示的強誘電体材料は、チタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ

３）、チタン酸鉛（ＰｂＴｉＯ３）、チタン酸ジルコン酸鉛（ＰＺＴ）、及びチタン酸ス
トロンチウムビスマス（ＳＢＴ）を含む。本明細書に記述される強誘電体コンデンサは、
これら又はその他の強誘電体材料を含み得る。強誘電体コンデンサ内の電気分極は、強誘
電体材料の表面に正味電荷をもたらし、コンデンサ端子を通じて反対の電荷を引き付ける
。したがって、強誘電体材料とコンデンサ端子との境界に電荷が蓄積される。比較的長時
間、無期限にさえ、外部に印加された電界がない場合にも、電位分極は維持され得、電荷
漏洩は、例えば、ＤＲＡＭアレイに用いられるコンデンサと比較して十分に減少し得る。
これは、幾つかのＤＲＡＭアーキテクチャに対して上述したように、リフレッシュ動作を
実行する必要性を削減し得る。
【００３１】
　ヒステリシス曲線３００は、コンデンサの単一の端子の視点から理解され得る。一例と
して、強誘電体材料が負の極性を有する場合、端子には正の電荷が蓄積し得る。同様に、
強誘電体材料が正の極性を有する場合、端子には負の電荷が蓄積し得る。また、ヒステリ
シス曲線３００の電圧は、コンデンサにかかる電圧差を表し、指向性があることを理解す
べきである。例えば、正の電圧は、当該端子に正の電圧が印加され、第２の端子を接地に
維持することによって印加される。負の電圧は、当該端子を接地に維持し、第２の端子に
正の電圧を印加することによって印加され、すなわち、正の電圧は、当該端子をマイナス
に分極されるように印加される。同様に、ヒステリシス曲線３００に示される電圧差を生
成するために、２つの正の電圧、２つの負の電圧、又は正及び負の電圧の任意の組み合わ
せが適切なコンデンサ端子に印加され得る。
【００３２】
　ヒステリシス曲線３００－ａに示されるように、強誘電体材料は、ゼロの電圧差で正又
は負の極性を維持し得、２つの可能な電荷状態：電荷状態３０５及び電荷状態３１０をも
たらす。図３の一例に従うと、電荷状態３０５は論理０を表し、電荷状態３１０は論理１
を表す。幾つかの例では、個々の電荷状態の論理値は、メモリセルを動作するためのその
他のスキームに適合するために逆にされてもよい。
【００３３】
　論理０又は１は、強誘電体材料の電気分極、それ故コンデンサ端子上の電荷を電圧の印
加により制御することによってメモリセルに書き込まれ得る。例えば、正味正の電圧３１
５をコンデンサに印加することは、電荷状態３０５－ａに到達するまで電荷の蓄積をもた
らす。電圧３１５を除去すると、電荷状態３０５－ａは、電荷状態３０５がゼロ電位に到
達するまで経路３２０に従う。同様に、電荷状態３１０は、正味負の電圧３２５を印加す
ることによって書き込まれ、それは電荷状態３１０－ａをもたらす。負の電圧３２５を除
去すると、電荷状態３１０－ａは、電荷状態３１０がゼロ電圧に到達するまで経路３３０
に従う。
【００３４】
　強誘電体材料の蓄積状態を読み出し又はセンスするために、コンデンサに電圧が印加さ
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れ得る。これに応じて、蓄積された電荷は変化し、該変化の程度は初期の電荷状態に依存
する、すなわち、コンデンサの蓄積電荷が変化する程度は、電荷状態３０５－ｂ又は３１
０－ｂの何れが初期に蓄積されたかに依存して可変である。例えば、ヒステリシス曲線３
００－ｂは、２つの可能な蓄積された電荷状態３０５－ｂ及び３１０－ｂを示す。正味電
圧３３５－ａがコンデンサに印加され得る。正の電圧として図示されるが、電圧３３５－
ａは負であってもよい。電圧３３５－ａに応じて、電荷状態３０５－ｂは経路３４０に従
い得る。同様に、電荷状態３１０－ｂが初期に蓄積された場合、その後、それは経路３４
５に従い得る。電荷状態３０５－ｃ及び電荷状態３１０－ｃの最終位置は、具体的なセン
シング動作及び回路と、コンデンサに印加される電圧とを含む複数の要因に依存する。例
えば、電圧３３５－ａの代わりに電圧３３５－ｂがコンデンサに印加される場合、電荷状
態３０５－ｂは電荷状態３０５－ｄよりもむしろ電荷状態３０５－ｃの最終位置への経路
３４０に従い得る。同様に、電荷状態３１０－ｂは、電荷状態３１０－ｄよりもむしろ電
荷状態３１０－ｃの最終位置への経路３４５に従い得る。
【００３５】
　幾つかの場合では、最終的な電荷は、メモリセルのデジット線の固有の静電容量に依存
し得る。例えば、コンデンサがデジット線に電気的に接続され、電圧３３５が印加された
場合、デジット線の電圧は、その固有の静電容量に起因して上昇し得る。したがって、セ
ンスコンポーネントで測定された電圧は、電圧３３５と等しくなく、代わりにデジット線
の電圧に依存し得る。ヒステリシス曲線３００－ｂ上の最終的な電荷状態３０５－ｃ及び
３１０－ｃの位置は、それ故、デジット線の静電容量に依存し得、負荷線解析（load-lin
e analysis）を通じて判定される、すなわち、電荷状態３０５－ｃ及び３１０－ｃ（又は
３０５－ｄ及び３１０－ｄ）は、デジット線の静電容量に関して定義され得る。結果とし
て、コンデンサの電圧（例えば、電圧３３５－ａが印加される場合の電圧３０５又は電圧
３５５、及び電圧３３５－ｂが印加される場合の電圧３５０－ｂ又は３５５－ｂ）は、異
なり得、コンデンサの初期の状態に依存し得る。コンデンサが論理０を蓄積する場合、電
圧３５０－ａ及び電圧３５０－ｂは、電圧３３５－ａ及び電圧３３５－ｂが印加された場
合のコンデンサにかかる電圧を夫々表し得る。コンデンサが論理１を蓄積する場合、電圧
３５５－ａ及び３５５－ｂは、電圧３３５－ａ及び電圧３３５－ｂが印加された場合のコ
ンデンサにかかる電圧を夫々表し得る。
【００３６】
　参照電圧と比較するコンデンサの電圧（例えば、電圧３５０－ａ、電圧３５５－ａ、電
圧３５０－ｂ、又は電圧３５５－ｂ）を使用することによって、コンデンサの初期の状態
が判定され得る。例えば、参照電圧は、印加電圧３３５及び電圧３５０の和と印加電圧３
３５及び電圧３５５の和との平均であり得る。比較すると、センス電圧（例えば、印加電
圧３３５及び電圧３５０の和、又は印加電圧３３５及び電圧３５５の和）は参照電圧より
も高い又は低いかが判定され得る。強誘電体セルの値（すなわち、論理０又は１）は比較
に基づきその後判定され得る。
【００３７】
　幾つかの場合では、電圧３５０－ａと電圧３５５－ａとの間、又は電圧３５０－ｂと電
圧３５５－ｂとの間に大きな差がないかもしれない。そうしたシナリオでは、センシング
された電圧と参照電圧との比較は誤りの影響を受けやすいかもしれない。ヒステリシス曲
線３００－ｂから見得るように、電圧３５０と電圧３５５との差は印加電圧３３５の関数
であり得る。例えば、高い読み出し電圧３３５－ａに対応する、電圧３５０－ａと電圧３
５５－ａとの差３６０－ａは、低い電圧３３５－ｂに対応する、電圧３５０－ｂと電圧３
５５－ｂとの差３６０－ｂよりも大きいかもしれない。それ故、セルに印加される電圧３
３５を増加することは、論理１及び論理０に対する電荷状態と関連する電圧間の差を増加
し得、それは、読み出しの誤りを順々に削減し得る。差３６０は、センス又はマージン窓
と称され得る。
【００３８】
　（例えば、読み出し動作中に）セルに印加される電圧３３５を増加することは、しかし
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ながら、コンデンサにかかる電圧（例えば、電圧３５５－ａ）が閾値電圧を超えることを
生じさせ得る。例えば、より大きな読み出し電圧が使用されてセンスアンプが起動した場
合、破損電圧等の、コンデンサが実行するように設計された範囲の最大電圧を超え得る。
これらの比較的高い電圧はコンデンサにストレスを与え得、それは、コンポーネントを損
壊する、性能を劣化する、寿命を削減する等し得る。
【００３９】
　上で論じられたように、メモリセル１０５の読み出しは、蓄積された論理を劣化又は破
壊し得る。しかしながら、強誘電体メモリセル１０５は、読み出し動作後に初期の論理状
態を維持し得る。例えば、電荷状態３０５－ｂが蓄積され、読み出し動作が実行された場
合、電荷状態は、例えば、反対方向の経路３４０に従うことによって、電圧３３５の除去
後に初期の電荷状態３０５－ｂに戻り得る。
【００４０】
　図４は、本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたセンシン
グを支持する強誘電体メモリセルを動作するためのタイミング図４００を説明する。タイ
ミング図４００は、電圧軸４０５と時間軸４１０とを含み、読み出し動作の少なくとも一
部を表し得る。時間の関数としての様々なコンポーネントの電圧もタイミング図４００上
に表されている。例えば、タイミング図４００は、ワード線電圧４１５、プレート電圧４
２０、デジット線電圧４２５－ａ、デジット線電圧４２５－ｂ、コンデンサ底部電圧４３
０－ａ、及びコンデンサ底部電圧４３０－ｂを含む。
【００４１】
　例として、デジット線電圧４２５－ａは、デジタル０が蓄積された場合のセルのデジッ
ト線における電圧を表し得、デジット線電圧４２５－ｂは、論理１が蓄積された場合のセ
ルのデジット線における電圧を表し得る。コンデンサ底部電圧４３０－ａは、論理０が蓄
積された場合のコンデンサ底部における電圧を表し得（すなわち、コンデンサ底部電圧４
３０－ａはデジット線電圧４２５－ａに対応し得）、コンデンサ底部電圧４３０－ｂは、
論理１が蓄積された場合のコンデンサ底部における電圧を表し得る（すなわち、コンデン
サ底部電圧４３０－ｂはデジット線電圧４２５－ｂに対応し得る）。タイミング図４００
は、図２を参照しながら記述した動作回路２００からもたらされ得、図２に示されたコン
ポーネントの文脈で以下論じる。
【００４２】
　上で論じたように、様々な状態がコンデンサ２０５によって蓄積され得、コンデンサ２
０５は第１の状態又は第２の状態に初期化され得る。例えば、コンデンサ２０５は、選択
コンポーネント２２０を活性化し、且つ（例えば、ワード線１１０－ａを介して）コンデ
ンサ２０５に電圧（例えば、書き込み電圧）を印加することによって第１又は第２の状態
に初期化され得る。コンデンサ２０５への電圧の印加は、選択コンポーネント２２０の活
性化に少なくとも部分的に基づき得る。コンデンサ２０５により蓄積された状態を読み出
すために、コンデンサ２０５にかかる電圧は、（例えば、選択コンポーネントを活性化す
ることによって）デジット線により共有され得、それは、センスコンポーネント１２５－
ａによって順次サンプリングされる。選択コンポーネント２２０を活性化することは選択
コンポーネント２２０に活性化電圧を印加することを含み得、例えば、選択コンポーネン
ト２２０のゲートにワード線電圧４１５を印加することによってセル１０５－ａは選択さ
れ得る。選択コンポーネント２２０を活性化することは、デジット線電圧４２５（例えば
、デジット線電圧４２５－ａ又はデジット線電圧４２５－ｂ）がコンデンサ底部電圧４３
０（例えばコンデンサ底部電圧４３０－ａ又はコンデンサ電圧４３０－ｂ）をたどるよう
に、コンデンサ底部２１５をデジット線１１５－ａに電気的に接続し得る。コンデンサ底
部電圧４３０は、それが印加されるとプレート電圧４２０の経路に従い得、コンデンサ２
０５にかかる電圧を引き得、それは蓄積された状態を表し得る
【００４３】
　プレート電圧４２０は、それが閾値電圧（例えば、読み出し電圧４４０）に達するよう
に印加され得る。閾値読み出し値は、セルに書き込むために使用される閾値書き込み値よ
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りも大きくてもよい。プレート電圧４２０は、図２を参照しながら記述した印加電圧３５
５の一例であり得る、したがって、プレート電圧４２０がセルプレート２１０に印加され
る場合、コンデンサ２０５にかかる電圧は、図２を参照しながら記述したように、電荷状
態３０５又は３１０、それ故論理０又は１に対応し得る平衡状態又は閾値電圧に到達し得
る。例えば、論理０がコンデンサ２０５により初期に蓄積された場合、続いて、読み出し
動作中にコンデンサ２０５にかかる電圧は、コンデンサ電圧４３５－ａにより表され得る
。コンデンサ電圧４３５－ａは、図３を参照しながら記述した電圧３５０の一例であり得
る。論理１がコンデンサ２０５に初期に蓄積された場合、続いて、読み出し動作中にコン
デンサ２０５にかかる電圧は、コンデンサ電圧４３５－ｂにより表され得る。コンデンサ
電圧４３５－ｂは、図３を参照しながら記述した電圧３５５の一例であり得る。センス窓
４５５は、図３を参照しながら記述した差３６０の一例であり得る。
【００４４】
　デジット線電圧４２５が一旦安定すると、コンデンサ２０５はデジット線１１５－ａか
ら分離され得、例えば、ワード線電圧４１５は、選択コンポーネント２２０が不活性化さ
れるように変更され得る。したがって、コンデンサ２０５の分離は、デジット線が電圧閾
値に達したとの判定に基づき得る。分離は、コンデンサ２０５の端子（例えば、コンデン
サ底部２１５）とデジット線１１５－ａとの間の接続を遮断することを含む。図４の例で
は、ワード線電圧４１５は、選択コンポーネント２２０を不活性化するための電圧閾値を
下回る。したがって、コンデンサ２０５の分離は、選択コンポーネント２２０のワード線
１１０－ａを不活性化することを含み得るが、その他の分離技術が使用されてもよい。コ
ンデンサ２０５は、センスコンポーネント１２５－ａの活性化よりも前にデジット線１１
５－ａから分離され得る。
【００４５】
　センスコンポーネント１２５－ａの活性化４５０は、センスコンポーネント１２５－ａ
によるデジット線電圧４２５の参照電圧４６０との比較を開始し得る。幾つかの例では、
参照電圧４６０は、実質的に、デジット線電圧４２５－ａとデジット線電圧４２５－ｂと
の平均であり得る。センスコンポーネント１２５－ａの比較の正確性は、センス窓４５５
のサイズに応じ得る。例えば、センスコンポーネント１２５－ａは、参照電圧４６０とデ
ジット線電圧４２５との間隔が大きい場合には、蓄積された論理状態を読み誤らない可能
性が低いかもしれない。幾つかの場合、この間隔は、より大きなセンス窓を使用すること
によって増加し得る。したがって、本明細書で記述したセンシング技術等の、センス窓４
５５のサイズを増加させるセンシング技術は、より小さなセンス窓４５５を使用するセン
シング技術と比較した場合に読み出しの正確性を向上し得る。
【００４６】
　デジット線電圧４２５は、センスコンポーネント１２５－ａの活性化４５０により開始
された比較プロセス中に変更され得る。例えば、デジット線電圧４２５－ａは、活性化さ
れたセンスコンポーネント１２５－ａの動作中に第１の閾値電圧（例えば、コンデンサ２
０５に書き込むために使用される電圧）に引き寄せられ得、デジット線電圧４２５－ｂは
第２の閾値電圧（例えば、接地）に引き寄せられ得る。デジット線１１５－ａからのコン
デンサ２０５の分離のため、コンデンサ底部電圧４３０は、デジット線電圧４２５に従う
よりもむしろ非充電に維持される。コンデンサ底部電圧４３０は、それ故、フロートと言
われ得る。すなわち、コンデンサ２０５にかかる電圧は、デジット線電圧４２５の変化に
関係なく維持され得る。そのように、論理１がコンデンサ２０５により蓄積された場合に
は、センスコンポーネント１２５－ａの活性化４５０後のコンデンサ２０５に渡る電圧は
、コンデンサ電圧４３５－ｃの代わりにコンデンサ電圧４３５－ｂであり得る。コンデン
サ２０５にかかる低い電圧を維持することは、コンデンサ２０５にかかるストレスを削減
し得、それは、上述したように、セル１０５－ａの寿命を順次増加し得る。
【００４７】
　幾つかの場合、タイミング図４００に示した読み出し動作は、コンデンサ２０５の初期
の状態（例えば、論理状態）を破壊し得る。それ故、セル１０５－ａは再選択され得、そ
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れは、ワード線電圧４１５を再印加することを含み得、コンデンサ２０５は、その元の状
