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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のワード線と、
　前記複数のワード線と交差する複数のビット線と、
　前記複数のワード線と前記複数のビット線との所望の交点に配置された多数のメモリセ
ルと、
　前記複数のビット線のそれぞれに接続されたセンスアンプと、
　前記センスアンプに接続され、前記複数のビット線のそれぞれに接続されたメモリセル
に第１情報を書き込む第１ライトドライバとを有し、
　前記メモリセルは、不揮発性であり、
　前記複数の第１ライトドライバがセンスアンプへのデータ入力サイクル毎に活性化され
ることを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体集積回路装置において、
　前記センスアンプに接続され、前記メモリセルに第２情報を書き込む第２ライトドライ
バを有し、
　前記複数の第２ライトドライバは、同時に活性化されることを特徴とする半導体集積回
路装置。
【請求項３】
　請求項２記載の半導体集積回路装置において、
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　前記センスアンプは、
　メモリセルのデータあるいは、外部からの書き込みデータを保持する第１データ保持回
路を有し、
　前記第２ライトドライバは、前記第１データ保持回路が前記第２情報を保持したことを
受けて、前記第２情報を保持する第２データ保持回路を有することを特徴とする半導体集
積回路装置。
【請求項４】
　請求項２記載の半導体集積回路装置において、
　前記第１ライトドライバが活性化される期間は、前記第２ライトドライバが活性化され
る時間より短いことを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項５】
　請求項１の半導体集積回路装置において、
　前記複数のビット線のそれぞれに接続された第２ライトドライバを有し、
　前記第２ライトドライバはセンスアンプへのデータ入力サイクル毎に活性化されること
を特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項６】
　請求項５記載の半導体集積回路装置において、
　前記第１ライトドライバは、第１書き込み信号で活性化され、前記第１情報をメモリセ
ルに書き込み、
　前記第２ライトドライバは、第２書き込み信号で活性化され、第２情報をメモリセルに
書き込むことを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項７】
　請求項５記載の半導体集積回路装置において、
　前記第１ライトドライバが活性化される期間は、前記第２ライトドライバが活性化され
る時間より短いことを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項８】
　請求項５記載の半導体集積回路装置において、
　前記第１ライトドライバ、および前記第２ライトドライバは、第１書き込み信号で活性
化され、前記第１情報あるいは、第２情報のいずれかをメモリセルに書き込むことを特徴
とする半導体集積回路装置。
【請求項９】
　請求項１記載の半導体集積回路装置において、
　前記メモリセルは、相変化抵抗を含むことを特徴とする半導体集積回路装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体集積回路装置におけるデータ書き込み技術に関し、特に、相変化抵抗
を利用した半導体メモリにおけるデータ書き込みの安定化に適用して有効な技術に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　高速で高集積な不揮発性メモリを目指して、相変化メモリの開発が進められている。
【０００３】
　この相変化メモリでは、カルコゲナイド材料と呼ばれる相変化材料が、状態により抵抗
が異なることを利用して、情報を記憶する。
【０００４】
　相変化抵抗の書き換えは、電流を流して発熱させることにより、状態を変化させて行う
。セット動作とも呼ばれる低抵抗化は、比較的低温に十分な期間保つことにより、相変化
材料を読出し動作は、相変化抵抗の状態を変化させない範囲で電流を流して行う（非特許
文献１参照）。
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【０００５】
　また、アイ・イー・イー・イー、インターナショナル・エレクトロン・デバイシズ・ミ
ーティング、テクニカル・ダイジェスト（非特許文献２参照）には、相変化抵抗の特性に
ついて述べられている。
【０００６】
　さらに、ノンボラタイル・セミコンダクタ・メモリ・ワークショップ、ダイジェスト・
オブ・テクニカル・ペーパーズ（非特許文献３参照）には、相変化抵抗とＮチャネルＭＯ
Ｓ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）トランジスタにより構成さ
れたメモリセルについて述べられている。
【０００７】
　これらの文献で、高速なＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）に留まらず、不
揮発性のＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）の可能性も述べられてお
り、ＲＯＭとＲＡＭの機能を併せ持つ統合型メモリの実現も言及されている。
【０００８】
　同様な高速不揮発性メモリとして、ＦｅＲＡＭ（ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ＲＡＭ
）やＭＲＡＭ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　ＲＡＭ）も開発されている。ＦｅＲＡＭは、強誘電体
キャパシタの面積を小さくすることが難しく、セル面積を小さくすることが困難である。
また、ＭＲＡＭは、磁気抵抗の変化率が小さいため、読み出し信号量が小さく高速読み出
し動作が困難である。
【０００９】
　一方、相変化メモリは、相変化抵抗の電極面積が小さい方が、小さな電力で相変化抵抗
を相変化させられるため、スケーリングが容易である。また、相変化抵抗は、ＭＲＡＭの
磁気抵抗に比べて、大きく変化するため、高速な読み出し動作が実現できる。これらの理
由から、相変化メモリによる高速不揮発性メモリの実現が期待されている。
【非特許文献１】２００２　ＩＥＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｏｌｉｄ－Ｓｔ
ａｔｅ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ，Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｉ
ｃａｌ　Ｐａｐｅｒｓ，ｐｐ．２０２－２０３．
【非特許文献２】２００２　ＩＥＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ
　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｍｅｅｔｉｎｇ，Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｄｉｇｅｓｔ，ｐｐ．９２３
－９２６．
【非特許文献３】２００３　Ｎｏｎ－Ｖｏｌａｔｉｌｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　
Ｍｅｍｏｒｙ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ，Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｐａｐｅ
ｒｓ，ｐｐ９１－９２．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところが、上記のような相変化メモリでは、次のような問題点があることが本発明者に
より見い出された。
【００１１】
　すなわち、相変化メモリでは、書き込み時間の確保が課題となっている。前述のように
、相変化メモリでは、ジュール熱による発熱で起こる相変化を情報記憶に利用している。
低抵抗化するためには、比較的長い時間、たとえば、２０ｎｓ程度、相変化抵抗に電流を
流し続ける必要がある。また、高抵抗化した直後は、高温状態から定常状態に落ち着くま
で十分長い時間、たとえば、２０ｎｓ程度、待機しておく必要がある。
【００１２】
　一方、ＳＤＲＡＭ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｄｙｎａｍｉｃ　ＲＡＭ）のスペックで
は、読み出し、書き込みサイクルに１０ｎｓ以下での動作が必要となる。そのため、一般
的なＤＲＡＭメモリセルに相変化抵抗を用いたメモリセルアレイに置き換えただけでは、
相変化メモリの動作上の課題を満足することはできないという問題がある。
【００１３】



