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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の方向に沿って設けられて、第１の選択トランジスタのゲート電極が接続される、
第１の選択ゲート線と、
　前記第１の方向に沿って設けられて、第２の選択トランジスタのゲート電極が接続され
る、第２の選択ゲート線と、
　前記第１の選択ゲート線と前記第２の選択ゲート線との間に、前記第１の方向に沿って
設けられて、それぞれにメモリセルのゲート電極が接続される、複数のワード線であって
、前記第１の選択ゲート線に隣接するワード線である第１隣接ワード線に接続されたメモ
リセルのデータが読み出される場合には、前記第１の選択ゲート線が昇圧された後に、前
記第２の選択ゲート線が昇圧され、前記第２の選択ゲート線に隣接するワード線である第
２隣接ワード線に接続されたメモリセルのデータが読み出される場合には、前記第２の選
択ゲート線が昇圧された後に、前記第１の選択ゲート線が昇圧される、複数のワード線と
、
　を備えることを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項２】
　前記第１隣接ワード線に隣接するワード線である第３隣接ワード線に接続されたメモリ
セルのデータが読み出される場合には、前記第１の選択ゲート線が昇圧された後に、前記
第２の選択ゲート線が昇圧され、前記第２隣接ワード線に隣接するワード線である第４隣
接ワード線に接続されたメモリセルのデータが読み出される場合には、前記第２の選択ゲ
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ート線が昇圧された後に、前記第１の選択ゲート線が昇圧される、ことを特徴とする請求
項１に記載の半導体記憶装置。
【請求項３】
　前記１の選択ゲート線に電気的に接続され、その下に前記ワード線の一部が位置してい
る、第１の裏打ち配線と、
　前記２の選択ゲート線に電気的に接続され、その下に前記ワード線の一部が位置してい
る、第２の裏打ち配線と、
　をさらに備えており、
　前記第１の裏打ち配線の下に設けられているワード線に接続されたメモリセルのデータ
が読み出される場合には、前記第１の選択ゲート線が昇圧された後に、前記第２の選択ゲ
ート線が昇圧され、前記第２の裏打ち配線の下に設けられているワード線に接続されたメ
モリセルのデータが読み出される場合には、前記第２の選択ゲート線が昇圧された後に、
前記第１の選択ゲート線が昇圧される、ことを特徴とする請求項１に記載の半導体記憶装
置。
【請求項４】
　前記第１の方向に交差する方向である第２の方向に並ぶ前記メモリセルはソース／ドレ
イン領域を共有して直列に接続されてＮＡＮＤセルユニットを構成しており、
　前記ＮＡＮＤセルユニットは、前記第１の選択トランジスタを介してセルソース線に接
続されており、前記第２の選択トランジスタを介してビット線に接続されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の半導体記憶装置。
【請求項５】
　半導体記憶装置が搭載されたメモリカードであって、前記半導体記憶装置は、
　第１の方向に沿って設けられて、第１の選択トランジスタのゲート電極が接続される、
第１の選択ゲート線と、
　前記第１の方向に沿って設けられて、第２の選択トランジスタのゲート電極が接続され
る、第２の選択ゲート線と、
　前記第１の選択ゲート線と前記第２の選択ゲート線との間に、前記第１の方向に沿って
設けられて、それぞれにメモリセルのゲート電極が接続される、複数のワード線であって
、前記第１の選択ゲート線に隣接するワード線である第１隣接ワード線に接続されたメモ
リセルのデータが読み出される場合には、前記第１の選択ゲート線が昇圧された後に、前
記第２の選択ゲート線が昇圧され、前記第２の選択ゲート線に隣接するワード線である第
２隣接ワード線に接続されたメモリセルのデータが読み出される場合には、前記第２の選
択ゲート線が昇圧された後に、前記第１の選択ゲート線が昇圧される、複数のワード線と
、
　を備えることを特徴とするメモリカード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体記憶装置及びメモリカードに関し、特に、ワード線に接続されたメモ
リセルのデータを読み出す場合における、選択ゲート線への信号供給順序に変形を加えた
、半導体記憶装置、及び、そのような半導体記憶装置を搭載したメモリカードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体記憶装置の中でも、記憶したデータを不揮発的に保持する不揮発性半導体記憶装
置が広く普及している。このような不揮発性半導体記憶装置には、例えば、ＮＡＮＤ型と
呼ばれるメモリセルアレイ構造を有するものがある。
【０００３】
　ＮＡＮＤ型のメモリセルアレイは、ソース／ドレイン領域を共通にする形で直列的に接
続された複数のメモリセルと、これら複数のメモリセルのドレイン側に接続されたドレイ
ン側選択トランジスタと、これら複数のメモリセルのソース側に接続されたソース側選択
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トランジスタとを備えたＮＡＮＤセルユニットが複数配置されて構成されている。
【０００４】
　また、メモリセルアレイには、複数のワード線が並列に設けられており、このワード線
方向に並ぶメモリセルのゲート電極を共通に接続している。また、ワード線方向に並ぶド
レイン側選択トランジスタのそれぞれのゲート電極は、ドレイン側選択ゲート線により共
通に接続されており、ワード線方向に並ぶソース側選択トランジスタのそれぞれのゲート
電極は、ソース側選択ゲート線により共通に接続されている。ワード線方向に交差する方
向に、複数のビット線が並列に設けられており、各ビット線はドレイン側選択トランジス
タを介して、対応するＮＡＮＤセルユニットに接続されている。
【０００５】
　このようなＮＡＮＤ型の不揮発性半導体記憶装置では、メモリセルからデータを読み出
す際の動作は、例えば次のように行われる。まず、ドレイン側選択ゲート線を０Ｖから４
Ｖ程度に昇圧する。続いて、ビット線に１Ｖ程度の電圧を供給する。
【０００６】
　次に、データを読み出すメモリセルが接続されているワード線（選択ワード線）には、
読み出し電圧を供給し、それ以外のワード線（非選択ワード線）には４Ｖ程度の電圧を供
給する。続いて、ソース側選択ゲート線を０Ｖから４Ｖ程度に昇圧する。
【０００７】
　そして、ビット線の電位変化を検出することにより、読み出すべきメモリセルに“０”
データが格納されているのか、それとも、“１”データが格納されているのかを、判定す
る。具体的には、例えば、フローティングゲートに電子が注入され、メモリセルのしきい
値が高くなった状態を“０”データと定義し、逆に、フローティングゲートから電子が引
き抜かれ、メモリセルのしきい値が低くなった状態を“１”データと予め定義しておけば
よい。
【０００８】
　このようなタイミングでワード線、ドレイン側選択ゲート線、ソース側選択ゲート線、
ビット線に電圧を印加するが、このタイミングを変更した先願として特願２００３－３１
５７８２号が存在する。
【特許文献１】特願２００３－３１５７８２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、ワード線に接続されたメモリセルのデータを読み出す場合における、選択ゲ
ート線への信号供給順序に変形を加えた、半導体記憶装置、及び、そのような半導体記憶
装置を搭載したメモリカードを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明に係る半導体記憶装置は、
　第１の方向に沿って設けられて、第１の選択トランジスタのゲート電極が接続される、
第１の選択ゲート線と、
　前記第１の方向に沿って設けられて、第２の選択トランジスタのゲート電極が接続され
る、第２の選択ゲート線と、
　前記第１の選択ゲート線と前記第２の選択ゲート線との間に、前記第１の方向に沿って
設けられて、それぞれにメモリセルのゲート電極が接続される、複数のワード線であって
、前記第１の選択ゲート線に隣接するワード線である第１隣接ワード線に接続されたメモ
リセルのデータが読み出される場合には、前記第１の選択ゲート線が昇圧された後に、前
記第２の選択ゲート線が昇圧され、前記第２の選択ゲート線に隣接するワード線である第
２隣接ワード線に接続されたメモリセルのデータが読み出される場合には、前記第２の選
択ゲート線が昇圧された後に、前記第１の選択ゲート線が昇圧される、複数のワード線と
、
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　を備えることを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係るメモリカードは、
　半導体記憶装置が搭載されたメモリカードであって、前記半導体記憶装置は、
　第１の方向に沿って設けられて、第１の選択トランジスタのゲート電極が接続される、
第１の選択ゲート線と、
　前記第１の方向に沿って設けられて、第２の選択トランジスタのゲート電極が接続され
る、第２の選択ゲート線と、
　前記第１の選択ゲート線と前記第２の選択ゲート線との間に、前記第１の方向に沿って
設けられて、それぞれにメモリセルのゲート電極が接続される、複数のワード線であって
、前記第１の選択ゲート線に隣接するワード線である第１隣接ワード線に接続されたメモ
リセルのデータが読み出される場合には、前記第１の選択ゲート線が昇圧された後に、前
記第２の選択ゲート線が昇圧され、前記第２の選択ゲート線に隣接するワード線である第
２隣接ワード線に接続されたメモリセルのデータが読み出される場合には、前記第２の選
択ゲート線が昇圧された後に、前記第１の選択ゲート線が昇圧される、複数のワード線と
、
　を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ワード線に接続されたメモリセルのデータを読み出す場合における、
選択ゲート線への信号供給順序に変形を加えた、半導体記憶装置、及び、そのような半導
体記憶装置を搭載したメモリカードを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　〔基本技術〕
　図１は、ＮＡＮＤ型の不揮発性半導体記憶装置におけるメモリセルアレイＭＣＡの構成
を示す図であり、図２は、１つのＮＡＮＤセルユニットの構成を示す図である。
【００１４】
　図２に示すように、ＮＡＮＤセルユニットにおいては、ソース／ドレイン領域を共通に
する形で複数のメモリセルＭＣ０～ＭＣｉが直列に接続されている。メモリセルＭＣ０の
