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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不揮発性メモリの導通電流をそのグループを並列に検知する間に検知する方法であって
、
　前記メモリセルによって中間回路を経由してアクセス可能なノードを設けるステップと
、
　前記ノードを初期電圧までプリチャージするステップと、
　前記ノードに結合される電圧昇圧回路を設けるステップと、
　前記ノード上の前記初期電圧を所定量昇圧するステップと、
　前記導通電流を前記ノードにおける電圧放電の速度によって計測するステップと、
　前記導通電流が所定値よりも高いと判定されるとすぐに、少なくともメモリセルの前記
グループに対する検知が完了するまで前記電圧昇圧回路を前記メモリセルの前記中間回路
から分離するステップと、
　を含む方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、
　前記グループの各メモリセルが関連ビット線によってアクセス可能であり、前記中間回
路が前記関連ビット線に結合される方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、
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　前記グループの各メモリセルが、前記グループ用の共通ソース線に結合されるソースを
含み、
　前記中間回路が、前記共通ソース線に結合される方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、
　前記電圧昇圧回路を分離するステップが、前記ノードと前記中間回路との間に配置され
る転送ゲート回路を無効にするステップを含む方法。
【請求項５】
　請求項２記載の方法において、
　前記電圧昇圧回路を分離するステップが、前記ノードと前記中間回路との間に配置され
る転送ゲート回路を無効にするステップを含む方法。
【請求項６】
　請求項３記載の方法において、
　前記電圧昇圧回路を分離するステップが、前記ノードと前記中間回路との間に配置され
る転送ゲート回路を無効にするステップを含む方法。
【請求項７】
　請求項１記載の方法において、
　前記電圧昇圧回路を分離するステップが、前記電圧昇圧回路と前記ノードとの間に配置
される転送ゲート回路を無効にするステップを含む方法。
【請求項８】
　請求項２記載の方法において、
　前記電圧昇圧回路を分離するステップが、前記電圧昇圧回路と前記ノードとの間に配置
される転送ゲート回路を無効にするステップを含む方法。
【請求項９】
　請求項３記載の方法において、
　前記電圧昇圧回路を分離するステップが、前記電圧昇圧回路と前記ノードとの間に配置
される転送ゲート回路を無効にするステップを含む方法。
【請求項１０】
　請求項４記載の方法において、
　前記転送ゲート回路を無効にするステップが、前記転送ゲート回路内のｎ形トランジス
タおよびｐ形トランジスタの並列対を無効にするステップを含む方法。
【請求項１１】
　請求項１記載の方法において、
　前記検知するステップが、前記メモリセルのいずれかが目標状態にプログラムされてい
るかどうかをベリファイするプログラム動作の一部である方法。
【請求項１２】
　並列に検知された不揮発性メモリセルのグループ内のメモリセルの導通電流を検知する
ための検知回路であって、
　ノードと、
　前記メモリセルと前記ノードとの間に結合される中間回路と、
　前記ノードを初期電圧まで充電するべく前記ノードに結合されるプリチャージ回路と、
　前記ノード上の前記初期電圧を所定量昇圧するために前記ノードに結合される電圧昇圧
回路と、
　前記電圧昇圧回路と前記中間回路との間に配置される転送ゲートと、
　前記ノードにおける電圧放電の速度によって前記導通電流を判定するためのコンパレー
タと、を備え、
　前記転送ゲートは前記導通電流が所定値よりも高いと判定されることに応答してオフに
なり、それにより前記電圧昇圧回路を前記メモリセルの前記中間回路から分離し、前記転
送ゲートは少なくともメモリセルの前記グループに対する検知が完了するまでオフのまま
にとどまる検知回路。
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【請求項１３】
　請求項１２記載の検知回路において、
　前記グループの各メモリセルが関連ビット線によってアクセス可能であり、前記中間回
路が前記関連ビット線に結合される検知回路。
【請求項１４】
　請求項１２記載の検知回路において、
　前記グループの各メモリセルが、前記グループ用の共通ソース線に結合されるソースを
含み、
　前記中間回路が、前記共通ソース線に結合される検知回路。
【請求項１５】
　請求項１２記載の検知回路において、
　前記転送ゲート回路が、前記電圧昇圧回路と前記ノードとの間に配置される検知回路。
【請求項１６】
　請求項１２記載の検知回路において、
　前記転送ゲートが、
　　ソース、ドレインおよびゲートをそれぞれ有する対になったｐ形トランジスタおよび
ｎ形トランジスタと、
　　前記ｐ形トランジスタの前記ソースを前記ｎ形トランジスタの前記ドレインに結合す
ることによって形成される第１のノードと、
　　前記ｐ形トランジスタの前記ドレインを前記ｎ形トランジスタの前記ソースに結合す
ることによって形成される第２のノードと、をさらに備え、
　これによって、前記対になったｐ形トランジスタおよびｎ形トランジスタの前記ゲート
上の対になった相補信号が前記第１のノードと前記第２のノードとの間の流路を制御する
検知回路。
【請求項１７】
　請求項１６記載の検知回路において、
　プリチャージ動作用の供給電圧源をさらに備え、
　前記転送ゲートが前記供給電圧源にも結合されると、前記ｐ形トランジスタは、前記対
になった相補信号によって有効にされると、前記プリチャージ動作の間に前記第１および
第２のノードを前記供給電圧源までプルアップする役割を果たす検知回路。
【請求項１８】
　請求項１２記載の検知回路において、
　前記転送ゲート回路が、前記ノードと前記中間回路との間に配置される検知回路。