(4) JP 4322645 B2 2009.9.2

10

20

30

40

50

　本発明の目的は、短い動作サイクル時間で、相変化メモリの安定動作を可能とし、高集
積な高速不揮発性メモリを実現することのできる技術を提供することにある。
【００１４】
　また、本発明の他の目的は、高速動作を実現した場合に、相変化素子の特性の変化によ
るデータ信頼性の低下を防止することのできる技術を提供することにある。
【００１５】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。
【００１７】
　本発明による半導体集積回路装置は、複数のワード線と、該複数のワード線と交差する
複数のビット線と、複数のワード線と複数のビット線との所望の交点に配置された多数の
メモリセルと、複数のビット線のそれぞれに接続されたセンスアンプと、該センスアンプ
に接続され、複数のビット線のそれぞれに接続されたメモリセルに第１情報を書き込む第
１ライトドライバとを有し、該複数の第１ライトドライバがセンスアンプへのデータ入力
サイクル毎に活性化されるものである。
【００１８】
　また、本願のその他の発明の概要を簡単に示す。
【００１９】
　本発明による半導体集積回路装置は、複数の第１ワード線と、該複数の第１ワード線と
交差する複数の第１ビット線と、複数の第１ワード線と複数の第１ビット線との所望の交
点に配置された多数の第１メモリセルとを含むメモリセルアレイとを備え、該メモリセル
アレイは、第１ワード線と平行して配置される第２ワード線と、該第２ワード線と複数の
第１ビット線との所望の交点に配置された多数の第２メモリセルとを有し、第２メモリセ
ルは、一時的に第１ワード線上の第１メモリセルのデータを保持するものである。
【００２０】
　さらに、本発明による半導体集積回路装置は、複数の第１ワード線と、該複数の第１ワ
ード線と交差する複数の第１ビット線と、複数の第１ワード線と複数の第１ビット線との
所望の交点に配置された多数の第１メモリセルとを含むメモリセルアレイとを備え、該メ
モリセルアレイは、第１ビット線と平行して配置される第２ビット線と、複数の第１ワー
ド線と複数の第２ビット線との所望の交点に配置された多数の第２メモリセルとを有し、
該第２メモリセルには、複数の第１メモリセルのデータから生成される第１チェックビッ
トデータが書き込まれているものである。
【発明の効果】
【００２１】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下のとおりである。
【００２２】
　相変化素子をメモリセルに用いた半導体集積回路装置において、安定した書き込み動作
を実現しながら、既存のＳＤＲＡＭと同等程度のスペックを実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の部材には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの
説明は省略する。
【００２４】
　また、実施の形態を説明するための図において、各機能ブロックを構成する回路素子は
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、特に制限されないが、公知のＣＭＯＳ（相補型ＭＯＳ）トランジスタなどの集積回路技
術によって、単結晶シリコンのような半導体基板上に形成される。図面で、ＰチャネルＭ
ＯＳトランジスタには、ボディに矢印の記号を付すことで、ＮチャネルＭＯＳトランジス
タと区別することとする。図面には、ＭＯＳトランジスタの基板電位の接続は特に明記し
ないが、ＭＯＳトランジスタが正常動作可能な範囲であれば、その接続方法は特に限定し
ない。また、特に断りのない場合、信号のローレベルを’０’、ハイレベルを’１’とす
る。
【００２５】
　　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１による不揮発性メモリのブロック図、図２は、図１の不
揮発性メモリに設けられたメモリセルアレイの構成例を示した回路図、図３は、図２のメ
モリセルアレイに設けられたメモリセルの構成図、図４は、図１の不揮発性メモリに設け
られたカラムセレクタの回路図、図５は、図４のカラムセレクタに設けられたプリチャー
ジ回路の一例を示す回路図、図６は、図４のカラムセレクタに設けられたセンスアンプの
一例を示す回路図、図７は、図４のカラムセレクタに設けられたライトドライバの一例を
示す回路図、図８は、図１の不揮発性メモリにおける書き込み動作のタイミングチャート
、図９は、図１の不揮発性メモリにおける読み出し動作のタイミングチャート、図１０は
、図１の不揮発性メモリにおける書き込み動作の他の例を示すタイミングチャート、図１
１は、図１の不揮発性メモリにおける読み出し動作の他の例を示すタイミングチャートで
ある。
【００２６】
　本実施の形態において、不揮発性メモリ（半導体集積回路装置）１は、相変化素子をメ
モリセルに用いたＳＤＲＡＭインターフェースを有するメモリである。
【００２７】
　この不揮発性メモリ１は、カラムセレクタ１２内にメモリセルへの書き込み電圧と書き
込み時間、および書き込みタイミングを制御するライトデータコントロール１３を含み、
高抵抗化をカラムサイクル毎に、低抵抗化をプリチャージコマンドが入力された後に行う
ことが特徴である。
【００２８】
　不揮発性メモリ１は、図１に示すように、アドレスバッファ２、タイミング生成回路３
、バンクセレクタ４、ロウアドレスバッファ５、カラムアドレスバッファ６、モードレジ
スタ７は、カラムアドレスカウンタ８、ロウデコーダ９、ワードドライバ１０、カラムデ
コーダ１１、カラムセレクタ１２、ライトデータコントロール１３、Ｉ／Ｏ（Ｉｎｐｕｔ
／Ｏｕｔｐｕｔ）コントロール１４、出力バッファ１５、入力バッファ１６、およびメモ
リセルアレイ１７から構成されている。この図１では、簡単化のため、欠陥救済回路や内
部電源発生回路などは省略している。
【００２９】
　アドレスバッファ２は、外部より入力されたアドレスを一時的に保持する。タイミング
生成回路３は、外部よりコマンドピンや一部のアドレスピンに入力されたコマンドに従っ
て、チップ全体に制御信号を送る。バンクセレクタ４は、入力されたアドレスＡｄｄにし
たがって特定のバンクを選択する。
【００３０】
　ロウアドレスバッファ５は、Ｘアドレスとして入力されたアドレスＡｄｄを一時的に保
持する。カラムアドレスバッファ６は、Ｙアドレスとして入力されたアドレスＡｄｄを一
時的に保持する。
【００３１】
　モードレジスタ７は、カラムアクセスでリード・ライト・バースト動作を制御する。カ
ラムアドレスカウンタ８は、バースト動作の時のアドレスを内部で生成する。ロウデコー
ダ９は、入力されたＸアドレスにしたがって、サブアレイ、ならびにワード線を選択する
ための選択信号を生成し、それらの信号に従ってセンスアンプなどの回路ブロックを制御
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する。
【００３２】
　ワードドライバ１０は、ロウデコーダ９から出力された選択信号に従って、特定のワー
ド線を選択する。カラムデコーダ１１は、入力されたＹアドレスにしたがって入出力する
データを選択するための信号や書き込みを制御するための信号を出力する。
【００３３】
　カラムセレクタ１２は、カラムデコーダ１１から出力された選択信号に従って、メモリ
セルアレイ１７外部へと出力するデータを選択する。ライトデータコントロール１３は、
カラムセレクタ１２内に配置され、外部から入力されたデータを該カラムセレクタ１２内
の書き込みデータにしたがってメモリセルアレイ１７への書き込み動作を行う。
【００３４】
　Ｉ／Ｏコントロール１４は、メモリセルアレイ１７から出力されたデータをチップ外部
へ出力する順番や、チップ外部から入力されたデータをメモリセルアレイへ書きこむ動作
を制御する。出力バッファ１５は、Ｉ／Ｏコントロール１４から送られてきたデータをチ
ップ外部に出力する。
【００３５】
　入力バッファ１６は、外部から入力されたデータを一時的に保持し、タイミング生成回
路３によって制御されてメモリセルアレイ１７に書き込むＩ／Ｏコントロール１４に送る
。メモリセルアレイ１７は、情報を記憶するメモリセルＭＣがアレイ状に配置されている
。
【００３６】
　図２は、メモリセルアレイ１７の構成例を示した図である。
【００３７】
　メモリセルアレイ１７は、ワードドライバ１０に接続されたワード線ＷＬ０，ＷＬ１，
ＷＬ２，ＷＬ３，・・・と、ビット線ＢＬ０，ＢＬ１，ＢＬ２，ＢＬ３・・・とそれぞれ
所望の交点にあるメモリセルＭＣとを含む構成からなる。
【００３８】
　また、ソース線ＳＬ０１，ＳＬ２３，・・・が設けられ、読み出し、書き込み、待機時
で制御される制御線、もしくは、特定の電位たとえば、グランドレベル（基準電位）ＶＳ
Ｓに接続される。ソース線は、メモリセルアレイ１７で共通のプレートとすることで構造
を簡素化できる。ここで、ビット線はデータ線とも呼ばれている。
【００３９】
　各メモリセルＭＣは、図３に示すように、相変化抵抗ＰＣＲとメモリセルトランジスタ
ＭＴとにより構成されている。相変化抵抗ＲＰＣの一端はビット線に接続され、他端はメ
モリセルトランジスタＭＴの一方の接続部に接続される。
【００４０】
　相変化抵抗ＲＰＣは、たとえば、ゲルマニウム、アンチモン、テルルなどを含有したカ
ルコゲナイド材料からなる。メモリセルトランジスタＭＴの他方の接続部には、ソース線
に接続されており、該メモリセルトランジスタＭＴのゲートはワード線に接続される。
【００４１】
　また、メモリセルＭＣ内の構成として、図３（ｂ）のように図３（ａ）のメモリセルト
ランジスタＭＴと相変化抵抗ＰＣＲとを入れ替えた構成でもあってもかまわない。
【００４２】
　この構成では、ライト動作などでビット線を駆動しても、ワード線を非選択状態にして
おくことでビット線から相変化抵抗にＡＣ（交流）的な電流が流れることを防止できる利
点である。また、ビット線ＢＬから相変化素子を介さずに拡散層容量が見えるため、デー
タパターン依存性がないのも利点である。
【００４３】
　ここでは簡単のため示していないが、必要に応じて読み出し時の参照信号を発生させる
ためのダミーセルも設けられる。また、ここでは、メモリセルトランジスタとしてＮチャ