態に再度初期化され得、それは、プレート２１０に書き込み電圧４４５を印加することを
含み得る。
【００４８】
　それ故、タイミング図４００は、読み出し動作中のセンスコンポーネントの活性化４５
０以前の、対応するデジット線（及び関連するセンスコンポーネント）からの蓄積コンポ
ーネント（例えば、コンデンサ２０５）の分離を説明する。この種のタイミングスキーム
は、読み出し動作中に印加されるプレート電圧（例えば、読み出し電圧）を、セルに圧力
を生じさせることなく、書き込み動作中に印加されたプレート電圧（例えば、書き込み電
圧）よりも大きくできるようにし得る。
【００４９】
　代替のアプローチでは、コンデンサ２０５にかかるストレスは、ワード線電圧４１５よ
りもむしろプレート電圧４２０を変更することによって防止され得る。例えば、プレート
電圧４２０は、センスコンポーネント１２５－ａが活性化されるのと実質的に同時に下げ
られてもよい。コンデンサ２０５にかかる電圧は、プレート電圧４２０とデジット線電圧
４２５との差であり得るので、センシング動作によりデジット線電圧が変更されつつプレ
ート電圧を下げることは、コンデンサ２０５が過充電されることを防止し得る。
【００５０】
　図５は、本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセ
ルセンシングを支持するメモリアレイ１００－ａのブロック図５００を示す。メモリアレ
イ１００－ａは、図１及び図２を参照しながら記述したメモリコントローラ１４０及びメ
モリセル１０５の一例であるメモリコントローラ１４０－ａ及びメモリセル１０５－ｂを
含み得る。メモリコントローラ１４０－ａは、バイアスコンポーネント５１０及びタイミ
ングコンポーネント５１５を含み得、図１～図４に記述したようにメモリアレイ１００－
ａを動作し得る。メモリコントローラ１４０－ａは、図１又は図２を参照しながら記述し
たワード線１１０、デジット線１１５、センスコンポーネント１２５、及びプレート２１
０の一例であり得るワード線１１０－ｂ、デジット線１１５－ｂ、センスコンポーネント
１２５－ｂ、及びプレート２１０－ｂと電子通信し得る。メモリアレイ１００－ａは参照
コンポーネント５２０及びラッチ５２５をも含み得る。メモリアレイ１００－ａのコンポ
ーネントは、相互に電子通信し得、図１～図４を参照しながら記述した機能を実行し得る
。幾つかの場合では、参照コンポーネント５２０、センスコンポーネント１２５－ｂ、及
びラッチ５２５はメモリコントローラ１４０－ａのコンポーネントであり得る。
【００５１】
　メモリコントローラ１４０－ａは、ワード線１１０－ｂ、プレート２１０－ａ、又はデ
ジット線１１５－ｂを、それらの様々なノードに電圧を印加することにより活性化するよ
うに構成され得る。例えば、バイアスコンポーネント５１０は、上述したようにメモリセ
ル１０５－ａを読み出す又は書き込むために、メモリセル１０５－ａを動作するための電
圧を印加するように構成され得る。幾つかの場合では、メモリコントローラ１４０－ａは
、図１を参照しながら記述したように、行デコーダ、列デコード、又はそれら両方を含み
得る。これは、メモリコントローラ１４０－ａが１つ以上のメモリセル１０５にアクセス
できるようにし得る。幾つかの場合では、メモリコントローラ１４０－ａは、選択コンポ
ーネントと電子通信し得、選択コンポーネントを通じてセルを選択するように動作可能で
あり得る。メモリコントローラ１４０－ａはまた、対応するコンデンサを対応するセンス
コンポーネント（例えば、センスコンポーネント１２５－ｂ）から分離するために、選択
コンポーネントを通じてセルを選択解除するように動作し得る。幾つかの場合では、メモ
リコントローラ１４０－ａは、コンデンサがセンスコンポーネントから分離される間にセ
ンスコンポーネントを活性化し得る。
【００５２】
　バイアスコンポーネント５１０はまた、センスコンポーネント１２５－ｂに対する参照
信号を生成するために参照コンポーネント５２０に電圧を印加し得る。また、バイアスコ
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ンポーネント５１０は、センスコンポーネント１２５－ｂの動作のための電圧を印加し得
る。バイアスコンポーネント５１０は、タイミングコンポーネント５１５と通信又は共同
し得る。
【００５３】
　バイアスコンポーネント５１０は、強誘電体コンデンサと電子通信する選択コンポーネ
ントのワード線１１０－ｂへの電圧の印加を容易にし得る。例えば、バイアスコンポーネ
ント５１０は、ワード線１１０－ｂに印加される電圧の期間及び大きさを制御し得る。バ
イアスコンポーネント５１０はまた、第１の閾値へのワード線１１０－ｂの電圧の削減を
容易にし得る。第１の閾値は、ワード線１１０－ｂに対応する選択コンポーネントを不活
性化する電圧値であり得る。幾つかの場合では、該削減は、第１の閾値に到達する又は下
回るワード線１１０―ｂの電圧に基づき得、タイミングコンポーネント５１５により初期
化され得る。幾つかの場合では、バイアスコンポーネントは、選択コンポーネントのワー
ド線への電圧の再印加を容易にし得る。バイアスコンポーネント５１０はまた、コンデン
サへの電圧の印加を容易にし得る。該印加は、ワード線１１０－ｂへの電圧の印加に基づ
き得、タイミングコンポーネント５１５により初期化され得る。幾つかの場合では、印加
は、ワード線１１０－ｂへの電圧の再印加に基づき得る。
【００５４】
　幾つかの場合、メモリコントローラ１４０－ａは、その動作をタイミングコンポーネン
ト５１５を使用して実行し得る。例えば、タイミングコンポーネント５１５は、本明細書
で論じられる読み出し及び書き込み等のメモリ機能を実行するためのスイッチング及び電
圧印加に対するタイミングを含む、様々なワード線１１０－ｂの選択又はプレート２１０
－ａのバイアスのタイミングを制御し得る。例えば、タイミングコンポーネント５１５は
、デジット線の電圧が閾値に達したことを判定し得、（例えば、バイアスコンポーネント
と通信することによって）該判定に少なくとも部分的に基づいて、対応するコンデンサの
分離を容易にし得る。タイミングコンポーネント５１５はまた、コンデンサが分離された
後の関連するセンスコンポーネント（例えば、センスコンポーネント１２５－ｂ）の活性
化を容易にする。これ又はその他の例では、タイミングコンポーネント５１５は、（例え
ば、セルの再初期化のために）セルが再選択される時期を判定し得る。例えば、タイミン
グコンポーネント５１５は、センスコンポーネントの活性化を検出し得、該検出に基づい
てセルの再選択を開始し得る。
【００５５】
　幾つかの例では、タイミングコンポーネント５１５は、ワード線１１０－ｂの電圧が第
１の閾値に達したことを判定し得、該判定に少なくとも部分的に基づいてコンデンサをセ
ンスコンポーネントから分離することを容易にし得る。タイミングコンポーネント５１５
は、デジット線の電圧が閾値時間の間に第２の閾値に達したことを判定し得、該判定に少
なくとも部分的に基づいてワード線１１０－ｂの電圧を削減することを容易にし得る。こ
れ又はその他の例では、タイミングコンポーネント５１５は、ワード線への電圧の印加に
基づいてコンデンサへの電圧の印加を開始し得る。
【００５６】
　幾つかの例では、タイミングコンポーネント５１５は、ワード線への電圧の再印加に基
づいてコンデンサへの電圧の印加を容易にし得る。タイミングコンポーネント５１５はま
た、ワード線への電圧の印加後であってセンスコンポーネントが分離される前に、コンデ
ンサへの第１の電圧の印加を開始し得る。この又はその他の例では、タイミングコンポー
ネント５１５は、センスコンポーネント電圧の参照電圧との比較後の第２の電圧への第１
の電圧の削減を容易にし得る。第２の電圧はセンスコンポーネントの電圧と等しくてもよ
い。幾つかのシナリオでは、タイミングコンポーネント５１５は、セルの物理的特徴に基
づいて比較のタイミングを判定し得る。幾つかの場合では、タイミングコンポーネント５
１５は、バイアスコンポーネント５１０の動作を制御し得る。
【００５７】
　参照コンポーネント５２０は、センスコンポーネント１２５－ｂに対する参照信号を生
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成するための様々なコンポーネントを含み得る。参照コンポーネント５２０は、参照信号
を生み出すように特に構成された回路を含み得る。幾つかの場合、参照コンポーネント５
２０はその他の強誘電体メモリセル１０５であり得る。幾つかの例では、参照コンポーネ
ント５２０は、図３を参照しながら記述したように、２つのセンス電圧間の値を有する電
圧を出力するように構成され得る。又は、参照コンポーネント５２０は、事実上の接地電
圧（すなわち、約０Ｖ）を出力するように設計され得る。
【００５８】
　センスコンポーネント１２５－ｂは、デジット線１１５－ｂを通じたメモリセル１０５
－ｂからの信号を参照コンポーネント５２０からの参照信号と比較し得る。論理状態を判
定すると、該出力が、メモリアレイ１００－ａの一部であるメモリデバイスを使用して電
子デバイスの動作に従って用いられ得る場合には、センスコンポーネントは、該出力をラ
ッチ５２５にその後蓄積し得る。幾つかの場合、センスコンポーネント１２５－ｂはセン
スアンプである。
【００５９】
　図６は、本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセ
ルセンシングを支持するシステム６００を説明する。システム６００は、様々なコンポー
ネントと接続し又は様々なコンポーネントを物理的に支持するプリント回路基板であり得
又は該プリント回路基板を含み得る、デバイス６０５を含み得る。デバイス６０５は、図
１及び図５を参照しながら記述したメモリアレイ１００の一例であり得るメモリアレイ１
００－ｂを含む。メモリアレイ１００－ｂは、図１及び図５を参照しながら記述したメモ
リコントローラ１４０と図１、図２、及び図５を参照しながら記述したメモリセル１０５
の一例であり得るメモリコントローラ１４０－ｂ及びメモリセル１０５－ｃを含み得る。
デバイス６０５はまた、プロセッサ６１０、ＢＩＯＳコンポーネント６１５、周辺コンポ
ーネント６２０、及び入出力制御コンポーネント６２５を含み得る。デバイス６０５のコ
ンポーネントはバス６３０を通じて相互に電子通信し得る。
【００６０】
　プロセッサ６１０は、メモリコントローラ１４０－ｂを通じてメモリアレイ１００－ｂ
を動作するように構成され得る。幾つかの場合では、プロセッサ６１０は、図１及び図５
を参照しながら記述したメモリコントローラ１４０の機能を実行し得る。その他の場合で
は、メモリコントローラ１４０－ｂはプロセッサ６１０中に集積され得る。プロセッサ６
１０は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回
路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）若しくはその他の
プログラム可能論理デバイス、分離したゲート若しくはトランジスタ論理、分離したハー
ドウェアコンポーネントであり得、又はこれらの種類のコンポーネントの組み合わせであ
り得、プロセッサ６１０は、センスコンポーネント（例えば、センスアンプ）の活性化よ
りも前に蓄積コンポーネントをその対応するデジット線から分離することを含む本明細書
で記述される様々な機能を実行し得る。プロセッサ６１０は、例えば、デバイス６０５に
様々な機能又はタスクを実行させるために、メモリアレイ中１００－ｂに蓄積されたコン
ピュータ可読の指令を実行するように構成され得る。
【００６１】
　ＢＩＯＳコンポーネント６１５は、システム６００の様々なハードウェアコンポーネン
トを初期化及び実行し得る、ファームウェアとして動作するベーシックインプット／アウ
トプットシステム（ＢＩＯＳ）を含むソフトウェアコンポーネントであり得る。ＢＩＯＳ
コンポーネント６１５はまた、プロセッサ６１０と様々なコンポーネント、例えば、周辺
コンポーネント６２０、入出力コンポーネント６２５等との間で流れるデータを管理し得
る。ＢＩＯＳコンポーネント６１５は、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメ
モリ、又は任意のその他の不揮発性メモリ中に蓄積されたプログラム又はソフトウェアを
含み得る。
【００６２】
　周辺コンポーネント６２０は、デバイス６０５中に集積される、任意の入力若しくは出
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力デバイス又はそうしたデバイスのためのインタフェースであり得る。一例として、ディ
スクコントローラ、音声コントローラ、画像コントローラ、イーサネットコントローラ、
モデム、ＵＳＢコントローラ、直列若しくは並列ポート、又はペリフェラルコンポーネン
トインタコネクト（ＰＣＩ）若しくはアクセラレーテッドグラフィックスポート（ＡＧＰ
）スロット等の周辺カードスロットが挙げられる。
【００６３】
　入出力制御コンポーネント６２５は、プロセッサ６１０と周辺コンポーネント６２０、
入力部６３５装置、又は出力部６４０装置との間のデータ通信を管理し得る。入出力制御
コンポーネント６２５はまた、デバイス６０５中に集積されない周辺装置を管理し得る。
幾つかの場合では、入出力制御コンポーネント６２５は、外部周辺装置への物理的接続又
はポートを表し得る。
【００６４】
　入力部６３５は、デバイス６０５又はそのコンポーネントに入力を提供する、デバイス
６０５の外にあるデバイス又は信号を表し得る。これは、ユーザインタフェース、又はそ
の他のデバイスとのインタフェース若しくはその他のデバイス間のインタフェースを含み
得る。幾つかの場合、入力部６３５は、周辺コンポーネント６２０を介してデバイス６０
５とインタフェースで連結する周辺装置であり得、又は入出力制御コンポーネント６２５
により管理され得る。
【００６５】
　出力部６４０は、デバイス６０５又はその何れかのコンポーネントからの出力を受信す
るように構成された、デバイス６０５の外にあるデバイス又は信号を表し得る。出力部６
４０の一例は、表示装置、音声スピーカ、プリントデバイス、別のプロセッサ、又はプリ
ント回路基板等を含み得る。幾つかの場合では、出力部６４０は、周辺コンポーネント６
２０を介してデバイス６０５とインタフェースで連結する周辺装置であり得、又は入出力
制御コンポーネント６２５により管理され得る。
【００６６】
　メモリコントローラ１４０－ｂ、デバイス６０５、及びメモリアレイ１００－ｂのコン
ポーネントは、それらの機能を実行するように設計された回路で成り立ってもよい。これ
は、本明細書に記載される機能を実行するように構成された様々な回路素子、例えば、導
電線、トランジスタ、コンデンサ、インダクタ、抵抗、アンプ、又はその他の能動素子若
しくは非能動素子を含み得る。
【００６７】
　図７は、本開示の様々な実施形態に従ったデジット線の分離を備えたメモリセルセンシ
ングのための方法７００を説明するフローチャートを示す。方法７００の動作は、図１～
図６を参照しながら記述したようなメモリアレイ１００によって実装され得る。例えば、
方法７００の動作は、図１、図５、及び図６を参照しながら記述したようにメモリコント
ローラ１４０によって実行され得る。幾つかの例では、メモリコントローラ１４０は、後
述する機能を実行するために、メモリアレイ１００の機能的要素を制御するための一式の
コードを実行し得る。加えて又は代えて、メモリコントローラ１４０は、以下で記述され
る機能の態様を専用のハードウェアを使用して実行してもよい。
【００６８】
　ブロック７０５において、方法は、図１～図６を参照しながら記述したように、強誘電
体メモリセルの強誘電体コンデンサと電子通信する選択コンポーネントを使用して強誘電
体メモリセルを選択することを含み得る。幾つかの場合、強誘電体メモリセルを選択する
ことは選択コンポーネントのワード線を活性化することを含む。選択の以前に、強誘電体
コンデンサは、第１の状態又は第２の状態に初期化され得る。幾つかの例では、ブロック