【請求項１９】
　請求項１２記載の検知回路において、
　不揮発性メモリセルの前記グループが、フラッシュＥＥＰＲＯＭの一部である検知回路
。
【請求項２０】
　請求項１９記載の検知回路において、
　前記フラッシュＥＥＰＲＯＭが、ＮＡＮＤ形である検知回路。
【請求項２１】
　請求項１２記載の検知回路において、
　個々の不揮発性メモリセルが、それぞれ電荷蓄積要素を包含する検知回路。
【請求項２２】
　請求項２１記載の検知回路において、
　前記電荷蓄積要素が、フローティングゲートである検知回路。
【請求項２３】
　請求項２１記載の検知回路において、
　前記電荷蓄積要素が、誘電体層である検知回路。
【請求項２４】
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　請求項１２記載の検知回路において、
　前記不揮発性メモリセルが、メモリカードに具体化される検知回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に、電気的に消去可能でプログラム可能なリードオンリーメモリ（Ｅ
ＥＰＲＯＭ）およびフラッシュＥＥＰＲＯＭに関し、特に、高導電メモリセルが特定され
てロックアウトされた後に並列に動作するグループ内の検知回路からのノイズが抑制され
る検知回路およびメモリ動作に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電荷の不揮発性蓄積が可能な固体メモリ、特に小形形状のファクタカードとしてパッケ
ージ化されたＥＥＰＲＯＭおよびフラッシュＥＥＰＲＯＭの形態のものが、種々のモバイ
ル機器およびハンドヘルド機器、とりわけ情報家電および消費家電製品における最適な記
憶装置となっている。固体メモリでもあるＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）と異なり、
フラッシュメモリは不揮発性であり、電源が切られた後でもその格納データを保持する。
高コストにもかかわらず、フラッシュメモリは大容量記憶用途においてますます利用され
るようになっている。ハードドライブやフロッピーディスク等の回転磁気媒体をベースと
する従来の大容量記憶装置はモバイルおよびハンドヘルド環境には適していない。これは
、ディスクドライブが、大きなものになりがちであること、機械的な故障が発生しやすい
こと、高いレイテンシを有していること、および大電力を必要とするためである。これら
の望ましくない特性のために、ほとんどのモバイルアプリケーションおよびポータブルア
プリケーションにおいて、ディスクベースの記憶装置は実用的でない。一方、フラッシュ
メモリは、その小さなサイズ、少ない電力消費、高速および高信頼性という特長のために
、組み込み形のものでも取り外し可能なカードの形態のものでも、モバイルおよびハンド
ヘルド環境において理想的に適している。
【０００３】
　ＥＥＰＲＯＭおよび電気的にプログラム可能なリードオンリーメモリ（ＥＰＲＯＭ）は
、消去およびそのメモリセル内への新しいデータの書き込みまたは「プログラム」が可能
な不揮発性メモリである。両者とも、ソース領域とドレイン領域との間の、半導体基板内
のチャネル領域上に配置される、電界効果トランジスタ構造のフローティング（非接続）
導電ゲートを利用する。フローティングゲートの上にはさらにコントロールゲートが設け
られる。トランジスタのしきい値電圧特性は、フローティングゲート上に保持される電荷
量によって制御される。すなわち、フローティングゲート上の任意のレベルの電荷につい
て、それに対応する電圧（しきい値）が存在し、トランジスタのソース領域とドレイン領
域との間の導通を許すためにトランジスタが「オン」にされるには、その電圧が先にコン
トロールゲートに印加されなければならない。
【０００４】
　フローティングゲートが保持できる電荷には幅があるので、フローティングゲートをし
きい値電圧窓（「導通窓」とも呼ばれる）内の任意のしきい値電圧レベルにプログラムす
ることが可能である。しきい値電圧窓の大きさは素子の最小しきい値レベルおよび最大し
きい値レベルによって境界が定められ、ひいてはフローティングゲート上にプログラム可
能な電荷の幅に対応する。一般的に、しきい値窓は、メモリ素子の特性、動作条件および
履歴に依存する。原理上、窓内の個別の分解可能なしきい値電圧レベル幅は、それぞれ、
セルの或る決まったメモリ状態の指定に用いられてよい。しきい値電圧が２つの個別領域
に区分される場合は、各メモリセルは１ビットのデータを格納できることになる。同様に
、しきい値電圧窓が２つを超える個別領域に区分される場合は、各メモリセルは１ビット
を超えるデータを格納できることになる。
【０００５】
　２状態ＥＥＰＲＯＭでは、導通窓を２つの領域に区分するために、電流ブレークポイン
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トレベルが少なくとも１つ定められる。セルが所定の固定電圧の印加によって読み出され
るときに、セルのソース／ドレイン電流は、ブレークポイントレベル（または参照電流Ｉ
ＲＥＦ）と比較することによってメモリ状態に分けられる。読み出された電流がブレーク
ポイントレベルの電流よりも高ければ、セルは１つの論理状態（例えば、「０」状態）に
あると判定される。一方、電流がブレークポイントレベルの電流よりも小さければ、セル
はもう１つの論理状態（例えば、「１」状態）にあると判定される。従って、このような
２状態セルは１ビットのデジタル情報を格納する。ブレークポイントレベル電流を生成す
るために、外部プログラム可能でもよい参照電流源がメモリシステムの一部としてしばし
ば設けられる。
【０００６】
　半導体技術の進歩に従い、メモリ容量を増加させるためにますます高密度のフラッシュ
ＥＥＰＲＯＭ素子が製作されるようになっている。記憶容量を増加させるもう１つの方法
は、各メモリセルに２つを超える状態を格納させることである。
　多状態またはマルチレベルＥＥＰＲＯＭメモリセルでは、各セルが１ビットを超えるデ
ータを格納できるように、導通窓は１つを超えるブレークポイントによって２つを超える
