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(57)【要約】
　メモリデバイスの対象メモリセルは、対象メモリセル
を含むワード線へプログラミング電圧を印加し、対象メ
モリセルがプログラムされているかどうかを決定し、対
象メモリセルがプログラムされていないことが決定され
た場合には、ステップ電圧の分だけプログラミング電圧
を増加させることによってプログラムされる。最初のプ
ログラミング電圧及びステップ電圧はそれぞれメモリデ
バイスの製造後に選択可能である。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリデバイスの対象メモリセルをプログラミングする方法であって、
　前記対象メモリセルを含むワード線へプログラミング電圧を印加することと、
　前記対象メモリセルがプログラムされているかどうかを決定することと、
　前記対象メモリセルがプログラムされていないことが決定された場合には、前記プログ
ラミング電圧をステップ電圧の分だけ増加させることと、を含み、
　最初のプログラミング電圧及び前記ステップ電圧が、それぞれ前記メモリデバイスの製
造後に選択可能である、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記最初のプログラミング電圧は、複数の最初のプログラミング電圧から選択される、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ステップ電圧は、複数のステップ電圧から選択される、
ことを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記対象メモリセルを含む前記ワード線へ前記プログラミング電圧を印加し、一方前記
対象メモリセルを含まないワード線へパス電圧を印加することを更に含み、前記パス電圧
は、メモリセルをプログラミングするのには不十分であり、前記対象メモリセルを含まな
い前記ワード線のメモリセルを活性化する、
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記パス電圧は、前記メモリデバイスの製造後に選択可能である、
ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記パス電圧は、複数のパス電圧から選択される、
ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記対象メモリセルを含まないワード線へ印加される電圧及び前記対象メモリセルを含
む前記ワード線へ印加される電圧が、最初のレベルから前記パス電圧へ増加するために許
容される時間の長さを設定することを更に含む、
ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　時間の前記長さは、前記メモリデバイスの製造後に選択可能である、
ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記時間の前記長さの設定は、複数の時間の長さから、時間の前記長さを選択すること
を含む、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　ソース選択ゲートによる、前記対象メモリセルを含むメモリセルのＮＡＮＤストリング
に選択的に接続されたソース線への電圧の印加を更に含む、
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ソース線への電圧の印加は、前記ソース線へのＶｃｃの印加を含む、
ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記対象メモリセルを含むメモリセルのＮＡＮＤストリングへビット線を選択的に接続
するドレイン選択ゲートの制御ゲートへ接続されたドレイン選択線への電圧の印加を更に
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含む、
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ドレイン選択線への前記電圧の印加は、前記ドレイン選択線への前記電圧を第一の
電圧レベルから第二の電圧レベルへ増加させることと、前記ドレイン選択線への前記電圧
を前記第二のレベルから第三の電圧レベルへと減少させることを含み、前記第三の電圧レ
ベルは前記ドレイン選択線へと印加され、一方前記プログラミング電圧は前記対象メモリ
セルを含む前記ワード線へと印加される。
ことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第三の電圧レベルは、前記メモリデバイスの製造後に選択可能である、
ことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第三の電圧レベルは、複数の第三の電圧レベルから選択される、
ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第二の電圧レベルは、Ｖｃｃである、
ことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第三の電圧は、Ｖｓｓ及びＶｃｃの間である、
ことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記対象メモリセルを含むメモリセルのＮＡＮＤストリングへソース線を選択的に接続
するソース選択ゲートの制御ゲートへ接続されたソース選択線への電圧の印加を更に含む
、
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ソース選択線への前記電圧の印加は、前記ソース選択線へのＶｓｓの印加を含む、
ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記対象メモリセルを含むメモリセルのＮＡＮＤストリングへ選択的に接続されたビッ
ト線への電圧の印加を更に含む、
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ビット線への前記電圧の印加は、前記対象メモリセルのプログラミングを防ぐため
の前記ビット線への抑止電圧の印加を含む、
ことを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記プログラミング電圧が、前記対象メモリセルを含む前記ワード線へ印加される時間
の長さの設定を更に含む、
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　時間の前記長さは、前記メモリデバイスの製造後に選択可能である、
ことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記時間の前記長さの設定は、複数の時間の長さから、時間の前記長さを選択すること
を含む、
ことを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　メモリセルのアレイと、　最初のプログラミング電圧に対応する値を格納するための第
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一のレジスタと、
　電圧ステップに対応する値を格納するための第二のレジスタと、
　メモリセルの前記アレイ及び前記第一及び第二のレジスタに接続された制御回路と、を
含み、
　前記制御回路は、前記対象メモリセルのプログラミングの間、対象メモリセルの制御ゲ
ートへプログラミング電圧を反復して印加するよう適合され、
　前記制御回路は、第一の反復において、最初のプログラミング電圧とほぼ等しいプログ
ラミング電圧を印加するよう適合され、
　前記制御回路は、引き続いての反復の間、前記電圧ステップにほぼ等しい量の分だけ、
前記プログラミング電圧を増加させるよう適合され、
　前記第一及び第二のレジスタは製造後にプログラム可能である、
ことを特徴とするメモリデバイス。
【請求項２６】
　前記第一及び第二のレジスタは２ビットのレジスタである、
ことを特徴とする請求項２５に記載のメモリデバイス。
【請求項２７】
　前記制御回路は、非対象メモリセルの制御ゲートへパス電圧を印加するよう適合される
、
ことを特徴とする請求項２５または２６に記載のメモリデバイス。
【請求項２８】
　前記パス電圧に対応する値を格納するため、前記制御回路に接続された第三のレジスタ
を更に含む、
ことを特徴とする請求項２７に記載のメモリデバイス。
【請求項２９】
　前記第三のレジスタは、製造後にプログラム可能である、
ことを特徴とする請求項２８に記載のメモリデバイス。
【請求項３０】
　前記第三のレジスタは、２ビットのレジスタである、
ことを特徴とする請求項１９に記載のメモリデバイス。
【請求項３１】
　前記制御回路は、非対象メモリセルの前記制御ゲートに印加される電圧及び前記対象メ
モリセルの前記制御ゲートに印加される電圧が最初のレベルから前記パス電圧へ増加する
ために許容される時間の長さを設定するために適合される、
ことを特徴とする請求項２７に記載のメモリデバイス。
【請求項３２】
　非対象メモリセルの前記制御ゲートに印加される電圧及び前記対象メモリセルの前記制
御ゲートに印加される電圧が最初のレベルから前記パス電圧へ増加するために許容される
時間の前記長さに対応する値を格納するため、前記制御回路に接続された第三のレジスタ
を更に含む、
ことを特徴とする請求項３１に記載のメモリデバイス。
【請求項３３】
　前記第三のレジスタは２ビットのレジスタである、
ことを特徴とする請求項３２に記載のメモリデバイス。
【請求項３４】
　前記制御回路は、前記プログラミング電圧が前記対象メモリセルの前記制御ゲートに印
加される間の前記時間間隔の長さを設定するように適合される、
ことを特徴とする請求項２５から２７のいずれか一項に記載のメモリデバイス。
【請求項３５】
　前記プログラミング電圧が前記対象メモリセルの前記制御ゲートに印加される間の時間
間隔の前記長さに対応する値を格納するため、前記制御回路に接続された第三のレジスタ
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を更に含む、
ことを特徴とする請求項３４に記載のメモリデバイス。
【請求項３６】
　前記メモリデバイスは、ＮＡＮＤメモリデバイスである、
ことを特徴とする請求項２５から２７及び３４のいずれか一項に記載のメモリデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的にはメモリデバイスに係り、特に本発明はプログラミングメモリデバ
イスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　典型的なフラッシュメモリは、多数のメモリセルを含むメモリアレイからなる。それぞ
れのメモリセルは、ＭＯＳトランジスタに埋め込まれた浮遊ゲートを含んでいる。セルは
普通、“イレーズブロック（消去ブロック）”と呼ばれる部分にグループ化される。イレ
ーズブロック内のそれぞれのセルは、浮遊ゲートへ電荷をトンネル効果によって選択的に
通過させることによって、電気的にプログラムされうる。負の電荷は、典型的にはブロッ
クのイレーズ動作によって浮遊ゲートから除去され、イレーズブロック内の全ての浮遊ゲ
ートメモリセルは単一の動作で消去される。
【０００３】
　フラッシュメモリアレイ構成の二つの一般的なタイプは、“ＮＡＮＤ”及び“ＮＯＲ”
構成であり、それぞれの構成の基本的なメモリセルの構造（または配列）が、それぞれ基