ソース側には、ソース側選択トランジスタＳ１が接続されており、このソース側選択トラ
ンジスタＳ１を介して、このＮＡＮＤセルユニットがセルソース線ＣＥＬＳＲＣに接続さ
れている。
【００１５】
　メモリセルＭＣｉのドレイン側には、ドレイン側選択トランジスタＳ２が接続されてお
り、このドレイン側選択トランジスタＳ２を介して、このＮＡＮＤセルユニットがビット
線ＢＬに接続されている。このような構成により、ビット線ＢＬから、ドレイン側選択ト
ランジスタＳ２、メモリセルＭＣｉ…メモリセルＭＣ０、ソース側選択トランジスタＳ１
を通り、セルソース線ＣＥＬＳＲＣまでの電流経路が形成される。
【００１６】
　図１に示すように、このようなＮＡＮＤセルユニットが複数設けられて、メモリセルア
レイＭＣＡを構成している。具体的には、メモリセルアレイＭＣＡにおいては、複数のワ
ード線ＷＬ０～ＷＬｉが並列に設けられており、各ワード線ＷＬ０～ＷＬｉは、それぞれ
、ワード線方向に並ぶメモリセルＭＣ０～ＭＣｉのゲート電極を共通に接続している。ま
た、これらワード線ＷＬ０～ＷＬｉと並列に、ソース側選択ゲート線ＳＧＳが設けられて
おり、ワード線方向に並ぶソース側選択トランジスタＳ１のゲート電極を共通に接続して
いる。さらに、これらワード線ＷＬ０～ＷＬｉを挟んで、ソース側選択ゲート線ＳＧＳと
反対側に、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉと並列に、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤが設けられ
ており、ワード線方向に並ぶドレイン側選択トランジスタＳ２のゲート電極を共通に接続
している。
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【００１７】
　また、複数のビット線ＢＬ０～ＢＬｊが、ワード線方向と交差する方向であるビット線
方向に並列に設けられている。各ビット線ＢＬ０～ＢＬｊは、対応するＮＡＮＤセルユニ
ットにおけるドレイン側選択トランジスタＳ２のドレインに接続されている。
【００１８】
　ここで説明する基本技術においては、ワード線方向は、第１の方向と定義され、ビット
線方向は、第２の方向と定義され、ソース側選択ゲート線ＳＧＳは、第１の選択ゲート線
と定義され、ソース側選択トランジスタＳ１は、第１の選択トランジスタと定義され、ド
レイン側選択ゲート線ＳＧＤは、第２の選択ゲート線と定義され、ドレイン側選択トラン
ジスタは、第２の選択トランジスタと定義される。
【００１９】
　次に、このようなメモリセルアレイＭＣＡからデータを読み出す動作を説明する。図３
は、メモリセルＭＣ５のデータを読み出す場合のタイミングチャートを示す図である。こ
の図３に示すように、まず、時刻ｔ１で、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤを０Ｖから４Ｖ
程度に昇圧する。続いて、時刻ｔ２で、ビット線ＢＬ０に１Ｖ程度の電圧を供給する。
【００２０】
　次に、時刻ｔ３で、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉに所定の電圧を供給する。具体的には、読
み出すべきメモリセルＭＣ５に接続されたワード線（以下、選択ワード線という）ＷＬ５
には、読み出し電圧を供給し、それ以外のメモリセルが接続されたワード線（以下、非選
択ワード線という）ＷＬ０～ＷＬ４、ＷＬ６～ＷＬｉには、４Ｖ程度の電圧を供給する。
続いて、時刻ｔ４で、ソース側選択ゲート線ＳＧＳを０Ｖから４Ｖ程度に昇圧する。
【００２１】
　不揮発性のメモリセルＭＣでは、例えば、メモリセルのフローティングゲートに電子が
注入され、メモリセルＭＣのしきい値が高くなった状態を“０”データと定義し、フロー
ティングゲートから電子が引き抜かれ、メモリセルＭＣのしきい値が低くなった状態を“
１”データと定義する。したがって、選択ワード線に所望の電圧を印加した場合、読み出
すメモリセルＭＣが“１”データであれば、そのＮＡＮＤセルユニットではビット線ＢＬ
からセルソース線ＣＥＬＳＲＣに導通し、ビット線ＢＬの電圧が低くなる。読み出すメモ
リセルＭＣが“０”データであれば、そのＮＡＮＤセルユニットは導通せず、ビット線Ｂ
Ｌの電圧は低くならない。このように、ビット線ＢＬの電圧がセルのデータによって変動
するので、ビット線ＢＬの電圧が低くなるかどうかで、メモリセルＭＣのデータ読み出し
を行うことができる。
【００２２】
　この読み出しが終了した後、時刻ｔ５で、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤと、ワード線
ＷＬ０～ＷＬｉと、ソース側選択ゲート線ＳＧＳの電圧を０Ｖに放電するとともに、すべ
てのビット線ＢＬ０～ＢＬｊをショートする。時刻ｔ６で、すべて同電位になったビット
線ＢＬ０～ＢＬｊを０Ｖに放電する。
【００２３】
　図４は、メモリセルＭＣ１のデータを読み出す場合のタイミングチャートを示す図であ
る。この図４から分かるように、基本的な電圧の印加タイミングはメモリセルＭＣ５の場
合と同じであるが、時刻ｔ３で、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉに供給する電圧は、選択ワード
線ＷＬ０には読み出し電圧を供給し、非選択ワード線ＷＬ１～ＷＬｉには４Ｖ程度の電圧
を供給する点で相違している。
【００２４】
　これらの読み出し動作において、図３及び図４の矢印Ａに示すようなカップリングノイ
ズや、図４の矢印Ｂに示すようなカップリングノイズが発生する。すなわち、図３及び図
４の矢印Ａに示したように、選択ワード線は、隣接する非選択ワード線とのカップリング
ノイズにより、所定の読み出し電圧よりも高い電圧にオーバーシュートするので、次の動
作をターゲットの電圧に戻るまで待つ必要がある。また、図４の矢印Ｂに示したように、
ワード線ＷＬ０が選択ワード線の場合、ワード線ＷＬ０はソース側選択ゲート線ＳＧＳに
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隣接しているので、ソース側選択ゲート線ＳＧＳを昇圧すると、ワード線ＷＬ０はカップ
リングノイズを受けて、同様にオーバーシュートする。しかも、時刻ｔ４では、ドレイン
側選択トランジスタＳ２も導通しているので、メモリセルＭＣ０がカップリングノイズを
受けて導通すると、読み出すデータが“１”データの場合には、ビット線放電が生じてし
まい、好ましくない。
【００２５】
　すなわち、選択ワード線ＷＬ０には、所望の電圧より高い電圧が印加された状態で、ビ
ット線ＢＬの放電が開始されてしまう。この結果、メモリセルＭＣ０のしきい値電圧が、
意図した値よりも低く見えてしまう。微細加工が進につれて、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉや
、選択ゲート線ＳＧＳ、ＳＧＤに用いられるゲート配線材料は、低抵抗化が求められ、薄
膜化が困難になる一方で、ゲート配線間のスペースは狭くなり、ゲート配線間のカップリ
ングノイズは大きくなる。また、メモリセルＭＣの信頼性、耐久性の観点から、メモリセ
ルＭＣのトンネル絶縁膜の薄膜化は困難になってきており、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉや、
選択ゲート線ＳＧＳ、ＳＧＤの容量の中で、配線間容量の占める割合が高くなってきてお
り、このため、ゲート配線間のカップリングノイズは益々大きくなってきている。
【００２６】
　ＮＡＮＤセルユニットの部分断面図である図５を用いて、このことを詳しく説明すると
、ワード線ＷＬには近接する配線との間に様々な容量が発生する。主たる容量としては、
フローティングゲートＦＧとの間に発生する容量Ｃ１と、チャネルが形成される基板又は
ウェルとの間に発生する容量Ｃ２と、隣接するワード線ＷＬ、ＷＬとの間に発生する容量
Ｃ３、Ｃ４と、ソース側選択ゲート線ＳＧＳが存在する。また、ドレイン側選択ゲート線
ＳＧＤ、あるいはソース側選択ゲート線ＳＧＳの裏打ち配線ＡＷが存在する場合には、こ
の裏打ち配線ＡＷとの間に発生する容量Ｃ５が存在する。
【００２７】
　一般に、容量Ｃは、Ｃ＝ε（Ｓ／ｄ）で表現される。ここで、εは、比誘電率であり、
Ｓは電極の面積であり、ｄは電極間の距離である。したがって、微細化が進んで、ゲート
配線間の距離が短くなると、距離ｄが小さくなったこととなり、容量Ｃは増加する。また
、ゲート配線の低抵抗化を図るために、ゲート配線の厚さｈを厚くすると、面積Ｓが大き
くなったこととなり、容量Ｃは増加する。
【００２８】
　ここで、発明者の研究によると、ｈ／ｄが１．８より大きくなると、ゲート配線間のカ
ップリングノイズの影響が現れ始めることが分かった。特に、例えばｈ＝２００ｎｍで、
スペースが７１ｎｍになると顕著に現れ、この場合のｈ／ｄは約２．８２となる。また、
ｈ＝２００ｎｍで、スペースが５５ｎｍになると、ｈ／ｄは約３．６４となる。
【００２９】
　以下の各実施形態においては、上述したメモリセルＭＣ０のデータを読み出す際に、ソ
ース側選択ゲート線ＳＧＳからのカップリングノイズが、データ読み出しに悪影響を及ぼ
さないようにしている。
【００３０】
　〔第１実施形態〕
　図６は、本実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置において、ワード線ＷＬ０に接続さ
れているメモリセルＭＣ０のデータを読み出す場合のタイミングチャートを示す図である
。なお、このワード線ＷＬ０は、本実施形態における第１の選択ゲート線（ＳＧＳ）に隣
接するワード線である第１隣接ワード線に相当する。
【００３１】
　この図６に示すように、メモリセルＭＣ０のデータを読み出す場合には、まず、時刻ｔ
１で、ソース側選択ゲート線ＳＧＳを０Ｖから４Ｖ程度に昇圧する。続いて、時刻ｔ２で
、ビット線ＢＬに１Ｖ程度の電圧を供給する。
【００３２】
　次に、時刻ｔ３で、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉに所定の電圧を供給する。具体的には、読
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み出すべきメモリセルＭＣ０に接続された選択ワード線ＷＬ０には、読み出し電圧を供給
し、それ以外のメモリセルが接続された非選択ワード線ＷＬ１～ＷＬｉには、４Ｖ程度の
電圧を供給する。続いて、時刻ｔ４で、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤを０Ｖから４Ｖ程
度に昇圧する。そして、ビット線ＢＬの電圧が低くなるかどうかで、メモリセルのデータ
読み出しを行う。
【００３３】
　この読み出しが終了した後、時刻ｔ５で、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤと、ワード線