領域に区分される。従って、任意のＥＥＰＲＯＭアレイが格納できる情報は、各セルが格
納できる状態の数とともに増加する。米国特許第５，１７２，３３８号（特許文献１）に
は、多状態またはマルチレベルメモリセルを備えるＥＥＰＲＯＭまたはフラッシュＥＥＰ
ＲＯＭが記載されている。
　メモリセルの役割を果たすトランジスタは、通常、２つの機構のうちのいずれかによっ
て「プログラム」状態にプログラムされる。「ホットエレクトロン注入」では、ドレイン
に印加される高電圧が電子を基板のチャネル領域にわたって加速する。同時に、コントロ
ールゲートに印加される高電圧がホットエレクトロンを薄いゲート誘電体を通じてフロー
ティングゲート上に引き寄せる。『トンネル注入』では、基板に対して高圧の電圧がコン
トロールゲートに印加される。このようにして、電子が基板から介在フローティングゲー
トへ引き寄せられる。
【０００７】
　メモリ素子は多くの機構によって消去が可能である。ＥＰＲＯＭについては、紫外線放
射によってフローティングゲートから電荷を除去することにより、メモリセルのバルク消
去ができる。ＥＥＰＲＯＭについては、コントロールゲートに対して高圧の電圧を基板に
印加し、フローティングゲート内の電子を、薄い酸化物をトンネリングして基板のチャネ
ル領域へ至るように誘導することによって（すなわち、ファウラー－ノルトハイムトンネ
ル効果）、メモリセルの電気的消去ができる。通常、ＥＥＰＲＯＭはバイト単位で消去が
可能である。フラッシュＥＥＰＲＯＭについて、メモリは、全ブロックを一斉に電気的に
消去可能であるか、一度に１つまたはそれを超えるブロックずつ電気的に消去可能である
かのいずれかである。ここで、１つのブロックは５１２バイト以上のメモリで構成されて
もよい。
　通常、メモリ素子は、カードに搭載されてもよい１つまたはそれを超えるメモリチップ
を備える。各メモリチップは、デコーダや消去、書き込みおよび読み出し回路等の周辺回
路によって支援されるメモリセルのアレイを備える。より高機能のメモリ素子の場合には
、インテリジェントでかつより高レベルのメモリ操作およびインターフェイスを実行する
外部メモリコントローラを用いて動作する。
　現在、多くの固体メモリ素子が商業的に成功して利用されている。これらのメモリ素子
は、フラッシュＥＥＰＲＯＭである場合もあるし、その他の種類の不揮発性メモリセルを
用いる場合もある。フラッシュメモリとそれらを製造するシステムおよび方法の例が、米
国特許第５，０７０，０３２号（特許文献２）、第５，０９５，３４４号（特許文献３）
、第５，３１５，５４１号（特許文献４）、第５，３４３，０６３号（特許文献５）、第
５，６６１，０５３号（特許文献６）、第５，３１３，４２１号（特許文献７）、および
第６，２２２，７６２号（特許文献８）に示されている。特に、ＮＡＮＤストリング構造
を備えるフラッシュメモリ素子が、米国特許第５，５７０，３１５号（特許文献９）、第
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５，９０３，４９５号（特許文献１０）、第６，０４６，９３５号（特許文献１１）に記
載されている。
【０００８】
　不揮発性メモリ素子は、電荷を蓄積するための誘電体層を備えるメモリセルからも製造
される。前述した導電フローティングゲート要素の代わりに誘電体層が用いられる。誘電
体の蓄積要素を利用するこのようなメモリ素子が、Eitan et al., "NROM: A Novel Local
ized Trapping, 2-Bit Nonvolatile Memory Cell", IEEE Electron Device Letters, vol
. 21, no. 11, November 2000, pp. 543-545（非特許文献１）によって説明されている。
ソース拡散とドレイン拡散との間のチャネルにはＯＮＯ誘電体層が延在する。一方のデー
タビットの電荷はドレインに隣接する誘電体層内に局在化され、もう一方のデータビット
の電荷はソースに隣接する誘電体層内に局在化される。例えば、米国特許第５，７６８，
１９２号（特許文献１２）および第６，０１１，７２５号（特許文献１３）が、２つの二
酸化シリコン層間に挟み込まれた捕獲誘電体を有する不揮発性メモリセルを開示している
。多状態データ記憶は、誘電体内の空間的に隔てられた電荷蓄積領域の２値状態を別々に
読み出すことによって実行される。
【０００９】
　通常、メモリセルのページのプログラムには一連の交互のプログラム／ベリファイサイ
クルが関与する。各プログラムサイクルによって、メモリセルのページは１つまたはそれ
を超えるプログラム電圧パルスを受ける。プログラムサイクルの後に、各セルがリードバ
ックされてそれが正しくプログラムされたかどうかを判定するベリファイサイクルが続く
。ベリファイが済んだセルは後のプログラムパルスによるプログラムが禁止されることに
なる。プログラム／ベリファイサイクルは、プログラム電圧レベルを増しながら、ページ
内の全てのセルのプログラム－ベリファイが済むまで続く。
　読み出し動作およびベリファイ動作はどちらも、ページの各メモリセルの導通電流また
はしきい値電圧が境界値に対して判定される検知サイクルを１回またはそれを超える回数
実行することによって行われる。一般的に、メモリがｎ個の状態に区分される場合、あり
得る全てのメモリ状態を解明するのに少なくともｎ－１回の検出サイクルが実行されるこ
とになる。多くの実施例では、各検知サイクルは２つ以上のパスを必要とする場合もある
。例えば、メモリセルが密接して詰め込まれると近隣の電荷蓄積要素間の相互作用が著し
くなるので、検知技法によっては、このような相互作用によって引き起こされるエラーを
相殺するために近隣のワード線上のメモリセルの検知が必要となる。
【００１０】
　読み出しおよびプログラムの性能を高めるために、アレイ内の複数の電荷蓄積要素また
はメモリトランジスタが並列に読み出されたりプログラムされたりする。従って、メモリ
要素の「ページ」が一緒に読み出されたりプログラムされたりする。既存のメモリアーキ
テクチャでは、行は通常、交互配置されたページをいくつか包含する。または、連続した
メモリセルの１ページを構成する場合もある。ページの全てのメモリ要素は一緒に読み出