本的なＮＡＮＤ或いはＮＯＲゲート回路に類似しているため、そう呼ばれている。ＮＯＲ
アレイ構成においては、メモリアレイの浮遊ゲートメモリセルはマトリクス状に配置され
る。アレイマトリクスのそれぞれの浮遊ゲートメモリセルのゲートは、ワード選択線（ワ
ード線）へ行で接続され、そのドレインは、列ビット線へ接続される。それぞれの浮遊ゲ
ートメモリセルのソースは、典型的には共通のソース線へ接続される。ＮＯＲ構成の浮遊
ゲートメモリアレイは、それぞれのゲートへ接続されたワード線を選択することによって
、浮遊ゲートメモリセルの行を活性化する行デコーダによってアクセスされる。選択され
たメモリセルの行は、続いて、接続されたソース線から接続された列ビット線へとプログ
ラム状態か非プログラム状態かどうかで異なる電流を流すことによって、格納されたデー
タの値を列ビット線に置く（または出力する）。
【０００４】
　ＮＡＮＤアレイ構成もまた、アレイのそれぞれの浮遊ゲートメモリセルのゲートがワー
ド線へ行で接続されるように、浮遊ゲートメモリセルのアレイをマトリクス状に配置する
。しかしながら、それぞれのメモリセルは、直接的にソース線及び列ビット線へと接続さ
れない。その代わりに、アレイのメモリセルは、ストリング（数珠繋ぎ：ｓｔｒｉｎｇ）
の状態のメモリセルが、共通のソース線及び列ビット線の間で、ソースからドレインへ相
互に直列に接続されるような、典型的には８、１６、３２或いはそれ以上の相互にストリ
ングの状態で配置される。ＮＡＮＤ構成の浮遊ゲートメモリアレイは、その場合に、それ
らのゲートへ接続されたワード選択線を選択することによって、浮遊ゲートメモリセルの
行を活性化する行デコーダによってアクセスされる。それぞれのストリングの選択されて
いないメモリセルのゲートへ接続されたワード線は、そこに格納されたデータの値によっ
て制限されない方法で、電流を通過させる、パストランジスタとして動作するよう駆動さ
れる。その場合に電流は、直列に接続された一連のストリングのそれぞれの浮遊ゲートメ
モリセルを介して、ソース線から列ビット線へと流れ、この電流は、読み出されるよう選
択されたそれぞれのストリングのメモリセルによってのみ制限される。それによって、列
ビット線に、選択されたメモリセルの行のエンコードされて格納されているその時点での
データ値を置く。
【０００５】
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　ＮＡＮＤ構成のフラッシュメモリのための二つの一般的なプログラミング技術は、“ブ
ーストされたビット線”及び“ブーストされたソース線”である。これらの技術において
は、残りのトランジスタがパススルーモードになる間、接続されたビット線か、或いは浮
遊ゲートトランジスタのストリングの逆の終端に接続されたソース線のどちらかから、高
い電圧がストリングの選択された浮遊ゲートトランジスタのゲートに印加される。
【０００６】
　デバイスが寸法を減少させ続けるにつれて、個々のデータ値に対応する閾値電圧の範囲
もまたより小さくなっている。このことにより、データ値の間の差異がよく区別しにくく
なるにつれて、プログラミングをより困難にしている。
【発明の開示】
【０００７】
　一実施形態においては、本発明は、対象メモリセルを含むワード線へプログラミング電
圧を印加すること、対象メモリセルがプログラムされているかどうかを決定すること、対
象メモリセルがプログラムされていないことが決定された場合にはステップ電圧の分だけ
プログラミング電圧を増加させることを含む、メモリデバイスの対象メモリセルのプログ
ラミングの方法を提供する。最初の（または初期）プログラム電圧及びステップ電圧は、
メモリデバイスの製造後にそれぞれ選択可能である。
【０００８】
　別の実施形態においては、本発明はメモリセルのアレイ、最初の（または初期）プログ
ラミング電圧に対応する値を格納するための第一のレジスタ、電圧ステップに対応する値
を格納するための第二のレジスタ、及び、メモリセルのアレイ及び第一及び第二のレジス
タに接続された制御回路を含むメモリデバイスを提供する。制御回路は、対象メモリセル
のプログラミングの間、対象メモリセルの制御ゲートへプログラミング電圧を反復して印
加し、第一の反復において最初の（または初期）プログラミング電圧とほぼ等しいプログ
ラミング電圧を印加し、引き続いての反復の間、電圧ステップにほぼ等しい量だけプログ
ラミング電圧を増加させるよう適合される。第一及び第二のレジスタは製造後にプログラ
ム可能である。
【０００９】
　本発明の更なる実施形態は、異なる範囲の方法及び装置を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　この後の本発明の詳細な説明は、本明細書の一部を形成し、本発明が実施される特定の
実施形態が、図示されている、付随する図面を参照してなされる。図面において、同様な
番号は幾つかの図を通じて、ほぼ類似した構成要素を説明する。これらの実施形態は、当
業者が本発明を実施できるよう、十分詳細に記述される。他の実施形態も利用されてもよ
い。また、構造的、論理的及び電気的な変更が本発明の範囲から離れることなくなされて
もよい。ゆえに、この後の詳細な説明は、制限する意図で行われるのではなく、本発明の
範囲は付随する請求項、及びその均等物によってのみ規定される。
【００１１】
　図１は、本発明の実施形態に係るメモリシステムのブロック図を示す図である。メモリ
システムは、例えばＮＡＮＤフラッシュである、フラッシュメモリデバイスのようなメモ
リデバイス１００を含む。メモリデバイス１００は、行及び列の態様で配置されている複
数のメモリセルを有するメモリアレイ１０２を含んでいる。一実施形態においては、それ
ぞれのメモリセルはデータの不揮発性格納のため電荷を保持することが可能な浮遊ゲート