(7) JP 4322645 B2 2009.9.2

10

20

30

40

50

ネルＭＯＳトランジスタを示しているが、ＰチャネルＭＯＳトランジスタやバイポーラト
ランジスタの使用も可能である。ただし、高集積化の観点からＭＯＳトランジスタが望ま
しく、ＰチャネルＭＯＳトランジスタに比べてオン状態でのチャネル抵抗の小さいＮチャ
ネルＭＯＳトランジスタが好適である。
【００４４】
　図４は、カラムセレクタ１２の一例を示す回路図である。この図４においては、カラム
セレクタ１２の一部分を示したものである。
【００４５】
　カラムセレクタ１２は、ビット線ＢＬ０，ＢＬ１，ＢＬ２，・・・にそれぞれに接続さ
れるセンスアンプブロックＳＡＢとそれぞれのセンスアンプブロックＳＡＢにわたって配
置されるライトデータコントロール１３とを含んでいる。
【００４６】
　センスアンプブロックＳＡＢは、ビット線を所望の期間、所望のレベルに設定するプリ
チャージ回路ＰＣと、ライトデータコントロール１３に含まれ、ライトデータにしたがっ
て、メモリセルＭＣにデータを書き込むためにビット線ＢＬ０，ＢＬ１，ＢＬ２，・・・
を駆動するライトドライバ（第１ライトドライバ、第２ライトドライバ、第２データ保持
回路）ＷＤと、メモリセルＭＣから読み出した微小信号を増幅するためのセンスアンプ（
第１データ保持回路）ＳＡとからなる。
【００４７】
　図５は、センスアンプブロックＳＡＢにおけるプリチャージ回路ＰＣの構成例を示す回
路である。
【００４８】
　プリチャージ回路ＰＣは、ビット線ＢＬをロウデコーダ９から出力されるプリチャージ
信号ＲＰによってスタンバイ状態はプリチャージレベルＶＲに設定し、アクティブ状態で
読み出し期間と書き込み期間以外のアクティブスタンバイ状態には、ロウデコーダ９から
出力されるアクティブスタンバイプリチャージ信号ＲＰ２とカラムデコーダ１１から出力
されるライトイネーブル信号Ｗによってメモリセルのソース線と同電位（図５では、グラ
ンドレベルＶＳＳ）に設定する。
【００４９】
　ライトデータコントロール１３に配置されるライトドライバＷＤは、センスアンプブロ
ックＳＡＢ毎に配置され、ライトデータに従ってメモリセルＭＣに書き込むために必要な
電圧をビット線に印加する。
【００５０】
　図６は、センスアンプＳＡの構成例を示した回路図である。
【００５１】
　この図６では、センスアンプＳＡ内のビット線ＢＬＩ、および出力ノードＳＡＯｔ／ｂ
のプリチャージ回路は省略しているが、待機時に所望のレベルに設定するスイッチを接続
している。
【００５２】
　センスアンプＳＡでは、センスアンプブロックＳＡＢ内のビット線ＢＬＩをゲートに受
けるトランジスタＴ１と、リファレンスレベルＶＲＥＦをゲートに受けるトランジスタＴ
２が対となり、ＮチャネルＭＯＳのトランジスタＮＴ０，ＮＴ１のソースにそれぞれ入力
される。
【００５３】
　ＰチャネルＭＯＳのトランジスタＰＴ０，ＰＴ１とＮチャネルＭＯＳのトランジスタＮ
Ｔ０，ＮＴ１とはクロスカップル型のアンプを構成しており、トランジスタＮＴ１とトラ
ンジスタＰＴ１とのドレイン側が出力ノードＳＡＯｂにそれぞれ接続されている。
【００５４】
　また、トランジスタＮＴ０とトランジスタＰＴ０とのドレイン側が出力ノードＳＡＯｔ
にそれぞれ接続されており、センスアンプソースノードＳＡＮをグランドレベルＶＳＳに
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駆動することで、ビット線ＢＬＩとリファレンスレベルＶＲＥＦとの間の微小信号をクロ
スカップルで増幅して出力ノードＳＡＯｔ／ｂに電源振幅を有する信号を出力する。
【００５５】
　ここで、プリチャージ回路ＰＣ、ライトドライバＷＤ、センスアンプＳＡの回路構成は
、本構成に限定されるものではなく、同様の機能を有する回路構成であれば異なる構成で
もかまわない。
【００５６】
　たとえば、本構成ではリファレンスレベルＶＲＥＦを複数のセンスアンプで共通にして
いるが、それぞれのリファレンスレベルをそれぞれ別のダミーセルなどで生成するように
してもよい。
【００５７】
　図７は、ライトドライバＷＤの一例を示す回路図である。
【００５８】
　ＰチャネルＭＯＳのトランジスタＭＰＨは、センスアンプ出力ノードＳＡＯｂが’０’
状態の時にオンし、ライトイネーブル信号ＷでＰチャネルＭＯＳのトランジスタＭＰＨ２
が活性化状態になると高抵抗電圧ＶＷＨをビット線ＢＬに供給する。
【００５９】
　また、ＰチャネルＭＯＳのトランジスタＭＰＬ１は、センスアンプ出力ノードＳＡＯｔ
が’０’状態の時にライトイネーブル信号Ｗによって、ゲートレベルをグランドレベルＶ
ＳＳに設定され、アクティブスタンバイプリチャージ信号ＲＰ２によってＰチャネルＭＯ
ＳのトランジスタＭＰＬ２が活性化状態になると低抵抗電圧ＶＷＬをビット線ＢＬに供給
する。
【００６０】
　２つのインバータＩＮＶ０，ＩＮＶ１はラッチを構成しており、書き込み選択が起こっ
た際に、センスアンプ出力ノードＳＡＯｂのデータをラッチし、該センスアンプ出力ノー
ドＳＡＯｂのデータに従って、低抵抗化電圧供給用であるＰチャネルＭＯＳのトランジス
タＭＰＬのゲートレベルを設定する。このラッチは、プリチャージ信号ＲＰによって、初
期化される。ライトドライバＷＤの回路構成は、本構成に限定されるものではなく、同様
の機能を有する回路構成であれば異なる構成でもかまわない。
【００６１】
　次に、本実施の形態１における不揮発性メモリ１の動作について説明する。
【００６２】
　不揮発性メモリ１においては、アドレスＡｄｄとコマンド入力ピンに入力される信号の
組み合わせにより、内部動作が決まる。通常、ＳＤＲＡＭでは、アドレスは、ロウアドレ
スとカラムアドレスに分割して入力される。
【００６３】
　まず、アクティベートコマンドが、バンクアドレスとロウアドレスと一緒に入力される
。バンクアドレスは、バンクセレクタ４に送られ、チップ内の特定のバンクを活性化する
。同時に入力されるアドレスは、アドレスバッファ２からロウアドレスバッファ５、そし
て、ロウデコーダ９に送られ、特定のワード線を選択するための選択信号を生成する。
【００６４】
　その後、ワードドライバ１０において、入力されたアドレスに対応したワード線が選択
される。ワード線が選択されるとカラムセレクタ１２内のセンスアンプＳＡにメモリセル
ＭＣのデータが読み出される。
【００６５】
　ロウアドレスが入力されてからスペックで規定される期間以上を経た後、リード・ライ
トなどのコマンドと一緒に、カラムアドレスがアドレスバッファ２に入力される。入力さ
れたアドレスは、アドレスバッファ２からカラムアドレスバッファ６に送られ、カラムデ
コーダ１１にて、特定のアドレスのセンスアンプを選択するためのカラム選択線を出力す
る。
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【００６６】
　カラム動作では、１回のアドレス入力に対して、複数回のデータの入出力を行う場合が
ある。そのためにカラムアドレスカウンタ８において、モードレジスタ７によって規定さ
れた順番で初期入力アドレスから順々にアドレスを生成し、生成したアドレスは、カラム
デコーダ１１に送られる。
【００６７】
　リードのコマンドと一緒にカラムアドレスが入力された場合、カラムデコーダ１１の出
力したカラム選択線によって選択されるアドレスのセンスアンプＳＡのデータは、カラム
セレクタ１２からＩ／Ｏコントロール１４に送られる。ここで、出力データの選択を行い
出力バッファ１５から入出力ピンＤＱに出力される。
【００６８】
　ライトのコマンドと一緒にカラムアドレスが入力された場合、コマンド・アドレスと同
時、あるいは、特定の期間経過後に入出力ピンＤＱにデータが入力される。入力されたデ
ータは、入力バッファ１６からＩ／Ｏコントロール１４に送られる。
【００６９】
　Ｉ／Ｏコントロール１４では、書き込みデータの書き込み順やデータマスク処理などを
行い、書き込みデータをカラムセレクタ１２に送る。ここで、カラムセレクタ１２から出
力されたカラム選択信号により、データを書き込むセンスアンプＳＡが選択され、該セン
スアンプＳＡに書き込まれたデータにしたがって、ライトデータコントロールにおいて、
メモリセルＭＣへの書き込み動作を行う。
【００７０】
　ライトデータコントロール１３では、相変化素子を高抵抗化（第１情報）する場合と低
抵抗化（第２情報）する場合でビット線に印加する電圧と印加している期間を制御する。
【００７１】
　次に、プリチャージコマンドが入力されると、ライトデータコントロール１３での書き
込み動作が完了するまで待った後、ワードドライバ１０では、ワード線の非活性化が行わ
れ、メモリセルアレイ１７内のビット線がプリチャージされ、次のサイクルの準備が行わ
れる。
【００７２】
　次に、図８のタイミングチャートを用いて、ワードドライバ１０、メモリセルアレイ１
７、およびカラムセレクタ１２の動作について説明する。
【００７３】
　図８においては、上方から下方にかけて、クロック信号ＣＬＫ、コマンドＣＭＤ、ロウ
デコーダ９から出力されるプリチャージ信号ＲＰ、ワード線ＷＬ、ビット線分離信号ＲＴ
Ｇ、カラム選択線Ｃ０１，Ｃ２３、ライトイネーブル信号Ｗ０１，Ｗ２３、アクティブス
タンバイプリチャージ信号ＲＰ２、センスアンプソースノードＳＡＮ、ビット線ＢＬ１～
ＢＬ３、出力ノードＳＡＯｔ０，ＳＡＯｂ０，ＳＡＯｔ１，ＳＡＯｂ１、およびデータ入
出力ピンＤＱにおけるそれぞれの信号タイミングを示している。また、図８は、主なアレ
イ制御信号のみ表示し、そのほかの信号については、省略する。
【００７４】
　まず、クロック信号ＣＬＫに同期して、コマンドピンの組み合わせによってアクトコマ
ンドＡＣＴが入力される。これに従って、メモリセルアレイ１７では、ビット線ＢＬ０，
ＢＬ１，・・・のプリチャージが終了する。
【００７５】
　続いて、コマンドと一緒に入力されるアドレスをロウアドレスデコーダ９によってデコ
ードされ、ワードドライバ１０により複数のワード線から対応したワード線ＷＬが選択さ
れる。
【００７６】
　所望のプリチャージレベルＶＲにプリチャージされていたビット線ＢＬ０，ＢＬ１，・
・・は、選択されたメモリセルＭＣ内の相変化抵抗ＰＣＲの抵抗の大きさに従って流れる
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電流により、放電され電位が低下する。
【００７７】
　このとき、相変化抵抗ＰＣＲの抵抗が高いときつまり、相変化素子がアモルファス状態
では、ビット線ＢＬレベルがあまり低下しない。一方、相変化抵抗ＰＣＲが低抵抗状態、
つまり、相変化素子が結晶化状態では、ビット線ＢＬレベルが急激に低下する。
【００７８】
　ビット線分離信号ＲＴＧをゲートに受けるトランジスタは、メモリセルアレイ１７側の
ビット線ＢＬへの電荷注入量を制限し、電荷転送アンプを構成している。これによって、
メモリセルアレイ１７側のビット線ＢＬで微小な信号でもセンスアンプＳＡ内のビット線
ＢＬＩには大きな信号量が発生する。
【００７９】
　一定時間の後、ビット線ＢＬ０，ＢＬ１，・・・とセンスアンプＳＡ内ビット線ＢＬＩ
０，ＢＬＩ１，・・・がビット線分離信号ＲＴＧによって分離される。その後、センスア