されたりプログラムされたりする。現在生産されている半導体集積回路メモリチップには
、１つのメモリページに、並列に読み出されるかまたは検知を受けるメモリセルまたはメ
モリ要素が６４，０００個もある場合がある。
　このような大規模並列メモリページは、密接して詰められるメモリセルおよび構造の間
にノイズおよび干渉が生じる結果、検知精度が制限され、結局は性能および記憶容量が制
限されるという深刻な問題を呈する。
　従って、高容量でかつ高性能の不揮発性メモリが広く必要とされている。特に、前述し
た不利な点を最小限に抑えるためには、検知回路自体の間のノイズおよび干渉を最小にし
て動作する検知回路が必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】米国特許第５，１７２，３３８号
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【特許文献２】米国特許第５，０７０，０３２号
【特許文献３】米国特許第５，０９５，３４４号
【特許文献４】米国特許第５，３１５，５４１号
【特許文献５】米国特許第５，３４３，０６３号
【特許文献６】米国特許第５，６６１，０５３号
【特許文献７】米国特許第５，３１３，４２１号
【特許文献８】米国特許第６，２２２，７６２号
【特許文献９】米国特許第５，５７０，３１５号
【特許文献１０】米国特許第５，９０３，４９５号
【特許文献１１】米国特許第６，０４６，９３５号
【特許文献１２】米国特許第５，７６８，１９２号
【特許文献１３】米国特許第６，０１１，７２５号
【特許文献１４】米国特許第５，５９５，９２４号
【特許文献１５】米国特許第６，６５７，８９１号
【特許文献１６】米国公開特許出願第２００６－０１４０００７号
【特許文献１７】米国特許第７，０４６，５６８号
【特許文献１８】米国特許第７，１７３，８５４号
【特許文献１９】米国特許出願第１１／７７１，９８２号
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】Eitan et al., "NROM: A Novel Localized Trapping, 2-Bit Nonvolati
le Memory Cell", IEEE Electron Device Letters, vol. 21, no. 11, November 2000, p
p. 543-545
【発明の概要】
【００１３】
　本発明の一態様によれば、メモリセルのページが、検知モジュールの対応するアレイに
よって並列に検知を受け、任意のメモリセルのための検知モジュール内で生成されたノイ
ズがアレイ内の他の検知モジュールに干渉することが防止される。特に、既存の検知モジ
ュールでは、検知モジュールがページの高導電メモリセルを特定してロックアウトした後
は、その検知モジュールがアレイ内の他の検知モジュールに対する深刻なノイズ源になる
。本発明は、ロックアウトされたメモリセルに関連付けられる検知モジュールが、アレイ
内でまだ検知を行っている他の検知モジュールにノイズを伝播することを防止する。この
ようにして、検知精度が高められ、性能の向上がもたらされるとともに各メモリセル内に
より多くのデータビットを記憶させることが可能になる。
【００１４】
　低い供給電圧で動作可能な検知モジュールの好ましい実施例では、電圧昇圧回路を用い
て、検知を受ける放電電圧のダイナミックレンジを増大させる。検知モジュールが、参照
電流よりも高い導通電流を有するセルを特定したら、そのセルはその後の検知からロック
アウトされ、ロックアウトセルをオフにするために関連ビット線はページのソース線に短
絡される。このロックアウトモードでは、電圧昇圧回路によって生成されるステップアッ
プ電圧がノイズ源となり、セルのビット線に伝播しやすく、ページのソース線にも伝播し
やすい。その結果、動作中の他の検知モジュールに干渉してしまう。このノイズ源は、検
知モジュールがロックアウトモードに入ったらすぐに、ビット線およびソース線に達しな
いように分離される。ノイズ源と、ビット線およびソース線を電圧昇圧回路に結合する中
間回路との間に分離回路が配置される。
【００１５】
　一般的な実施形態では、転送ゲートが分離回路として用いられる。転送ゲートは、メモ
リセルが参照電流よりも高い導通電流を有すると特定されたことにより生じるロックアウ
トモードを示すラッチ信号によってオフにされ、さらに、その後のページの検知動作から
ロックアウトされる。転送ゲートをオフにすることにより、メモリセルのビット線および
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ページのソース線へのノイズ経路は断たれる。
　好ましい実施形態では、転送ゲートは、中間回路と、放電電圧が検知を受け昇圧電圧が
印加されるノードとの間に配置される。
　別の好ましい実施形態では、転送ゲートは、電圧昇圧回路と、放電電圧が検知を受ける
ノードとの間に配置される。
　好ましい実施例では、転送ゲートは、並列接続され相補対の制御信号によってゲート制
御される対になったｐ形トランジスタおよびｎ形トランジスタを備える。特に、転送ゲー
トが、中間回路と、放電電圧が検知されるノードとの間に配置される場合は、プリチャー
ジ動作中、転送ゲートのｐ形トランジスタはプルアップ回路の役割を果たす。
【００１６】
　添付の図面と併せて理解されるべきである、以下の本発明の好ましい実施形態の説明よ
り、本発明のさらなる特徴および利点が理解される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明が実施されてもよい不揮発性メモリチップの機能ブロックを概略的に示す
図である。
【図２】不揮発性メモリセルを概略的に示す図である。
【図３】フローティングゲートが任意の時点において選択的に蓄積している可能性のある
４つの異なる電荷Ｑ1 ～Ｑ4 の各場合のソース－ドレイン電流ＩDとコントロールゲート
電圧ＶCGとの間の関係を示す図である。
【図４】メモリセルのＮＯＲアレイの例を示す図である。
【図５Ａ】ＮＡＮＤストリングに編成されたメモリセルのストリングを概略的に示す図で