電界効果トランジスタを含んでもよい。それぞれのセルは、浮遊ゲートを充電することに
よって個々に電気的にプログラムされてもよい。
【００１２】
　メモリアレイ１０２の行は、メモリブロックがメモリアレイ１０２の幾つかの個別部分
であるようなブロック状に配置されてもよい。ビット線が多数のメモリブロックに向かっ
て伸びる一方で、個々のワード線は、一般的に一つのメモリブロックに向かってのみ伸び
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ている。メモリセルは一般的にブロック単位で消去されうる。しかしながら、データはブ
ロック構造から独立して、メモリアレイ１０２に格納されてもよい。
【００１３】
　メモリアレイ１０２は、アドレス信号接続１３０によって、アドレスレジスタ１１２に
よって受け取られる外部から供給される位置アドレスを利用してアクセスされうる。アド
レス信号はデコードされ、デコード及び選択回路を含むアクセス回路１１４を利用して、
一つ以上の対象メモリセルがデコードされたアドレス信号に応じて選択される。
【００１４】
　データはデータ接続１３２によってＩ／Ｏ回路１２２を介して入力及び出力される。Ｉ
／Ｏ回路１２２は、データ出力レジスタ、出力ドライバ、及び出力バッファを含んでいる
。命令実行ロジック１２４は、制御信号接続１２８によって受け取られる制御信号に応じ
て、メモリデバイス１００の基本的な動作を制御するために供給される。一実施形態にお
いては、命令実行ロジック１２４はトリム回路１２５を含んでいる。トリム回路１２５は
、メモリアレイ１０２における動作を制御するためにステートマシン１２６によって使用
される制御パラメータの値を格納するために適合される。ステートマシン１２６は、一実
施形態においては高電圧発生回路を含んでいるが、メモリアレイ及びメモリセルにおいて
実施される特定の動作を制御するために供給されてもよい。命令実行ロジック１２４及び
／或いはステートマシン１２６は、読み出し、書き込み、消去及び他のメモリ動作を制御
するための制御回路１２７として一般的に言及されうる。制御回路１２７は、様々な実施
形態の方法を容易にするために適合される。データ接続１３２は、一般に双方向のデータ
通信のために利用される。メモリは、動作のため、外部プロセッサ１５０へと接続されう
る。プロセッサ１５０の一例はパーソナルコンピュータにおけるメモリコントローラを含
んでいる。
【００１５】
　トリム回路１２５は、メモリアレイ１０２での動作を制御するためステートマシン１２
６によって利用される制御パラメータの値を格納するために適合される。特に、トリム回
路１２５は、メモリデバイスの製造後、制御パラメータの値を格納できるレジスタを含ん
でもよい。典型的な制御パラメータは、プログラミング及び消去動作を実行するためメモ
リアレイ１０２に印加される電圧パルスの大きさ及び持続時間を調整するためのパラメー
タを含んでいる。
【００１６】
　更なる回路及び制御信号が提供されうること、及び本発明に焦点を合わせるのに役立つ
よう図１のメモリデバイスが単純化されたことは、当業者にとって理解されることであろ
う。更に、メモリデバイスの上記の説明は、メモリの一般的な理解を提供するよう意図さ
れており、典型的なメモリデバイスの全ての構成要素及び特徴の完全な説明ではないこと
が理解されるであろう。
【００１７】
　図２は、本発明の別の実施形態に従うメモリアレイ１０２の一部としてのＮＡＮＤメモ
リアレイ２００を示す。図２に示されるように、メモリアレイ２００は、ワード線２０２

１から２０２Ｎ及び交差するローカルビット線２０４１から２０４Ｍを含んでいる。デジ
タル環境におけるアドレス指定を容易にするため、ワード線２０２の数及びビット線２０
４の数はそれぞれ２の何乗かであり、例えば、４０９６本のビット線２０４につき、ワー
ド線２０２は２５６本である。
【００１８】
　メモリアレイ２００はＮＡＮＤストリング２０６１から２０６Ｍを含んでいる。それぞ
れのＮＡＮＤストリングは、それぞれワード線２０２及びローカルビット線２０４が交差
する位置において、浮遊ゲートトランジスタ２０８１から２０８Ｎを含んでいる。浮遊ゲ
ートトランジスタ２０８は、データの格納のため不揮発性メモリセルの役割を果たす。そ
れぞれのＮＡＮＤストリング２０６の浮遊ゲートトランジスタ２０８は、ソース選択ゲー
ト２１０、例えば電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）、とドレイン選択ゲート２１２、例え
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ばＦＥＴ、との間にソースからドレインへ直列に接続される。それぞれのドレイン選択ゲ
ート２１２はローカルビット線２０４とドレイン選択線２１５との交点に位置するのに対
して、それぞれのソース選択ゲート２１０は、ローカルビット線２０４とソース選択線２
１４との交点に位置する。　
【００１９】
　それぞれのソース選択ゲート２１０のソースは、共通のソース線２１６へと接続される
。それぞれのソース選択ゲート２１０のドレインは、対応するＮＡＮＤストリング２０６
の第一の浮遊ゲートトランジスタ２０８のソースへと接続される。例えば、ソース選択ゲ
ート２１０１のドレインは、対応するＮＡＮＤストリング２０６１の浮遊ゲートトランジ
スタ２０８１のソースへと接続される。それぞれのソース選択ゲート２１０の制御ゲート
２２０はソース選択線２１４へと接続される。共通のソース線が、二つの異なるＮＡＮＤ
アレイのＮＡＮＤストリングのソース選択ゲートの間で接続されることは一般的である。
このように、二つのＮＡＮＤアレイは共通のソース線を共有する。
【００２０】
　それぞれのドレイン選択ゲート２１２のドレインは、ドレイン接点２２８において対応