ＷＬ０～ＷＬｉと、ソース側選択ゲート線ＳＧＳの電圧を０Ｖに放電するとともに、すべ
てのビット線ＢＬ０～ＢＬｊをショートする。時刻ｔ６で、すべて同電位になったビット
線ＢＬ０～ＢＬｊを０Ｖに放電する。
【００３４】
　なお、ここでは、この図６に示した電圧供給順序を、逆方向の電圧供給順序と言うこと
とする。
【００３５】
　図７は、本実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置において、ワード線ＷＬｉに接続さ
れているメモリセルＭＣｉのデータを読み出す場合のタイミングチャートを示す図である
。なお、このワード線ＷＬｉは、本実施形態における第２の選択ゲート線（ＳＧＤ）に隣
接するワード線である第２隣接ワード線に相当する。
【００３６】
　この図７に示すように、メモリセルＭＣｉのデータを読み出す場合には、まず、時刻ｔ
１で、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤを０Ｖから４Ｖ程度に昇圧する。続いて、時刻ｔ２
で、ビット線ＢＬに１Ｖ程度の電圧を供給する。
【００３７】
　次に、時刻ｔ３で、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉに所定の電圧を供給する。具体的には、読
み出すべきメモリセルＭＣｉに接続された選択ワード線ＷＬｉには、読み出し電圧を供給
し、それ以外のメモリセルが接続された非選択ワード線ＷＬ１～ＷＬｉ－１には、４Ｖ程
度の電圧を供給する。続いて、時刻ｔ４で、ソース側選択ゲート線ＳＧＳを０Ｖから４Ｖ
程度に昇圧する。そして、ビット線ＢＬの電圧が低くなるかどうかで、メモリセルのデー
タ読み出しを行う。
【００３８】
　この読み出しが終了した後、時刻ｔ５で、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤと、ワード線
ＷＬ０～ＷＬｉと、ソース側選択ゲート線ＳＧＳの電圧を０Ｖに放電するとともに、すべ
てのビット線ＢＬ０～ＢＬｊをショートする。時刻ｔ６で、すべて同電位になったビット
線ＢＬ０～ＢＬｊを０Ｖに放電する。
【００３９】
　なお、ここでは、この図７に示した電圧供給順序を、順方向の電圧供給順序と言うこと
とする。この順方向の電圧供給順序は、基本技術で説明した図３の電圧供給順序と同じで
ある。
【００４０】
　図８は、本実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の全体構成を説明するためのブロッ
ク図である。この図８に示すように、本実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置は、メモ
リセルアレイ１と、ビット線制御回路２と、カラムデコーダ３と、データ入出力バッファ
４と、データ入出力端子５と、ワード線制御回路６と、制御信号及び制御電圧発生回路７
と、制御信号入力端子８とを備えている。
【００４１】
　メモリセルアレイ１には、図１に示したメモリセルアレイＭＣＡが複数配置されて構成
されている。ビット線制御回路２は、ビット線ＢＬ０～ＢＬｊを制御するための回路であ
り、上述したようにビット線ＢＬ０～ＢＬｊに電圧を供給したり、ビット線ＢＬ０～ＢＬ
ｊの電圧の変化を検出して、データを判別したりする。カラムデコーダ３は、カラムアド
レスに基づいて、ビット線ＢＬ０～ＢＬｊを選択する。メモリセルＭＣからデータを読み
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出す場合、選択されたビット線ＢＬ０～ＢＬｊのデータは、データ入出力バッファ４を介
して、データ入出力端子５から出力される。
【００４２】
　ワード線制御回路６は、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉと、選択ゲート線ＳＧＳ、ＳＧＤと、
セルソース線ＣＥＬＳＲＣと、セルウェルＣＰｗｅｌｌを制御するための回路である。す
なわち、ワード線制御回路６は、上述したようにワード線ＷＬ０～ＷＬｉと選択ゲート線
ＳＧＳ、ＳＧＤとに電圧を供給して、順方向の電圧供給順序で読み出しを行ったり、逆方
向の電圧供給順序で読み出しを行ったりする。また、ワード線制御回路６は、読み出し動
作の間、セルソース線ＣＥＬＳＲＣと、セルウェルＣＰｗｅｌｌとを、０Ｖに維持する。
【００４３】
　制御信号及び制御電圧発生回路７は、制御信号入力端子８からの制御信号の入力を受け
て、各種の制御信号及び制御電圧を各部に供給する。例えば、読み出し動作の際には、制
御信号及び制御電圧発生回路７は、カラムアドレスをカラムデコーダ３に供給し、ローア
ドレスをワード線制御回路６に供給する。また、制御信号及び制御電圧発生回路７は、こ
れらの動作に必要な、例えば、上述した０Ｖの電圧、１Ｖの電圧、４Ｖの電圧、及び、読
み出し電圧などを、ワード線制御回路６とビット線制御回路２などに供給する。
【００４４】
　以上のように、本実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置によれば、ソース側選択ゲー
ト線ＳＧＳに隣接したワード線ＷＬ０に接続されているメモリセルのデータを読み出す場
合には、ソース側選択ゲート線ＳＧＳの電圧を昇圧した後に、ドレイン側選択ゲート線Ｓ
ＧＤを昇圧することとした。このため、ビット線ＢＬからの電圧がメモリセルＭＣ０に供
給された後に、メモリセルＭＣ０の接続されたワード線ＷＬ０の電圧が、ソース側選択ゲ
ート線ＳＧＳからのカップリングノイズによりオーバーシュートしてしまうのを回避する
ことができる。換言すれば、時刻ｔ４においては、ソース側選択ゲート線ＳＧＳからのカ
ップリングノイズによる影響を受けることなく、メモリセルＭＣ０のデータを読み出すこ
とができる。
【００４５】
　一方、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤに隣接したワード線ＷＬｉに接続されているメモ
リセルのデータを読み出す場合には、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤの電圧を昇圧した後
に、ソース側選択ゲート線ＳＧＳを昇圧することとした。このため、ビット線ＢＬからの
電圧がメモリセルＭＣｉに供給された後に、メモリセルＭＣｉの接続されたワード線ＷＬ
ｉの電圧が、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤからのカップリングノイズによりオーバーシ
ュートしてしまうのを回避することができる。換言すれば、時刻ｔ４においては、ドレイ
ン側選択ゲート線ＳＧＤからのカップリングノイズによる影響を受けることなく、メモリ
セルＭＣｉのデータを読み出すことができる。
【００４６】
　なお、本実施形態においては、ワード線ＷＬ１～ＷＬｉ－１に接続されているメモリセ
ルＭＣ１～ＭＣｉ－１のデータを読み出す際に、順方向の電圧供給順序でデータ読み出し
動作を行うか、それとも、逆方向の電圧供給順序でデータ読み出しを行うかは、任意に設
定することができる。例えば、微細加工技術が進歩するに従って、ソース側選択ゲート線
ＳＧＳに隣接するワード線ＷＬ０だけではなく、２本隣のワード線ＷＬ１も、ソース側選
択ゲート線ＳＧＳからのカップリングノイズの影響を受けることも考えられる。このよう
な場合は、隣のワード線ＷＬ０だけでなく、２本隣のワード線ＷＬ１についても、逆方向
の電圧供給順序で読み出し動作を行うようにすればよい。また、ドレイン側選択ゲート線
ＳＧＤの隣のワード線ＷＬｉだけでなく、２本隣のワード線ＷＬｉ－１についても、順方
向の電圧供給順序で読み出し動作を行うようにしてもよい。この場合、ワード線ＷＬ１が
、第１隣接ワード線（ＷＬ０）に隣接するワード線である第３隣接ワード線に相当し、ワ
ード線ＷＬｉ－１が、第２隣接ワード線（ＷＬｉ）に隣接するワード線である第４隣接ワ
ード線に相当する。
【００４７】
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　さらにまた、ソース側選択ゲート線ＳＧＳに隣接したワード線ＷＬ０に接続されている
メモリセルのデータを読み出す場合には、ソース側選択ゲート線ＳＧＳを昇圧した後に、
ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤを昇圧すれば足り、それ以外の昇圧順序は、任意に変更で
きる。同様に、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤに隣接したワード線ＷＬｉに接続されてい
るメモリセルのデータを読み出す場合には、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤの電圧を昇圧
した後に、ソース側選択ゲート線ＳＧＳを昇圧すれば足り、それ以外の昇圧順序は、任意
に変更できる。
【００４８】
　〔第２実施形態〕
　上述した第１実施形態では、ソース側選択ゲート線ＳＧＳやドレイン側選択ゲート線Ｓ
ＧＤに裏打ち配線を設けない場合、或いは、裏打ち配線が設けられているとしても、この
裏打ち配線からのカップリングノイズの影響を無視した場合を説明したが、第２実施形態
では、この裏打ち配線が設けられており、一部のワード線については裏打ち配線からのカ
ップリングノイズの影響を受ける場合を想定した不揮発性半導体記憶装置を説明する。
【００４９】
　図９は、本実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置のＮＡＮＤセルユニットの断面図で
ある。この図９に示すように、ソース側選択トランジスタＳ１とドレイン側選択トランジ
スタＳ２との間には、ソース／ドレイン領域ＳＤを共有して、直列に接続された、メモリ
セルＭＣ０～ＭＣｉが設けられている。メモリセルＭＣ０～ＭＣｉのそれぞれは、フロー
ティングゲートＦＧを備えているとともに、コントロールゲートとなるワード線ＷＬ０～
ＷＬｉを備えている。ソース側選択トランジスタＳ１は、ソース側選択ゲート線ＳＧＳを
備えており、ドレイン側選択トランジスタＳ２は、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤを備え
ている。
【００５０】
　ソース側選択ゲート線ＳＧＳは、図示しない部分で、ソース裏打ち配線ＳＡＷに電気的
に接続されており、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤは、図示しない部分で、ドレイン裏打
ち配線ＤＡＷに電気的に接続されている。ソース裏打ち配線ＳＡＷは、本実施形態におけ
る第１の選択ゲート線（ＳＧＳ）に電気的に接続されて、その下に一部のワード線が位置