ンプソースノードＳＡＮをグランドレベルＶＳＳに駆動することで、センスアンプＳＡが
活性化され、微小な読み出し信号を電源電圧振幅まで増幅して出力ノードＳＡＯｔ／ｂ１
に出力する。
【００８０】
　この後、アクティブ期間のアクティブスタンバイプリチャージ信号ＲＰ２を活性化レベ
ルに遷移させて、ビット線ＢＬ０，ＢＬ１・・・をメモリセルＭＣのソース線ＳＬと同電
位、ここでは、グランドレベルＶＳＳに設定する。ここまでが、カラムアクセス前に行わ
れる一連のシーケンスである。
【００８１】
　次に、カラムアクセスで書き込み動作が行われる場合について説明する。図８では、カ
ラムアクセスで、たとえば書き込みコマンドＷＲＩＴが入力された場合を示している。
【００８２】
　アクトコマンドから所定の期間、図では、期間ｔＲＣＤ経たのち、ライトコマンドＷＲ
ＩＴが入力されている。コマンドと同時、あるいは、あらかじめ決められたクロック後に
書き込みデータがデータ入出力ピンＤＱに入力される。
【００８３】
　本図では、外部入出力方式として、外部クロック信号ＣＬＫの立ち上がりにあわせて出
力するシングルデータレート（ＳＤＲ）方式で示しているが、外部クロック信号ＣＬＫの
立ち上がりと立ち下りにあわせて出力するダブルデータレート（ＤＤＲ）にも適用するこ
とができる。
【００８４】
　コマンドと同時に入力される書き込みアドレスに従って、カラム選択線、たとえばカラ
ム選択線Ｃ０１が活性化され、Ｉ／Ｏコントロール部１４からＩ／Ｏ線を通って、センス
アンプ出力ノードＳＡＯｔ／ｂにデータが書き込まれる。
【００８５】
　図では、出力ノードＳＡＯｔ０，ＳＡＯｂ１に’０’、出力ノードＳＡＯｂ０，ＳＡＯ
ｔ１に’１’がそれぞれ書き込まれる。書き込みが終了するとカラム選択線Ｃ０１が非活
性化状態に遷移し、センスアンプで新たなデータがラッチされる。
【００８６】
　その後、カラム選択線Ｃ０１・・・と平行して配線されるライトイネーブル信号Ｗ０１
，Ｗ２３，・・・のうち、書き込みの行われたカラム選択線に対応したライトイネーブル
信号Ｗ０１がグランドレベルＶＳＳに遷移する。
【００８７】
　これによって、ライトドライバＷＤでは、ビット線ＢＬ１には、高抵抗化電圧ＶＷＨが
印加され、選択メモリセルＭＣの相変化素子には、高抵抗化に必要な電流が流れ、発熱す
る。
【００８８】
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　一方、ビット線ＢＬ０に接続されているライトドライバＷＤでは、インバータＩＮＶ０
，ＩＮＶ１によって、選択トランジスタＭＰＬのゲートレベルがグランドレベルＶＳＳに
設定される。
【００８９】
　ライトイネーブル信号Ｗ０１は、高抵抗化に必要な期間だけ活性化される。非活性化さ
れると同時に、ビット線ＢＬ０，ＢＬ１は、スタンバイレベルのビット線レベルＶＳに設
定し、高抵抗化書き込みを行っていたメモリセルＭＣでは、この動作によって電流が急激
に減少し、冷却され高抵抗化する。図６では、さらに、ビット線ＢＬ０，ＢＬ１への書き
込み動作に続いてビット線ＢＬ２，ＢＬ３への書き込み動作を行っている。
【００９０】
　これらのビット線ＢＬ２，ＢＬ３に接続されているメモリセルＭＣへの書き込み動作は
、前述のビット線ＢＬ０，ＢＬ１の場合と同様である。
【００９１】
　次に、連続したカラムサイクルで同一のアドレスへの書き込みコマンドが入力された場
合について説明する。
【００９２】
　この場合、メモリセルＭＣへ書き込み中のセンスアンプＳＡへ新規データを書き込む場
合が生ずる。そこで、カラムアドレスバッファ６もしくは、カラムアドレスカウンタ８の
いずれかで、同一アドレスへのアクセスかどうかを判定して、同一アドレスの場合には、
カラムデコーダ１１からライトデータコントロール１３へのライトイネーブル信号Ｗを非
活性化して、メモリセルＭＣへの書き込み動作を中止し、センスアンプＳＡへの書き込み
動作を行い、その後セルへの書き込み動作を行う。
【００９３】
　これによって、異なるデータをメモリセルＭＣへ書き込むことを防ぐとともに、センス
アンプＳＡに書き込まれたデータを確実にメモリセルＭＣに書き込むことができる。
【００９４】
　次に、カラム動作が終了し、プリチャージコマンドＰＲＥが入力された後の動作につい
て説明する。
【００９５】
　プリチャージコマンドＰＲＥが入力されると、アクティブスタンバイプリチャージ信号
ＰＲ２が非活性化する。アクティブスタンバイプリチャージ信号ＰＲ２がグランドレベル
ＶＳＳに遷移すると、ビット線ＢＬ１に接続されたライトドライバＷＤでは、トランジス
タＭＰＬのゲートがグランドレベルＶＳＳになっており、直列して接続されているトラン
ジスタＭＰＬ１のゲートがグランドレベルになるため、ビット線ＢＬ１には、低抵抗化に
必要な電圧ＶＷＬが印加され、選択メモリセルＭＣには、低抵抗化に必要な電流が流れ、
発熱する。
【００９６】
　その後、低抵抗化に必要な時間たった後、選択されていたワード線ＷＬが非活性化され
、メモリセルに流れていた電流が遮断され、相変化素子は冷却され低抵抗化する。これと
前後して、センスアンプ活性化信号ＳＡＮがセンスアンプＳＡを非活性化する。
【００９７】
　最後に、プリチャージ信号ＲＰが活性化され、プリチャージ回路ＰＣにおいて、ビット
線をプリチャージレベルＶＲに設定する。同時に、ライトドライバＷＤ内のインバータＩ
ＮＶ０，ＩＮＶ１で構成されるラッチも初期化され、トランジスタＭＰＬのゲートを高電
位状態に設定する。
【００９８】
　これによって、プリチャージ動作が完了とともに、一連のロウサイクルでの読み出し・
低抵抗化・高抵抗化が完了する。
【００９９】
　次に、不揮発性メモリ１における読み出し動作について、図９のタイミングチャートを
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用いて説明する。
【０１００】
　この図９では、主なアレイ制御信号のみ表示し、そのほかの信号については、省略する
。また、図９においては、上方から下方にかけて、クロック信号ＣＬＫ、コマンドＣＭＤ
、プリチャージ信号ＲＰ、ワード線ＷＬ、ビット線分離信号ＲＴＧ、カラム選択線Ｃ０１
，Ｃ２３、アクティブスタンバイプリチャージ信号ＲＰ２、センスアンプソースノードＳ
ＡＮ、ビット線ＢＬ０，ＢＬ１、センスアンプＳＡ内のビット線ＢＬＩ０，ＢＬＩ１、出
力ノードＳＡＯｔ０，ＳＡＯｂ０，ＳＡＯｔ１，ＳＡＯｂ１、およびデータ入出力ピンＤ
Ｑにおけるそれぞれの信号タイミングを示している。
【０１０１】
　カラムアクセス前に行われる一連のシーケンスでは、前述のとおりである。リードコマ
ンドと一緒に入力されたカラムアドレスに対応したカラム選択信号Ｃ０１が選択され、出
力ノードＳＡＯｔ０／ｔ０，ＳＡＯｔ１／ｂ１のデータがＩ／Ｏ線ＩＯ０ｔ／ｂ，ＩＯ１
ｔ／ｂにそれぞれ出力され、外部に送られる。
【０１０２】
　さらに、動作モードがバーストモードの場合、連続したアドレスに対応してカラム選択
信号Ｃ２３が選択され、出力ノードＳＡＯｔ２／ｂ２，ＳＡＯｔ３／ｂ３がＩ／Ｏ線にそ
れぞれ出力される。
【０１０３】
　その後、読み出されたデータは、Ｉ／Ｏコントロール１４、出力バッファ１５を経由し
てリードコマンドが入力されてから所定のクロック数経た後、入出力ピンＤＱに出力され
る。
【０１０４】
　図では、外部データの入出力方式として、外部クロックの立ち上がりにあわせて出力す
るシングルデータレート（ＳＤＲ）方式で示しているが、外部クロックの立ち上がりと立
ち下りにあわせて出力するダブルデータレート（ＤＤＲ）にも適用することができる。
【０１０５】
　プリチャージ動作は、一連のカラムサイクルで書き込み動作がある場合でも、そうでな
い場合でも同様である。
【０１０６】
　このように、ライトデータコントロール１３で、書き込み用のラッチを設けて、比較的
書き込み時間の要する低抵抗化動作を、カラムサイクルごとではなくプリチャージコマン
ドが入力されてから行うことで、高速なカラムサイクル動作を実現することができる。
【０１０７】
　一方、高抵抗化後のメモリセルＭＣは、書き込み動作の直後に読み出し動作を行うこと
がなく、プリチャージ後に再度ワード線を選択するまで読み出し動作を行わないため、十
分な冷却期間をおくことができ、安定動作を実現することができる。
【０１０８】
　また、書き込みサイクル時間を大きく確保した動作について、図１０のタイミングチャ
ートを用いて説明する。図８の動作では、出力ピンＤＱの１回分の入出力データを同時に
センスアンプＳＡから読み出し、センスアンプＳＡに書き込んでいる。本図では、出力ピ
ンＤＱの複数回分の入出力データを同時にセンスアンプＳＡからＩ／Ｏコントロール１４
に読み出し、また、Ｉ／Ｏコントロール１４からセンスアンプＳＡに書き込んでいる。
【０１０９】
　本図では、主なアレイ制御信号のみ表示し、そのほかの信号については、省略する。ま
た、図１０の信号変化の項目においては、図８と同様であるので省略する。
【０１１０】
　カラムアクセス前に行われる一連のシーケンスでは、前述のとおりである。次に、カラ
ムアクセスで書き込み動作が行われる場合について説明する。図９では、ビット線ＢＬ１
、およびカラムアクセスで書き込みコマンドＷＲＩＴが入力されると、コマンドと同時、
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あるいは、あらかじめ決められたクロック信号ＣＬＫ後に書き込みデータＤ０がデータ入
出力ピンＤＱに入力される。
【０１１１】
　このときのデータは、次のデータＤ１が入力されるまでＩ／Ｏコントロール１４に保持
される。ここで、図１０では、外部入出力方式として、外部クロックの立ち上がりにあわ
せて出力するシングルデータレート（ＳＤＲ）方式で示しているが、外部クロックの立ち
上がりと立ち下りにあわせて出力するダブルデータレート（ＤＤＲ）にも適用することが
できる。
【０１１２】
　書き込みデータＤ０に続いて書き込みデータＤ１が入力される。コマンドと同時に入力
される書き込みアドレスにしたがって、カラム選択線、たとえばカラム選択線Ｃ０１が活
性化され、データＤ０，Ｄ１がそれぞれＩ／Ｏコントロール１４からＩ／Ｏ線を通って、
センスアンプ出力ノードＳＡＯｔ０／ｔ０，ＳＡＯｔ１／ｔ０にそれぞれが書き込まれる
。
【０１１３】
　図では、センスアンプ出力ノードＳＡＯｔ０，ＳＡＯｂ１に’０’、センスアンプ出力
ノードＳＡＯｂ０，ＳＡＯｔ１に’１’がそれぞれ書き込まれる。書き込みが終了すると
カラム選択線Ｃ０１が非活性化状態に遷移し、センスアンプＳＡで新たなデータがラッチ
される。
【０１１４】
　その後、カラム選択線Ｃ０１，Ｃ２３，・・・と平行して配線されるライトイネーブル
信号Ｗ０１，Ｗ２３，・・・のうち、書き込みの行われたカラム選択線に対応したライト
イネーブル信号Ｗ０１がグランドレベルＶＳＳに遷移する。
【０１１５】
　これによって、ライトドライバＷＤにおいて、ビット線ＢＬ１には、高抵抗化電圧ＶＷ
Ｈが印加され、選択メモリセルＭＣの相変化素子には、高抵抗化に必要な電流が流れ、発
熱する。
【０１１６】
　一方、ビット線ＢＬ０に接続されているライトドライバＷＤでは、インバータＩＮＶ０
，ＩＮＶ１によって、トランジスタＭＰＬのゲートレベルがグランドレベルＶＳＳに設定