するＮＡＮＤストリングのためのローカルビット線２０４へ接続される。例えば、ドレイ
ン選択ゲート２１２１のドレインは、ドレイン接点２２８１において対応するＮＡＮＤス
トリング２０６１のためのローカルビット線２０４１へ接続される。それぞれのドレイン
選択ゲート２１２のソースは対応するＮＡＮＤストリング２０６の最後の浮遊ゲートトラ
ンジスタ２０８Ｎのドレインへと接続される。例えば、ドレイン選択ゲート２１２１のソ
ースは、対応するＮＡＮＤストリング２０６１の浮遊ゲートトランジスタ２０８Ｎのドレ
インへと接続される。二つのＮＡＮＤストリングにとって同一のドレイン接点を共有する
ことは一般的である。
【００２１】
　浮遊ゲートトランジスタ２０８の典型的な構造は、図２に示されるように、ソース２３
０及びドレイン２３２、浮遊ゲート２３４、及び制御ゲート２３６を含んでいる。浮遊ゲ
ートトランジスタ２０８は、ワード線２０２に接続された制御ゲート２３６を有する。浮
遊ゲートトランジスタ２０８の列は、与えられたローカルビット線２０４に接続されたＮ
ＡＮＤストリング２０６である。浮遊ゲートトランジスタ２０８の行は、一般には与えら
れたワード線２０２に接続されたそれらのトランジスタである。
【００２２】
　図３は、対象メモリセルを含むワード線の対象メモリセルをプログラミングするため、
図２のメモリアレイ２００のようなメモリアレイへ印加される波形を示す。時間ｔ１にお
いて開始し、ソース線２１６の電圧ＳＬは、電圧レベル３０２、例えば約０ボルト、から
電圧レベル３０４、Ｖｃｃのような例えば約１．８ボルト、へと時間ｔ２において増加す
る。時間ｔ１とｔ２の間の時間間隔の間、ドレイン選択線の電圧及び、それに従ってそれ
ぞれのドレイン選択ゲート２１２の制御ゲートの電圧ＳＧ（Ｄ）は、電圧レベル３０６、
例えばＶｓｓ或いは約０ボルト、から、ピーク電圧レベル３０８、例えばＶｃｃ、へと増
加し、続いて、時間ｔ２において電圧レベル３１０へと減少する。一実施形態においては
、電圧レベル３１０は、メモリデバイス１００の製造後、例えばメモリデバイス１００の
トリム回路１２５の、レジスタ内にプログラムされる。別の実施形態においては、レジス
タは電圧レベル３１０に対応する四つの異なる制御パラメータの値を格納するためプログ
ラムされうる２ビットのレジスタである。
【００２３】
　プログラミングの間、ソース選択線２１５の電圧及びそれに従ってそれぞれのソース選
択ゲート２１２の制御ゲートの電圧ＳＧ（Ｓ）は、電圧レベル３１２、例えばＶｓｓ或い
は０ボルト、に維持される。ビット線２０４の電圧ＢＬは、論理的なロウをプログラミン
グするため電圧レベル３１４、例えば０ボルト、に維持されるか、或いは、時間ｔ１での
電圧レベル３１４から、時間ｔ２において１．８ボルトのような電圧レベル３１６へと増
加する。電圧レベル３１６は、ビット線の選択されたメモリセルをイレーズ（消去）状態
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に維持し、したがって例えば論理的なハイにおいてそれらを変化していない状態にするた
め、プログラミングすることを防ぐための抑止電圧に相当する。一実施形態においては、
時間ｔ１及びｔ２の間の時間間隔の長さは、例えば金属のオプションを利用して、メモリ
デバイスの製造の間固定されるかハード的にプログラム（ｈａｒｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍｅ
ｄ）される。
【００２４】
　電圧ＢＬが、一つ以上の第一のビット線の各々の選択されたメモリセルを論理的なロウ
の値へプログラミングするため、一つ以上の第一のビット線の電圧レベル３３２に維持さ
れうること、及び、電圧ＢＬが、一つ以上の第二のビット線の各々の選択されたメモリセ
ルを、論理的なハイの値へ効率的にプログラミングする（維持する）ため、一つ以上の第
二のビット線の電圧レベル３１６へと増加しうることは、当業者にとって理解されること
であろう。
【００２５】
　時間ｔ２に開始して、対象メモリセルを含まない一つ以上のワード線２０２の電圧ＷＬ

ＵＳは、電圧レベル３２０、例えば約０ボルト、から時間ｔ３において電圧レベル３２２
に増加し、時間ｔ５まで電圧レベル３２２を維持する。この状態の間、電圧レベル３２２
は、メモリセルのプログラミングのために十分ではなく、典型的にはパス電圧と呼ばれる
。このパス電圧は、対象メモリセルを含まない一つ以上のワード線のメモリセルを、その
内部の浮遊ゲートのプログラム状態に関わらず、オン状態にして、対象メモリセルまでビ
ット線のビット線電圧ＢＬを通すことを可能にする効果を有する。一実施形態においては
、電圧レベル３２２はメモリデバイス１００の製造後、例えばメモリデバイス１００のト
リム回路１２５の、レジスタ内へプログラムされる。別の実施形態においては、レジスタ
は、電圧レベル３２２に対応する四つの異なる制御パラメータの値を格納するためプログ
ラムされうる２ビットのレジスタである。
【００２６】
　対象メモリセルを含むワード線（以下選択されたワード線と呼ばれる）の電圧ＷＬＳは
、時間ｔ２での電圧レベル３２０から時間ｔ３において電圧レベル３２２へと増加する。
選択されたワード線の電圧ＷＬＳは、時間ｔ３での電圧レベル３２２から時間ｔ４におい
て最初のプログラミング電圧レベル３２４へと更に増加し、時間ｔ５まで電圧レベル３２
４に維持される。一実施形態においては、最初のプログラミング電圧レベル３２４は、メ
モリデバイス１００の製造後、例えばメモリデバイス１００のトリム回路１２５の、レジ
スタ内へプログラムされる。別の実施形態においては、レジスタは、最初のプログラミン
グ電圧レベル３２４に対応する四つの異なる制御パラメータの値を格納するためプログラ
ムされうる２ビットのレジスタである。
【００２７】