７０５の動作は、図５及び図６を参照しながら記述したように、バイアスコンポーネント
５１０により実行又は容易にされてもよい。
【００６９】
　ブロック７１０において、方法は、図１～図６を参照しながら記述したように、選択コ
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ンポーネントと電子通信するセンスアンプから強誘電体メモリセルの強誘電体コンデンサ
を分離することを含み得る。幾つかの場合、それは、選択コンポーネントとセンスアンプ
との間のデジット線の電圧が閾値電圧に達したことを判定し得る。そうした場合では、強
誘電体コンデンサは、該判定に少なくとも部分的に基づいて分離され得る。幾つかの例で
は、強誘電体コンデンサを分離することは、強誘電体コンデンサの端子（例えば、コンデ
ンサ底部）と選択コンポーネントのデジット線との間の接続を遮断することを含む。例え
ば、強誘電体コンデンサは、選択コンポーネントのワード線を不活性化することによって
分離され得る。幾つかの例では、ブロック７１０の動作は、図５及び図６を参照しながら
記述したようにバイアスコンポーネント５１０により実行又は容易にされてもよい。
【００７０】
　ブロック７１５において、方法は、図１～図６を参照しながら記述したように、強誘電
体コンデンサをセンスアンプから分離する間にセンスアンプを活性化することを含み得る
。幾つかの場合、センスアンプは、強誘電体コンデンサが分離された後に活性化される。
センスアンプを活性化することは、選択コンポーネントとセンスアンプとの間のデジット
線の電圧を変更することを含み得る。幾つかの場合、強誘電体コンデンサにかかる電圧は
、センスアンプの活性化後のデジット線の電圧に関係なく維持され得る。幾つかの例では
、センスアンプを活性化することは、強誘電体メモリセルの再選択に続き得る。そうした
場合では、該再選択はセンスアンプの活性化に基づき得る。また、強誘電体コンデンサは
第１又は第２の状態に再度初期化され得る。幾つかの例では、ブロック７１５の動作は、
図５及び図６を参照しながら記述したようにバイアスコンポーネント５１０により実行又
は容易にされてもよい。
【００７１】
　図８は、本開示の様々な実施形態に従ったデジット線の分離を備えたメモリセルセンシ
ングのための方法８００を説明するフローチャートを示す。方法８００の動作は、図１～
図６を参照しながら記述したように、メモリアレイ１００により実装され得る。例えば、
方法８００の動作は、図１、図５、及び図６を参照しながら記述したようにメモリコント
ローラ１４０によって実行され得る。幾つかの例では、メモリコントローラ１４０は、後
述する機能を実行するために、メモリアレイ１００の機能的要素を制御するための一式の
コードを実行し得る。加えて又は代えて、メモリコントローラ１４０は、以下で記述され
る機能の態様を専用のハードウェアを使用して実行してもよい。
【００７２】
　ブロック８０５において、方法は、図１～図６を参照しながら記述したように、強誘電
体コンデンサ及びセンスアンプと電子通信する選択コンポーネントのワード線に電圧を印
加することを含み得る。幾つかの例では、ワード線への電圧の印加に少なくとも部分的に
基づいて強誘電体コンデンサに（例えば、プレートに）該電圧が印加され得る。幾つかの
場合、強誘電体コンデンサは、該電圧の印加よりも前に第１又は第２の状態に初期化され
得る。そうしたシナリオでは、ワード線に電圧が印加され得、強誘電体コンデンサに（例
えばプレートに）電圧（例えば、書き込み電圧）が印加され得る。幾つかの例では、ブロ
ック８０５の動作は、図５及び図６を参照しながら記述したようにバイアスコンポーネン
ト５１０により実行又は容易にされてもよい。
【００７３】
　ブロック８１０において、方法は、ワード線の電圧を（例えば、不活性化値等の第１の
閾値に）削減することを含み得る。強誘電体コンデンサは、図１～図６を参照しながら記
述したように、ワード線の電圧の削減に少なくとも部分的に基づいてセンスアンプから分
離され得る（例えば、強誘電体コンデンサは、電圧が第１の閾値に到達することに少なく
とも部分的に基づいて分離され得る）。幾つかの例では、選択コンポーネントのデジット
線電圧が閾値時間の間に第２の閾値に達したことが判定され得る。そうしたシナリオでは
、ワード線電圧の削減は、デジット線電圧が第２の閾値に達したとの判定に少なくとも部
分的に基づき得る。選択コンポーネントのデジット線の電圧は、ワード線の電圧の削減に
関係なく維持され得る。幾つかの場合、ワード線への電圧の印加後であってセンスアンプ
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が分離される前に、第１の電圧が強誘電体コンデンサに（例えば、プレートに）印加され
得る。そうした場合では、第１の電圧は、センスアンプの電圧の参照電圧との比較に、第
１の電圧は第２の電圧に変更（例えば、削減）され得る。第２の電圧はセンスアンプの電
圧と等しくてもよい。幾つかの例では、ブロック８１０の動作は、図５及び図６を参照し
ながら記述したようにバイアスコンポーネント５１０により実行又は容易にされてもよい
。
【００７４】
　ブロック８１５において、方法は、図１～図６を参照しながら記述したように、強誘電
体コンデンサが分離される間にセンスアンプの電圧を参照電圧と比較することを含む。幾
つかの例では、比較のタイミングは、強誘電体メモリセルの物理的特徴に少なくとも部分
的に基づき得る。幾つかの例では、ブロック１１１５の動作は、図５及び図６を参照しな
がら記述したようにバイアスコンポーネント５１０により実行又は容易にされてもよい。
【００７５】
　したがって、方法７００及び８００は、蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセル
センシングを提供し得る。方法７００及び８００は可能な実装を記述し、該動作及びステ
ップは、その他の実装が可能であるように組み替えられ得、さもなければ変更され得るこ
とに留意すべきである。幾つかの例では、方法７００及び８００の内の２つ以上からの態
様が結合されてもよい。
【００７６】
　本明細書の記述は、例示を提供し、請求項に記載される範囲、適用性、又は例を制限し
ない。開示の範囲から逸脱することなく、論じられた要素の機能及び配置の変更がなされ
得る。様々な例では、様々な手順又はコンポーネントを適宜省略し得、代替し得、又は追
加し得る。また、幾つかの例に関して記述された特徴は、その他の例に結合され得る。
【００７７】
　添付の図面に関連して本明細書に記載される説明は、例示的構成を記述し、実装され得
る又は請求項の範囲内にある全ての例を表さない。本明細書で使用される用語“例”及び
“模範的”は、“好適”又は“その他の例に対して有利”ではなく、“一例、実例、又は
説明として役立つこと”を意味する。詳細な説明は、記述される技術の理解を提供する目
的のための具体的詳細を含む。これらの技術は、しかしながら、これらの具体的詳細なし
に実施され得る。幾つかの実例では、記述される例の内容を不明確にすることを避けるた
めに、周知の構造体及びデバイスはブロック図の形式で示される。
【００７８】
　添付の図において、同様のコンポーネント又は特徴は、同様の参照ラベルを有し得る。
更に、同じ種類の様々なコンポーネントは、同様のコンポーネントの中で区別するダッシ
ュ及び第２のラベルを参照ラベルに続けることによって区別され得る。第１の参照ラベル
が明細書に使用される場合、説明は、第２の参照ラベルに関係なく同じ第１の参照ラベル
を有する同様のコンポーネントの任意の１つに適用できる。
【００７９】
　本明細書に記述される情報及び信号は、様々な異なる科学技術及び技術の何れかを使用
して表され得る。例えば、上述の説明を通じて言及され得るデータ、命令、コマンド、情
報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒
子、光場若しくは光粒子、又はそれらの任意の組み合わせにより表され得る。幾つかの図
は、複数の信号を単一の信号として説明するが、バスが様々なビット幅を有する場合に、
信号は複数の信号のバスを表し得ることを当該技術分野の技術者は理解するであろう。
【００８０】
　本明細書で用いられるように、用語“事実上の接地（virtual ground）”は、約ゼロボ
ルト（０Ｖ）に保持されるがグランドと直接接続されない電気回路のノードを指す。した
がって、事実上の接地の電圧は、一時的に変動し得、定常状態で約０Ｖに戻り得る。事実
上の接地は、動作可能なアンプ及び抵抗を含む電圧ドライバ等の様々な電子回路素子を使
用して実装され得る。その他の実装も可能である。
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【００８１】
　用語“電子通信”は、コンポーネント間の電子流動を支持するコンポーネント間の関係
を指す。これは、コンポーネント間の直接接続を含み、又は介在コンポーネントを含み得
る。電子通信におけるコンポーネントは、（例えば、通電された回路中の）電子又は信号
を能動的に交換し得、又は（例えば、非通電の回路中の）の電子又は信号を能動的に交換
しないかもしれないが、回路が通電されると電子又は信号を交換するように構成され得又
は動作可能であり得る。例として、スイッチ（例えば、トランジスタ）を介して物理的に
接続された２つのコンポーネントは、スイッチの状態（すなわち、開放又は閉鎖）に係わ
らず電子通信する。用語“分離された（isolated）”はコンポーネント間の電子流動を支
持しないコンポーネント間の関係を指す。例えば、スイッチにより物理的に接続された２
つのコンポーネントは、スイッチが開放された場合に相互に分離され得る。
【００８２】
　メモリアレイ１００を含む本明細書で論じられるデバイスは、シリコン、ゲルマニウム
、シリコンゲルマニウム合金、ヒ化ガリウム、窒化ガリウム等の半導体基板上に形成され
得る。幾つかの場合では、該基板は半導体ウエハである。その他の場合では、該基板は、
シリコンオンガラス（ＳＯＧ）若しくはシリコンオンサファイア（ＳＯＰ）等のシリコン
オンインシュレータ（ＳＯＩ）基板、又は別の半導体上の半導体材料のエピタキシャル層
であり得る。基板又は基板のサブ領域の導電性は、リン、ボロン、又はヒ素を含むがそれ
らに限定されない様々な化学種を用いたドーピングを通じて制御され得る。ドーピングは
、イオン注入により、又はその他のドーピング手段により、基板の初期の形成又は成長中
に実行され得る。
【００８３】
　本明細書で論じられるトランジスタは、電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）を表し得、ソ
ース、ドレイン、及びゲートを含む３端子デバイスを含み得る。端子は、導電性材料、例
えば金属を通じて他の電子素子に接続され得る。ソース及びドレインは、導電性であり得
、高濃度にドープされた、例えば縮退した、半導体領域を含み得る。ソース及びドレイン
は、低濃度にドープされた半導体領域又はチャネルによって分離され得る。チャネルがｎ
型（すなわち、主たるキャリアが電子である）場合、該ＦＥＴはｎ型ＦＥＴと称され得る
。チャネルがｐ型（すなわち、主たるキャリアがホールである）場合、該ＦＥＴはｐ型Ｆ
ＥＴと称され得る。チャネルは、絶縁ゲート酸化物によって覆われ得る。チャネル導電性
は、電圧をゲートに印加することによって制御され得る。例えば、正の電圧又は負の電圧
をｎ型ＦＥＴ又はｐ型ＦＥＴに夫々印加することは、チャネルが導電性になる結果をもた
らす。トランジスタの閾値電圧以上の電圧がトランジスタのゲートに印加される場合、ト
ランジスタは“オン”又は“活性化”にされ得る。トランジスタの閾値電圧未満の電圧が
トランジスタのゲートに印加される場合、トランジスタは“オフ”又は“不活性化”にさ
れ得る。
【００８４】
　本明細書の開示と関連して記述される様々な説明ブロック、コンポーネント、及びモジ
ュールは、汎用プロセッサ、ＤＳＰ、ＡＳＩＣ，ＦＰＧＡ若しくはプログラム可能論理デ
バイス、分離したゲート若しくはトランジスタ論理、分離したハードウェアコンポーネン
ト、又は本明細書に記述される機能を実行するように設計されたそれらの組み合わせで実
装又は実行され得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであり得るが、代わりに、
プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、又はス
テートマシーンであり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わ
せ（例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、
ＤＳＰコアと併せた１つ以上のマイクロプロセッサ、又は任意のその他の構成）として実
装され得る。
【００８５】
　本明細書に記述される機能は、ハードウェア、プロセッサにより実行されるソフトウェ
ア、ファームウェア、又はそれらの任意の組み合わせで実装され得る。プロセッサにより
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の命令又はコードとして蓄積され又は送信され得る。その他の例及び実装は、本開示及び
添付の請求項の範囲内である。例えば、ソフトウェアの性質に起因して、上述の機能は、
プロセッサにより実行されるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、又はこれら
の任意の組み合わせを用いて実装できる。機能を実装するフィーチャはまた、機能の部分
が異なる物理的位置に実装されるように分配されることを含む、様々な位置に物理的に配
置され得る。また、請求項を含む本明細書で使用されるように、項目のリスト（例えば、
“少なくとも１つの”又は“１つ以上の”等の句により前置きされる項目のリスト）に使
用されるような“又は”は、例えば、Ａ、Ｂ、又はＣの少なくとも１つのリストがＡ又は
Ｂ又はＣ又はＡＢ又はＡＣ又はＢＣ又はＡＢＣ（すなわちＡ及びＢ及びＣ）を意味するよ
うに包含的リストを示す。
【００８６】
　コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を
容易にする任意の媒体を含む非一時的コンピュータ記憶媒体及び通信媒体の両方を含む。
非一時的記憶媒体は、汎用又は専用のコンピュータによりアクセスできる任意の利用可能
な媒体であり得る。例として、非限定的に、非一時的コンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、
ＲＯＭ、電気的消去可能プログラム可能リードオンリーメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、コンパ
クトディスク（ＣＤ）ＲＯＭ若しくはその他の光ディスクストレージ、磁気ディスクスト
レージ若しくはその他の磁気ストレージデバイス、又は所望のプログラムコード手段を命
令若しくはデータ構造の形式で搬送若しくは蓄積するのに使用され得且つ汎用若しくは専
用コンピュータ又は汎用若しくは専用プロセッサによりアクセスできる任意のその他の非
一時的媒体を含み得る。
【００８７】
　また、任意の接続は、コンピュータ可読媒体として適切に称される。例えば、同軸ケー
ブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、又は赤外線、
無線、及びマイクロ波等の無線技術を用いてウェブサイト、サーバ、又は遠隔ソースから
ソフトウェアが転送される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デ
ジタル加入者線（ＤＳＬ）、又は赤外線、無線、及びマイクロ波等の無線技術は、媒体の
定義に含まれる。本明細書で使用されるように、光学ディスク（disk）及び磁気ディスク
（disc）は、光ディスクがレーザでデータを光学的に再生する一方で、磁気ディスクがデ