している第１の裏打ち配線に相当し、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷは、本実施形態における
第２の選択ゲート線（ＳＧＤ）に電気的に接続されて、その下に一部のワード線が位置し
ている第２の裏打ち配線に相当する。
【００５１】
　ソース側選択トランジスタＳ１は、ソース／ドレイン領域ＳＤを介して、セルソース線
ＣＥＬＳＲＣに接続されている。ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤは、ソース／ドレイン領
域ＳＤと、ビット線コンタクトＢＣとを介して、ビット線ＢＬに接続されている。
【００５２】
　これらの裏打ち配線ＳＡＷ、ＤＡＷは、配線の低抵抗化を図るために形成されるもので
ある。したがって、ソース側選択ゲート線ＳＧＳの電圧を昇圧する際には、ソース裏打ち
配線ＳＡＷも昇圧され、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤの電圧を昇圧する際には、ドレイ
ン裏打ち配線ＤＡＷも昇圧される。
【００５３】
　ソース裏打ち配線ＳＡＷの電圧が昇圧されると、このソース裏打ち配線ＳＡＷの下に設
けられている、例えば、ワード線ＷＬ１０、ＷＬ１１、ＷＬ１２も、ソース裏打ち配線Ｓ
ＡＷからのカップリングノイズを受けて、電圧がオーバーシュートしてしまう。そこで、
本実施形態では、ワード線ＷＬ１０、ＷＬ１１、ＷＬ１２に接続されているメモリセルＭ
Ｃ１０、ＭＣ１１、ＭＣ１２のデータを読み出す際にも、第１実施形態で述べた逆方向の
電圧供給順序で各選択ゲートＳＧＳ、ＳＧＤ、各ワード線線ＷＬ、及び、ビット線ＢＬに
電圧を供給する。
【００５４】
　同様に、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷの電圧が昇圧されると、このドレイン裏打ち配線Ｄ
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ＡＷの下に設けられている、例えば、ワード線ＷＬ２０、ＷＬ２１、ＷＬ２２も、ドレイ
ン裏打ち配線ＤＡＷからのカップリングノイズを受けて、電圧がオーバーシュートしてし
まう。そこで、本実施形態では、ワード線ＷＬ２０、ＷＬ２１、ＷＬ２２に接続されてい
るメモリセルＭＣ２０、ＭＣ２１、ＭＣ２２のデータを読み出す際にも、第１実施形態で
述べた順方向の電圧供給順序で各選択ゲート線ＳＧＳ、ＳＧＤ、各ワード線ＷＬ、及び、
ビット線ＢＬに電圧を供給する。
【００５５】
　この逆方向の電圧供給順序、及び、順方向の電圧供給順序をより詳しく説明すると、次
のようになる。
【００５６】
　図１０は、本実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置において、例えば、ワード線ＷＬ
１０に接続されているメモリセルＭＣ１０のデータを読み出す場合のタイミングチャート
を示す図である。
【００５７】
　この図１０に示すように、メモリセルＭＣ１０のデータを読み出す場合には、まず、時
刻ｔ１で、ソース側選択ゲート線ＳＧＳを０Ｖから４Ｖ程度に昇圧する。続いて、時刻ｔ
２で、ビット線ＢＬに１Ｖ程度の電圧を供給する。
【００５８】
　次に、時刻ｔ３で、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉに所定の電圧を供給する。具体的には、読
み出すべきメモリセルＭＣ１０に接続された選択ワード線ＷＬ１０には、読み出し電圧を
供給し、それ以外のメモリセルが接続された非選択ワード線ＷＬ０～ＷＬ９、ＷＬ１１～
ＷＬｉには、４Ｖ程度の電圧を供給する。続いて、時刻ｔ４で、ドレイン側選択ゲート線
ＳＧＤを０Ｖから４Ｖ程度に昇圧する。そして、ビット線ＢＬの電圧が低くなるかどうか
で、メモリセルのデータ読み出しを行う。
【００５９】
　この読み出しが終了した後、時刻ｔ５で、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤと、ワード線
ＷＬ０～ＷＬｉと、ソース側選択ゲート線ＳＧＳの電圧を０Ｖに放電するとともに、すべ
てのビット線ＢＬ０～ＢＬｊをショートする。時刻ｔ６で、すべて同電位になったビット
線ＢＬ０～ＢＬｊを０Ｖに放電する。
【００６０】
　なお、本実施形態においては、ワード線ＷＬ０に接続されたメモリセルＭＣ０のデータ
を読み出す場合も、上述した第１実施形態で述べたように、この図１０と同様の逆方向の
電圧供給順序で電圧を供給する。
【００６１】
　図１１は、本実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置において、例えば、ワード線ＷＬ
２０に接続されているメモリセルＭＣ２０のデータを読み出す場合のタイミングチャート
を示す図である。
【００６２】
　この図１１に示すように、メモリセルＭＣ２０のデータを読み出す場合には、まず、時
刻ｔ１で、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤを０Ｖから４Ｖ程度に昇圧する。続いて、時刻
ｔ２で、ビット線ＢＬに１Ｖ程度の電圧を供給する。
【００６３】
　次に、時刻ｔ３で、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉに所定の電圧を供給する。具体的には、読
み出すべきメモリセルＭＣ２０に接続された選択ワード線ＷＬ２０には、読み出し電圧を
供給し、それ以外のメモリセルが接続された非選択ワード線ＷＬ０～ＷＬ１９、ＷＬ２１
～ＷＬｉには、４Ｖ程度の電圧を供給する。続いて、時刻ｔ４で、ソース側選択ゲート線
ＳＧＳを０Ｖから４Ｖ程度に昇圧する。そして、ビット線ＢＬの電圧が低くなるかどうか
で、メモリセルのデータ読み出しを行う。
【００６４】
　この読み出しが終了した後、時刻ｔ５で、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤと、ワード線
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ＷＬ０～ＷＬｉと、ソース側選択ゲート線ＳＧＳの電圧を０Ｖに放電するとともに、すべ
てのビット線ＢＬ０～ＢＬｊをショートする。時刻ｔ６で、すべて同電位になったビット
線ＢＬ０～ＢＬｊを０Ｖに放電する。
【００６５】
　なお、本実施形態においては、ワード線ＷＬｉに接続されたメモリセルＭＣｉのデータ
を読み出す場合も、上述した第１実施形態で述べたように、この図１１と同様の順方向の
電圧供給順序で電圧を供給する。また、これ以外の構成は、上述した第１実施形態と同様
である。
【００６６】
　以上のように、本実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置によれば、ソース裏打ち配線
ＳＡＷの下に設けられたワード線ＷＬ１０、ＷＬ１１又はＷＬ１２のいずれかに接続され
ているメモリセルＭＣのデータを読み出す場合には、ソース側選択ゲート線ＳＧＳの電圧
を昇圧した後に、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤを昇圧することとした。このため、ビッ
ト線ＢＬからの電圧がメモリセルＭＣに供給された後に、メモリセルＭＣの接続されたワ
ード線ＷＬ１０、ＷＬ１１又はＷＬ１２の電圧が、ソース裏打ち配線ＳＡＷからのカップ
リングノイズによりオーバーシュートしてしまうのを回避することができる。換言すれば
、時刻ｔ４においては、ソース裏打ち配線ＳＡＷからのカップリングノイズによる影響を
受けることなく、メモリセルＭＣのデータを読み出すことができる。
【００６７】
　一方、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷの下に設けられたワード線ＷＬ２０、ＷＬ２１又はＷ
Ｌ２２のいずれかに接続されているメモリセルのデータを読み出す場合には、ドレイン側
選択ゲート線ＳＧＤの電圧を昇圧した後に、ソース側選択ゲート線ＳＧＳを昇圧すること
とした。このため、ビット線ＢＬからの電圧がメモリセルＭＣに供給された後に、メモリ
セルＭＣの接続されたワード線ＷＬ２０、ＷＬ２１又はＷＬ２２の電圧が、ドレイン裏打
ち配線ＤＡＷからのカップリングノイズによりオーバーシュートしてしまうのを回避する
ことができる。換言すれば、時刻ｔ４においては、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷからのカッ
プリングノイズによる影響を受けることなく、メモリセルＭＣのデータを読み出すことが
できる。
【００６８】
　なお、本実施形態においても、上述した第１実施形態で述べたのと同様に、ワード線Ｗ
Ｌ０と、ワード線ＷＬｉと、ソース裏打ち配線ＳＡＷの下に設けられているワード線ＷＬ
１０～ＷＬ１２と、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷの下に設けられているワード線ＷＬ２０～
ＷＬ２２とを除いた、ワード線ＷＬに接続されているメモリセルＭＣのデータを読み出す
際に、順方向の電圧供給順序でデータ読み出し動作を行うか、それとも、逆方向の電圧供
給順序でデータ読み出しを行うかは、任意に設定することができる。例えば、第１実施形
態で述べたのと同様に、ソース側選択ゲート線ＳＧＳに隣接したワード線ＷＬ０だけでな
く、２本隣のワード線ＷＬ１についても、逆方向の電圧供給順序で読み出し動作を行うよ
うにしてもよい。また、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤに隣接したワード線ＷＬｉだけで
なく、２本隣のワード線ＷＬｉ－１についても、順方向の電圧供給順序で読み出し動作を
行うようにしてもよい。
【００６９】
　なお、本実施形態では、ソース裏打ち配線ＳＡＷの直下に設けられているワード線ＷＬ
１０～ＷＬ１２について読み出し動作を行う場合に、逆方向の電圧供給順序で電圧を供給
すると説明したが、ソース裏打ち配線ＳＡＷのカップリングノイズを受けるであろうワー
ド線ＷＬ９、ＷＬ１３等について読み出し動作を行う場合にも、逆方向の電圧供給順序で
電圧を供給するようにしてもよい。
【００７０】
　同様の考えから、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷの直下に設けられているワード線ＷＬ２０
～ＷＬ２２について読み出し動作を行う場合に、順方向の電圧供給順序で電圧を供給する
と説明したが、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷのカップリングノイズを受けるであろうワード
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線ＷＬ１９、ＷＬ２３等について読み出し動作を行う場合にも、順方向の電圧供給順序で