　一実施形態においては、時間ｔ２及びｔ３の間の時間間隔の長さは、メモリデバイス１
００の製造後、例えばメモリデバイス１００のトリム回路１２５の、レジスタ内へプログ
ラムされる。別の実施形態においては、レジスタは、時間ｔ２及びｔ３の間の時間間隔の
長さに対応する四つの異なる制御パラメータの値を格納するためプログラムされうる２ビ
ットのレジスタである。なお、時間ｔ２及びｔ３の間の時間間隔の長さは、一つ以上の選
択されていないワード線に対して印加される電圧ＷＬＵＳ、及び選択されたワード線に対
して印加される電圧ＷＬＳが電圧レベル３２０から電圧レベル３２２、例えばパス電圧、
まで増加するための時間である。別の実施形態においては、時間ｔ３及びｔ５の間の時間
間隔の長さは、メモリデバイス１００の製造後、例えばメモリデバイス１００のトリム回
路１２５の、レジスタ内へプログラムされる。別の実施形態においては、レジスタは、時
間ｔ３及びｔ５の間の時間間隔の長さに対応する四つの異なる制御パラメータの値を格納
するためプログラムされうる２ビットのレジスタである。なお、時間ｔ３及びｔ５の間の
時間間隔の長さは、選択されたワード線へプログラミング電圧が印加される時間である。
【００２８】
　時間ｔ５において、電圧ＷＬＳは最初のプログラミング電圧レベル３２４から電圧レベ
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ル３２２へと放電され、電圧ＷＬＳ及びＷＬＵＳは、電圧レベル３２２から電圧レベル３
２６、例えば約０ボルト、へと放電される。プログラムベリファイ（検証：ｖｅｒｉｆｙ
）が実施されるが、これは時間ｔ６の後に開始する。なお、電圧ＳＬ及びＳＧ（Ｄ）は、
一実施形態において電圧ＷＬＳ及び電圧ＷＬＵＳが放電された後に、それぞれ電圧レベル
３０４及び３１０から電圧レベル３２８及び３３０、例えば約０ボルト、へと放電される
。別の実施形態においては、電圧ＳＧ（Ｄ）が放電されるが、これは図６に示されるよう
に、プログラムベリファイの前に時間ｔ６において開始する。なお、更に、電圧ＢＬは、
電圧ＷＬＳ及び電圧ＷＬＵＳが一実施形態において放電された後に、電圧レベル３１６か
ら電圧レベル３３２、例えば約０ボルト、へと放電される。
【００２９】
　プログラムベリファイが、選択されたワード線の対象メモリセルがプログラムされてい
ることを示した場合には、プログラミングは完了する。そうでない場合には、図３に示さ
れ、上述されたように、電圧ＢＬ、ＳＬ、ＷＬＵＳ、ＳＧ（Ｓ）及びＳＧ（Ｄ）を設定す
ることによって、選択されたワード線の対象メモリセルをプログラムするため、別の試み
がなされる。しかしながら、このプログラミングの試みのため、一実施形態においては、
電圧ＷＬＳが時間ｔ２での電圧レベル３２０から時間ｔ３において電圧レベル３２２に増
加し、その後に時間ｔ３での電圧レベル３２２から時間ｔ４において第二のプログラミン
グ電圧レベル３３６へと増加し、時間ｔ５まで電圧レベル３３６を維持するように、ステ
ップ電圧３３４が最初のプログラミング電圧レベル３２４へと加えられる。なお、最初の
プログラミング電圧レベル３２４及び第二のプログラミング電圧レベル３３６の間の差は
、ステップ電圧３３４である。時間ｔ５及びそれ以降において、処理は図３に示され上述
されたように実施される。特に、電圧ＷＬＳは最初のプログラミング電圧レベル３３６か
ら電圧レベル３２２へと放電され、電圧ＷＬＳ及びＷＬＵＳは、電圧レベル３２２から電
圧レベル３２６へと放電され、プログラムベリファイが実施されるが、これは時間ｔ６の
後に開始する。
【００３０】
　プログラムベリファイが、選択されたワード線の対象メモリセルがプログラムされてい
ることを示した場合には、プログラミングは完了する。そうでない場合には、図３に示さ
れ、上述されたように、電圧ＢＬ、ＳＬ、ＷＬＵＳ、ＳＧ（Ｓ）及びＳＧ（Ｄ）を設定し
、図３に示されるように、電圧ＷＬＳを第二のプログラミング電圧レベル３３６から第三
のプログラミング電圧レベル３４２へと電圧ステップ３４０の分だけ増加することによっ
て、選択されたワード線の対象メモリセルをプログラムするため、別の試みがなされ、上
述された処理は、選択されたワード線の対象メモリセルがプログラムされたかどうかを決
定するために繰り返される。これが、選択されたワード線の対象メモリセルがプログラム
されるまで反復処理として繰り返される。
【００３１】
　一実施形態においては、電圧ステップはメモリデバイス１００の製造後、例えばメモリ
デバイス１００のトリム回路１２５を利用して、レジスタ内にプログラムされる。別の実
施形態においては、レジスタは、電圧ステップに対応する四つの異なる制御パラメータの
値を格納するためプログラムされうる２ビットのレジスタである。
【００３２】
　なお、対象メモリセルを含むＮＡＮＤストリングに接続されたビット線へ印加される電
圧ＢＬは、電圧レベル３１４に維持され、プログラミング電圧及び電圧ＢＬの間の差は、
プログラミング電圧が適切な値に届くとき、対象メモリセルがプログラムされうるような
ものである。しかしながら、対象メモリセルを含むＮＡＮＤストリングに接続されたビッ
ト線へ印加される電圧ＢＬは、電圧レベル３１６、例えば抑止電圧、であるとき、プログ
ラミング電圧及び電圧ＢＬの間の差は、対象メモリセルがプログラムされるのを防ぐ、例
えば、対象メモリがイレーズ状態を維持する、ようなものである。
【００３３】
［まとめ］　
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　本発明は、プログラミング電圧／時間における各種の最初の値及び増加分の変化（また
は変動）を許容することによって処理における変化を補償することを考慮するものである
。各種の最初のプログラミング電圧及び増加分の変化を許容することによって、デバイス