される。
【０１１７】
　ライトイネーブル信号Ｗ０１は、高抵抗化に必要な期間だけ活性化される。非活性化さ
れると同時に、ビット線ＢＬ０，ＢＬ１は、スタンバイレベルのビット線レベルＶＳに設
定し、高抵抗化書き込みを行っていたメモリセルＭＣでは、この動作によって電流が急激
に減少し、冷却され高抵抗化する。
【０１１８】
　図１０では、さらに、ビット線ＢＬ０，ＢＬ１への書き込み動作に続いてビット線ＢＬ
２，ＢＬ３への書き込み動作を行っている。これらのビット線に接続されているメモリセ
ルＭＣへの書き込み動作は、前述のビット線ＢＬ０，ＢＬ１の場合と同様である。
【０１１９】
　連続したカラムサイクルで同一のアドレスへの書き込みコマンドが入力された場合には
、前述と同様に、カラムアドレスバッファ６、もしくはカラムアドレスカウンタ８のいず
れかで、同一アドレスへのアクセスかどうかを判定して、同一アドレスの場合には、カラ
ムデコーダ１１からライトデータコントロール１３へのライトイネーブル信号Ｗを非活性
化して、メモリセルＭＣへの書き込み動作を中止する。それと平行して、センスアンプＳ
Ａへの書き込み動作を行い、その後、メモリセルＭＣへの書き込み動作を行う。
【０１２０】
　これによって、異なるデータをメモリセルＭＣへ書き込むことを防ぐとともに、センス
アンプＳＡに書き込まれたデータを確実にメモリセルＭＣに書き込むことが可能となる。
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【０１２１】
　このように、比較的書き込み時間の要する低抵抗化動作をカラムサイクルごとではなく
プリチャージコマンドが入力されてから行うことで、高速なカラムサイクル動作を実現で
きる。一方、高抵抗化後のメモリセルＭＣは、プリチャージ後に再度ワード線を選択する
まで読み出し動作を行わないため、十分な冷却期間をおくことができ、安定動作を実現で
きる。データ入力サイクルに比べて、センスアンプＳＡ、相変化素子への書き込みサイク
ル時間を長く確保できるため、安定した書き込み動作が実現できる。
【０１２２】
　さらに、高抵抗化に割り当てられる時間が長くでき、確実な書き込み動作を実現するこ
とができるという利点がある。
【０１２３】
　本実施の形態１では、外部から書き込みデータ１回分を単位としてメモリセルへ書き込
みを行っているが、たとえば、図１１のタイミングチャートに示すように、書き込みデー
タ４回分を単位としてメモリセルＭＣに書き込むようにしてもよい。
【０１２４】
　この図１１では、ビット線ＢＬ０，ＢＬ２は、高抵抗状態から低抵抗状態へ書き込み動
作を行っている。また、ビット線ＢＬ１，ＢＬ３は、低抵抗状態から高抵抗状態へと書き
込み動作を行っている例である。詳細な動作については、前述した実施の形態１と同様で
ある。
【０１２５】
　このように、書き込みデータ４回分を単位としてメモリセルＭＣに書き込み動作を行う
ために、外部データ書き込みサイクルの４倍の時間でメモリセルアレイ１７を動作させれ
ばよく、高抵抗化に十分な書き込み時間を割り当てることができ、安定した書き込み動作
を実現することができる。
【０１２６】
　　（実施の形態２）
　図１２は、本発明の実施の形態２による不揮発性メモリに設けられたカラムセレクタの
回路図、図１３は、図１２のカラムセレクタに設けられたライトドライバの回路図、図１
４は、本発明の実施の形態２による不揮発性メモリによる書き込み動作の一例を示すタイ
ミングチャート、図１５は、本発明の実施の形態２による不揮発性メモリによる書き込み
動作の他の例を示すタイミングチャートである。
【０１２７】
　本実施の形態２において、不揮発性メモリは、前記実施の形態１と同様の構成からなり
、異なる点は、カラムセレクタ１２ａの回路構成である。
【０１２８】
　図１２は、カラムセレクタ１２ａの一部を示した回路図である。
【０１２９】
　カラムセレクタ１２ａは、カラムサイクル毎に高抵抗化と低抵抗化を同じ期間で同時に
行うものである。
【０１３０】
　カラムセレクタ１２ａは、ビット線ＢＬ０，ＢＬ１，ＢＬ２・・・のそれぞれに接続さ
れるセンスアンプブロックＳＡＢとそれぞれのセンスアンプブロックＳＡＢにわたって配
置されるライトデータコントロール１３などから構成されている。
【０１３１】
　センスアンプブロックＳＡＢは、ビット線を所望の期間、所望のレベルに設定するプリ
チャージ回路ＰＣと、ライトデータコントロール１３に含まれ、ライトデータにしたがっ
て、メモリセルＭＣにデータを書き込むためにビット線ＢＬ０，・・・を駆動するライト
ドライバＷＤと、メモリセルから読み出した微小信号を増幅するためのセンスアンプＳＡ
を備える。センスアンプＳＡ、およびプリチャージ回路ＰＣは前記実施の形態１と同じ構
成でかまわない。
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【０１３２】
　また、図１３は、ライトドライバＷＤの構成例を示す回路図である。
【０１３３】
　図１３（ａ）では、ＰチャネルＭＯＳのトランジスタＭＰＨは、センスアンプ出力ノー
ドＳＡＯｂが’０’状態の時にオンし、ビット線書き込みトランジスタＭＰＷＥに高抵抗
化のための電流を流すために必要な高抵抗化電圧ＶＷＨを供給する。
【０１３４】
　一方、ＰチャネルＭＯＳのトランジスタＭＰＬは、センスアンプ出力ノードＳＡＯｔが
’０’状態の時にオンし、ビット線書き込みトランジスタＭＰＷＥに低抵抗化のための電
流を流すために必要な低抵抗化電圧ＶＷＬを供給する。
【０１３５】
　ビット線書き込みトランジスタＭＰＷＥは、ライトイネーブル信号Ｗで活性化され、書
き込みデータにしたがってビット線ＢＬに電圧を印加する。ビット線ＢＬに電圧の印加さ
れる時間は、ライトイネーブル信号Ｗのパルス幅により設定され、高抵抗化、ならびに低
抵抗化がするのに必要な時間に設定される。
【０１３６】
　また、図１３（ｂ）では、ＰチャネルＭＯＳのトランジスタＭＰＨは、センスアンプ出
力ノードＳＡＯｂが’０’状態の時にオンし、ビット線書き込みトランジスタＭＰＷＥに
高抵抗化のための電流を流すために必要な高抵抗化電圧ＶＷＨを供給する。
【０１３７】
　一方、ＰチャネルＭＯＳのトランジスタＭＰＬは、センスアンプ出力ノードＳＡＯｔが
’０’状態の時にオンし、ビット線書き込みトランジスタＭＰＷＥに高抵抗化電圧ＶＷＨ
を供給する。
【０１３８】
　ここで、ＰチャネルＭＯＳのトランジスタＭＰＬは、オン抵抗がトランジスタＭＰＨに
比べて高く、ビット線書き込みトランジスタＭＰＷＥを介して低抵抗化に必要な電流に制
限する。
【０１３９】
　ビット線書き込みトランジスタＭＰＷＥは、ライトイネーブル信号Ｗで活性化され、書
き込みデータにしたがってビット線ＢＬに電流を流す。ビット線ＢＬに電流を流す時間は
、ライトイネーブル信号Ｗのパルス幅により設定され、高抵抗化、および低抵抗化がとも
に完了するのに必要な時間に設定される。
【０１４０】
　ライトドライバＷＤの回路構成は、本構成に限定されるものではなく、同様の機能を有
する回路構成であれば異なる構成でもあってもかまわない。
【０１４１】
　次に、カラムセレクタ１２ａでの書き込み動作について、図１４のタイミングチャート
を用いて説明する。この図１４では、書き込みサイクルがカラムサイクル時間以下の場合
を示している。
【０１４２】
　アクトコマンドＡＣＴが入力されてから、カラムアクセス前に行われる一連のシーケン
スでは、前記実施の形態１と同様である。さらに、カラムアクセスで書き込みコマンドＷ
ＲＩＴが入力されてから、センスアンプ書き込みデータが書き込まれるまでの動作におい
ても、前記実施の形態１と同様であるので省略する。
【０１４３】
　図１４では、センスアンプ出力ノードＳＡＯｔ０，ＳＡＯｂ１に’０’、センスアンプ
出力ノードＳＡＯｂ０，ＳＡＯｔ１に’１’がそれぞれ書き込まれた場合を示している。
【０１４４】
　センスアンプＳＡで新たなデータがラッチした後、次のカラムサイクルにおいて、カラ
ム選択線Ｃ０１，Ｃ２３，・・・と平行して配線されるライトイネーブル信号Ｗ０１，Ｗ
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２３，・・・のうち、書き込みの行われたカラム選択線に対応したライトイネーブル信号
Ｗ０１がグランドレベルＶＳＳに遷移する。
【０１４５】
　このとき、ビット線ＢＬ１に接続されたライトドライバＷＤでは、トランジスタＭＰＨ
により、ビット線書き込みトランジスタＭＰＷＥに高抵抗化電圧ＶＷＨが印加される。さ
らに、ビット線書き込みトランジスタＭＰＷＥのゲート信号であるライトイネーブル信号
が活性化状態になることで、ビット線ＢＬ１には、高抵抗化電圧ＶＷＨが印加され、選択
メモリセルＭＣの相変化素子には、高抵抗化に必要な電流が流れ、発熱する。
【０１４６】
　一方、ビット線ＢＬ０に接続されたライトドライバＷＤでは、トランジスタＭＰＬが活
性化され、ビット線書き込みトランジスタＭＰＷＥに低抵抗化電圧ＶＷＬが印加される。
ビット線書き込みトランジスタＭＰＷＥのゲート信号であるライトイネーブル信号が活性
化状態になることで、ビット線ＢＬ１には、低抵抗化電圧ＶＷＬが印加され、選択メモリ
セルＭＣの相変化素子には、低抵抗化に必要な電流が流れ、発熱する。
【０１４７】
　これらの書き込み動作は、ライトイネーブル信号Ｗが活性化状態の期間行われる。図１
４では、カラムサイクル時間と同じ期間だけライトイネーブル信号が活性化されている。
ライトイネーブル信号Ｗが非活性化状態になると、プリチャージ回路ＰＣにおいて、ビッ
ト線ＢＬ０，ＢＬ１は、スタンバイレベルのビット線レベルＶＳに設定し、書き込みを行
っていたメモリセルＭＣでは、電流が減少し、冷却される。
【０１４８】
　本図では、さらに、ビット線ＢＬ０，ＢＬ１への書き込み動作に続いてビット線ＢＬ２
，ＢＬ３への書き込み動作を行っている。これらのビット線に接続されているメモリセル
ＭＣへの書き込み動作は、前述のビット線ＢＬ０，ＢＬ１の場合と同様である。
【０１４９】
　本構成において、連続したカラムサイクルで同一のアドレスへの書き込みコマンドが入
力された場合についての動作は、前記実施の形態１と同様にアドレス比較を行って、メモ
リセルＭＣへの書き込み動作を中止するとともに、新しい書き込みデータをセンスアンプ
ＳＡに書き込み、その後、メモリセルＭＣへの書き込み動作を行う。
【０１５０】
　次に、低抵抗化あるいは、高抵抗化にカラムサイクル以上の時間が要する場合の動作に
ついて図１５のタイミングチャートを用いて説明する。
【０１５１】
　アクトコマンドＡＣＴが入力されてから、カラムアクセス前に行われる一連のシーケン
ス、およびカラムアクセスで書き込みコマンドＷＲＩＴが入力されてから、センスアンプ
書き込みデータが書き込まれるまでの動作は、前記実施の形態１と同様であるので省略す
る。
【０１５２】
　図１５では、センスアンプ出力ノードＳＡＯｔ０，ＳＡＯｂ１に’０’、センスアンプ
出力ノードＳＡＯｂ０，ＳＡＯｔ１に’１’がそれぞれ書き込まれた場合を示している。
【０１５３】
　センスアンプＳＡで新たなデータがラッチした後、次のカラムサイクルにおいて、カラ
ム選択線Ｃ０１，Ｃ０３，・・・と平行して配線されるライトイネーブル信号Ｗ０１，Ｗ