電圧を供給するようにしてもよい。
【００７１】
　また、本実施形態においても、上述した第１実施形態と同様に、ソース側選択ゲート線
ＳＧＳに隣接したワード線ＷＬ０に接続されているメモリセルのデータを読み出す場合や
、ソース裏打ち配線ＳＡＷの下に設けられているワード線ＷＬに接続されているメモリセ
ルＭＣのデータを読み出す場合には、ソース側選択ゲート線ＳＧＳを昇圧した後に、ドレ
イン側選択ゲート線ＳＧＤを昇圧すれば足り、それ以外の昇圧順序は、任意に変更できる
。
【００７２】
　同様に、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤに隣接したワード線ＷＬｉに接続されているメ
モリセルのデータを読み出す場合や、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷの下に設けられているワ
ード線ＷＬに接続されたメモリセルＭＣのデータを読み出す場合には、ドレイン側選択ゲ
ート線ＳＧＤの電圧を昇圧した後に、ソース側選択ゲート線ＳＧＳを昇圧すれば足り、そ
れ以外の昇圧順序は、任意に変更できる。
【００７３】
　〔第３実施形態〕
　上述した第１及び第２実施形態におけるＮＡＮＤ型の不揮発性半導体記憶装置では、非
選択のＮＡＮＤセルユニットとビット線ＢＬとの間、或いは、セルソース線ＣＥＬＳＲＣ
との間を、切り離すため、選択トランジスタＳ１、Ｓ２は、メモリセルＭＣを構成するト
ランジスタよりも高いカットオフ特性が要求される。このため、図９からも分かるように
、選択トランジスタＳ１、Ｓ２の幅Ｗ１、Ｗ２は、ワード線ＷＬの幅Ｗより広くなるよう
形成されている。
【００７４】
　しかしながら、微細加工技術が進み、例えば、最小線幅が７０ｎｍ未満になると、レイ
アウトパターンに周期性が求められ、選択トランジスタＳ１、Ｓ２の幅Ｗ１、Ｗ２と、ワ
ード線ＷＬの幅Ｗが大きく異なると、リソグラフィが困難になってくる。
【００７５】
　そこで、第３実施形態では、図１２及び図１３に示すように、ワード線ＷＬの幅Ｗと、
ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１、ＳＧＳ２の幅Ｗ１と、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ１
、ＳＧＤ２の幅Ｗ２を、それぞれ同程度にし、選択トランジスタとして２個のトランジス
タを直列に接続することで、カットオフ特性を満たすようにしている。なお、図１２の例
では、選択ゲート線の幅Ｗ１、Ｗ２が、ワード線ＷＬの幅Ｗと実質的に等しい場合を示し
ているが、選択ゲート線の幅Ｗ１、Ｗ２が、ワード線ＷＬの幅Ｗのおよそ３倍以下（すな
わち、３倍から１倍の間）になると、このような構成が望ましくなってくると考えられる
。
【００７６】
　具体的には、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１にゲート電極が接続されたソース側選択ト
ランジスタＳ１１と、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ２にゲート電極が接続されたソース側
選択トランジスタＳ１２とにより、ソース側選択ゲートを構成する。また、ドレイン側選
択ゲート線ＳＧＤ１にゲート電極が接続されたドレイン側選択トランジスタＳ２１と、ド
レイン側選択ゲート線ＳＧＤ２にゲート電極が接続されたドレイン側選択トランジスタＳ
２２とにより、ドレイン側選択ゲートを構成する。なお、これ以外の点は、上述した第１
実施形態と同様の構成である。
【００７７】
　また、ここでは、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１が、本実施形態における第１の選択ゲ
ート線に相当し、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ２が、本実施形態における第１の選択ゲー
ト線を挟んで、第１隣接ワード線（ＷＬ０）と反対側の位置に設けられた第３の選択ゲー
ト線に相当する。ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ２が、本実施形態における第２の選択ゲ
ート線に相当し、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ１が、本実施形態における第２の選択ゲ
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ート線を挟んで、第２隣接ワード線（ＷＬｉ）と反対側の位置に設けられた第４の選択ゲ
ート線に相当する。
【００７８】
　ソース側選択トランジスタＳ１１が、本実施形態における第１の選択トランジスタに相
当し、ソース側選択トランジスタＳ１２が、本実施形態における第３の選択トランジスタ
に相当し、ドレイン側選択トランジスタＳ２２が、本実施形態における第２の選択トラン
ジスタに相当し、ドレイン側選択トランジスタＳ２１が、本実施形態における第４の選択
トランジスタに相当する。
【００７９】
　図１４は、本実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置において、ワード線ＷＬ０に接続
されているメモリセルＭＣ０のデータを読み出す場合のタイミングチャートを示す図であ
る。
【００８０】
　この図１４に示すように、メモリセルＭＣ０のデータを読み出す場合には、まず、時刻
ｔ１で、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１、ＳＧＳ２を同じタイミングで０Ｖから４Ｖ程度
に昇圧する。続いて、時刻ｔ２で、ビット線ＢＬに１Ｖ程度の電圧を供給する。
【００８１】
　次に、時刻ｔ３で、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉに所定の電圧を供給する。具体的には、読
み出すべきメモリセルＭＣ０に接続された選択ワード線ＷＬ０には、読み出し電圧を供給
し、それ以外のメモリセルが接続された非選択ワード線ＷＬ１～ＷＬｉには、４Ｖ程度の
電圧を供給する。続いて、時刻ｔ４で、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ１、ＳＧＤ２を同
じタイミングで０Ｖから４Ｖ程度に昇圧する。そして、ビット線ＢＬの電圧が低くなるか
どうかで、メモリセルのデータ読み出しを行う。
【００８２】
　この読み出しが終了した後、時刻ｔ５で、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ１、ＳＧＤ２
と、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉと、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１、ＳＧＳ２の電圧を０Ｖ
に放電するとともに、すべてのビット線ＢＬ０～ＢＬｊをショートする。時刻ｔ６で、す
べて同電位になったビット線ＢＬ０～ＢＬｊを０Ｖに放電する。
【００８３】
　なお、ここでは、この図１４に示した電圧供給順序を、逆方向の電圧供給順序と言うこ
ととする。
【００８４】
　図１５は、本実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置において、ワード線ＷＬｉに接続
されているメモリセルＭＣｉのデータを読み出す場合のタイミングチャートを示す図であ
る。
【００８５】
　この図１５に示すように、メモリセルＭＣｉのデータを読み出す場合には、まず、時刻
ｔ１で、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ１、ＳＧＤ２を同じタイミングで０Ｖから４Ｖ程
度に昇圧する。続いて、時刻ｔ２で、ビット線ＢＬに１Ｖ程度の電圧を供給する。
【００８６】
　次に、時刻ｔ３で、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉに所定の電圧を供給する。具体的には、読
み出すべきメモリセルＭＣｉに接続された選択ワード線ＷＬｉには、読み出し電圧を供給
し、それ以外のメモリセルが接続された非選択ワード線ＷＬ１～ＷＬｉ－１には、４Ｖ程
度の電圧を供給する。続いて、時刻ｔ４で、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１、ＳＧＳ２を
同じタイミングで０Ｖから４Ｖ程度に昇圧する。そして、ビット線ＢＬの電圧が低くなる
かどうかで、メモリセルのデータ読み出しを行う。
【００８７】
　この読み出しが終了した後、時刻ｔ５で、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ１、ＳＧＤ２
と、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉと、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１、ＳＧＳ２の電圧を０Ｖ
に放電するとともに、すべてのビット線ＢＬ０～ＢＬｊをショートする。時刻ｔ６で、す
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べて同電位になったビット線ＢＬ０～ＢＬｊを０Ｖに放電する。
【００８８】
　なお、ここでは、この図１５に示した電圧供給順序を、順方向の電圧供給順序と言うこ
ととする。
【００８９】
　以上のように、本実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置によれば、ソース側選択ゲー
ト線ＳＧＳ１に隣接したワード線ＷＬ０に接続されているメモリセルのデータを読み出す
場合には、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１の電圧を昇圧した後に、ドレイン側選択ゲート
線ＳＧＤ１、ＳＧＤ２を昇圧することとした。このため、ビット線ＢＬからの電圧がメモ
リセルＭＣ０に供給された後に、メモリセルＭＣ０の接続されたワード線ＷＬ０の電圧が
、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１からのカップリングノイズによりオーバーシュートして
しまうのを回避することができる。換言すれば、時刻ｔ４においては、ソース側選択ゲー
ト線ＳＧＳ１からのカップリングノイズによる影響を受けることなく、メモリセルＭＣ０
のデータを読み出すことができる。
【００９０】
　一方、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ２に隣接したワード線ＷＬｉに接続されているメ
モリセルのデータを読み出す場合には、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ２の電圧を昇圧し