ある。
【図５Ｂ】図５Ａに示されるストリングのようなＮＡＮＤストリングで構成される、メモ
リセルのＮＡＮＤアレイの例を示す図である。
【図６】一連の交互のプログラム／ベリファイサイクルによってメモリセルのページを目
標メモリ状態にプログラムする典型的な技法を示す図である。
【図７】図７（１）は、接地状態「Ｇｒ」としての消去状態と漸次プログラムが進んだプ
ログラムメモリ状態「Ａ」、「Ｂ」および「Ｃ」とを備える４状態メモリアレイの例のし
きい値電圧分布を示す図であり、図７（２）は、図７（１）に示される４つのあり得るメ
モリ状態を表す好ましい２ビットＬＭ符号化を示す図である。
【図８】図８（１）は、８状態メモリアレイの例のしきい値電圧分布を示す図であり、図
８（２）は、図８（１）に示される８つのあり得るメモリ状態を表す好ましい３ビットＬ
Ｍ符号化を示す図である。
【図９】メモリセルのアレイにわたり検知モジュールのバンクを包含する、図１に示され
る読み出し／書き込み回路を示す図である。
【図１０】図９に示される検知モジュールの好ましい編成を概略的に示す図である。
【図１１】図１０に示される読み出し／書き込みスタックをより詳細に示す図である。
【図１２Ａ】図９および図１１に示される検知モジュールの既存の実施例を概略的に示す
図である。
【図１２Ｂ】ロックアウトモードに入っている図１２Ａに示される検知モジュールのノイ
ズ経路を示す図である。
【図１３】ロックアウトモードに入っている図１２Ｂに示される既存の検知モジュールの
ための制御信号のタイミングを示す図である。
【図１４】有限接地抵抗を有するソース線内の電流フローのために生じるソース電圧エラ
ーの問題を示す図である。
【図１５】ソース線電圧降下によって引き起こされるメモリセルのしきい値電圧レベルの
エラーを示す図である。
【図１６】好ましい実施形態による、ロックアウト検知モジュールからのノイズ分離の改
良形を備える検知モジュールスタックを示す図である。
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【図１７】ロックアウトモードに入っている図１６に示される改良形検知モジュールのた
めの制御信号のタイミングを示す図である。
【図１８】別の好ましい実施形態による、ロックアウト検知モジュールからのノイズ分離
の改良形を備える検知モジュールスタックを示す図である。
【図１９】ロックアウト検知モジュールからのノイズを分離して、ページの検知において
依然としてアクティブである他の検知モジュールにノイズが干渉しないようにする方法を
示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
メモリシステム
　図１～図１１は、本発明の種々の態様が実施されてもよいメモリシステムの例を示して
いる。
　図１２～図１３は、本発明によって対処されるノイズの問題がある既存の検知回路を示
している。
　図１６～図１９は、本発明の種々の態様および実施形態を示している。
【００１９】
　図１は、本発明が実施されてもよい不揮発性メモリチップの機能ブロックを概略的に示
している。メモリチップ１００は、メモリセルの２次元アレイ２００、制御回路網２１０
、ならびにデコーダ、読み出し／書き込み回路およびマルチプレクサ等の周辺回路を含む
。
　メモリアレイ２００は、行デコーダ２３０（２３０Ａ、２３０Ｂに分割される）を経由
してワード線によってアドレス可能であるとともに、列デコーダ２６０（２６０Ａ、２６
０Ｂに分割される）を経由してビット線によってアドレス可能である（図４、５も参照）
。読み出し／書き込み回路２７０（２７０Ａ、２７０Ｂに分割される）は、メモリセルの
ページを並列に読み出したりプログラムしたりすることができる。読み出し／書き込み回
路２７０にはデータＩ／Ｏバス２３１が結合される。
【００２０】
　好ましい実施形態では、同じワード線を共有するメモリセルの連続した行でページが構
成される。メモリセルの行が複数のページに区分される別の実施形態では、読み出し／書
き込み回路２７０を個々のページに多重送信するために、ブロックマルチプレクサ２５０
（２５０Ａおよび２５０Ｂに分割される）が設けられる。例えば、それぞれ奇数および偶
数列のメモリセルによって形成される２つのページが読み出し／書き込み回路に多重送信
される。
【００２１】
　図１は、種々の周辺回路によるメモリアレイ２００へのアクセスがアレイの両側で対称
的に実行されるおかげで、それぞれの側のアクセス線および回路網の密度が半分に削減さ
れる、好ましい配置を示している。従って、行デコーダは行デコーダ２３０Ａおよび２３
０Ｂに分割され、列デコーダは列デコーダ２６０Ａおよび２６０Ｂに分割される。メモリ
セルの行が複数のページに区分される実施形態では、ページマルチプレクサ２５０はペー
ジマルチプレクサ２５０Ａおよび２５０Ｂに分割される。同様に、読み出し／書き込み回
路２７０は、アレイ２００の下からビット線に接続する読み出し／書き込み回路２７０Ａ
およびアレイ２００の上からビット線に接続する読み出し／書き込み回路２７０Ｂに分割
される。このようにして、読み出し／書き込みモジュールの密度、およびその結果、検知
モジュール３８０の密度が実質的に半減される。
【００２２】
　制御回路網１１０は、メモリアレイ２００上で読み出し／書き込み回路２７０と協働し
てメモリ動作を実行するオンチップコントローラである。通常、制御回路網１１０は、状
態マシン１１２、ならびにオンチップアドレスデコーダおよび電力制御モジュール（図示
せず）等の他の回路を含む。状態マシン１１２はメモリ動作のチップレベルの制御を提供
する。制御回路網は外部メモリコントローラを経由してホストと通じる。
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　通常、メモリアレイ２００は、行および列の形で配列されたメモリセルの２次元アレイ
として編成され、ワード線およびビット線によってアドレス可能である。アレイはＮＯＲ
形またはＮＡＮＤ形アーキテクチャによって形成可能である。
【００２３】
　図２は、不揮発性メモリセルを概略的に示している。メモリセル１０は、フローティン