２３，・・・のうち、書き込みの行われたカラム選択線に対応したライトイネーブル信号
Ｗ０１がグランドレベルＶＳＳに遷移する。
【０１５４】
　このとき、ビット線ＢＬ１に接続されたライトドライバＷＤでは、トランジスタＭＰＨ
によりビット線書き込みトランジスタＭＰＷＥに高抵抗化電圧ＶＷＨが印加される。さら
に、ビット線書き込みトランジスタＭＰＷＥのゲート信号であるライトイネーブル信号が
活性化状態になることで、ビット線ＢＬ１には、高抵抗化電圧ＶＷＨが印加され、選択メ
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モリセルＭＣの相変化素子には、高抵抗化に必要な電流が流れ、発熱する。
【０１５５】
　一方、ビット線ＢＬ０に接続されたライトドライバＷＤでは、トランジスタＭＰＬが活
性化され、ビット線書き込みトランジスタＭＰＷＥに低抵抗化電圧ＶＷＬが印加される。
さらに、ビット線書き込みトランジスタＭＰＷＥのゲート信号であるライトイネーブル信
号が活性化状態になることで、ビット線ＢＬ１には、低抵抗化電圧ＶＷＬが印加され、選
択メモリセルＭＣの相変化素子には、低抵抗化に必要な電流が流れ、発熱する。
【０１５６】
　これらの書き込み動作は、ライトイネーブル信号Ｗが活性化状態の期間行われる。図１
５では、カラムサイクル時間よりも長い期間ライトイネーブル信号が活性化されている。
ライトイネーブル信号Ｗが非活性化状態になると、プリチャージ回路ＰＣにおいて、ビッ
ト線ＢＬ０，ＢＬ１は、スタンバイレベルのビット線レベルＶＳに設定し、書き込みを行
っていたメモリセルＭＣでは、電流が減少し、冷却される。
【０１５７】
　図１５では、さらに、ビット線ＢＬ０，ＢＬ１への書き込み動作に続いて、ビット線Ｂ
Ｌ２，ＢＬ３への書き込み動作を行っている。これらのビット線に接続されているメモリ
セルＭＣへの書き込み動作は、前述のビット線ＢＬ０，ＢＬ１の場合と同様である。
【０１５８】
　連続したカラムサイクルで同一のアドレスへの書き込みコマンドが入力された場合につ
いての動作は、前記実施の形態１と同様にアドレス比較を行って、メモリセルへの書き込
み動作を中止するとともに、新しい書き込みデータをセンスアンプＳＡに書き込み、その
後、メモリセルＭＣへの書き込み動作を行う。
【０１５９】
　このように、メモリセルＭＣへの書き込み動作をカラムサイクル毎に行うことにより、
ロウサイクルにおいて特別な期間をおかずに書き込み動作を行うことができる。
【０１６０】
　また、センスアンプＳＡへの書き込み動作とメモリセルＭＣへの書き込み動作を別タイ
ミングで行うことにより、メモリセルＳＡへの書き込み時間がカラムサイクル時間を制限
することがなくなり、高速なカラムサイクル動作と確実なメモリセルへの書き込み動作を
両立することができる。
【０１６１】
　さらに、低抵抗化・高抵抗化の後にメモリセルＭＣのデータを読み出す動作がプリチャ
ージ後に再度同じアドレスをアクセスした場合になるため、十分な冷却期間をとることが
できる。
【０１６２】
　　（実施の形態３）
　図１６は、本発明の実施の形態３による不揮発性メモリに設けられたカラムセレクタの
回路図、図１７は、図１６のカラムセレクタに設けられたライトドライバの回路図、図１
８は、本発明の実施の形態３による不揮発性メモリにおける書き込み動作の一例を示すタ
イミングチャート、図１９は、図１６のカラムセレクタにおける他の例を示す回路図、図
２０は、本発明の実施の形態３によるリフレッシュ動作機能がついた不揮発性メモリの一
例を示すブロック図、図２１は、図２０の不揮発性メモリにおけるメモリセルの一例を示
す構成図、図２２は、本発明の実施の形態３によるデータの修正機能が付加された不揮発
性メモリの一例を示すブロック図、図２３は、図２２の不揮発性メモリにおけるメモリセ
ルアレイの一例を示す回路図である。
【０１６３】
　本実施の形態３において、不揮発性メモリは、前記実施の形態１，２と同様の構成から
なり、異なる点は、カラムセレクタ１２ｂの回路構成である。
【０１６４】
　図１６は、カラムセレクタ１２ｂの一部を示した回路図である。
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【０１６５】
　カラムセレクタ１２ｂは、カラムサイクル毎に高抵抗化と低抵抗化をそれぞれ必要な期
間で行う。カラムセレクタ１２ｂは、ビット線ＢＬ０，ＢＬ１，ＢＬ２，・・・のそれぞ
れに接続されるセンスアンプブロックＳＡＢとそれぞれのセンスアンプブロックＳＡＢわ
たって配置されるライトデータコントロールＷＤＣなどから構成されている。
【０１６６】
　センスアンプブロックＳＡＢは、ビット線を所望の期間、所望のレベルに設定するプリ
チャージ回路ＰＣと、ライトデータコントロール１３に含まれ、ライトデータにしたがっ
て、ライトイネーブル信号（第１書き込み信号）ＷＲ、およびライトイネーブル信号（第
２書き込み信号）ＲＳで決まる書き込み時間の間、メモリセルにデータを書き込むために
ビット線ＢＬ０，・・・を駆動するライトドライバＷＤと、メモリセルＭＣから読み出し
た微小信号を増幅するためのセンスアンプＳＡを含む。センスアンプＳＡ、ならびにプリ
チャージ回路ＰＣは前記実施の形態１，２と同じ構成でかまわない。
【０１６７】
　図１７は、ライトドライバＷＤの構成例を示す回路図である。
【０１６８】
　図１７（ａ）は、ＰチャネルＭＯＳのトランジスタＭＰＨは、センスアンプ出力ノード
ＳＡＯｂが’０’状態の時にオンし、高抵抗化書き込みトランジスタＭＰＷＲに高抵抗化
電圧ＶＷＨを供給する。
【０１６９】
　一方、ＰチャネルＭＯＳのトランジスタＭＰＬは、センスアンプ出力ノードＳＡＯｔが
’０’状態の時にオンし、低抵抗化書き込みトランジスタＭＰＷＳに低抵抗化電圧ＶＷＬ
を供給する。
【０１７０】
　高抵抗化書き込みトランジスタＭＰＷＲは、高抵抗化ライトイネーブル信号ＷＲにより
制御され、高抵抗化ライトイネーブル信号ＷＰが活性化の間、ビット線ＢＬに高抵抗化電
圧ＶＷＨを印加する。
【０１７１】
　低抵抗化書き込みトランジスタＭＰＷＳは、低抵抗化ライトイネーブル信号ＷＳにより
制御され、該低抵抗化ライトイネーブル信号ＷＳが活性化の間、ビット線ＢＬに高抵抗化
電圧ＶＷＬを印加する。
【０１７２】
　ビット線に電圧の印加される時間は、高抵抗化・低抵抗化それぞれ、高抵抗化ライトイ
ネーブル信号ＷＲ、低抵抗化ライトイネーブル信号ＷＳのパルス幅により設定され、高抵
抗化、ならびに低抵抗化するのに必要な時間に設定される。
【０１７３】
　また、図１７（ｂ）は、図１７（ａ）の変形例である。
【０１７４】
　ＰチャネルＭＯＳのトランジスタＭＰＨは、センスアンプ出力ノードＳＡＯｂが’０’
状態の時にオンし、高抵抗化書き込みトランジスタＭＰＷＲに高抵抗化電圧ＶＷＨを供給
する。
【０１７５】
　一方、ＰチャネルＭＯＳのトランジスタＭＰＬは、センスアンプ出力ノードＳＡＯｔが
’０’状態の時にオンし、低抵抗化書き込みトランジスタＭＰＷＲに高抵抗化電圧ＶＷＨ
を接続する。
【０１７６】
　ここで、トランジスタＭＰＷＲとトランジスタＭＰＨの少なくとも一方のオン抵抗が高
い。これにより、ビット線に流れる電流を低抵抗化に必要な電流に抑制している。高抵抗
化書き込みトランジスタＭＰＷＲは、高抵抗化ライトイネーブル信号ＷＲにより制御され
、高抵抗化ライトイネーブル信号ＷＲが活性化の間、ビット線ＢＬに高抵抗化電圧ＶＷＨ
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を印加する。
【０１７７】
　低抵抗化書き込みトランジスタＭＰＷＳは、低抵抗化ライトイネーブル信号ＷＳにより
制御され、該低抵抗化ライトイネーブル信号ＷＳが活性化の間、ビット線ＢＬに低抵抗化
に必要な電流を供給する。
【０１７８】
　ビット線ＢＬに電圧の印加される時間は、高抵抗化・低抵抗化それぞれ、高抵抗化ライ
トイネーブル信号ＷＲ、低抵抗化ライトイネーブル信号ＷＳのパルス幅により設定され、
高抵抗化、および低抵抗化するのに必要な時間に設定される。
【０１７９】
　ライトドライバＷＤの回路構成は、本構成に限定されるものではなく、同様の機能を有
する回路構成であれば異なる構成でもかまわない。
【０１８０】
　次に、カラムセレクタ１２ｂでの書き込み動作について、図１８のタイミングチャート
を用いて説明する。
【０１８１】
　この図１８では、高抵抗化はカラムサイクル時間、低抵抗化はカラムサイクル時間の２
倍に設定されている場合を示している。アクトコマンドＡＣＴが入力されてから、カラム
アクセス前に行われる一連のシーケンスでは、前記実施の形態１と同様である。
【０１８２】
　さらに、カラムアクセスで書き込みコマンドＷＲＩＴが入力されてから、センスアンプ
書き込みデータが書き込まれるまでの動作は、前記実施の形態１と同様であるので省略す
る。
【０１８３】
　本図では、センスアンプ出力ノードＳＡＯｔ０，ＳＡＯｂ１に’０’、センスアンプ出
力ノードＳＡＯｂ０，ＳＡＯｔ１に’１’がそれぞれ書き込まれた場合を示している。
【０１８４】
　センスアンプＳＡで新たなデータがラッチした後、次のカラムサイクルにおいて、カラ
ム選択線Ｃ０１，Ｃ２３，・・・と平行して配線されるライトイネーブル信号Ｗ０１，Ｗ
２３，・・・のうち、書き込みの行われたカラム選択線に対応したライトイネーブル信号
Ｗ０１がグランドレベルＶＳＳに遷移する。
【０１８５】
　このとき、ビット線ＢＬ１に接続されたライトドライバＷＤでは、トランジスタＭＰＨ
により、高抵抗化書き込みトランジスタＭＰＷＲに高抵抗化電圧ＶＷＨが印加される。さ
らに、高抵抗化書き込みトランジスタＭＰＷＲのゲート信号である高抵抗化ライトイネー
ブル信号ＷＲが活性化状態になることで、ビット線ＢＬ１には、高抵抗化電圧ＶＷＨが印
加され、選択メモリセルＭＣの相変化素子には、高抵抗化に必要な電流が流れ、発熱する
。
【０１８６】
　高抵抗化の書き込み動作は、高抵抗化ライトイネーブル信号ＷＲが活性化状態の期間行
われる。一方、ビット線ＢＬ０に接続されたライトドライバＷＤでは、トランジスタＭＰ
Ｌが活性化され、低抵抗化書き込みトランジスタＭＰＷＳに低抵抗化電圧ＶＷＬが印加さ
れる。
【０１８７】
　さらに、低抵抗化書き込みトランジスタＭＰＷＳのゲート信号である低抵抗化ライトイ
ネーブル信号ＷＳが活性化状態になることで、ビット線ＢＬ１には、低抵抗化電圧ＶＷＬ
が印加され、選択メモリセルＭＣの相変化素子には、低抵抗化に必要な電流が流れ、発熱
する。低抵抗化書き込み動作は、低抵抗化ライトイネーブル信号ＷＳが活性化状態の期間
行われる。図１８においては、高抵抗化動作はカラムサイクル時間と同じ期間だけ行われ
、低抵抗化動作は、カラムサイクルの２倍の期間をもって行われる。
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【０１８８】
　本構成では、メモリセルＭＣへの書き込み特性として、低抵抗化の書き込み時間が長い
ことを想定しているため、低抵抗化ライトイネーブル信号ＷＳが非活性化状態になると、
プリチャージ回路ＰＣにおいて、ビット線ＢＬ０，ＢＬ１は、スタンバイレベルのビット
線レベルＶＳに設定し、書き込みを行っていたメモリセルＭＣでは、電流が減少し、冷却