た後に、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１、ＳＧＳ２を昇圧することとした。このため、ビ
ット線ＢＬからの電圧がメモリセルＭＣｉに供給された後に、メモリセルＭＣｉの接続さ
れたワード線ＷＬｉの電圧が、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ２からのカップリングノイ
ズによりオーバーシュートしてしまうのを回避することができる。換言すれば、時刻ｔ４
においては、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ２からのカップリングノイズによる影響を受
けることなく、メモリセルＭＣｉのデータを読み出すことができる。
【００９１】
　なお、本実施形態においても、上述した第１実施形態と同様に、ワード線ＷＬ１～ＷＬ
ｉ－１に接続されているメモリセルＭＣ１～ＭＣｉ－１のデータを読み出す際に、順方向
の電圧供給順序でデータ読み出し動作を行うか、それとも、逆方向の電圧供給順序でデー
タ読み出しを行うかは、任意に設定することができる。
【００９２】
　また、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１に隣接したワード線ＷＬ０に接続されているメモ
リセルのデータを読み出す場合には、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１、ＳＧＳ２を昇圧し
た後に、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ１、ＳＧＤ２を昇圧すれば足り、それ以外の昇圧
順序は、任意に変更できる。同様に、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ２に隣接したワード
線ＷＬｉに接続されているメモリセルのデータを読み出す場合には、ドレイン側選択ゲー
ト線ＳＧＤ１、ＳＧＤ２の電圧を昇圧した後に、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１、ＳＧＳ
２を昇圧すれば足り、それ以外の昇圧順序は、任意に変更できる。
【００９３】
　〔第４実施形態〕
　上述した第３実施形態では、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１、ＳＧＳ２やドレイン側選
択ゲート線ＳＧＤ１、ＳＧＤ２に裏打ち配線を設けない場合、或いは、裏打ち配線が設け
られているとしても、この裏打ち配線からのカップリングノイズの影響を無視した場合を
説明したが、第４実施形態では、上述した第２実施形態と同様に、これらの裏打ち配線が
設けられており、一部のワード線については裏打ち配線からのカップリングノイズの影響
を受ける場合を想定した不揮発性半導体記憶装置を説明する。
【００９４】
　図１６は、本実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置のＮＡＮＤセルユニットの断面図
である。上述した第２実施形態と異なる点を説明すると、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１
は、図示しない部分で、ソース裏打ち配線ＳＡＷ１に電気的に接続されており、ソース側
選択ゲート線ＳＧＳ２は、図示しない部分で、ソース裏打ち配線ＳＡＷ２に電気的に接続
されている。また、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ１は、図示しない部分で、ドレイン裏
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打ち配線ＤＡＷ１に電気的に接続されており、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ２は、図示
しない部分で、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷ２に電気的に接続されている。すなわち、各選
択ゲート線に対応した裏打ち配線が設けられている。
【００９５】
　なお、ソース裏打ち配線ＳＡＷ１は、本実施形態における第１の選択ゲート線（ＳＧＳ
１）に電気的に接続されて、その下に一部のワード線が位置している第１の裏打ち配線に
相当し、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷ２は、本実施形態における第２の選択ゲート線（ＳＧ
Ｄ２）に電気的に接続されて、その下に一部のワード線が位置している第２の裏打ち配線
に相当する。
【００９６】
　ソース裏打ち配線ＳＡＷ２は、本実施形態における第３の選択ゲート線（ＳＧＳ２）に
電気的に接続されて、その下に一部のワード線が位置している第３の裏打ち配線に相当し
、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷ１は、本実施形態における第４の選択ゲート線（ＳＧＤ１）
に電気的に接続されて、その下に一部のワード線が位置している第４の裏打ち配線に相当
する。
【００９７】
　上述した第２実施形態と同様に、これらの裏打ち配線ＳＡＷ１、ＳＡＷ２、ＤＡＷ１、
ＤＡＷ２は、配線の低抵抗化を図るために形成されるものである。したがって、ソース側
選択ゲート線ＳＧＳ１の電圧を昇圧する際には、ソース裏打ち配線ＳＡＷ１も昇圧され、
ソース側選択ゲート線ＳＧＳ２の電圧を昇圧する際には、ソース裏打ち配線ＳＡＷ２も昇
圧される。また、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ１の電圧を昇圧する際には、ドレイン裏
打ち配線ＤＡＷ１も昇圧され、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ２の電圧を昇圧する際には
、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷ２も昇圧される。
【００９８】
　ソース裏打ち配線ＳＡＷ１の電圧が昇圧されると、このソース裏打ち配線ＳＡＷ１の下
に設けられている、例えば、ワード線ＷＬ１０、ＷＬ１１も、ソース裏打ち配線ＳＡＷ１
からのカップリングノイズを受けて、電圧がオーバーシュートしてしまう。また、ソース
裏打ち配線ＳＡＷ２の電圧が昇圧されると、このソース裏打ち配線ＳＡＷ２の下に設けら
れている、例えば、ワード線ＷＬ１３、ＷＬ１４も、ソース裏打ち配線ＳＡＷ２からのカ
ップリングノイズを受けて、電圧がオーバーシュートしてしまう。
【００９９】
　そこで、本実施形態では、ワード線ＷＬ１０、ＷＬ１１、ＷＬ１３、ＷＬ１４に接続さ
れているメモリセルＭＣのデータを読み出す際にも、第３実施形態で述べた逆方向の電圧
供給順序で各選択ゲート線ＳＧＳ１、ＳＧＳ２、ＳＧＤ１、ＳＧＤ２、ワード線ＷＬ、及
び、ビット線ＢＬに電圧を供給する。
【０１００】
　同様に、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷ１の電圧が昇圧されると、このドレイン裏打ち配線
ＤＡＷ１の下に設けられている、例えば、ワード線ＷＬ２０、ＷＬ２１も、ドレイン裏打
ち配線ＤＡＷ１からのカップリングノイズを受けて、電圧がオーバーシュートしてしまう
。また、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷ２の電圧が昇圧されると、このドレイン裏打ち配線Ｄ
ＡＷ２の下に設けられている、例えば、ワード線ＷＬ２３、ＷＬ２４も、ドレイン裏打ち
配線ＤＡＷ２からのカップリングノイズを受けて、電圧がオーバーシュートしてしまう。
【０１０１】
　そこで、本実施形態では、ワード線ＷＬ２０、ＷＬ２１、ＷＬ２３、ＷＬ２４に接続さ
れているメモリセルＭＣのデータを読み出す際にも、第３実施形態で述べた順方向の電圧
供給順序で各ゲート線及びビット線ＢＬに電圧を供給する。
【０１０２】
　この逆方向の電圧供給順序、及び、順方向の電圧供給順序をより詳しく説明すると、次
のようになる。
【０１０３】
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　図１７は、本実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置において、例えば、ワード線ＷＬ
１０に接続されているメモリセルＭＣ１０のデータを読み出す場合のタイミングチャート
を示す図である。
【０１０４】
　この図１７に示すように、メモリセルＭＣ１０のデータを読み出す場合には、まず、時
刻ｔ１で、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１、ＳＧＳ２を同じタイミングで０Ｖから４Ｖ程
度に昇圧する。続いて、時刻ｔ２で、ビット線ＢＬに１Ｖ程度の電圧を供給する。
【０１０５】
　次に、時刻ｔ３で、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉに所定の電圧を供給する。具体的には、読
み出すべきメモリセルＭＣ１０に接続された選択ワード線ＷＬ１０には、読み出し電圧を
供給し、それ以外のメモリセルが接続された非選択ワード線ＷＬ０～ＷＬ９、ＷＬ１１～
ＷＬｉには、４Ｖ程度の電圧を供給する。続いて、時刻ｔ４で、ドレイン側選択ゲート線
ＳＧＤ１、ＳＧＤ２を同じタイミングで０Ｖから４Ｖ程度に昇圧する。そして、ビット線
ＢＬの電圧が低くなるかどうかで、メモリセルのデータ読み出しを行う。
【０１０６】
　この読み出しが終了した後、時刻ｔ５で、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ１、ＳＧＤ２
と、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉと、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１、ＳＧＳ２の電圧を０Ｖ
に放電するとともに、すべてのビット線ＢＬ０～ＢＬｊをショートする。時刻ｔ６で、す
べて同電位になったビット線ＢＬ０～ＢＬｊを０Ｖに放電する。
【０１０７】
　なお、本実施形態においては、ワード線ＷＬ０に接続されたメモリセルＭＣ０のデータ
を読み出す場合も、上述した第３実施形態で述べたように、この図１７と同様の逆方向の
電圧供給順序で電圧を供給する。
【０１０８】
　図１８は、本実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置において、例えば、ワード線ＷＬ
２０に接続されているメモリセルＭＣ２０のデータを読み出す場合のタイミングチャート
を示す図である。
【０１０９】