ータを磁気的に通常再生する場合に、ＣＤ、レーザディスク、光ディスク、デジタル多目
的ディスク（ＤＶＤ）、フロッピーディスク、ブルーレイディスクを含む。上の組み合わ
せもまたコンピュータ可読場板の範囲内に含まれる。
【００８８】
　本明細書の説明は、当業者が開示を製作又は使用可能なように提供される。開示への様
々な変形が当業者に容易に分かり、本明細書で定義される通用の原理は開示の範囲を逸脱
することなくその他の変形に適用し得る。したがって、開示は、本明細書に記述された例
示及び設計に制限されるべきではないが、本明細書に開示された原理及び新規のフィーチ
ャと一致する最も広い範囲に一致すべきである。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年10月26日(2018.10.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許出願は、その譲受人に与えられた２０１６年３月１１日出願のＶｉｍｅｒｃａｔ
ｉによる名称“蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセルセンシング”の米国特許出
願番号１５／０６７，９５４の優先権を主張する２０１７年３月３日出願の名称“蓄積コ
ンポーネントの分離を備えたメモリセルセンシング”の特許協力条約出願番号ＰＣＴ／Ｕ
Ｓ２０１７／０２０６８７の優先権を主張し、それら各々は、本明細書にその全体が参照
により明確に組み込まれる。
【０００２】
　以下は、概してメモリデバイスに関し、より具体的には蓄積コンポーネントの分離を備
えたメモリセルセンシングに関する。
【背景技術】
【０００３】
　メモリデバイスは、コンピュータ、無線通信デバイス、カメラ、及びデジタル表示装置
等の様々な電子デバイスに情報を蓄積するために広く使用される。情報は、メモリデバイ
スの異なる状態をプログラミングすることによって蓄積される。例えば、バイナリデバイ
スは、論理“１”又は論理“０”によりしばしば示される２つの状態を有する。その他の
システムでは、３つ以上の状態が蓄積され得る。蓄積された情報にアクセスするために、
電子デバイスは、メモリデバイス中の蓄積状態を読み出し、又はセンシングし得る。情報
を蓄積するために、電子デバイスは、メモリデバイス中に状態を書き込み、又はプログラ
ミングし得る。
【０００４】
　ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、ダイナミック
ＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、同期型ダイナミックＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、強誘電体ＲＡＭ、磁気
ＲＡＭ（ＭＲＡＭ）、抵抗変化ＲＡＭ（ＲＲＡＭ）、及びフラッシュメモリ等を含む様々
な種類のメモリデバイスが存在する。メモリデバイスは揮発性又は不揮発性であり得る。
不揮発性メモリ、例えばフラッシュメモリは、外部電源が存在しない場合であっても長時
間、データを蓄積できる。揮発性メモリ、例えばＤＲＡＭは、外部電源により定期的にリ
フレッシュされない限り、それらの蓄積状態を時間と共に喪失し得る。バイナリメモリデ
バイスは、例えば、充電又は放電されるコンデンサを含み得る。充電されたコンデンサは
、リーク電流を通じて時間と共に放電され得、蓄積された情報の喪失をもたらす。定期的
なリフレッシュなしにデータを蓄積する能力等の不揮発性メモリの特徴が利点であり得る
一方で、揮発性メモリの幾つかの特徴は、高速な読み出し又は読み出し速度等の性能の利
点を提供し得る。
【０００５】
　ＦｅＲＡＭは、揮発性メモリと同様のデバイスアーキテクチャを使用し得るが、ストレ
ージデバイスとしての強誘電体コンデンサの使用に起因して不揮発性の特質を有する。Ｆ
ｅＲＡＭデバイスは、それ故、その他の不揮発性及び揮発性メモリデバイスと比較して向
上した性能を有し得る。ＦｅＲＡＭの性能は、ＦｅＲＡＭアレイに使用されるコンデンサ
から抽出される信号を増加させることによって更に向上され得る、しかしながら、コンデ
ンサから抽出される信号を増加させることは、（例えば、過充電を介して）コンデンサに
ストレスを与え、ＦｅＲＡＭを損傷し得る。
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【０００６】
　本明細書の開示は、以下の図面に言及し、以下の図面を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセル
センシングを支持する例示的メモリアレイを説明する。
【図２】本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセル
センシングを支持するメモリセルの例示的な回路を説明する。
【図３】本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセル
センシングを支持する強誘電体メモリセルに対する例示的ヒステリシス曲線を説明する。
【図４】本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセル
センシングを支持する強誘電体メモリセルを動作するための図を説明する。
【図５】本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセル
センシングを支持するメモリアレイを説明する。
【図６】本開示の様々な実施形態に従ったデジット線の分離を備えたメモリセルセンシン
グを支持する、メモリアレイを含むシステムを説明する。
【図７】本開示の様々な実施形態に従ったデジット線の分離を備えたメモリセルセンシン
グのための１つ以上の方法を説明するフローチャートである。
【図８】本開示の様々な実施形態に従ったデジット線の分離を備えたメモリセルセンシン
グのための１つ以上の方法を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　メモリセルセンシングの正確性は、メモリセルのコンデンサが過充電になることを防止
するセンシングスキームを用いることによって、セルにストレスを与えずに向上し得る。
例えば、メモリセルコンデンサは、読み出し動作中にメモリセルアレイのデジット線から
電気的に分離され得、それは、読み出し動作中にコンデンサに印加される電圧を制限し得
、それ故、過充電の可能性を削減する。
【０００９】
　強誘電体メモリセルを含む、メモリアレイ内のメモリセルは、ワード線及びデジット線
ンによりアクセスされ得る。アクセスは、セルへの書き込み（例えば、論理状態の蓄積）
又はセルの読み出し（例えば、蓄積された論理状態の読み出し）を含み得る。各セルは、
セルの論理値を蓄積するのに用いられる強誘電体コンデンサ又はその他の蓄積コンポーネ
ントを有し得る。単一のデジット線は、複数のメモリセルを接続し、読み出し動作中に活
性化された場合にメモリセルの蓄積された論理状態を判定するのに使用されるセンスアン
プに接続され得る。例えば、活性化されたセンスアンプはセルから抽出された信号（例え
ば、電圧）を参照信号と比較し得る。
【００１０】
　セルから抽出される電荷がより大きいほど、蓄積状態を判定するために読み出し可能な
信号はより大きくなる。より大きな信号は読み出しの正確性を増加し得る。セルのコンデ
ンサから抽出された電荷の量は、読み出し動作中に強誘電体コンデンサのプレートに、よ
り高い（すなわち、押し上げられた）電圧を印加することによって増加し得る。しかしな
がら、高いプレート電圧は、センスアンプが活性化された場合にコンデンサが過充電の影
響をより受けやすくし得る。例えば、センスアンプが活性化された場合にコンデンサにか
かる電圧のスパイクと、押し上げられたプレート電圧とに起因して、コンデンサにかかる
総電圧は定格電圧閾値を超え得る。強誘電体材料の破損評価を超える幾つかの場合、それ
は、（例えば、内部短絡を介して）コンデンサに損傷をもたらし得る。ストレスが与えら
れたコンデンサは、予測不可能な挙動を示し得、又は寿命の減少に悩まされ得る。そうし
たセルコンデンサへのストレスを避けるために、コンデンサは、センスアンプが活性化さ
れる前にデジット線から分離され得る。
【００１１】
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　後述するように、強誘電体メモリセルのコンデンサは、読み出し動作中にデジット線か
ら分離され得、それ故、センスアンプから分離され得る。コンデンサは、メモリセルの選
択コンポーネント（例えば、トランジスタ）の不活性化により分離され得、それは、デジ
ット線及びコンデンサによる電荷共有を防止し得る。コンデンサの分離は、コンデサにス
トレスを与えずに読み出し動作中に使用されるより大きな電圧を可能にし得、それ故、メ
モリセルの破壊又は危険についての懸念を少なくしつつ読み出しの正確性の増加を可能に
し得る。
【００１２】
　上で紹介された開示の特徴は、メモリセルの文脈において以下で更に記述される。蓄積
コンポーネントの分離を備えたメモリセルセンシングに対する具体例が続いて記述される
。開示のこれら又はその他の特徴は、読み出し動作中の蓄積コンポーネントの分離に関す
る装置図、システム図、及びフローチャートにより更に説明され、それらの図を参照しな
がら記述される。
【００１３】
　図１は、本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセ
ルセンシングを支持する例示的メモリアレイ１００を説明する。メモリアレイ１００は電
子メモリ装置とも称され得る。メモリアレイ１００は、異なる状態を蓄積するようにプロ
グラム可能なメモリセル１０５を含む。各メモリセル１０５は、論理０及び論理１として
示される２つの状態を蓄積するようにプログラム可能であり得る。幾つかの場合では、メ
モリセル１０５は、３つ以上の論理状態を蓄積するように構成される。メモリセル１０５
は、プログラム可能な状態を表す電荷を蓄積するためのコンデンサを含み得、例えば、充
電及び放電されるコンデンサは２つの論理状態を表し得る。ＤＲＡＭアーキテクチャは一
般的にそうした設計を使用し得、用いられるコンデンサは、線形電気分極特性を備えた誘
電体材料を含み得る。対照的に、強誘電体メモリセルは、誘電体材料として強誘電性を有
するコンデンサを含み得る。強誘電体コンデンサの電荷の異なるレベルは、異なる論理状
態を表し得る。強誘電体材料は、非線形の分極特性を有し、強誘電体メモリセル１０５の
幾つかの詳細及び利点が以下で論じられる。
【００１４】
　読み出し及び書き込み等の動作は、適切なワード線１１０及びデジット線１１５を活性
化又は選択することによってメモリセル１０５上で実行され得る。ワード線１１０又はデ
ジット線１１５を活性化又は選択することは、個々の線に電位を印加することを含み得る
。幾つかの場合では、デジット線１１５はビット線と称され得る。ワード線１１０及びデ
ジット線１１５は、導電性材料で作られてもよい。幾つかの例では、ワード線１１０及び
デジット線１１５は金属（例えば、銅、アルミニウム、金、タングステン等）で作られて
もよい。図１の例に従うと、メモリセル１０５の各行は単一のワード線１１０に接続され
、メモリセル１０５の各列は単一のデジット線１１５に接続される。１つのワード線１１
０及び１つのデジット線１１５を活性化することによって、それらの交点で単一のメモリ
セル１０５がアクセスされ得る。ワード線１１０及びデジット線１１５の交点はメモリセ
ルのアドレスと称され得る。
【００１５】
　幾つかのアーキテクチャでは、セルの蓄積コンポーネント、例えばコンデンサは、選択
デバイスによってデジット線から電気的に分離され得る。ワード線１１０は、選択デバイ
スに接続され得、選択デバイスを制御し得る。例えば、選択デバイスはトランジスタであ
ってもよく、ワード線１１０は、トランジスタのゲートに接続されてもよい。ワード線１
１０の活性化は、メモリセル１０５のコンデンサとその対応するデジット線１１５との電
気的接続をもたらす。デジット線は、メモリセル１０５を読み出すかメモリセル１０５に
書き込むかの何れかのためにその後アクセスされ得る。幾つかの場合では、ワード線１１
０は、特定のメモリセル１０５が読み出し動作のために選択された後に読み出し動作中に
不活性化され得る。以下に更に詳述されるように、この技術は、センスコンポーネント１
２５の活性化によりデジット線電圧が変更される前にメモリセル１０５の蓄積コンポーネ
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ント（例えば、コンデンサ）をその対応するデジット線から分離することによってメモリ
セル１０５上のストレスを防止し得る。
【００１６】
　メモリセル１０５へのアクセスは、行デコーダ１２０及び列デコーダ１３０を通じて制
御され得る。例えば、行デコーダ１２０は、メモリコントローラ１４０から行アドレスを
受信し得、受信された行アドレスに基づいて適切なワード線１１０を活性化し得る。同様
に、列デコーダ１３０は、メモリコントローラ１４０から列アドレスを受信し、適切なデ
ジット線１１５を活性化する。したがって、ワード線１１０及びデジット線１１５を活性
化することによって、メモリセル１０５はアクセスされ得る。
【００１７】
　アクセスすると、メモリセル１０５は、センスコンポーネント１２５によって読み出さ
れ得又はセンシングされ得る。例えば、センスコンポーネント１２５は、メモリセル１０
５の蓄積状態を判定するために、関連するデジット線１１５の信号（例えば電圧）を参照
信号（図示せず）と比較し得る。デジット線１１５が参照電圧よりも高い電圧を有する場
合、続いてセンスコンポーネント１２５は、メモリセル１０５の蓄積状態が論理１又はそ
の逆であるかを判定し得る。センスコンポーネント１２５は、ラッチングと称され得る、
信号の差を検出及び増幅するための様々なトランジスタ又はアンプを含み得る。幾つかの
場合では、センスコンポーネント１２５は、センスアンプを含み得、又はセンスアンプと
称され得る。メモリセル１０５の検出された論理状態は、列デコーダ１３０を通じて、出
力１１３５としてその後出力され得る。センスコンポーネント１２５の性能は、メモリセ
ル１０５の蓄積状態を表す信号間の差が大きい場合により正確になり得る。それ故、メモ
リセル１０５の蓄積状態に対応する信号間の差を増加させるセンシングスキームが用いら
れ得る。
【００１８】
　メモリセル１０５は、関連するワード線１１０及びデジット線１１５を活性化すること
によってセット又は書き込みされ得る。上で論じられたように、ワード線１１０の活性化
は、（複数の）メモリセル１０５の対応する行をそれらの個々のデジット線１１５に電気
的に接続する。ワード線１１０が活性化される間に、関連するデジット線１１５を制御す
ることによって、メモリセル１０５は書き込まれ得、すなわち、論理値がメモリセル１０
５に蓄積され得る。列デコーダ１３０は、メモリセル１０５に書き込まれるデータ、例え
ば入力１３５を受け入れ得る。強誘電体コンデンサの場合、メモリセル１０５は、強誘電
体コンデンサに電圧を印加することによって書き込まれる。このプロセスは、より詳細に
以下で論じられる。
【００１９】
　幾つかのメモリアーキテクチャでは、メモリセル１０５へのアクセスは、蓄積された論
理状態を劣化又は破壊し得、元の論理状態をメモリセル１０５に戻すために再書き込み又
はリフレッシュ動作が実行され得る。ＤＲＡＭでは、例えば、コンデンサは、センシング
動作中に部分的又は完全に放電され得、蓄積された論理状態を破損する。そのため、セン
シング動作の後に論理状態が再書き込みされ得る。また、単一のワード線１１０を活性化
することは、行中の全てのメモリセルの放電をもたらし得、それ故、行中の幾つか又は全
てのメモリセル１０５は再書き込みが必要であり得る。
【００２０】
　ＤＲＡＭを含む幾つかのメモリアーキテクチャは、外部電源により定期的にリフレッシ
ュされない限り、それらの蓄積状態を時間と共に喪失し得る。例えば、充電されたコンデ