の性能は製造後に調整されてもよい。それは、異なる性能の特性を有するデバイスを容易
にさえして、製造者がデバイスの多数の在庫を必要とすることなくプログラミング速度で
変化（あるいは各種のもの）を提供することを可能にする。
【００３４】
　ここでは、特定の実施形態が説明され記述されてきたが、同一の目的を達成することを
意図されているいかなる装置でも、示された特定の実施形態を置き換えてよいことは、当
業者に理解されるであろう。本発明の多くの適用が、当業者にとって明らかであろう。し
たがって、この出願は、本発明のいかなる適応或いは変化をも含むよう意図されている。
本発明は、付随する請求項及びその均等物によってのみ制限されることが明確に意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る、メモリシステムのブロック図を示す図である
。
【図２】図２は、本発明の別の実施形態に係る、メモリアレイを示す。
【図３】図３は、本発明の別の実施形態に係る、メモリアレイに印加される波形を示す。

【図１】 【図２】
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【図３】

【手続補正書】
【提出日】平成20年1月4日(2008.1.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリデバイスの対象メモリセルをプログラミングする方法であって、
　前記メモリデバイスの製造後に前記メモリデバイスへ、複数の最初のプログラミング電
圧をプログラミングすることと、
　前記メモリデバイスの製造後に前記メモリデバイスへステップ電圧をプログラミングす
ることと、
　前記複数の、前記プログラムされた最初のプログラミング電圧のうちの一つを選択する
ことと、
　前記対象メモリセルを含むワード線へ、前記複数の前記プログラムされた最初のプログ
ラミング電圧のうちの前記選択された一つにほぼ等しいプログラミング電圧を印加するこ
とと、
　前記対象メモリセルがプログラムされているかどうかを決定することと、
　前記対象メモリセルがプログラムされていないことが決定された場合には、前記プログ
ラミング電圧を前記プログラムされたステップ電圧だけ増加させることと、を含む方法。
【請求項２】
　前記メモリデバイスの製造後の前記メモリデバイスへのステップ電圧のプログラミング
は、前記メモリデバイスの製造後に前記メモリデバイスへ複数のステップ電圧をプログラ
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ミングすることと前記複数のステップ電圧のうちの一つを選択することを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記対象メモリセルを含む前記ワード線へ前記プログラミング電圧を印加し、一方前記
対象メモリセルを含まないワード線へパス電圧を印加することを更に含み、前記パス電圧
は、メモリセルをプログラミングするのには不十分であり、前記対象メモリセルを含まな
い前記ワード線のメモリセルを活性化する、
ことを特徴とする請求項１または２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４】
　前記パス電圧は、前記メモリデバイスの製造後に選択可能である、
ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記パス電圧は、複数のパス電圧から選択される、
ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　最初のレベルから前記パス電圧へ増加させるため、前記対象メモリセルを含む前記ワー
ド線へ印加される電圧、及び前記対象メモリセルを含まないワード線へ印加される電圧が
考慮される時間の長さを設定することを更に含む、
ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　時間の前記長さは、前記メモリデバイスの製造後に選択可能である、
ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記時間の前記長さの設定は、複数の時間の長さから、時間の前記長さを選択すること
を含む、
ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　ソース選択ゲートによる、前記対象メモリセルを含むメモリセルのＮＡＮＤストリング
に選択的に接続されたソース線への電圧の印加を更に含む、
ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ソース線への電圧の印加は、前記ソース線へのＶｃｃの印加を含む、
ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記対象メモリセルを含むメモリセルのＮＡＮＤストリングへビット線を選択的に接続
するドレイン選択ゲートの制御ゲートへ接続されたドレイン選択線への電圧の印加を更に
含む、
ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ドレイン選択線への前記電圧の印加は、前記ドレイン選択線への前記電圧を第一の
電圧レベルから第二の電圧レベルへ増加させることと、前記ドレイン選択線への前記電圧
を前記第二のレベルから第三の電圧レベルへと減少させることを含み、前記第三の電圧レ
ベルは前記ドレイン選択線へと印加され、一方前記プログラミング電圧は、前記対象メモ
リセルを含む前記ワード線へと印加される、
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第三の電圧レベルは、前記メモリデバイスの製造後に選択可能である、
ことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第三の電圧レベルは、複数の第三の電圧レベルから選択される、
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ことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第二の電圧レベルは、Ｖｃｃである、
ことを特徴とする請求項１２に記載の方法。　　
【請求項１６】
　前記第三の電圧は、Ｖｓｓ及びＶｃｃの間である、
ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記対象メモリセルを含むメモリセルのＮＡＮＤストリングへソース線を選択的に接続
するソース選択ゲートの制御ゲートへ接続されたソース選択線への電圧の印加を更に含む
、
ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ソース選択線への前記電圧の印加は、前記ソース選択線へのＶｓｓの印加を含む、
ことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記対象メモリセルを含むメモリセルのＮＡＮＤストリングへ選択的に接続されたビッ
ト線への電圧の印加を更に含む、
ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ビット線への前記電圧の印加は、前記対象メモリセルのプログラミングを防ぐため
の前記ビット線への抑止電圧の印加を含む、
ことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記プログラミング電圧が、前記対象メモリセルを含む前記ワード線へ印加される時間
の長さの設定を更に含む、
ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　時間の前記長さは、前記メモリデバイスの製造後に選択可能である、
ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記時間の前記長さの設定は、複数の時間の長さから、時間の前記長さを選択すること
を含む、
ことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　メモリセルのアレイと、
　最初のプログラミング電圧に対応する値を格納するための第一のレジスタと、
　電圧ステップに対応する値を格納するための第二のレジスタと、
　メモリセルの前記アレイ及び前記第一及び第二のレジスタに接続された制御回路と、を
含み、
　前記制御回路は、前記対象メモリセルのプログラミングの間、対象メモリセルの制御ゲ
ートへプログラミング電圧を反復して印加するよう適合され、
　前記制御回路は、第一の反復において、最初のプログラミング電圧とほぼ等しいプログ
ラミング電圧を印加するよう適合され、
　前記制御回路は、引き続いての反復の間、前記電圧ステップにほぼ等しい量だけ、前記
プログラミング電圧を増加させるよう適合され、
　前記第一及び第二のレジスタは製造後にプログラム可能である、
ことを特徴とするメモリデバイス。
【請求項２５】
　前記第一及び第二のレジスタは２ビットのレジスタである、
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ことを特徴とする請求項２４に記載のメモリデバイス。
【請求項２６】
　前記制御回路は、非対象メモリセルの制御ゲートへパス電圧を印加するよう適合される
、ことを特徴とする請求項２４または２５に記載のメモリデバイス。
【請求項２７】
　前記パス電圧に対応する値を格納するため、前記制御回路に接続された第三のレジスタ
を更に含む、
ことを特徴とする請求項２６に記載のメモリデバイス。
【請求項２８】
　前記第三のレジスタは、製造後にプログラム可能である、
ことを特徴とする請求項２７に記載のメモリデバイス。
【請求項２９】
　前記第三のレジスタは、２ビットのレジスタである、
ことを特徴とする請求項１８に記載のメモリデバイス。
【請求項３０】
　前記制御回路は、非対象メモリセルの前記制御ゲートに印加される電圧及び前記対象メ
モリセルの前記制御ゲートに印加される電圧が、最初のレベルから前記パス電圧へ増加す
るために許容される時間の長さを設定するために適合される、
ことを特徴とする請求項２６に記載のメモリデバイス。
【請求項３１】
　　非対象メモリセルの前記制御ゲートに印加される電圧及び前記対象メモリセルの前記
制御ゲートに印加される電圧が、最初のレベルから前記パス電圧へ増加するために許容さ
れる時間の前記長さに対応する値を格納するため、前記制御回路に接続された第三のレジ
スタを更に含む、
ことを特徴とする請求項３０に記載のメモリデバイス。
【請求項３２】
　前記第三のレジスタは２ビットのレジスタである、
ことを特徴とする請求項３１に記載のメモリデバイス。
【請求項３３】
　前記制御回路は、前記プログラミング電圧が前記対象メモリセルの前記制御ゲートに印
加される間の前記時間間隔の長さを設定するように適合される、
ことを特徴とする請求項２４から２６のいずれか一項に記載のメモリデバイス。
【請求項３４】
　前記プログラミング電圧が前記対象メモリセルの前記制御ゲートに印加される間の時間
間隔の前記長さに対応する値を格納するため、前記制御回路に接続された第三のレジスタ
を更に含む、
ことを特徴とする請求項３３に記載のメモリデバイス。
【請求項３５】
　前記メモリデバイスは、ＮＡＮＤメモリデバイスである、
ことを特徴とする請求項２４から２６及び３３のいずれか一項に記載のメモリデバイス。
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