　この図１８に示すように、メモリセルＭＣ２０のデータを読み出す場合には、まず、時
刻ｔ１で、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ１、ＳＧＤ２を同じタイミングで０Ｖから４Ｖ
程度に昇圧する。続いて、時刻ｔ２で、ビット線ＢＬに１Ｖ程度の電圧を供給する。
【０１１０】
　次に、時刻ｔ３で、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉに所定の電圧を供給する。具体的には、読
み出すべきメモリセルＭＣ２０に接続された選択ワード線ＷＬ２０には、読み出し電圧を
供給し、それ以外のメモリセルが接続された非選択ワード線ＷＬ０～ＷＬ１９、ＷＬ２１
～ＷＬｉには、４Ｖ程度の電圧を供給する。続いて、時刻ｔ４で、ソース側選択ゲート線
ＳＧＳ１、ＳＧＳ２を同じタイミングで０Ｖから４Ｖ程度に昇圧する。そして、ビット線
ＢＬの電圧が低くなるかどうかで、メモリセルのデータ読み出しを行う。
【０１１１】
　この読み出しが終了した後、時刻ｔ５で、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ１、ＳＧＤ２
と、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉと、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１、ＳＧＳ２の電圧を０Ｖ
に放電するとともに、すべてのビット線ＢＬ０～ＢＬｊをショートする。時刻ｔ６で、す
べて同電位になったビット線ＢＬ０～ＢＬｊを０Ｖに放電する。
【０１１２】
　なお、本実施形態においては、ワード線ＷＬｉに接続されたメモリセルＭＣｉのデータ
を読み出す場合も、上述した第３実施形態で述べたように、この図１８と同様の順方向の
電圧供給順序で電圧を供給する。また、これ以外の構成は、上述した第３実施形態と同様
である。
【０１１３】
　以上のように、本実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置によれば、ソース裏打ち配線
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ＳＡＷ１又はＳＡＷ２の下に設けられたワード線ＷＬ１０、ＷＬ１１、ＷＬ１３又はＷＬ
１４のいずれかに接続されているメモリセルＭＣのデータを読み出す場合には、ソース側
選択ゲート線ＳＧＳ１、ＳＧＳ２の電圧を昇圧した後に、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ
１、ＳＧＤ２を昇圧することとした。このため、ビット線ＢＬからの電圧がメモリセルＭ
Ｃに供給された後に、メモリセルＭＣの接続されたワード線ＷＬ１０、ＷＬ１１、ＷＬ１
３又はＷＬ１４の電圧が、ソース裏打ち配線ＳＡＷ１、ＳＡＷ２からのカップリングノイ
ズによりオーバーシュートしてしまうのを回避することができる。換言すれば、時刻ｔ４
においては、ソース裏打ち配線ＳＡＷ１、ＳＡＷ２からのカップリングノイズによる影響
を受けることなく、メモリセルＭＣのデータを読み出すことができる。
【０１１４】
　一方、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷ１又はＤＡＷ２の下に設けられたワード線ＷＬ２０、
ＷＬ２１、ＷＬ２３又はＷＬ２４のいずれかに接続されているメモリセルのデータを読み
出す場合には、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ１、ＳＧＤ２の電圧を昇圧した後に、ソー
ス側選択ゲート線ＳＧＳ１、ＳＧＳ２を昇圧することとした。このため、ビット線ＢＬか
らの電圧がメモリセルＭＣに供給された後に、メモリセルＭＣの接続されたワード線ＷＬ
２０、ＷＬ２１、ＷＬ２３又はＷＬ２４の電圧が、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷ１、ＤＡＷ
２からのカップリングノイズによりオーバーシュートしてしまうのを回避することができ
る。換言すれば、時刻ｔ４においては、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷ１、ＤＡＷ２からのカ
ップリングノイズによる影響を受けることなく、メモリセルＭＣのデータを読み出すこと
ができる。
【０１１５】
　なお、本実施形態においても、上述した第３実施形態で述べたのと同様に、ワード線Ｗ
Ｌ０と、ワード線ＷＬｉと、ソース裏打ち配線ＳＡＷ１、ＳＡＷ２の下に設けられている
ワード線ＷＬ１０、ＷＬ１１、ＷＬ１３及びＷＬ１４と、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷ１、
ＤＡＷ２の下に設けられているワード線ＷＬ２０、ＷＬ２１、ＷＬ２３及びＷＬ２４とを
除いた、ワード線ＷＬに接続されているメモリセルＭＣのデータを読み出す際に、順方向
の電圧供給順序でデータ読み出し動作を行うか、それとも、逆方向の電圧供給順序でデー
タ読み出しを行うかは、任意に設定することができる。例えば、第３実施形態で述べたの
と同様に、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１に隣接するワード線ＷＬ０だけでなく、２本隣
のワード線ＷＬ１についても、逆方向の電圧供給順序で読み出し動作を行うようにしても
よい。また、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ２に隣接するワード線ＷＬｉだけでなく、２
本隣のワード線ＷＬｉ－１についても、順方向の電圧供給順序で読み出し動作を行うよう
にしてもよい。
【０１１６】
　なお、本実施形態では、ソース裏打ち配線ＳＡＷ１、ＳＡＷ２の直下に設けられている
ワード線ＷＬ１０、ＷＬ１１、ＷＬ１３、ＷＬ１４について読み出し動作を行う場合に、
逆方向の電圧供給順序で電圧を供給すると説明したが、ソース裏打ち配線ＳＡＷ１、ＳＡ
Ｗ２のカップリングノイズを受けるであろうワード線ＷＬ９、ＷＬ１２、ＷＬ１５につい
て読み出し動作を行う場合にも、逆方向の電圧供給順序で電圧を供給するようにしてもよ
い。
【０１１７】
　同様の考えから、本実施形態では、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷ１、ＤＡＷ２の直下に設
けられているワード線ＷＬ２０、ＷＬ２１、ＷＬ２３、ＷＬ２４について読み出し動作を
行う場合に、順方向の電圧供給順序で電圧を供給すると説明したが、ドレイン裏打ち配線
ＤＡＷ１、ＤＡＷ２のカップリングノイズを受けるであろうワード線ＷＬ１９、ＷＬ２２
、ＷＬ２５について読み出し動作を行う場合にも、順方向の電圧供給順序で電圧を供給す
るようにしてもよい。
【０１１８】
　さらにまた、本実施形態においても、上述した第３実施形態と同様に、ソース側選択ゲ
ート線ＳＧＳ１に隣接したワード線ＷＬ０に接続されているメモリセルのデータを読み出
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す場合や、ソース裏打ち配線ＳＡＷ１、ＳＡＷ２の下に設けられているワード線ＷＬに接
続されているメモリセルＭＣのデータを読み出す場合には、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ
１、ＳＧＳ２を昇圧した後に、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ１、ＳＧＤ２を昇圧すれば
足り、それ以外の昇圧順序は、任意に変更できる。
【０１１９】
　同様に、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ２に隣接したワード線ＷＬｉに接続されている
メモリセルのデータを読み出す場合や、ドレイン裏打ち配線ＤＡＷ１、ＤＡＷ２の下に設
けられているワード線ＷＬに接続されたメモリセルＭＣのデータを読み出す場合には、ド
レイン側選択ゲート線ＳＧＤ１、ＳＧＤ２の電圧を昇圧した後に、ソース側選択ゲート線
ＳＧＳ１、ＳＧＳ２を昇圧すれば足り、それ以外の昇圧順序は、任意に変更できる。
【０１２０】
　〔第５実施形態〕
　第５実施形態は、上述した第３実施形態の変形例であり、読み出し動作の際には、どの
ワード線ＷＬに接続されているメモリセルＭＣを読み出す場合でも、上述した順方向の電
圧供給順序で電圧を供給するが、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１とソース側選択ゲート線
ＳＧＳ２に電圧を供給するタイミングをずらして、まずソース側選択ゲート線ＳＧＳ１に
電圧を供給した後に、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ２に電圧を供給するようにしたもので
ある。それ以外の構成は、上述した第３実施形態と同様である。
【０１２１】
　なお、本実施形態においては、図１３におけるソース側選択ゲート線ＳＧＳ１が、第１
の選択ゲート線に相当し、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ２が、本実施形態における第１の
選択ゲート線を挟んで、第１隣接ワード線（ＷＬ０）と反対側の位置に設けられた第２の
選択ゲート線に相当する。ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ２が、第１隣接ワード線と反対
側の位置にあるワード線である第２隣接ワード線（ＷＬｉ）と隣接する第３の選択ゲート
線に相当する。ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ１が、本実施形態における第３の選択ゲー
ト線を挟んで、第２隣接ワード線（ＷＬｉ）と反対側の位置に設けられた第４の選択ゲー
ト線に相当する。
【０１２２】
　ソース側選択トランジスタＳ１１が、本実施形態における第１の選択トランジスタに相
当し、ソース側選択トランジスタＳ１２が、本実施形態における第２の選択トランジスタ
に相当し、ドレイン側選択トランジスタＳ２２が、本実施形態における第３の選択トラン
ジスタに相当し、ドレイン側選択トランジスタＳ２１が、本実施形態における第４の選択
トランジスタに相当する。
【０１２３】
　図１９は、本実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置において、ワード線ＷＬ０に接続
されているメモリセルＭＣ０のデータを読み出す場合のタイミングチャートを示す図であ
る。なお、これ以外のワード線ＷＬ１～ＷＬｉに接続されているメモリセルＭＣのデータ
を読み出す場合でも、この図１９と同様の電圧供給順序で電圧を供給する。
【０１２４】