ンサは、リーク電流を通じて時間と共に放電され得、蓄積された情報の喪失をもたらす。
これらのいわゆる揮発性メモリデバイスのリフレッシュレートは比較的高く、例えば、１
秒間に１０回のリフレッシュ動作がＤＲＡＭに対して用いられ得、それは、著しい消費電
力をもたし得る。より大きなメモリアレイの増加と共に、消費電力の増加は、特に、電池
等の有限の電源に依存するモバイルデバイスのためのメモリアレイの配備又は動作を阻害
し得る（例えば、電力供給、発熱、材料限界等）。
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【００２１】
　強誘電体メモリセルは、しかしながら、その他のメモリアーキテクチャと比較して改善
された性能をもたらし得る有益な特性を有し得る。例えば、強誘電体メモリセルは蓄積さ
れた電荷の劣化に影響を受けにくい傾向があるため、強誘電体メモリセル１０５を用いる
メモリアレイ１００は、ごく僅かなリフレッシュ動作を要求し得るか又は全く要求し得ず
、それ故、動作のためにより少ない電力を要求し得る。また、センシングのためにより大
きな信号が使用される本明細書に記載のセンシングスキームを用いることは、メモリセル
１０５のサイズを削減することを可能にし得、それは、その他のセンシングスキームを用
いるその他のアレイと比較して消費電力の削減を可能にし得る。
【００２２】
　メモリコントローラ１４０は、様々なコンポーネント、例えば、行デコーダ１２０、列
デコーダ１３０、及びセンスコンポーネント１２５を通じてメモリセル１０５の動作（例
えば、読み出し、書き込み、再書き込み、リフレッシュ等）を制御し得る。メモリコント
ローラ１４０は、所望のワード線１１０及びデジット線１１５を活性化するために行及び
列のアドレス信号を生成し得る。メモリコントローラ１４０は、メモリアレイ１００の動
作中に使用される様々な電位をも生成及び制御し得る。例えば、メモリコントローラ１４
０は、センシング中にデジット線１１５を、例えば対応するコンデンサから分離するため
に選択コンポーネントを動作し得る。一般的に、本明細書で論じられる印加電圧の振幅、
形状、存続期間は調整又は変更され得、メモリアレイ１００を動作するための様々な動作
に対して異なり得る。更に、メモリアレイ１００内の１つの、複数の、又は全てのメモリ
セル１０５は同時にアクセスされ得、例えば、メモリアレイ１００の複数又は全てのセル
は、全てのメモリセル１０５又はメモリセル１０５のグループが単一の論理状態にセット
されるリセット動作中に同時にアクセスされ得る。
【００２３】
　本明細書で論じられるように、ある論理状態に初期化された強誘電体メモリセル１０５
が選択され得る。デジット線１１５は、センスコンポーネント１２５によって使用される
閾値電圧まで増加し得る。センスコンポーネント１２５の活性化よりも前に、セル１０５
の論理状態を蓄積するのに使用されるコンデンサはデジット線１１５から分離され得る。
したがって、例えば、より高い読み出し電圧が使用される場合に、メモリセル１０５のコ
ンデンサは、読み出し動作中に過充電されることから防止され得る。この種のセンシング
スキームは、コンデンサにストレスを与えずにセンスアンプによりセンシングされる信号
を増加し得、読み出し動作の正確性を向上させ得る。
【００２４】
　図２は、本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセ
ルセンシングを支持する例示的回路２００を説明する。回路２００は、図１を参照しなが
ら記述したようなメモリセル１０５、ワード線１１０、デジット線１１５、及びセンスコ
ンポーネント１２５の夫々例示であり得る強誘電体メモリセル１０５－ａ、ワード線１１
０－ａ、デジット線１１５－ａ、及びセンスコンポーネント１２５－ａを含む。回路２０
０は、プレート２１０及びセル底部２１５を含む導電端子を含み得るコンデンサ２０５等
の論理蓄積コンポーネントを含む。これらの端子は絶縁性強誘電体材料によって分離され
得る。上述したように、コンデンサ２０５を充電又は放電する、すなわち、コンデンサ２
０５の強誘電体材料を分極することによって様々な状態が蓄積され得る。コンデンサ２０
５の分極に必要な総電荷は、残留分極（Ｐｒ）値と称され得る。コンデンサ２０５の総電
荷の半分に達するコンデンサ２０５の電圧は抗電圧（coercive voltage（ＶＣ））と称さ
れ得る。
【００２５】
　コンデンサ２０５の蓄積状態は、回路２００中に表された様々な素子を動作することに
よって読み出され得又はセンスされ得る。コンデンサ２０５はデジット線１１５－ａと電
子通信し得る。コンデンサ２０５は、それ故、選択コンポーネント２２０が不活性化され
た場合にデジット線１１５ａ－ａから分離され得、コンデンサ２０５は、強誘電体メモリ
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セル１０５－ａを選択するために選択コンポーネント２２０が活性化された場合に、選択
コンポーネント２２０を介してデジット線１１５－ａに接続され得る。言い換えれば、強
誘電体メモリセル１０５－ａは、強誘電体メモリセル１０５－ａが選択コンポーネント２
２０及び強誘電体コンデンサ２０５を含む場合に、強誘電体コンデンサ２０５と電子通信
する選択コンポーネント２２０を使用して選択され得る。幾つかの場合では、選択コンポ
ーネント２２０はトランジスタであってもよく、その動作は、トランジスタのゲートに電
圧（例えば、活性化電圧）を印加することによって制御され得、ここで、該電圧の大きさ
は、トランジスタの閾値よりも大きい。ワード線１１０－ａは、選択コンポーネント２２
０を活性化し得、例えば、ワード線１１０－ａに印加される電圧は、トランジスタのゲー
トに印加され得、コンデンサ２０５をデジット線１１５－ａと接続する。
【００２６】
　図２に示した例では、コンデンサ２０５は強誘電体コンデンサである。コンデンサ２０
５のプレート間の強誘電体材料に起因して、以下のより詳細が論じられるように、コンデ
ンサ２０５は、デジット線１１５－ａに接続されても放電されないかもしれない。代わり
に、プレート２１０は、外部電圧によってバイアスされ得、コンデンサ２０５上の蓄積電
荷の変化をもたらす。蓄積電荷の変化は、コンデンサ２０５の初期の論理状態、すなわち
蓄積された初期の状態が論理１又は論理０の何れであるかに依存する。蓄積電荷の変化は
、メモリセル１０５－ａの蓄積された論理状態を判定するためにセンスコンポーネント１
２５－ａによって参照（例えば、参照電圧）とその後比較され得る。
【００２７】
　具体的なセンシングスキーム又はプロセスは多くの形式をとり得る。一例では、デジッ
ト線１１５－ａは、固有の静電容量を有し得、プレート２１０に印加された電圧に応じて
コンデンサ２０５が充電又は放電すると非ゼロの電圧を発現し得る。固有の静電容量は、
デジット線１１５－ａの、寸法を含む物理的特徴に依存し得る。デジット線１１５－ａは
、（例えば、ｐＦオーダの）無視できない静電容量をもたらす長さをデジット線１１５－
ａが有し得るように、多くのメモリセル１０５に接続し得る。デジット線１１５－ａの後
続の電圧は、コンデンサ２０５の初期の論理状態に依存し得、センスコンポーネント１２
５－ａは、この電圧を参照コンポーネント２２５によって提供された参照電圧と比較し得
る。例えば、プレート２１０に電圧が印加され得、コンデンサ底部２１５における電圧は
、蓄積電荷に関連して変化し得る。コンデンサ底部２１５における電圧は、センスコンポ
ーネント１２５－ａにおける参照電圧と比較され得、参照電圧との比較は、印加された電
圧から生じるコンデンサの２０５の電荷の変化を示し得、それ故、メモリセル１０５－ａ
に蓄積された論理状態を示し得る。コンデンサ２０５の電荷と電圧との関係は、図３を参
照しながら更に詳細が記述される。
【００２８】
　メモリセル１０５－ａを書き込むために、コンデンサ２０５に電圧が印加され得る。様
々な方法が使用され得る。一例では、コンデンサ２０５をデジット線１１５－ａに電気的
に接続するために、選択コンポーネント２２０はワード線１１０－ａを通じて活性化され
得る。デジット線１１５－ａを通じてプレート２１０とコンデンサ底部２１５との電圧を
制御することによって、コンデンサ２０５にかかる電圧が印加され得る。論理０を書き込
むために、プレート２１０は高くされ得、すなわち正の電圧が印加され得、コンデンサ底
部２１５は低くされ得、すなわち、グランドに接続され得、事実上接地され得、又は負の
電圧が印加され得る。論理１を書き込むために反対のプロセスが実行され、すなわち、プ
レート２１０が低くされ、コンデンサ底部２１５が高くされる。プレート２１０に印加さ
れる電圧は書き込み電圧と称され得る。
【００２９】
　コンデンサ２０５の読み出し及び書き込み動作は、強誘電体デバイスと関連する非線形
特性の結果であり得る。図３は、本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの
分離を備えたメモリセルセンシングを支持する強誘電体メモリセルに対するヒステリシス
曲線３００を有するそうした非線形特性の例を説明する。ヒステリシス曲線３００－ａ及
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び３００－ｂは、強誘電体メモリセルの書き込み及び読み出しプロセス夫々の一例を説明
する。ヒステリシス曲線３００は、電圧Ｖの関数として強誘電体コンデンサ（例えば、図
２のコンデンサ２０５）上に蓄積された電荷Ｑを図示する。
【００３０】
　強誘電体材料は、自発的電気分極の特徴があり、すなわち、それは、電界がない場合に
は非ゼロの電気分極を維持する。例示的強誘電体材料は、チタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ

３）、チタン酸鉛（ＰｂＴｉＯ３）、チタン酸ジルコン酸鉛（ＰＺＴ）、及びチタン酸ス
トロンチウムビスマス（ＳＢＴ）を含む。本明細書に記述される強誘電体コンデンサは、
これら又はその他の強誘電体材料を含み得る。強誘電体コンデンサ内の電気分極は、強誘
電体材料の表面に正味電荷をもたらし、コンデンサ端子を通じて反対の電荷を引き付ける
。したがって、強誘電体材料とコンデンサ端子との境界に電荷が蓄積される。比較的長時
間、無期限にさえ、外部に印加された電界がない場合にも、電位分極は維持され得、電荷
漏洩は、例えば、ＤＲＡＭアレイに用いられるコンデンサと比較して十分に減少し得る。
これは、幾つかのＤＲＡＭアーキテクチャに対して上述したように、リフレッシュ動作を
実行する必要性を削減し得る。
【００３１】
　ヒステリシス曲線３００は、コンデンサの単一の端子の視点から理解され得る。一例と
して、強誘電体材料が負の極性を有する場合、端子には正の電荷が蓄積し得る。同様に、
強誘電体材料が正の極性を有する場合、端子には負の電荷が蓄積し得る。また、ヒステリ
シス曲線３００の電圧は、コンデンサにかかる電圧差を表し、指向性があることを理解す
べきである。例えば、正の電圧は、当該の端子に正の電圧が印加され、第２の端子を接地
に維持することによって印加される。負の電圧は、当該の端子を接地に維持し、第２の端
子に正の電圧を印加することによって印加され、すなわち、正の電圧は、当該の端子をマ
イナスに分極されるように印加される。同様に、ヒステリシス曲線３００に示される電圧
差を生成するために、２つの正の電圧、２つの負の電圧、又は正及び負の電圧の任意の組
み合わせが適切なコンデンサ端子に印加され得る。
【００３２】
　ヒステリシス曲線３００－ａに示されるように、強誘電体材料は、ゼロの電圧差で正又
は負の極性を維持し得、２つの可能な電荷状態：電荷状態３０５及び電荷状態３１０をも
たらす。図３の一例に従うと、電荷状態３０５は論理０を表し、電荷状態３１０は論理１
を表す。幾つかの例では、個々の電荷状態の論理値は、メモリセルを動作するためのその
他のスキームに適合するために逆にされてもよい。
【００３３】
　論理０又は１は、強誘電体材料の電気分極、それ故コンデンサ端子上の電荷を電圧の印
加により制御することによってメモリセルに書き込まれ得る。例えば、正味正の電圧３１
５をコンデンサに印加することは、電荷状態３０５－ａに到達するまで電荷の蓄積をもた
らす。電圧３１５を除去すると、電荷状態３０５－ａは、電荷状態３０５がゼロ電位に到
達するまで経路３２０に従う。同様に、電荷状態３１０は、正味負の電圧３２５を印加す
ることによって書き込まれ、それは電荷状態３１０－ａをもたらす。負の電圧３２５を除
去すると、電荷状態３１０－ａは、電荷状態３１０がゼロ電圧に到達するまで経路３３０
に従う。
【００３４】
　強誘電体材料の蓄積状態を読み出し又はセンスするために、コンデンサに電圧が印加さ
れ得る。これに応じて、蓄積された電荷は変化し、該変化の程度は初期の電荷状態に依存
する、すなわち、コンデンサの蓄積電荷が変化する程度は、電荷状態３０５－ｂ又は３１
０－ｂの何れが初期に蓄積されたかに依存して可変である。例えば、ヒステリシス曲線３
００－ｂは、２つの可能な蓄積された電荷状態３０５－ｂ及び３１０－ｂを示す。正味電
圧３３５－ａがコンデンサに印加され得る。正の電圧として図示されるが、電圧３３５－
ａは負であってもよい。電圧３３５－ａに応じて、電荷状態３０５－ｂは経路３４０に従
い得る。同様に、電荷状態３１０－ｂが初期に蓄積された場合、その後、それは経路３４
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５に従い得る。電荷状態３０５－ｃ及び電荷状態３１０－ｃの最終位置は、具体的なセン
シング動作及び回路と、コンデンサに印加される電圧とを含む複数の要因に依存する。例
えば、電圧３３５－ａの代わりに電圧３３５－ｂがコンデンサに印加される場合、電荷状
態３０５－ｂは電荷状態３０５－ｄよりもむしろ電荷状態３０５－ｃの最終位置への経路
３４０に従い得る。同様に、電荷状態３１０－ｂは、電荷状態３１０－ｄよりもむしろ電
荷状態３１０－ｃの最終位置への経路３４５に従い得る。
【００３５】
　幾つかの場合では、最終的な電荷は、メモリセルのデジット線の固有の静電容量に依存
し得る。例えば、コンデンサがデジット線に電気的に接続され、電圧３３５が印加された
場合、デジット線の電圧は、その固有の静電容量に起因して上昇し得る。したがって、セ
ンスコンポーネントで測定された電圧は、電圧３３５と等しくなく、代わりにデジット線
の電圧に依存し得る。ヒステリシス曲線３００－ｂ上の最終的な電荷状態３０５－ｃ及び
３１０－ｃの位置は、それ故、デジット線の静電容量に依存し得、負荷線解析（load-lin
e analysis）を通じて判定される、すなわち、電荷状態３０５－ｃ及び３１０－ｃ（又は
３０５－ｄ及び３１０－ｄ）は、デジット線の静電容量に関して定義され得る。結果とし
て、コンデンサの電圧（例えば、電圧３３５－ａが印加される場合の電圧３０５又は電圧
３５５、及び電圧３３５－ｂが印加される場合の電圧３５０－ｂ又は３５５－ｂ）は、異
なり得、コンデンサの初期の状態に依存し得る。コンデンサが論理０を蓄積する場合、電
圧３５０－ａ及び電圧３５０－ｂは、電圧３３５－ａ及び電圧３３５－ｂが印加された場
合のコンデンサに電圧を夫々表し得る。コンデンサが論理１を蓄積する場合、電圧３５５
－ａ及び３５５－ｂは、電圧３３５－ａ及び電圧３３５－ｂが印加された場合のコンデン
サに電圧を夫々表し得る。
【００３６】
　参照電圧と比較するコンデンサの電圧（例えば、電圧３５０－ａ、電圧３５５－ａ、電
圧３５０－ｂ、又は電圧３５５－ｂ）を使用することによって、コンデンサの初期の状態
が判定され得る。例えば、参照電圧は、印加電圧３３５及び電圧３５０の和と印加電圧３
３５及び電圧３５５の和との平均であり得る。比較すると、センス電圧（例えば、印加電
圧３３５及び電圧３５０の和、又は印加電圧３３５及び電圧３５５の和）は参照電圧より
も高い又は低いかが判定され得る。強誘電体セルの値（すなわち、論理０又は１）は比較
に基づきその後判定され得る。
【００３７】
　幾つかの場合では、電圧３５０－ａと電圧３５５－ａとの間、又は電圧３５０－ｂ及び