される。
【０１８９】
　図１７では、さらに、ビット線ＢＬ０，ＢＬ１への書き込み動作に続いて、ビット線Ｂ
Ｌ２，ＢＬ３への書き込み動作を行っている。これらのビット線に接続されているメモリ
セルＭＣへの書き込み動作は、前述のビット線ＢＬ０，ＢＬ１の場合と同様である。
【０１９０】
　本構成において、連続したカラムサイクルで同一のアドレスへの書き込みコマンドが入
力された場合についての動作は、前記実施の形態１と同様にアドレス比較を行って、メモ
リセルへの書き込み動作を中止するとともに、新しい書き込みデータをセンスアンプＳＡ
に書き込み、その後、メモリセルＭＣへの書き込み動作を行う。
【０１９１】
　このように、相変化素子の高抵抗化および低抵抗化の書き込み動作をカラムサイクル毎
に行うことにより、ロウサイクルにおいて特別な期間をおかずに書き込み動作を行うこと
ができる。
【０１９２】
　また、センスアンプＳＡへの書き込み動作とメモリセルＭＣへの書き込み動作を別タイ
ミングで行うことにより、メモリセルＭＣへの書き込み時間がカラムサイクル時間を制限
することがなくなり、高速なカラムサイクル動作と確実なメモリセルＭＣへの書き込み動
作を両立できる。
【０１９３】
　さらに、低抵抗化・高抵抗化の後にメモリセルＭＣのデータを読み出し動作は、一旦、
プリチャージ動作が入り再度同じアドレスをアクセスした場合になるため、十分な冷却期
間をとることができる。
【０１９４】
　図１９は、カラムセレクタ１２の他の構成例を示す回路図である。
【０１９５】
　図１９においては、２本のビット線、たとえばビット線ＢＬ０，ＢＬ１に対してセンス
アンプブロックＳＡＢが１つ配置されている。
【０１９６】
　相変化素子を用いたメモリセルＭＣでは、非破壊読み出しのため、読み出したデータを
再書き込みする必要がなく、ビット線毎にセンスアンプＳＡ、およびライトドライバＷＤ
を配置する必要がない。
【０１９７】
　そのため、同時に読み出されるメモリセルＭＣが接続された２本以上のビット線でひと
つのセンスアンプブロックＳＡＢを共有してもかまわない。センスアンプブロックＳＡＢ
、ならびにプリチャージ回路ＰＣ、ライトドライバＷＤ、センスアンプＳＡの構成は、前
記実施の形態１，２と同様である。
【０１９８】
　それにより、複数のビット線でセンスアンプブロックＳＡＢを共有化することで、カラ
ムセレクタ１２のレイアウト面積を低減することができ、小チップ面積化を実現すること
が可能となる。
【０１９９】
　さらに、本構成は、前記実施の形態１，２のいずれとも組み合わせることが可能である
。その場合、センスアンプ面積の低減、およびライトドラバＷＤ、センスアンプＳＡのレ
イアウトピッチを緩和することが可能となり、余裕のあるレイアウトを実現することがで
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き、トランジスタのしきい値、電流駆動力などのばらつきを低減するレイアウトを実現す
ることができる。
【０２００】
　ここで、相変化素子は、素子の抵抗値を変化させて情報を記憶している。書き込みを繰
り返すと、抵抗値の変化量、つまり書き込み抵抗値が変化する可能性がある。抵抗値の変
化率が変化し、高抵抗が初期設定抵抗値よりも高くなると、低抵抗化に必要な電流が流せ
なくなるため、書き込み動作ができなくなる。
【０２０１】
　逆に、高抵抗値が低下してくると、低抵抗状態との区別がつきにくくなり、誤読み出し
の可能性が出てくる。また、低抵抗地が初期想定抵抗値よりも高くなると、高抵抗状態と
の区別がつきにくくなり、語読み出しの可能性が出てくる。
【０２０２】
　さらに、逆に低抵抗状態の抵抗値が低下すると、高抵抗状態にするための発熱量が得ら
れなくなり、書き込みができなる。そのため、初期の高抵抗・低抵抗値から大きく変化す
ることを防止する必要がある。
【０２０３】
　図２０は、抵抗値の変化率が変わってしまうのを防止するための相変化膜リフレッシュ
動作機能がついた不揮発性メモリ（半導体集積回路装置）１ａの一例を示すブロック図で
ある。
【０２０４】
　不揮発性メモリ１ａは、アドレスバッファ２、タイミング生成回路３、バンクセレクタ
４、ロウアドレスバッファ５、カラムアドレスバッファ６、モードレジスタ７は、カラム
アドレスカウンタ８、ロウデコーダ９、ワードドライバ１０、カラムデコーダ１１、カラ
ムセレクタ１２、ライトデータコントロール１３、Ｉ／Ｏコントロール１４、出力バッフ
ァ１５、入力バッファ１６、およびメモリセルアレイ１７ａからなる前記実施の形態１（
図１）と同様の構成に、リフレッシュアドレスバッファ１８とリフレッシュカウンタ１９
とが新たに追加されている。
【０２０５】
　リフレッシュアドレスバッファ１８、およびリフレッシュカウンタ１９は、相変化メモ
リの相変化膜をリフレッシュする際のアドレスの制御をする。
【０２０６】
　図２１は、メモリセルアレイ１７ａの構成例を示している。
【０２０７】
　メモリセルアレイ１７ａには、データを記憶しているメモリセル（第１メモリセル）Ｍ
Ｃとリフレッシュ時に一旦データを保持するためのリフレッシュ時データ用退避メモリセ
ル（第２メモリセル）ＲＭＣとが含まれる。メモリセルＭＣの構成は、前記実施の形態１
と同様相変化素子と選択トランジスタとが入れ替わった形でもよい。
【０２０８】
　次に、不揮発性メモリ１ａにおけるリフレッシュコマンドが入力された際の動作につい
て説明する。
【０２０９】
　リフレッシュコマンドは、コマンドピン（／ＲＡＳ，／ＣＡＳ，／ＷＥ）、およびアド
レスピンへの特定入力パターンで構成される。もしくは、リフレッシュ専用入力ピンによ
る制御でもかまわない。
【０２１０】
　リフレッシュコマンドが入力されると、リフレッシュカウンタ１９でリフレッシュする
アドレスがロウデコーダ９に送られる。これと同時に、リフレッシュしているアドレスは
リフレッシュアドレスバッファ１８に送られる。
【０２１１】
　ロウデコーダ９では、送られたアドレスがデコードされ、ワードドライバ１０で特定の
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ワード線（第１ワード線）ＷＬが選択される。選択ワード線ＷＬに接続されている相変化
素子に記憶された情報がセンスアンプに読み出される。
【０２１２】
　ここで、選択ワード線ＷＬは非活性化される。その一方で、リフレッシュカウンタ１９
から、リフレッシュデータ退避用のワード線（第２ワード線）ＲＷＬのアドレスがロウデ
コーダ９に送られ、リフレッシュデータ退避用ワード線ＲＷＬが活性化される。
【０２１３】
　その後、リフレッシュデータ退避用ワード線ＲＷＬ上のメモリセルＲＭＣにセンスアン
プブロックＳＡＢ（図４）に退避したデータを書き込む動作を行う。書き込み方式は、前
記実施の形態１と同様か、もしくは、同様の機能を持つ別の回路構成で構成してもかまわ
ない。
【０２１４】
　メモリセルＭＣへの書き込み動作が終了した後、リフレッシュデータ退避用ワード線Ｒ
ＷＬは非活性化され、リフレッシュデータ退避用メモリセルＲＭＣには、リフレッシュア
ドレスバッファ１８に保持されたデータが記憶される。
【０２１５】
　以上が、リフレッシュを行うメモリセルＭＣ内のデータをリフレッシュデータ退避用メ
モリセルに転送する一連のシーケンスである。
【０２１６】
　次に、データがリフレッシュ退避用メモリセルＲＭＣに移されている間に、リフレッシ
ュ選択アドレスにアクセスがきた場合について説明する。
【０２１７】
　外部より入力されたアドレスは、ロウアドレスバッファ５に設けられたアドレス比較器
により、常にリフレッシュアドレスバッファ１８に保管されているアドレスと比較される
。リフレッシュアドレスバッファ１８に保管されているアドレスと、入力アドレスが不一
致の場合には、入力アドレスを活性化する。
【０２１８】
　一方、リフレッシュアドレスバッファ１８に保管されているアドレスと、入力アドレス
とが一致した場合には、入力アドレスのデータが退避されているリフレッシュデータ退避
用ワード線ＲＷＬを選択し、データの読み出し、書き込みを行う。
【０２１９】
　次に、リフレッシュ動作のシーケンスについて説明する。
【０２２０】
　同一のリフレッシュサイクルあるいは、次のリフレッシュコマンドが入力されると、リ
フレッシュアドレスバッファ１８に保持されたアドレスがロウデコーダ９に送られる。ロ
ウデコーダ９では、リフレッシュするアドレスがデコードされ、対応したワード線ＷＬが
選択される。
【０２２１】
　その後、相変化素子に対してリフレッシュ動作を行う。リフレッシュ動作としてあげら
れる動作は、書き込み動作で高抵抗化、あるいは、低抵抗化、もしくは低抵抗化および高
抵抗化を繰り返す。
【０２２２】
　これにより、頻繁にアクセスしたメモリセルＭＣとアクセスのなかったメモリセルＭＣ
との間での素子の抵抗値のばらつきを低減する。膜のリフレッシュ動作が終了すると、今
度は、逆に、リフレッシュデータ退避用メモリセルＲＭＣから、リフレッシュの終了した
ワード線ＷＬ上のメモリセルＭＣにデータを書き戻す。
【０２２３】
　この動作は、前述のリフレッシュを行うワード線ＷＬから、リフレッシュデータ退避用
ワード線ＲＷＬにデータを移す動作と同様である。データが移されると同時に、リフレッ
シュアドレスバッファ１８に保持されていたアドレスも初期化される。
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【０２２４】
　このような構成により、リフレッシュデータ退避用メモリセルＲＭＣ、およびリフレッ
シュアドレスカウンタ１８とリフレッシュアドレスバッファ１９とを付加することで、あ
る程度の書き換え回数を行ったメモリセルＭＣについて、リフレッシュ動作を行うことで
、アクセス履歴の影響を取り除き、動作マージンの向上を図ることができる。また、繰り
返し書き換えを行うことによる膜の特性の変化の影響を緩和することができ、データ信頼
性を向上させることができる。
【０２２５】
　特定ビットへの書き込みによる相変化素子の劣化によって、十分な抵抗比が取れなくな
る恐れがある。任意のメモリセルが動作中に不良になったとしても、外部への出力データ
が破壊されるのを防ぐことが必要である。
【０２２６】
　図２２は、エラー修正用のチェックビットを付加して、データの修正機能を追加してい
た不揮発性メモリ（半導体集積回路装置）１ｂのブロック図である。
【０２２７】
　不揮発性メモリ１ｂは、アドレスバッファ２、タイミング生成回路３、バンクセレクタ
４、ロウアドレスバッファ５、カラムアドレスバッファ６、モードレジスタ７は、カラム
アドレスカウンタ８、ロウデコーダ９、ワードドライバ１０、カラムデコーダ１１、カラ
ムセレクタ１２、ライトデータコントロール１３、Ｉ／Ｏコントロール１４、出力バッフ
ァ１５、入力バッファ１６、およびメモリセルアレイ１７ｂからなる前記実施の形態１と
同様の構成に、チェックビットエンコーダ／デコーダ２０を新たに追加した構成からなる
。
【０２２８】
　チェックビットエンコーダ／デコーダ２０は、カラムセレクタ１２とＩ／Ｏコントロー
ル１４との間に接続されている。チェックビットエンコーダ／デコーダ２０は、チェック
ビットデータの生成、および読み出したデータのエラーの検出を行う。