グゲートまたは誘電体層等のような、電荷蓄積ユニット２０を有する電界効果トランジス
タによって実現され得る。メモリセル１０は、ソース１４、ドレイン１６、およびコント
ロールゲート３０も含む。
【００２４】
　現在、多数の不揮発性固体メモリ素子が商業的に成功して利用されている。これらのメ
モリ素子は、それぞれ１つまたはそれを超える電荷蓄積要素を有する異なる種類のメモリ
セルを用いる場合がある。
　典型的な不揮発性メモリセルとして、ＥＥＰＲＯＭおよびフラッシュＥＥＰＲＯＭが挙
げられる。ＥＥＰＲＯＭセルの例およびそれらの製造方法が、米国特許第５，５９５，９
２４号（特許文献１４）に示されている。フラッシュＥＥＰＲＯＭの例、メモリシステム
におけるそれらの利用およびそれらの製造方法が、米国特許第５，０７０，０３２号（特
許文献２）、第５，０９５，３４４号（特許文献３６）、第５，３１５，５４１号（特許
文献４）、第５，３４３，０６３号（特許文献５）、第５，６６１，０５３号（特許文献
６）、第５，３１３，４２１号（特許文献７）、および第６，２２２，７６２号（特許文
献８）に示されている。特に、ＮＡＮＤセル構造を有するメモリ素子の例が、米国特許第
５，５７０，３１５号（特許文献９）、第５，９０３，４９５号（特許文献１０）、およ
び第６，０４６，９３５号（特許文献１１）に記載されている。さらに、誘電体蓄積要素
を利用したメモリ素子の例も、Eitan et al., "NROM: A Novel Localized Trapping, 2-B
it Nonvolatile Memory Cell", IEEE Electron Device Letters, vol. 21, no. 11, Nove
mber 2000, pp. 543-545（非特許文献１）によって説明され、さらに、米国特許第５，７
６８，１９２号（特許文献１２）および第６，０１１，７２５号（特許文献１３）にも記
載されている。
【００２５】
　実際の動作では、セルのメモリ状態は、普通、コントロールゲートに参照電圧が印加さ
れたときのセルのソースおよびドレイン電極間の導通電流を検知することによって読み出
される。従って、セルのフローティングゲート上の所与の各電荷について、それに対応す
る、固定参照コントロールゲート電圧に対する導通電流が検出されればよい。同様に、フ
ローティングゲート上にプログラム可能な電荷の幅は、対応するしきい値電圧窓または対
応する導通電流窓を定義する。
　あるいは、区分された電流窓内の導通電流を検出する代わりに、コントロールゲートに
おける、任意の被試験メモリ状態のためのしきい値電圧を設定して、導通電流がしきい値
電流よりも低いか高いかを検出することが可能である。１つの実施例では、しきい値電流
に対する導通電流を検出することは、ビット線のキャパシタンスを通じて導通電流が放電
している速度を調べることによって達成される。
【００２６】
　図３は、フローティングゲートが任意の時点において選択的に蓄積している可能性のあ
る４つの異なる電荷Ｑ1 ～Ｑ4 についてのソース－ドレイン電流ＩD とコントロールゲー
ト電圧ＶCGとの間の関係を示している。４つの実線のＩD 対ＶCG曲線は、それぞれ４つの
あり得るメモリ状態に対応する、メモリセルのフローティングゲート上にプログラム可能
な４つのあり得る電荷レベルを表している。一例として、セル群のしきい値電圧窓は０．
５Ｖ～３．５Ｖまでの幅があってもよい。それぞれ約０．４Ｖの間隔でしきい値窓を８つ
の領域に区分することによって、１つの消去状態および７つのプログラム状態をそれぞれ
表す８つのあり得るメモリ状態「０」、「１」、「２」、「３」、「４」、「５」、「６
」および「７」の境界が定められるようにしてもよい。例えば、図に示すように、０．０
５μＡの参照電流ＩＲＥＦが用いられる場合には、Ｑ１でプログラムされたセルは、その
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曲線が、ＶＣＧ＝０．４３Ｖおよび０．８８Ｖによって境界が定められるしきい値窓の領
域内でＩREF と交差するので、メモリ状態「１」にあると見なされればよい。同様に、Ｑ
４はメモリ状態「５」にある。
【００２７】
　前述した説明から分かるように、メモリセルがより多くの状態を格納するようになるほ
ど、そのしきい値窓はより細かく分けられる。例えば、メモリ素子は、－１．５Ｖ～５Ｖ
までの幅があるしきい値窓を有するメモリセルを有してもよい。これは６．５Ｖの最大幅
を与える。メモリセルが１６個の状態を格納する場合には、各状態はしきい値窓内の３５
０ｍＶ～４５０ｍＶを占有すればよい。このため、必要な分解能を達成できるようにする
には、プログラムおよび読み出し動作においてより高い精度が求められることになる。
【００２８】
　図４は、メモリセルのＮＯＲアレイの例を示している。メモリアレイ２００では、メモ
リセルの各行はそれらのソース１４およびドレイン１６によってデイジーチェーン接続さ
れる。この設計は仮想接地設計と呼ばれることがある。行内のセル１０は、そのコントロ
ールゲート３０がワード線４２等のワード線に接続される。列内のセルは、そのソースお
よびドレインがそれぞれビット線３４および３６等の選択されたビット線に接続される。
【００２９】
　図５Ａは、ＮＡＮＤストリングに編成されたメモリセルのストリングを概略的に示して
いる。ＮＡＮＤストリング５０は、それぞれのソースおよびドレインによってデイジーチ
ェーン接続される一連のメモリトランジスタＭ１、Ｍ２・・・Ｍｎ（例えば、ｎ＝４、８
、１６またはそれより高い数）を備える。一対の選択トランジスタＳ１、Ｓ２が、それぞ
れ、ＮＡＮＤストリングのソース端子５４およびドレイン端子５６を経由した、メモリト
ランジスタチェーンの外部への接続を制御する。メモリアレイにおいて、ソース選択トラ
ンジスタＳ１がオンにされると、ソース端子はソース線に結合される（図５Ｂを参照）。
同様に、ドレイン選択トランジスタＳ２がオンにされると、ＮＡＮＤストリングのドレイ
ン端子はメモリアレイのビット線に結合される。チェーン内の各メモリトランジスタ１０
はメモリセルとして機能する。各メモリトランジスタ１０は、所望のメモリ状態を表すた