　この図１９に示すように、メモリセルＭＣ０のデータを読み出す場合には、まず、時刻
ｔ１で、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ１、ＳＧＤ２を同じタイミングで０Ｖから４Ｖ程
度に昇圧する。続いて、時刻ｔ２で、ビット線ＢＬに１Ｖ程度の電圧を供給する。
【０１２５】
　次に、時刻ｔ３で、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉに所定の電圧を供給する。具体的には、読
み出すべきメモリセルＭＣ０に接続された選択ワード線ＷＬ０には、読み出し電圧を供給
し、それ以外のメモリセルが接続された非選択ワード線ＷＬ１～ＷＬｉには、４Ｖ程度の
電圧を供給する。続いて、時刻ｔ４で、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１を０Ｖから４Ｖ程
度に昇圧する。続いて、時刻ｔ４’で、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ２を０Ｖから４Ｖ程
度に昇圧する。そして、ビット線ＢＬの電圧が低くなるかどうかで、メモリセルのデータ
読み出しを行う。
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【０１２６】
　この読み出しが終了した後、時刻ｔ５で、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ１、ＳＧＤ２
と、ワード線ＷＬ０～ＷＬｉと、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１、ＳＧＳ２の電圧を０Ｖ
に放電するとともに、すべてのビット線ＢＬ０～ＢＬｊをショートする。時刻ｔ６で、す
べて同電位になったビット線ＢＬ０～ＢＬｊを０Ｖに放電する。
【０１２７】
　なお、ここでは、この図１９に示した電圧供給順序を、順方向の電圧供給順序と言うこ
ととする。
【０１２８】
　以上のように、本実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置によれば、読み出し動作を順
方向の電圧供給順序で行うとともに、ワード線ＷＬ０と隣接するソース側選択ゲート線Ｓ
ＧＳ１を昇圧した後に、その外側にあるソース側選択ゲート線ＳＧＳ２を昇圧することと
した。このため、時刻ｔ４’でソース側選択ゲート線ＳＧＳ２を昇圧したとしても、ワー
ド線ＷＬ０へのカップリングノイズを極力抑えることができる。
【０１２９】
　すなわち、時刻ｔ４で、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１を０Ｖから４Ｖ程度に昇圧する
が、その際には、ワード線ＷＬ０は、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１からのカップリング
ノイズにより電圧がオーバーシュートする。しかし、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ２がま
だ０Ｖであるので、ソース側選択ゲートトランジスタＳＧ１２がカットオフ状態であり、
このためビット線ＢＬの電圧を放電するメモリセルとなっている場合でも、ビット線ＢＬ
からの放電は開始されない。したがって、ワード線ＷＬ０の電圧のオーバーシュートが回
復するまで待つことができ、ワード線ＷＬが所望の読み出し電圧になった後に、読み出し
動作（ビット線放電）を行うことができる。
【０１３０】
　ここで、本実施形態においては、図２０に示すように、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ２
の昇圧速度を、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１の昇圧速度より遅くしてもよい。また、図
２１に示すように、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ２に供給する電圧を、ソース側選択ゲー
ト線ＳＧＳ１に供給する電圧より低くしてもよい。さらには、図２２に示すように、ソー
ス側選択ゲート線ＳＧＳ２の昇圧速度を、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ１の昇圧速度より
遅くして、且つ、ソース側選択ゲート線ＳＧＳ２に供給する電圧を、ソース側選択ゲート
線ＳＧＳ１に供給する電圧より低くしてもよい。このようにすることにより、ソース側選
択ゲート線ＳＧＳ２からワード線ＷＬ０に与えるカップリングノイズの影響を、さらに抑
えることができる。
【０１３１】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されず種々に変形可能である。例えば、上述した第
３実施形態乃至第５実施形態においては、ソース側選択トランジスタが２個であり、ドレ
イン側選択トランジスタも２個である場合を例に説明したが、これら選択トランジスタの
数は任意であり、３個、４個でもよく、さらにはソース側選択トランジスタとドレイン側
選択トランジスタとの数が異なっていてもよい。
【０１３２】
　また、上述した第１実施形態乃至第５実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置は、図２
３に示すように、メモリカード１０に搭載することが可能である。すなわち、不揮発性半
導体記憶装置２０と、この不揮発性半導体記憶装置２０をコントロールするコントローラ
３０とを搭載して、メモリカード１０を構成することもできる。
【０１３３】
　また、上述した実施形態では、不揮発性半導体記憶装置を例に説明したが、複数のワー
ド線と選択ゲート線とを有する他の形式の半導体記憶装置に対しても、本発明を適用する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
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【図１】基本技術及び第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置におけるメモリセルア
レイの構成を示す図。
【図２】図１のメモリセルアレイ内における１つのＮＡＮＤセルユニットの構成を示す図
。
【図３】基本技術におけるメモリセルのデータを読み出す際のタイミングチャートを示す
図（内側のワード線に接続されたメモリセルのデータを読み出す場合）。
【図４】基本技術におけるメモリセルのデータを読み出す際のタイミングチャートを示す
図（ソース側選択ゲート線に隣接するワード線に接続されたメモリセルのデータを読み出
す場合）。
【図５】ＮＡＮＤセルユニットの部分的な断面図。
【図６】第１実施形態におけるメモリセルのデータを読み出す際のタイミングチャートを
示す図（ソース側選択ゲート線に隣接するワード線に接続されたメモリセルのデータを読
み出す場合）。
【図７】第１実施形態におけるメモリセルのデータを読み出す際のタイミングチャートを
示す図（ドレイン側選択ゲート線に隣接するワード線に接続されたメモリセルのデータを
読み出す場合）。
【図８】第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の全体構成を説明するブロック図。
【図９】第２実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置におけるＮＡＮＤセルユニットの断
面図。
【図１０】第２実施形態におけるメモリセルのデータを読み出す際のタイミングチャート
を示す図（ソース側選択ゲート線の裏打ち配線の下に位置するワード線に接続されたメモ
リセルのデータを読み出す場合）。
【図１１】第２実施形態におけるメモリセルのデータを読み出す際のタイミングチャート
を示す図（ドレイン側選択ゲート線の裏打ち配線の下に位置するワード線に接続されたメ
モリセルのデータを読み出す場合）。
【図１２】第３実施形態における選択ゲート線とワード線との配線パターンと配線幅を説
明する図。
【図１３】第３実施形態における１つのＮＡＮＤセルユニットの構成を示す図。
【図１４】第３実施形態におけるメモリセルのデータを読み出す際のタイミングチャート
を示す図（ソース側選択ゲート線に隣接するワード線に接続されたメモリセルのデータを
読み出す場合）。
【図１５】第１実施形態におけるメモリセルのデータを読み出す際のタイミングチャート
を示す図（ドレイン側選択ゲート線に隣接するワード線に接続されたメモリセルのデータ
を読み出す場合）。
【図１６】第４実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置におけるＮＡＮＤセルユニットの
断面図。
【図１７】第４実施形態におけるメモリセルのデータを読み出す際のタイミングチャート
を示す図（ソース側選択ゲート線の裏打ち配線の下に位置するワード線に接続されたメモ
リセルのデータを読み出す場合）。
【図１８】第４実施形態におけるメモリセルのデータを読み出す際のタイミングチャート
を示す図（ドレイン側選択ゲート線の裏打ち配線の下に位置するワード線に接続されたメ
モリセルのデータを読み出す場合）。
【図１９】第５実施形態におけるメモリセルのデータを読み出す際のタイミングチャート
を示す図。
【図２０】図１９のタイミングチャートの変形例を示す図。
【図２１】図１９のタイミングチャートの変形例を示す図。
【図２２】図１９のタイミングチャートの変形例を示す図。
【図２３】各実施形態における不揮発性半導体記憶装置を搭載したメモリカードの構成を
示すブロック図。
【符号の説明】
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【０１３５】
ＢＬ、ＢＬ０～ＢＬｊ　ビット線
ＷＬ、ＷＬ０～ＷＬｉ　ワード線
ＳＧＳ、ＳＧＳ１、ＳＧＳ２　ソース側選択ゲート線
ＳＧＤ、ＳＧＤ１、ＳＧＤ２　ドレイン側選択ゲート線
ＭＣ、ＭＣ０～ＭＣｉ　メモリセル
ＣＥＬＳＲＣ　セルソース線
Ｓ１、Ｓ１１、Ｓ１２　ソース側選択トランジスタ
Ｓ２、Ｓ２１、Ｓ２２　ドレイン側選択トランジスタ
ＭＣＡ　メモリセルアレイ
ＳＡＷ、ＳＡＷ１、ＳＡＷ２　ソース裏打ち配線
ＤＡＷ、ＤＡＷ１、ＤＡＷ２　ドレイン裏打ち配線

【図１】 【図２】
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【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１６】 【図１７】
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【図２０】 【図２１】
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