【０２２９】
　図２３にメモリセルアレイ１７ｂの構成を示す。
【０２３０】
　メモリセルアレイ１７ｂは、図示するように、ワード線ＷＬにデータ用のメモリセルＭ
Ｃとチェックビット用メモリセルＭＣＰとが付加されている構成からなる。メモリセルＭ
Ｃは、ワードドライバ１０に接続されたワード線ＷＬ１，ＷＬ２，ＷＬ３，・・・と、ビ
ット線（第１ビット線）ＢＬ０，ＢＬ１，ＢＬ２，ＢＬ３・・・とそれぞれ所望の交点に
接続されており、チェックビット用メモリセルＭＣＰは、ワード線ＷＬ１，ＷＬ２，ＷＬ
３，・・・とビット線（第２ビット線）ＢＬＰ０，ＢＬＰ１・・・とそれぞれ所望の交点
で接続されている。
【０２３１】
　チェックビットの数は、ＥＣＣ（Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｎｇ　Ｃｏｄｅ）ブロ
ックに含まれるデータビットの数から決定される。たとえば、データビットが６４ビット
の場合には、１ビットの修正を行うには、少なくとも７ビット、１ビットの修正、あるい
は２ビットのエラーを検出するためには、８ビットのチェックビットが必要である。
【０２３２】
　次に、図２２、および図２３を用いて動作説明をする。
【０２３３】
　アドレスとコマンド入力ピンに入力される信号の組み合わせにより、内部動作が決まる
。通常、ＳＤＲＡＭインターフェースでは、アドレスは、ロウアドレスとカラムアドレス
に分割して入力される。
【０２３４】
　まず、アクティベートコマンドが、バンクアドレスとロウアドレスと一緒に入力される
。バンクアドレスは、バンクセレクタ４に送られ、チップ内の特定のバンクを活性化する
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。
【０２３５】
　同時に入力されるアドレスは、アドレスバッファ２からロウアドレスバッファ５、そし
て、ロウデコーダ９に送られ、特定のワード線を選択するための選択信号を生成する。そ
の後、ワードドライバ１０において、入力されたアドレスに対応したワード線が選択され
る。ワード線が選択されるとカラムセレクタ１２内のセンスアンプにメモリセルＭＣのデ
ータが読み出される。
【０２３６】
　ロウアドレスが入力されてからスペックで規定される期間を経た後、リード・ライトな
どのコマンドと一緒に、カラムアドレスがアドレスバッファ２に入力される。入力された
アドレスは、アドレスバッファ２からカラムアドレスバッファ６に送られ、カラムデコー
ダ１１にて、特定のアドレスのセンスアンプを選択するためのカラム選択線を出力する。
【０２３７】
　カラム動作では、１回のアドレス入力に対して、複数回のデータの入出力を行う場合が
ある。そのためにカラムアドレスカウンタ８において、モードレジスタ７によって規定さ
れた順番で初期入力アドレスから順々にアドレスを生成し、生成したアドレスは、カラム
デコーダ１１に送られる。
【０２３８】
　リードのコマンドと一緒にカラムアドレスが入力された場合、カラムデコーダ１１の出
力したカラム選択線によって選択されるアドレスのセンスアンプのデータは、データビッ
トとチェックビットとともにカラムセレクタ１２からチェックビットエンコーダ／デコー
ダ２０に送られる。ここで、チェックビットエンコーダ／デコーダ２０では、メモリセル
アレイ１７から読み出され、カラムセレクタ１２から送られてきたデータビットと、チェ
ックビットを用いて、データビット列のエラーを検出・修正を行う。
【０２３９】
　修正が済んだデータ列は、Ｉ／Ｏコントロール１４に送られる。ここで、出力データの
選択を行い、出力バッファ１５から入出力ピンＤＱに出力される。
【０２４０】
　ライトのコマンドと一緒にカラムアドレスが入力された場合、コマンド・アドレスと同
時、あるいは、特定の期間経過後に入出力ピンＤＱにデータが入力される。入力されたデ
ータは、入力バッファ１６からＩ／Ｏコントロール１４に送られる。このＩ／Ｏコントロ
ール１４では、書き込みデータの書き込み順やデータマスク処理などを行い、書き込みデ
ータ列をチェックビットエンコーダ／デコーダ２０に送る。
【０２４１】
　チェックビットエンコーダ／デコーダ２０では、対応した書き込みを行うアドレスに書
かれているデータと、書き込みデータを用いて新たにチェックビットを生成する。生成し
たチェックビットと書き込むデータビット列はカラムセレクタ１２に送られる。
【０２４２】
　ここで、カラムセレクタ１２から出力されたカラム選択信号により、データを書き込む
センスアンプが選択され、センスアンプに書き込まれたデータにしたがって、ライトデー
タコントロール１３において、メモリセルＭＣへの書き込み動作を行う。
【０２４３】
　ライトデータコントロール１３では、相変化素子を高抵抗化する場合と低抵抗化する場
合でビット線に印加する電圧と印加している期間を制御する。
【０２４４】
　次に、プリチャージコマンドが入力されると、ライトデータコントロール１３での書き
込み動作が完了するまで待った後、ライトドライバＷＤ（図４）では、ワード線の非活性
化が行われ、メモリセルアレイ１７内のビット線がプリチャージされ、次のサイクルの準
備が行われる。
【０２４５】
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　それにより、データビットの他にチェックビットを追加することで、データのエラー修
正機能を付加することができ、チェックビットを含む任意のメモリセルＭＣの抵抗値が、
何らかの影響で動作中に不良になったとしても、外部への出力データが破壊されるのを防
ぐことができる。
【０２４６】
　また、本実施の形態３に記載のいずれの回路構成も、一例であり、同様の効果のある回
路構成でもかまわない。たとえば、ライトドライバＷＤのＰチャネルＭＯＳトランジスタ
をＮチャネルＭＯＳトランジスタで構成し、電源レベルを最適な値にすることで同様の効
果が得られる。この場合、ＮチャンネルＭＯＳで構成することでライトドライバの電流駆
動力がＰチャンネルＭＯＳにくらべて大きいため、ライトドライバのレイアウト面積を低
減できる利点がある。
【０２４７】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０２４８】
【図１】本発明の実施の形態１による不揮発性メモリのブロック図である。
【図２】図１の不揮発性メモリに設けられたメモリセルアレイの構成例を示した回路図で
ある。
【図３】図２のメモリセルアレイに設けられたメモリセルの構成図である。
【図４】図１の不揮発性メモリに設けられたカラムセレクタの回路図である。
【図５】図４のカラムセレクタに設けられたプリチャージ回路の一例を示す回路図である
。
【図６】図４のカラムセレクタに設けられたセンスアンプの一例を示す回路図である。
【図７】図４のカラムセレクタに設けられたライトドライバの一例を示す回路図である。
【図８】図１の不揮発性メモリにおける書き込み動作のタイミングチャートである。
【図９】図１の不揮発性メモリにおける読み出し動作のタイミングチャートである。
【図１０】図１の不揮発性メモリにおける書き込み動作の他の例を示すタイミングチャー
トである。
【図１１】図１の不揮発性メモリにおける読み出し動作の他の例を示すタイミングチャー
トである。
【図１２】本発明の実施の形態２による不揮発性メモリに設けられたカラムセレクタの回
路図である。
【図１３】図１２のカラムセレクタに設けられたライトドライバの回路図である。
【図１４】本発明の実施の形態２による不揮発性メモリによる書き込み動作の一例を示す
タイミングチャートである。
【図１５】本発明の実施の形態２による不揮発性メモリによる書き込み動作の他の例を示
すタイミングチャートである。
【図１６】本発明の実施の形態３による不揮発性メモリに設けられたカラムセレクタの回
路図である。
【図１７】図１６のカラムセレクタに設けられたライトドライバの回路図である。
【図１８】本発明の実施の形態３による不揮発性メモリにおける書き込み動作の一例を示
すタイミングチャートである。
【図１９】図１６のカラムセレクタにおける他の例を示す回路図である。
【図２０】本発明の実施の形態３によるリフレッシュ動作機能がついた不揮発性メモリの
一例を示すブロック図である。
【図２１】図２０の不揮発性メモリにおけるメモリセルの一例を示す構成図である。
【図２２】本発明の実施の形態３によるデータの修正機能が付加された不揮発性メモリの
一例を示すブロック図である。
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【図２３】図２２の不揮発性メモリにおけるメモリセルアレイの一例を示す回路図である
。
【符号の説明】
【０２４９】
１　不揮発性メモリ（半導体集積回路装置）
１ａ　不揮発性メモリ（半導体集積回路装置）
１ｂ　不揮発性メモリ（半導体集積回路装置）
２　アドレスバッファ
３　タイミング生成回路
４　バンクセレクタ
５　ロウアドレスバッファ
６　カラムアドレスバッファ
７　モードレジスタ
８　カラムアドレスカウンタ
９　ロウデコーダ
１０　ワードドライバ
１１　カラムデコーダ
１２　カラムセレクタ
１２ａ，１２ｂ　カラムセレクタ
１３　ライトデータコントロール
１４　Ｉ／Ｏコントロール
１５　出力バッファ
１６　入力バッファ
１７　メモリセルアレイ
１７ａ　メモリセルアレイ
１８　リフレッシュアドレスバッファ
１９　リフレッシュカウンタ
２０　チェックビットエンコーダ／デコーダ
ＷＬ　ワード線（第１ワード線）
ＢＬ　ビット線（第１ビット線）
ＭＣ　メモリセル
ＳＬ　ソース線
Ｃ０１，Ｃ２３　カラム選択線
ＰＣＲ　相変化抵抗
ＭＴ　メモリセルトランジスタ
ＳＡＢ　センスアンプブロック
ＰＣ　プリチャージ回路
ＷＤ　ライトドライバ（第１ライトドライバ、第２ライトドライバ、第２データ保持回路
）
ＳＡ　センスアンプ（第１データ保持回路）
ＷＤＣ　ライトデータコントロール
ＭＣ　メモリセル（第１メモリセル）
ＲＭＣ　リフレッシュ時データ用退避メモリセル（第２メモリセル）
Ｔ１，Ｔ２　トランジスタ
ＮＴ０，ＮＴ１　トランジスタ
ＰＴ０，ＰＴ１　トランジスタ
ＭＰＬ２　トランジスタ
ＩＮＶ０，ＩＮＶ１　インバータ
ＭＰＬ，ＭＰＬ１　トランジスタ
ＭＰＨ　トランジスタ
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ＭＰＷＥ　ビット線書き込みトランジスタ
ＤＱ　データ入出力ピン
ＲＰ　プリチャージ信号
ＲＰ２　アクティブスタンバイプリチャージ信号
ＣＬＫ　クロック信号
ＲＴＧ　ビット線分離信号
Ｗ　ライトイネーブル信号
ＲＰ２　アクティブスタンバイプリチャージ信号
ＲＴＧ　ビット線分離信号
ＷＲ　ライトイネーブル信号（第１書き込み信号）
ＲＳ　ライトイネーブル信号（第２書き込み信号）
ＷＬ　ワード線（第１ワード線）
ＲＷＬ　リフレッシュデータ退避用のワード線（第２ワード線）
ＭＣＰ　チェックビット用メモリセル
ＢＬＰ　ビット線（第２ビット線）

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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