めに既定量の電荷を蓄積する電荷蓄積要素２０を有する。各メモリトランジスタのコント
ロールゲート３０により読み出しおよび書き込み動作の制御ができる。図５Ｂで分かるよ
うに、ＮＡＮＤストリングの行の対応するメモリトランジスタのコントロールゲート３０
は全て同じワード線に接続される。同様に、選択トランジスタＳ１、Ｓ２各々のコントロ
ールゲート３２が、それぞれ、ＮＡＮＤストリングのソース端子５４およびドレイン端子
５６を経由した、ＮＡＮＤストリングへの制御アクセスを提供する。同じく、ＮＡＮＤス
トリングの行の対応する選択トランジスタのコントロールゲート３２は全て同じ選択線に
接続される。
【００３０】
　ＮＡＮＤストリング内のアドレス指定されたメモリトランジスタ１０が読み出されるか
、またはプログラムの間にベリファイされるとき、そのコントロールゲート３０は適当な
電圧を供給される。同時に、ＮＡＮＤストリング５０内のアドレス指定されない残りのメ
モリトランジスタは、それらのコントロールゲートに十分な電圧を印加することによって
全面的にオンにされる。このようにして、個々のメモリトランジスタのソースからＮＡＮ
Ｄストリングのソース端子５４への導電経路が作り出されて有効となり、同様に個々のメ
モリトランジスタのドレインについてはセルのドレイン端子５６への導電経路が作り出さ
れて有効となる。このようなＮＡＮＤストリング構造を有するメモリ素子が、米国特許第
５，５７０，３１５号（特許文献９）、第５，９０３，４９５号（特許文献１０）、およ
び第６，０４６，９３５号（特許文献１１）に記載されている。
【００３１】
　図５Ｂは、図５Ａに示されるようなＮＡＮＤストリング５０で構成される、メモリセル
のＮＡＮＤアレイ２００の例を示している。ＮＡＮＤストリングの各列に沿って、ビット
線３６等のビット線が各ＮＡＮＤストリングのドレイン端子５６に結合される。ＮＡＮＤ
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ストリングの各バンクに沿って、ソース線３４等のソース線が各ＮＡＮＤストリングのソ
ース端子５４に結合される。さらに、ＮＡＮＤストリングのバンク内のメモリセルの行に
沿ったコントロールゲートはワード線４２等のワード線に接続される。ＮＡＮＤストリン
グのバンク内の選択トランジスタの行に沿ったコントロールゲートは選択線４４等の選択
線に接続される。ＮＡＮＤストリングのバンクのワード線および選択線上の適当な電圧に
よって、ＮＡＮＤストリングのバンク内のメモリセルの行全体がアドレス指定可能である
。ＮＡＮＤストリング内のメモリトランジスタが読み出されるとき、ストリングを流れる
電流が、読み出されるセル内に蓄積されている電荷のレベルに実質的に依存するようにす
るために、ストリング内の残りのメモリトランジスタはそれらの関連ワード線を経由して
しっかりオンにされる。
【００３２】
プログラムおよびベリファイ
　図６は、一連の交互のプログラム／ベリファイサイクルによってメモリセルのページを
目標メモリ状態にプログラムする典型的な技法を示している。結合されたワード線を経由
してメモリセルのコントロールゲートにプログラム電圧ＶPGM が印加される。ＶPGM は、
初期電圧レベルＶPGM0から始まる階段波形状の一連のプログラム電圧パルスである。プロ
グラム中のセルはこの一連のプログラム電圧パルスを受け、その度にフローティングゲー
トに増分電荷を追加することが試みられる。プログラムパルスの間に、セルはリードバッ
クまたはベリファイを受け、セルのブレークポイントレベルに対するソース－ドレイン電
流が判定される。リードバックプロセスには１つまたはそれを超える検知動作が関与する
場合がある。セルが目標状態に達したとベリファイされたならば、そのセルに対するプロ
グラムは停止する。メモリセルの電荷蓄積ユニット内にプログラムされて累積する電子の
作用を打ち消すために、用いられるプログラムパルス列は漸増する周期または振幅を有す
るものとすればよい。一般的には、プログラム回路が一連のプログラムパルスを、選択さ
れたワード線に印加する。このようにして、ワード線にコントロールゲートが結合される
メモリセルのページが一斉にプログラムを受けることができる。そのページのメモリセル
がその目標状態にプログラムされるとすぐに、そのセルは、そのページの全てのセルのプ
ログラム－ベリファイが完了するまで、他のセルがプログラムされ続けている間、プログ
ラムが禁止される。
【００３３】
メモリ状態区分の例
　図７（１）は、接地状態「Ｇｒ」としての消去状態と漸次プログラムが進んだプログラ
ムメモリ状態「Ａ」、「Ｂ」および「Ｃ」とを備える４状態メモリアレイの例のしきい値
電圧分布を示している。読み出しの間、４つの状態は３つの境界ブレークポイント、ＤA 
～ＤC によって境界が定められる。
　図７（２）は、図７（１）に示される４つのあり得るメモリ状態を表す好ましい２ビッ
トＬＭ符号化を示している。メモリ状態（つまり、「Ｇｒ」、「Ａ」、「Ｂ」および「Ｃ
」）の各々は、一対の「上位、下位」符号ビット、すなわち「１１」、「０１」、「００
」および「１０」でそれぞれ表される。「ＬＭ」符号は、米国特許第６，６５７，８９１
号（特許文献１５）に開示され、電荷の大幅な変更を必要とするプログラム動作を回避す
ることによって、隣接フローティングゲート間の電界効果結合を低減する利点がある。符
号化は、２つの符号ビット、「下位」および「上位」ビットが別々にプログラムされ読み
出されてもよいように設計される。下位ビットをプログラムするとき、セルのしきい値レ
ベルは「消去」領域にとどまるかまたはしきい値窓の「下側中央」領域へ移動される。上
位ビットをプログラムするときに、これらの２つの領域のうちのいずれかにあるセルのし
きい値レベルは、しきい値窓の「下側中間」領域内の少し高いレベルへさらに進められる
。
【００３４】
　図８（１）は、８状態メモリアレイの例のしきい値電圧分布を示している。各メモリセ
ルのあり得るしきい値電圧は、８つのあり得るメモリ状態、「Ｇｒ」、「Ａ」、「Ｂ」、
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「Ｃ」、「Ｄ」、「Ｅ」、「Ｆ」および「Ｇ」の境界を定める８つの領域に区分されるし