電圧３５５－ｂの間に大きな差がないかもしれない。そうしたシナリオでは、センシング
された電圧と参照電圧との比較は誤りの影響を受けやすいかもしれない。ヒステリシス曲
線３００－ｂから見得るように、電圧３５０と電圧３５５との差は印加電圧３３５の関数
であり得る。例えば、高い読み出し電圧３３５－ａに対応する、電圧３５０－ａと電圧３
５５－ａとの差３６０－ａは、低い電圧３３５－ｂに対応する、電圧３５０－ｂと電圧３
５５－ｂとの差３６０－ｂよりも大きいかもしれない。それ故、セルに印加される電圧３
３５を増加することは、論理１及び論理０に対する電荷状態と関連する電圧間の差を増加
し得、それは、読み出しの誤りを順々に削減し得る。差３６０は、センス又はマージン窓
と称され得る。
【００３８】
　（例えば、読み出し動作中に）セルに印加される電圧３３５を増加することは、しかし
ながら、コンデンサにかかる電圧（例えば、電圧３５５－ａ）が閾値電圧を超えることを
生じさせ得る。例えば、より大きな読み出し電圧が使用されてセンスアンプが起動した場
合、破損電圧等の、コンデンサが実行するように設計された範囲の最大電圧を超え得る。
これらの比較的高い電圧はコンデンサにストレスを与え得、それは、コンポーネントを損
壊する、性能を劣化する、寿命を削減する等し得る。
【００３９】
　上で論じられたように、メモリセル１０５の読み出しは、蓄積された論理を劣化又は破
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壊し得る。しかしながら、強誘電体メモリセル１０５は、読み出し動作後に初期の論理状
態を維持し得る。例えば、電荷状態３０５－ｂが蓄積され、読み出し動作が実行された場
合、電荷状態は、例えば、反対方向の経路３４０に従うことによって、電圧３３５の除去
後に初期の電荷状態３０５－ｂに戻り得る。
【００４０】
　図４は、本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたセンシン
グを支持する強誘電体メモリセルを動作するためのタイミング図４００を説明する。タイ
ミング図４００は、電圧軸４０５と時間軸４１０とを含み、読み出し動作の少なくとも一
部を表し得る。時間の関数としての様々なコンポーネントの電圧もタイミング図４００上
に表されている。例えば、タイミング図４００は、ワード線電圧４１５、プレート電圧４
２０、デジット線電圧４２５－ａ、デジット線電圧４２５－ｂ、コンデンサ底部電圧４３
０－ａ、及びコンデンサ底部電圧４３０－ｂを含む。
【００４１】
　例として、デジット線電圧４２５－ａは、論理０が蓄積された場合のセルのデジット線
における電圧を表し得、デジット線電圧４２５－ｂは、論理１が蓄積された場合のセルの
デジット線における電圧を表し得る。コンデンサ底部電圧４３０－ａは、論理０が蓄積さ
れた場合のコンデンサ底部における電圧を表し得（すなわち、コンデンサ底部電圧４３０
－ａはデジット線電圧４２５－ａに対応し得）、コンデンサ底部電圧４３０－ｂは、論理
１が蓄積された場合のコンデンサ底部における電圧を表し得る（すなわち、コンデンサ底
部電圧４３０－ｂはデジット線電圧４２５－ｂに対応し得る）。タイミング図４００は、
図２を参照しながら記述した動作回路２００からもたらされ得、図２に示されたコンポー
ネントの文脈で以下論じる。
【００４２】
　上で論じたように、様々な状態がコンデンサ２０５によって蓄積され得、コンデンサ２
０５は第１の状態又は第２の状態に初期化され得る。例えば、コンデンサ２０５は、選択
コンポーネント２２０を活性化し、且つ（例えば、ワード線１１０－ａを介して）コンデ
ンサ２０５に電圧（例えば、書き込み電圧）を印加することによって第１又は第２の状態
に初期化され得る。コンデンサ２０５への電圧の印加は、選択コンポーネント２２０の活
性化に少なくとも部分的に基づき得る。コンデンサ２０５により蓄積された状態を読み出
すために、コンデンサ２０５にかかる電圧は、（例えば、選択コンポーネントを活性化す
ることによって）デジット線により共有され得、それは、センスコンポーネント１２５－
ａによって順次サンプリングされる。選択コンポーネント２２０を活性化することは選択
コンポーネント２２０に活性化電圧を印加することを含み得、例えば、選択コンポーネン
ト２２０のゲートにワード線電圧４１５を印加することによってセル１０５－ａは選択さ
れ得る。選択コンポーネント２２０を活性化することは、デジット線電圧４２５（例えば
、デジット線電圧４２５－ａ又はデジット線電圧４２５－ｂ）がコンデンサ底部電圧４３
０（例えばコンデンサ底部電圧４３０－ａ又はコンデンサ電圧４３０－ｂ）をたどるよう
に、コンデンサ底部２１５をデジット線１１５－ａに電気的に接続し得る。コンデンサ底
部電圧４３０は、それが印加されるとプレート電圧４２０の経路に従い得、コンデンサ２
０５にかかる電圧を引き得、それは蓄積された状態を表し得る
【００４３】
　プレート電圧４２０は、それが閾値電圧（例えば、読み出し電圧４４０）に達するよう
に印加され得る。閾値読み出し値は、セルに書き込むために使用される閾値書き込み値よ
りも大きくてもよい。プレート電圧４２０は、図２を参照しながら記述した印加電圧３５
５の一例であり得る、したがって、プレート電圧４２０がセルプレート２１０に印加され
る場合、コンデンサ２０５にかかる電圧は、図２を参照しながら記述したように、電荷状
態３０５又は３１０、それ故論理０又は１に対応し得る平衡状態又は閾値電圧に到達し得
る。例えば、論理０がコンデンサ２０５により初期に蓄積された場合、続いて、読み出し
動作中にコンデンサ２０５にかかる電圧は、コンデンサ電圧４３５－ａにより表され得る
。コンデンサ電圧４３５－ａは、図３を参照しながら記述した電圧３５０の一例であり得
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る。論理１がコンデンサ２０５に初期に蓄積された場合、続いて、読み出し動作中にコン
デンサ２０５にかかる電圧は、コンデンサ電圧４３５－ｂにより表され得る。コンデンサ
電圧４３５－ｂは、図３を参照しながら記述した電圧３５５の一例であり得る。センス窓
４５５は、図３を参照しながら記述した差３６０の一例であり得る。
【００４４】
　デジット線電圧４２５が一旦安定すると、コンデンサ２０５はデジット線１１５－ａか
ら分離され得、例えば、ワード線電圧４１５は、選択コンポーネント２２０が不活性化さ
れるように変更され得る。したがって、コンデンサ２０５の分離は、デジット線が電圧閾
値に達したとの判定に基づき得る。分離は、コンデンサ２０５の端子（例えば、コンデン
サ底部２１５）とデジット線１１５－ａとの間の接続を遮断することを含む。図４の例で
は、ワード線電圧４１５は、選択コンポーネント２２０を不活性化するための電圧閾値を
下回る。したがって、コンデンサ２０５の分離は、選択コンポーネント２２０のワード線
１１０－ａを不活性化することを含み得るが、その他の分離技術が使用されてもよい。コ
ンデンサ２０５は、センスコンポーネント１２５－ａの活性化よりも前にデジット線１１
５－ａから分離され得る。
【００４５】
　センスコンポーネント１２５－ａの活性化４５０は、センスコンポーネント１２５－ａ
によるデジット線電圧４２５の参照電圧４６０との比較を開始し得る。幾つかの例では、
参照電圧４６０は、実質的に、デジット線電圧４２５－ａとデジット線電圧４２５－ｂと
の平均であり得る。センスコンポーネント１２５－ａの比較の正確性は、センス窓４５５
のサイズに応じ得る。例えば、センスコンポーネント１２５－ａは、参照電圧４６０とデ
ジット線電圧４２５との間隔が大きい場合には、蓄積された論理状態を読み誤らない可能
性が低いかもしれない。幾つかの場合、この間隔は、より大きなセンス窓を使用すること
によって増加し得る。したがって、本明細書で記述したセンシング技術等の、センス窓４
５５のサイズを増加させるセンシング技術は、より小さなセンス窓４５５を使用するセン
シング技術と比較した場合に読み出しの正確性を向上し得る。
【００４６】
　デジット線電圧４２５は、センスコンポーネント１２５－ａの活性化４５０により開始
された比較プロセス中に変更され得る。例えば、デジット線電圧４２５－ａは、活性化さ
れたセンスコンポーネント１２５－ａの動作中に第１の閾値電圧（例えば、コンデンサ２
０５に書き込むために使用される電圧）に引き寄せられ得、デジット線電圧４２５－ｂは
第２の閾値電圧（例えば、接地）に引き寄せられ得る。デジット線１１５－ａからのコン
デンサ２０５の分離のため、コンデンサ底部電圧４３０は、デジット線電圧４２５に従う
よりもむしろ非充電に維持される。コンデンサ底部電圧４３０は、それ故、フロートと言
われ得る。すなわち、コンデンサ２０５にかかる電圧は、デジット線電圧４２５の変化に
関係なく維持され得る。そのように、論理１がコンデンサ２０５により蓄積された場合に
は、センスコンポーネント１２５－ａの活性化４５０後のコンデンサ２０５に渡る電圧は
、コンデンサ電圧４３５－ｃの代わりにコンデンサ電圧４３５－ｂであり得る。コンデン
サ２０５にかかる低い電圧を維持することは、コンデンサ２０５にかかるストレスを削減
し得、それは、上述したように、セル１０５－ａの寿命を順次増加し得る。
【００４７】
　幾つかの場合、タイミング図４００に示した読み出し動作は、コンデンサ２０５の初期
の状態（例えば、論理状態）を破壊し得る。それ故、セル１０５－ａは再選択され得、そ
れは、ワード線電圧４１５を再印加することを含み得、コンデンサ２０５は、その元の状
態に再度初期化され得、それは、プレート２１０に書き込み電圧４４５を印加することを
含み得る。
【００４８】
　それ故、タイミング図４００は、読み出し動作中のセンスコンポーネントの活性化４５
０以前の、対応するデジット線（及び関連するセンスコンポーネント）からの蓄積コンポ
ーネント（例えば、コンデンサ２０５）の分離を説明する。この種のタイミングスキーム
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は、読み出し動作中に印加されるプレート電圧（例えば、読み出し電圧）を、セルに圧力
を生じさせることなく、書き込み動作中に印加されたプレート電圧（例えば、書き込み電
圧）よりも大きくできるようにし得る。
【００４９】
　代替のアプローチでは、コンデンサ２０５にかかるストレスは、ワード線電圧４１５よ
りもむしろプレート電圧４２０を変更することによって防止され得る。例えば、プレート
電圧４２０は、センスコンポーネント１２５－ａが活性化されるのと実質的に同時に下げ
られてもよい。コンデンサ２０５にかかる電圧は、プレート電圧４２０とデジット線電圧
４２５との差であり得るので、センシング動作によりデジット線電圧が変更されつつプレ
ート電圧を下げることは、コンデンサ２０５が過充電されることを防止し得る。
【００５０】
　図５は、本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセ
ルセンシングを支持するメモリアレイ１００－ａのブロック図５００を示す。メモリアレ
イ１００－ａは、図１及び図２を参照しながら記述したメモリコントローラ１４０及びメ
モリセル１０５の一例であるメモリコントローラ１４０－ａ及びメモリセル１０５－ｂを
含み得る。メモリコントローラ１４０－ａは、バイアスコンポーネント５１０及びタイミ
ングコンポーネント５１５を含み得、図１～図４に記述したようにメモリアレイ１００－
ａを動作し得る。メモリコントローラ１４０－ａは、図１又は図２を参照しながら記述し
たワード線１１０、デジット線１１５、センスコンポーネント１２５、及びプレート２１
０の一例であり得るワード線１１０－ｂ、デジット線１１５－ｂ、センスコンポーネント
１２５－ｂ、及びプレート２１０－ｂと電子通信し得る。メモリアレイ１００－ａは参照
コンポーネント５２０及びラッチ５２５をも含み得る。メモリアレイ１００－ａのコンポ
ーネントは、相互に電子通信し得、図１～図４を参照しながら記述した機能を実行し得る
。幾つかの場合では、参照コンポーネント５２０、センスコンポーネント１２５－ｂ、及
びラッチ５２５はメモリコントローラ１４０－ａのコンポーネントであり得る。
【００５１】
　メモリコントローラ１４０－ａは、ワード線１１０－ｂ、プレート２１０－ａ、又はデ
ジット線１１５－ｂを、それらの様々なノードに電圧を印加することにより活性化するよ
うに構成され得る。例えば、バイアスコンポーネント５１０は、上述したようにメモリセ
ル１０５－ａを読み出す又は書き込むために、メモリセル１０５－ａを動作するための電
圧を印加するように構成され得る。幾つかの場合では、メモリコントローラ１４０－ａは
、図１を参照しながら記述したように、行デコーダ、列デコード、又はそれら両方を含み
得る。これは、メモリコントローラ１４０－ａが１つ以上のメモリセル１０５にアクセス
できるようにし得る。幾つかの場合では、メモリコントローラ１４０－ａは、選択コンポ
ーネントと電子通信し得、選択コンポーネントを通じてセルを選択するように動作可能で
あり得る。メモリコントローラ１４０－ａはまた、対応するコンデンサを対応するセンス
コンポーネント（例えば、センスコンポーネント１２５－ｂ）から分離するために、選択
コンポーネントを通じてセルを選択解除するように動作し得る。幾つかの場合では、メモ
リコントローラ１４０－ａは、コンデンサがセンスコンポーネントから分離される間にセ
ンスコンポーネントを活性化し得る。
【００５２】
　バイアスコンポーネント５１０はまた、センスコンポーネント１２５－ｂに対する参照
信号を生成するために参照コンポーネント５２０に電圧を印加し得る。また、バイアスコ
ンポーネント５１０は、センスコンポーネント１２５－ｂの動作のための電圧を印加し得
る。バイアスコンポーネント５１０は、タイミングコンポーネント５１５と通信又は共同
し得る。
【００５３】
　バイアスコンポーネント５１０は、強誘電体コンデンサと電子通信する選択コンポーネ
ントのワード線１１０－ｂへの電圧の印加を容易にし得る。例えば、バイアスコンポーネ
ント５１０は、ワード線１１０－ｂに印加される電圧の期間及び大きさを制御し得る。バ
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イアスコンポーネント５１０はまた、第１の閾値へのワード線１１０－ｂの電圧の削減を
容易にし得る。第１の閾値は、ワード線１１０－ｂに対応する選択コンポーネントを不活
性化する電圧値であり得る。幾つかの場合では、該削減は、第１の閾値に到達する又は下
回るワード線１１０―ｂの電圧に基づき得、タイミングコンポーネント５１５により初期
化され得る。幾つかの場合では、バイアスコンポーネントは、選択コンポーネントのワー
ド線への電圧の再印加を容易にし得る。バイアスコンポーネント５１０はまた、コンデン
サへの電圧の印加を容易にし得る。該印加は、ワード線１１０－ｂへの電圧の印加に基づ
き得、タイミングコンポーネント５１５により初期化され得る。幾つかの場合では、印加
は、ワード線１１０－ｂへの電圧の再印加に基づき得る。
【００５４】
　幾つかの場合、メモリコントローラ１４０－ａは、その動作をタイミングコンポーネン
ト５１５を使用して実行し得る。例えば、タイミングコンポーネント５１５は、本明細書
で論じられる読み出し及び書き込み等のメモリ機能を実行するためのスイッチング及び電
圧印加に対するタイミングを含む、様々なワード線１１０－ｂの選択又はプレート２１０
－ａのバイアスのタイミングを制御し得る。例えば、タイミングコンポーネント５１５は
、デジット線の電圧が閾値に達したことを判定し得、（例えば、バイアスコンポーネント
と通信することによって）該判定に少なくとも部分的に基づいて、対応するコンデンサの
分離を容易にし得る。タイミングコンポーネント５１５はまた、コンデンサが分離された
後の関連するセンスコンポーネント（例えば、センスコンポーネント１２５－ｂ）の活性
化を容易にする。これ又はその他の例では、タイミングコンポーネント５１５は、（例え
ば、セルの再初期化のために）セルが再選択される時期を判定し得る。例えば、タイミン
グコンポーネント５１５は、センスコンポーネントの活性化を検出し得、該検出に基づい
てセルの再選択を開始し得る。
【００５５】
　幾つかの例では、タイミングコンポーネント５１５は、ワード線１１０－ｂの電圧が第
１の閾値に達したことを判定し得、該判定に少なくとも部分的に基づいてコンデンサをセ
ンスコンポーネントから分離することを容易にし得る。タイミングコンポーネント５１５
は、デジット線の電圧が閾値時間の間に第２の閾値に達したことを判定し得、該判定に少
なくとも部分的に基づいてワード線１１０－ｂの電圧を削減することを容易にし得る。こ
れ又はその他の例では、タイミングコンポーネント５１５は、ワード線への電圧の印加に
基づいてコンデンサへの電圧の印加を開始し得る。
【００５６】
　幾つかの例では、タイミングコンポーネント５１５は、ワード線への電圧の再印加に基
づいてコンデンサへの電圧の印加を容易にし得る。タイミングコンポーネント５１５はま
た、ワード線への電圧の印加後であってセンスコンポーネントが分離される前に、コンデ
ンサへの第１の電圧の印加を開始し得る。この又はその他の例では、タイミングコンポー
ネント５１５は、センスコンポーネント電圧の参照電圧との比較後の第２の電圧への第１
の電圧の削減を容易にし得る。第２の電圧はセンスコンポーネントの電圧と等しくてもよ
い。幾つかのシナリオでは、タイミングコンポーネント５１５は、セルの物理的特徴に基
づいて比較のタイミングを判定し得る。幾つかの場合では、タイミングコンポーネント５
１５は、バイアスコンポーネント５１０の動作を制御し得る。
【００５７】
　参照コンポーネント５２０は、センスコンポーネント１２５－ｂに対する参照信号を生
成するための様々なコンポーネントを含み得る。参照コンポーネント５２０は、参照信号
を生み出すように特に構成された回路を含み得る。幾つかの場合、参照コンポーネント５
２０はその他の強誘電体メモリセル１０５であり得る。幾つかの例では、参照コンポーネ
ント５２０は、図３を参照しながら記述したように、２つのセンス電圧間の値を有する電
圧を出力するように構成され得る。又は、参照コンポーネント５２０は、事実上の接地電
圧（すなわち、約０Ｖ）を出力するように設計され得る。
【００５８】
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　センスコンポーネント１２５－ｂは、デジット線１１５－ｂを通じたメモリセル１０５
－ｂからの信号を参照コンポーネント５２０からの参照信号と比較し得る。論理状態を判
定すると、該出力が、メモリアレイ１００－ａの一部であるメモリデバイスを使用して電
子デバイスの動作に従って用いられ得る場合には、センスコンポーネントは、該出力をラ
ッチ５２５にその後蓄積し得る。幾つかの場合、センスコンポーネント１２５－ｂはセン
スアンプである。
【００５９】
　図６は、本開示の様々な実施形態に従った蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセ
ルセンシングを支持するシステム６００を説明する。システム６００は、様々なコンポー
ネントと接続し又は様々なコンポーネントを物理的に支持するプリント回路基板であり得
又は該プリント回路基板を含み得る、デバイス６０５を含み得る。デバイス６０５は、図
１及び図５を参照しながら記述したメモリアレイ１００の一例であり得るメモリアレイ１
００－ｂを含む。メモリアレイ１００－ｂは、図１及び図５を参照しながら記述したメモ
リコントローラ１４０と図１、図２、及び図５を参照しながら記述したメモリセル１０５
の一例であり得るメモリコントローラ１４０－ｂ及びメモリセル１０５－ｃを含み得る。
デバイス６０５はまた、プロセッサ６１０、ＢＩＯＳコンポーネント６１５、周辺コンポ
ーネント６２０、及び入出力制御コンポーネント６２５を含み得る。デバイス６０５のコ
ンポーネントはバス６３０を通じて相互に電子通信し得る。
【００６０】
　プロセッサ６１０は、メモリコントローラ１４０－ｂを通じてメモリアレイ１００－ｂ
を動作するように構成され得る。幾つかの場合では、プロセッサ６１０は、図１及び図５
を参照しながら記述したメモリコントローラ１４０の機能を実行し得る。その他の場合で
は、メモリコントローラ１４０－ｂはプロセッサ６１０中に集積され得る。プロセッサ６
１０は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回
路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）若しくはその他の
プログラム可能論理デバイス、分離したゲート若しくはトランジスタ論理、分離したハー
ドウェアコンポーネントであり得、又はこれらの種類のコンポーネントの組み合わせであ
り得、プロセッサ６１０は、センスコンポーネント（例えば、センスアンプ）の活性化よ
りも前に蓄積コンポーネントをその対応するデジット線から分離することを含む本明細書
で記述される様々な機能を実行し得る。プロセッサ６１０は、例えば、デバイス６０５に
様々な機能又はタスクを実行させるために、メモリアレイ中１００－ｂに蓄積されたコン
ピュータ可読の指令を実行するように構成され得る。
【００６１】
　ＢＩＯＳコンポーネント６１５は、システム６００の様々なハードウェアコンポーネン
トを初期化及び実行し得る、ファームウェアとして動作するベーシックインプット／アウ
トプットシステム（ＢＩＯＳ）を含むソフトウェアコンポーネントであり得る。ＢＩＯＳ
コンポーネント６１５はまた、プロセッサ６１０と様々なコンポーネント、例えば、周辺
コンポーネント６２０、入出力コンポーネント６２５等との間で流れるデータを管理し得
る。ＢＩＯＳコンポーネント６１５は、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメ
モリ、又は任意のその他の不揮発性メモリ中に蓄積されたプログラム又はソフトウェアを
含み得る。
【００６２】
　周辺コンポーネント６２０は、デバイス６０５中に集積される、任意の入力若しくは出
力デバイス又はそうしたデバイスのためのインタフェースであり得る。一例として、ディ
スクコントローラ、音声コントローラ、画像コントローラ、イーサネットコントローラ、
モデム、ＵＳＢコントローラ、直列若しくは並列ポート、又はペリフェラルコンポーネン
トインタコネクト（ＰＣＩ）若しくはアクセラレーテッドグラフィックスポート（ＡＧＰ
）スロット等の周辺カードスロットが挙げられる。
【００６３】
　入出力制御コンポーネント６２５は、プロセッサ６１０と周辺コンポーネント６２０、
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入力部６３５装置、又は出力部６４０装置との間のデータ通信を管理し得る。入出力制御
コンポーネント６２５はまた、デバイス６０５中に集積されない周辺装置を管理し得る。
幾つかの場合では、入出力制御コンポーネント６２５は、外部周辺装置への物理的接続又
はポートを表し得る。
【００６４】
　入力部６３５は、デバイス６０５又はそのコンポーネントに入力を提供する、デバイス
６０５の外にあるデバイス又は信号を表し得る。これは、ユーザインタフェース、又はそ
の他のデバイスとのインタフェース若しくはその他のデバイス間のインタフェースを含み
得る。幾つかの場合、入力部６３５は、周辺コンポーネント６２０を介してデバイス６０
５とインタフェースで連結する周辺装置であり得、又は入出力制御コンポーネント６２５
により管理され得る。
【００６５】
　出力部６４０は、デバイス６０５又はその何れかのコンポーネントからの出力を受信す
るように構成された、デバイス６０５の外にあるデバイス又は信号を表し得る。出力部６
４０の一例は、表示装置、音声スピーカ、プリントデバイス、別のプロセッサ、又はプリ
ント回路基板等を含み得る。幾つかの場合では、出力部６４０は、周辺コンポーネント６
２０を介してデバイス６０５とインタフェースで連結する周辺装置であり得、又は入出力
制御コンポーネント６２５により管理され得る。
【００６６】
　メモリコントローラ１４０－ｂ、デバイス６０５、及びメモリアレイ１００－ｂのコン
ポーネントは、それらの機能を実行するように設計された回路で成り立ってもよい。これ
は、本明細書に記載される機能を実行するように構成された様々な回路素子、例えば、導
電線、トランジスタ、コンデンサ、インダクタ、抵抗、アンプ、又はその他の能動素子若
しくは非能動素子を含み得る。
【００６７】
　図７は、本開示の様々な実施形態に従ったデジット線の分離を備えたメモリセルセンシ
ングのための方法７００を説明するフローチャートを示す。方法７００の動作は、図１～
図６を参照しながら記述したようなメモリアレイ１００によって実装され得る。例えば、
方法７００の動作は、図１、図５、及び図６を参照しながら記述したようにメモリコント
ローラ１４０によって実行され得る。幾つかの例では、メモリコントローラ１４０は、後
述する機能を実行するために、メモリアレイ１００の機能的要素を制御するための一式の
コードを実行し得る。加えて又は代えて、メモリコントローラ１４０は、以下で記述され
る機能の態様を専用のハードウェアを使用して実行してもよい。
【００６８】
　ブロック７０５において、方法は、図１～図６を参照しながら記述したように、強誘電
体メモリセルの強誘電体コンデンサと電子通信する選択コンポーネントを使用して強誘電
体メモリセルを選択することを含み得る。幾つかの場合、強誘電体メモリセルを選択する
ことは選択コンポーネントのワード線を活性化することを含む。選択の以前に、強誘電体
コンデンサは、第１の状態又は第２の状態に初期化され得る。幾つかの例では、ブロック
７０５の動作は、図５及び図６を参照しながら記述したように、バイアスコンポーネント
５１０により実行又は容易にされてもよい。
【００６９】
　ブロック７１０において、方法は、図１～図６を参照しながら記述したように、選択コ
ンポーネントと電子通信するセンスアンプから強誘電体メモリセルの強誘電体コンデンサ
を分離することを含み得る。幾つかの場合、それは、選択コンポーネントとセンスアンプ
との間のデジット線の電圧が閾値電圧に達したことを判定し得る。そうした場合では、強
誘電体コンデンサは、該判定に少なくとも部分的に基づいて分離され得る。幾つかの例で
は、強誘電体コンデンサを分離することは、強誘電体コンデンサの端子（例えば、コンデ
ンサ底部）と選択コンポーネントのデジット線との間の接続を遮断することを含む。例え
ば、強誘電体コンデンサは、選択コンポーネントのワード線を不活性化することによって
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分離され得る。幾つかの例では、ブロック７１０の動作は、図５及び図６を参照しながら
記述したようにバイアスコンポーネント５１０により実行又は容易にされてもよい。
【００７０】
　ブロック７１５において、方法は、図１～図６を参照しながら記述したように、強誘電
体コンデンサをセンスアンプから分離する間にセンスアンプを活性化することを含み得る
。幾つかの場合、センスアンプは、強誘電体コンデンサが分離された後に活性化される。
センスアンプを活性化することは、選択コンポーネントとセンスアンプとの間のデジット
線の電圧を変更することを含み得る。幾つかの場合、強誘電体コンデンサにかかる電圧は
、センスアンプの活性化後のデジット線の電圧に関係なく維持され得る。幾つかの例では
、センスアンプを活性化することは、強誘電体メモリセルの再選択に続き得る。そうした
場合では、該再選択はセンスアンプの活性化に基づき得る。また、強誘電体コンデンサは
第１又は第２の状態に再度初期化され得る。幾つかの例では、ブロック７１５の動作は、
図５及び図６を参照しながら記述したようにバイアスコンポーネント５１０により実行又
は容易にされてもよい。
【００７１】
　幾つかの例では、本明細書に記載される装置は方法７００等の１つ以上の方法を実行し
得る。該装置は、強誘電体メモリセルの強誘電体コンデンサと電子通信する選択コンポー
ネントを使用して強誘電体メモリセルを選択し、選択コンポーネントと電子通信するセン
スアンプから強誘電体メモリセルの強誘電体コンデンサを分離し、強誘電体コンデンサが
センスアンプから分離される間にセンスアンプを活性化するための構成、手段、又は命令
（例えば、プロセッサにより実行可能な命令を蓄積する非一時的コンピュータ可読媒体）
を含み得る。
【００７２】
　装置は、選択コンポーネントとセンスアンプとの間のデジット線の電圧が閾値に達した
ことを判定するための構成、手段、又は命令（例えば、プロセッサにより実行可能な命令
を蓄積する非一時的コンピュータ可読媒体）を含み得、該強誘電体コンデンサは前記判定
に基づいて分離され得る。
【００７３】
　装置は、強誘電体コンデンサを分離する場合に、選択コンポーネントのワード線を活性
化するための構成、手段、又は命令（例えば、プロセッサにより実行可能な命令を蓄積す
る非一時的コンピュータ可読媒体）を含み得る。本明細書に記述される方法及び装置の幾
つかの例では、強誘電体コンデンサを分離することは、強誘電体コンデンサの端子と選択
コンポーネントのデジット線との間の接続を遮断するための動作、構成、手段、又は命令
を含み得る。
【００７４】
　本明細書に記述される装置の幾つかの例では、センスアンプを活性化することは、選択
コンポーネントとセンスアンプとの間のデジット線の電圧を変更し、デジット線の電圧に
関係なく強誘電体コンデンサにかかる電圧を維持するための動作、構成、手段、又は命令
を含み得る。本明細書に記述される装置の幾つかの例は、強誘電体コンデンサを第１の状
態又は第２の状態に初期化するための動作、構成、手段、又は命令を更に含み得る。
【００７５】
　装置は、強誘電体メモリセルを再選択し、ここで該再選択は、センスアンプの活性化に
基づき得、強誘電体コンデンサを第１の状態又は第２の状態に再初期化するための構成、
手段、又は命令（例えば、プロセッサにより実行可能な命令を蓄積する非一時的コンピュ
ータ可読媒体）を含み得る。本明細書に記述される装置の幾つかの例は、強誘電体コンデ
ンサが分離され得る後にセンスアンプは活性化され得る。
【００７６】
　図８は、本開示の様々な実施形態に従ったデジット線の分離を備えたメモリセルセンシ
ングのための方法８００を説明するフローチャートを示す。方法８００の動作は、図１～
図６を参照しながら記述したように、メモリアレイ１００により実装され得る。例えば、
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方法８００の動作は、図１、図５、及び図６を参照しながら記述したようにメモリコント
ローラ１４０によって実行され得る。幾つかの例では、メモリコントローラ１４０は、後
述する機能を実行するために、メモリアレイ１００の機能的要素を制御するための一式の
コードを実行し得る。加えて又は代えて、メモリコントローラ１４０は、以下で記述され
る機能の態様を専用のハードウェアを使用して実行してもよい。
【００７７】
　ブロック８０５において、方法は、図１～図６を参照しながら記述したように、強誘電
体コンデンサ及びセンスアンプと電子通信する選択コンポーネントのワード線に電圧を印
加することを含み得る。幾つかの例では、ワード線への電圧の印加に少なくとも部分的に
基づいて強誘電体コンデンサに（例えば、プレートに）該電圧が印加され得る。幾つかの
場合、強誘電体コンデンサは、該電圧の印加よりも前に第１又は第２の状態に初期化され
得る。そうしたシナリオでは、ワード線に電圧が印加され得、強誘電体コンデンサに（例
えばプレートに）電圧（例えば、書き込み電圧）が印加され得る。幾つかの例では、ブロ
ック８０５の動作は、図５及び図６を参照しながら記述したようにバイアスコンポーネン
ト５１０により実行又は容易にされてもよい。
【００７８】
　ブロック８１０において、方法は、ワード線の電圧を（例えば、不活性化値等の第１の
閾値に）削減することを含み得る。強誘電体コンデンサは、図１～図６を参照しながら記
述したように、ワード線の電圧の削減に少なくとも部分的に基づいてセンスアンプから分
離され得る（例えば、強誘電体コンデンサは、電圧が第１の閾値に到達することに少なく
とも部分的に基づいて分離され得る）。幾つかの例では、選択コンポーネントのデジット
線電圧が閾値時間の間に第２の閾値に達したことが判定され得る。そうしたシナリオでは
、ワード線電圧の削減は、デジット線電圧が第２の閾値に達したとの判定に少なくとも部
分的に基づき得る。選択コンポーネントのデジット線の電圧は、ワード線の電圧の削減に
関係なく維持され得る。幾つかの場合、ワード線への電圧の印加後であってセンスアンプ
が分離される前に、第１の電圧が強誘電体コンデンサに（例えば、プレートに）印加され
得る。そうした場合では、第１の電圧は、センスアンプの電圧の参照電圧との比較に、第
１の電圧は第２の電圧に変更（例えば、削減）され得る。第２の電圧はセンスアンプの電
圧と等しくてもよい。幾つかの例では、ブロック８１０の動作は、図５及び図６を参照し
ながら記述したようにバイアスコンポーネント５１０により実行又は容易にされてもよい
。
【００７９】
　ブロック８１５において、方法は、図１～図６を参照しながら記述したように、強誘電
体コンデンサが分離される間にセンスアンプの電圧を参照電圧と比較することを含む。幾
つかの例では、比較のタイミングは、強誘電体メモリセルの物理的特徴に少なくとも部分
的に基づき得る。幾つかの例では、ブロック８１５の動作は、図５及び図６を参照しなが
ら記述したようにバイアスコンポーネント５１０により実行又は容易にされてもよい。
【００８０】
　したがって、方法７００及び８００は、蓄積コンポーネントの分離を備えたメモリセル
センシングを提供し得る。方法７００及び８００は可能な実装を記述し、該動作及びステ
ップは、その他の実装が可能であるように組み替えられ得、さもなければ変更され得るこ
とに留意すべきである。幾つかの例では、方法７００及び８００の内の２つ以上からの態
様が結合されてもよい。
【００８１】
　幾つかの例では、本明細書に記述される装置は方法８００等の１つ以上の方法を実行し
得る。該装置は、選択コンポーネントのワード線に電圧を印加し、ここで該選択コンポー
ネントは強誘電体コンデンサ及びセンスアンプと電子通信し、ワード線の電圧を削減し、
ここでワード線の電圧の削減に基づいて強誘電体コンデンサがセンスアンプから分離され
、
強誘電体コンデサが分離される間にセンスアンプの電圧を参照電圧と比較するための構成
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、手段、又は命令（例えば、プロセッサにより実行可能な命令を蓄積する非一時的コンピ
ュータ可読媒体）を含み得る。
【００８２】
　装置は、選択コンポーネントのデジット線の電圧が閾値時間の間に閾値に達したことを
判定するための構成、手段、又は命令（例えば、プロセッサにより実行可能な命令を蓄積
する非一時的コンピュータ可読媒体）を含み得、ワード線の電圧は、デジット線の電圧が
閾値電圧に達したことの判定に基づいて削減され得る。
【００８３】
　装置は、ワード線への電圧の印加に基づいて強誘電体コンデンサに電圧を印加するため
の構成、手段、又は命令（例えば、プロセッサにより実行可能な命令を蓄積する非一時的
コンピュータ可読媒体）を含み得る。装置は、ワード線の電圧の削減に関係なく選択コン
ポーネントのデジット線の電圧を維持するための構成、手段、又は命令（例えば、プロセ
ッサにより実行可能な命令を蓄積する非一時的コンピュータ可読媒体）を含み得る。
【００８４】
　装置は、選択コンポーネントを活性化し、選択コンポーネントの活性化に基づいて強誘
電体コンデンサに電圧を印加するための構成、手段、又は命令（例えば、プロセッサによ
り実行可能な命令を蓄積する非一時的コンピュータ可読媒体）を含み得、強誘電体コンデ
ンサに電圧を印加することは、強誘電体コンデンサを第１又は第２の状態に初期化する。
【００８５】
　装置は、選択コンポーネントのワード線に電圧を再印加し、ワード線への電圧の再印加
に基づいて強誘電体コンデンサに電圧を印加するための構成、手段、又は命令（例えば、
プロセッサにより実行可能な命令を蓄積する非一時的コンピュータ可読媒体）を含み得、
強誘電体コンデンサに電圧を印加することは、強誘電体コンデンサを第１の状態又は第２
の状態に戻す。
【００８６】
　装置は、ワード線への電圧の印加後であってセンスアンプが分離され得る前に強誘電体
コンデンサに第１の電圧を印加し、センスアンプの電圧の参照電圧との比較後に第１の電
圧を第２の電圧に削減するための構成、手段、又は命令（例えば、プロセッサにより実行
可能な命令を蓄積する非一時的コンピュータ可読媒体）を含み得る。本明細書に記述され
る装置の幾つかの例では、第２の電圧は、センスアンプの電圧と等しくてもよい。
【００８７】
　装置は、強誘電体メモリセルの物理的特徴に基づいてセンスアンプの電圧を参照電圧と
比較するためのタイミングを判定するための構成、手段、又は命令（例えば、プロセッサ
により実行可能な命令を蓄積する非一時的コンピュータ可読媒体）を含み得る。
【００８８】
　本明細書の記述は、例示を提供し、請求項に記載される範囲、適用性、又は例を制限し
ない。開示の範囲から逸脱することなく、論じられた要素の機能及び配置の変更がなされ
得る。様々な例では、様々な手順又はコンポーネントを適宜省略し得、代替し得、又は追
加し得る。また、幾つかの例に関して記述された特徴は、その他の例に結合され得る。
【００８９】
　添付の図面に関連して本明細書に記載される説明は、例示的構成を記述し、実装され得
る又は請求項の範囲内にある全ての例を表さない。本明細書で使用される用語“例”及び
“模範的”は、“好適”又は“その他の例に対して有利”ではなく、“一例、実例、又は
説明として役立つこと”を意味する。詳細な説明は、記述される技術の理解を提供する目
的のための具体的詳細を含む。これらの技術は、しかしながら、これらの具体的詳細なし
に実施され得る。幾つかの実例では、記述される例の内容を不明確にすることを避けるた
めに、周知の構造体及びデバイスはブロック図の形式で示される。
【００９０】
　添付の図において、同様のコンポーネント又は特徴は、同様の参照ラベルを有し得る。
更に、同じ種類の様々なコンポーネントは、同様のコンポーネントの中で区別するダッシ
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ュ及び第２のラベルを参照ラベルに続けることによって区別され得る。第１の参照ラベル
が明細書に使用される場合、説明は、第２の参照ラベルに関係なく同じ第１の参照ラベル
を有する同様のコンポーネントの任意の１つに適用できる。
【００９１】
　本明細書に記述される情報及び信号は、様々な異なる科学技術及び技術の何れかを使用
して表され得る。例えば、上述の説明を通じて言及され得るデータ、命令、コマンド、情
報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒
子、光場若しくは光粒子、又はそれらの任意の組み合わせにより表され得る。幾つかの図
は、複数の信号を単一の信号として説明するが、バスが様々なビット幅を有する場合に、
信号は複数の信号のバスを表し得ることを当該技術分野の技術者は理解するであろう。
【００９２】
　本明細書で用いられるように、用語“事実上の接地（virtual ground）”は、約ゼロボ
ルト（０Ｖ）に保持されるがグランドと直接接続されない電気回路のノードを指す。した
がって、事実上の接地の電圧は、一時的に変動し得、定常状態で約０Ｖに戻り得る。事実
上の接地は、動作可能なアンプ及び抵抗を含む電圧ドライバ等の様々な電子回路素子を使
用して実装され得る。その他の実装も可能である。
【００９３】
　用語“電子通信”は、コンポーネント間の電子流動を支持するコンポーネント間の関係
を指す。これは、コンポーネント間の直接接続を含み、又は介在コンポーネントを含み得
る。電子通信におけるコンポーネントは、（例えば、通電された回路中の）電子又は信号
を能動的に交換し得、又は（例えば、非通電の回路中の）の電子又は信号を能動的に交換
しないかもしれないが、回路が通電されると電子又は信号を交換するように構成され得又
は動作可能であり得る。例として、スイッチ（例えば、トランジスタ）を介して物理的に
接続された２つのコンポーネントは、スイッチの状態（すなわち、開放又は閉鎖）に係わ
らず電子通信する。用語“分離された（isolated）”はコンポーネント間の電子流動を支
持しないコンポーネント間の関係を指す。例えば、スイッチにより物理的に接続された２
つのコンポーネントは、スイッチが開放された場合に相互に分離され得る。
【００９４】
　メモリアレイ１００を含む本明細書で論じられるデバイスは、シリコン、ゲルマニウム
、シリコンゲルマニウム合金、ヒ化ガリウム、窒化ガリウム等の半導体基板上に形成され
得る。幾つかの場合では、該基板は半導体ウエハである。その他の場合では、該基板は、
シリコンオンガラス（ＳＯＧ）若しくはシリコンオンサファイア（ＳＯＰ）等のシリコン
オンインシュレータ（ＳＯＩ）基板、又は別の半導体上の半導体材料のエピタキシャル層
であり得る。基板又は基板のサブ領域の導電性は、リン、ボロン、又はヒ素を含むがそれ
らに限定されない様々な化学種を用いたドーピングを通じて制御され得る。ドーピングは
、イオン注入により、又はその他のドーピング手段により、基板の初期の形成又は成長中
に実行され得る。
【００９５】
　本明細書で論じられるトランジスタは、電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）を表し得、ソ
ース、ドレイン、及びゲートを含む３端子デバイスを含み得る。端子は、導電性材料、例
えば金属を通じて他の電子素子に接続され得る。ソース及びドレインは、導電性であり得
、高濃度にドープされた、例えば縮退した、半導体領域を含み得る。ソース及びドレイン
は、低濃度にドープされた半導体領域又はチャネルによって分離され得る。チャネルがｎ
型（すなわち、主たるキャリアが電子である）場合、該ＦＥＴはｎ型ＦＥＴと称され得る
。チャネルがｐ型（すなわち、主たるキャリアがホールである）場合、該ＦＥＴはｐ型Ｆ
ＥＴと称され得る。チャネルは、絶縁ゲート酸化物によって覆われ得る。チャネル導電性
は、電圧をゲートに印加することによって制御され得る。例えば、正の電圧又は負の電圧
をｎ型ＦＥＴ又はｐ型ＦＥＴに夫々印加することは、チャネルが導電性になる結果をもた
らす。トランジスタの閾値電圧以上の電圧がトランジスタのゲートに印加される場合、ト
ランジスタは“オン”又は“活性化”にされ得る。トランジスタの閾値電圧未満の電圧が
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トランジスタのゲートに印加される場合、トランジスタは“オフ”又は“不活性化”にさ
れ得る。
【００９６】
　本明細書の開示と関連して記述される様々な説明ブロック、コンポーネント、及びモジ
ュールは、汎用プロセッサ、ＤＳＰ、ＡＳＩＣ，ＦＰＧＡ若しくはプログラム可能論理デ
バイス、分離したゲート若しくはトランジスタ論理、分離したハードウェアコンポーネン
ト、又は本明細書に記述される機能を実行するように設計されたそれらの組み合わせで実
装又は実行され得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであり得るが、代わりに、
プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、又はス
テートマシーンであり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わ
せ（例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、
ＤＳＰコアと併せた１つ以上のマイクロプロセッサ、又は任意のその他の構成）として実
装され得る。
【００９７】
　本明細書に記述される機能は、ハードウェア、プロセッサにより実行されるソフトウェ
ア、ファームウェア、又はそれらの任意の組み合わせで実装され得る。プロセッサにより
実行されるソフトウェアに実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上の１つ以上
の命令又はコードとして蓄積され又は送信され得る。その他の例及び実装は、本開示及び
添付の請求項の範囲内である。例えば、ソフトウェアの性質に起因して、上述の機能は、
プロセッサにより実行されるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、又はこれら
の任意の組み合わせを用いて実装できる。機能を実装するフィーチャはまた、機能の部分
が異なる物理的位置に実装されるように分配されることを含む、様々な位置に物理的に配
置され得る。また、請求項を含む本明細書で使用されるように、項目のリスト（例えば、
“少なくとも１つの”又は“１つ以上の”等の句により前置きされる項目のリスト）に使
用されるような“又は”は、例えば、Ａ、Ｂ、又はＣの少なくとも１つのリストがＡ又は
Ｂ又はＣ又はＡＢ又はＡＣ又はＢＣ又はＡＢＣ（すなわちＡ及びＢ及びＣ）を意味するよ
うに包含的リストを示す。
【００９８】
　コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を
容易にする任意の媒体を含む非一時的コンピュータ記憶媒体及び通信媒体の両方を含む。
非一時的記憶媒体は、汎用又は専用のコンピュータによりアクセスできる任意の利用可能
な媒体であり得る。例として、非限定的に、非一時的コンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、
ＲＯＭ、電気的消去可能プログラム可能リードオンリーメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、コンパ
クトディスク（ＣＤ）ＲＯＭ若しくはその他の光ディスクストレージ、磁気ディスクスト
レージ若しくはその他の磁気ストレージデバイス、又は所望のプログラムコード手段を命
令若しくはデータ構造の形式で搬送若しくは蓄積するのに使用され得且つ汎用若しくは専
用コンピュータ又は汎用若しくは専用プロセッサによりアクセスできる任意のその他の非
一時的媒体を含み得る。
【００９９】
　また、任意の接続は、コンピュータ可読媒体として適切に称される。例えば、同軸ケー
ブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、又は赤外線、
無線、及びマイクロ波等の無線技術を用いてウェブサイト、サーバ、又は遠隔ソースから
ソフトウェアが転送される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デ
ジタル加入者線（ＤＳＬ）、又は赤外線、無線、及びマイクロ波等の無線技術は、媒体の
定義に含まれる。本明細書で使用されるように、光学ディスク（disk）及び磁気ディスク
（disc）は、光ディスクがレーザでデータを光学的に再生する一方で、磁気ディスクがデ
ータを磁気的に通常再生する場合に、ＣＤ、レーザディスク、光ディスク、デジタル多目
的ディスク（ＤＶＤ）、フロッピーディスク、ブルーレイディスクを含む。上の組み合わ
せもまたコンピュータ可読場板の範囲内に含まれる。
【０１００】
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　本明細書の説明は、当業者が開示を製作又は使用可能なように提供される。開示への様
々な変形が当業者に容易に分かり、本明細書で定義される通用の原理は開示の範囲を逸脱
することなくその他の変形に適用し得る。したがって、開示は、本明細書に記述された例
示及び設計に制限されるべきではないが、本明細書に開示された原理及び新規のフィーチ
ャと一致する最も広い範囲に一致すべきである。
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