きい値窓にわたり広がる。「Ｇｒ」は厳しく制限された分布内の消去状態である接地状態
であり、「Ａ」～「Ｇ」は７つの漸次プログラムが進んだプログラム状態である。読み出
しの間、８つの状態は７つの境界ブレークポイント、ＤA ～ＤG によって境界が定められ
る。
　図８（２）は、図８（１）に示される８つのあり得るメモリ状態を表す好ましい３ビッ
トＬＭ符号化を示している。８つのメモリ状態の各々は、「上位、中位、下位」ビットの
トリプレット、すなわち「１１１」、「０１１」、「００１」、「１０１」、「１００」
、「０００」、「０１０」および「１１０」によってそれぞれ表される。符号化は、３つ
の符号ビット、「下位」、「中位」および「上位」ビットが別々にプログラムされたり読
み出されたりしてもよいように設計される。従って、１回目の下位ページプログラムは、
下位ビットが「１」ならばセルが「消去」すなわち「Ｇｒ」状態にとどまるようにし、ま
たは下位ビットが「０」ならばセルが「下側中間」状態にプログラムされるようにする。
基本的に、「Ｇｒ」すなわち「接地」状態は、完全に消去された状態が狭いしきい値の幅
内にプログラムされることによって、厳しく制限された分布を有する「消去」状態である
。「下側中間」状態は、メモリ状態「Ｂ」と「Ｄ」との間に跨る、しきい値電圧の広い分
布を有するものであればよい。プログラムの間、「下側中間」状態は、ＤB等の粗いブレ
ークポイントしきい値レベルに対してベリファイを受けることができる。中位ビットをプ
ログラムするときに、セルのしきい値レベルは、下位ページのプログラムの結果できる２
つの領域のうちの一方から開始して、４つのあり得る領域のうちの１つに移動することに
なる。上位ビットをプログラムするときに、セルのしきい値レベルは、中位ページのプロ
グラムの結果できる４つのあり得る領域のうちの１つから開始して、８つのあり得るメモ
リ状態のうちの１つに移動することになる。
【００３５】
検知回路および技法
　図９は、メモリセルのアレイにわたってｐ個の検知モジュールのバンクを包含する、図
１に示される読み出し／書き込み回路２７０Ａおよび２７０Ｂを示している。ｐ個の検知
モジュール４８０のバンク全体が並列に動作することにより、行に沿ったｐ個のセル１０
のブロック（またはページ）が並列に読み出しまたはプログラムを受けることができる。
基本として、検知モジュール１がセル１内の電流Ｉ1 を検知する、検知モジュール２がセ
ル２内の電流Ｉ2 を検知する・・・検知モジュールｐがセルｐ内の電流Ｉp を検知する等
ということになる。ソース線３４から流出して集約ノードＣＬＳＲＣへ流入しさらにそこ
から接地へ流れる、ページの総セル電流ｉTOT は、ｐ個のセル内の全電流の合計になる。
従来のメモリアーキテクチャでは、共通ワード線を有するメモリセルの行が２つ以上のペ
ージを形成し、ページ内のメモリセルは並列に読み出しおよびプログラムを受ける。２つ
のページを有する行の場合、一方のページは偶数ビット線によってアクセスされ、もう一
方のページは奇数ビット線によってアクセスされる。任意の時点において、検出回路のペ
ージが偶数ビット線または奇数ビット線のいずれかに結合されている。そのような場合に
は、ページマルチプレクサ２５０Ａおよび２５０Ｂが設けられて、読み出し／書き込み回
路２７０Ａおよび２７０Ｂをそれぞれ個々のページに多重送信する。
【００３６】
　現在、５６ｎｍ技術に基づいて生産されているチップではｐ＞６４，０００であり、４
３ｎｍ３２Ｇｂｉｔ×４チップではｐ＞１５０，０００である。好ましい実施形態では、
ブロックは一続きになったセルの行全体である。これは、連続したビット線にそれぞれ結
合される連続したメモリセルの行でページが構成される、いわゆる「全ビット線」アーキ
テクチャである。別の実施形態では、ブロックは行内のセルのサブセットである。例えば
、セルのサブセットは行全体の半分または行全体の４分の１とすることができる。セルの
サブセットは一続きになった連続セルまたは１つおきのセル、あるいは所定の数おきのセ
ルとすることができる。各検知モジュールは、ビット線を経由してメモリセルに結合され
、メモリセルの導通電流検知用のセンス増幅器を含む。一般的に、読み出し／書き込み回
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路がメモリアレイの両側に配される場合、ｐ個の検知モジュールのバンクは２組の読み出
し／書き込み回路２７０Ａと２７０Ｂとの間に配されることになる。
【００３７】
　図１０は、図９に示される検知モジュールの好ましい編成を概略的に示している。ｐ個
の検知モジュールを包含する読み出し／書き込み回路２７０Ａおよび２７０Ｂは読み出し
／書き込みスタック４００のバンクにグループ化される。
【００３８】
　図１１は、図１０で示される読み出し／書き込みスタックをより詳細に示している。各
読み出し／書き込みスタック４００はｋ本のビット線のグループ上で並列に動作する。ペ
ージがｐ＝ｒ×ｋ本のビット線を有する場合、ｒ個の読み出し／書き込みスタック、４０
０－１・・・４００－ｒが存在することになる。スペースを節約するために、基本的に、
アーキテクチャは、ｋ個の検知モジュールの各スタックが共通プロセッサ５００によって
処理されるようになっている。共通プロセッサ５００は、検知モジュール４８０にあるラ
ッチ内およびデータラッチ４３０にあるラッチ内に格納される更新データを、それらのラ
ッチ内の現在値および状態マシン１１２からの制御に基づいて計算する。共通プロセッサ
の詳細な説明が、２００６年６月２９日に出願された米国公開特許出願第２００６－０１
４０００７号（特許文献１６）に開示され、その全体が本願明細書において参照により援
用されている。
【００３９】
　区分された読み出し／書き込みスタック４００のバンク全体が並列に動作することによ
り、行に沿ったｐ個のセルのブロック（またはページ）が並列に読み出しまたはプログラ
ムを受けることができる。従って、セルの行全体にはｐ個の読み出し／書き込みモジュー
ルが存在することになる。各スタックはｋ個のメモリセルを提供しているので、バンク内
の読み出し／書き込みスタックの総数はｒ＝ｐ／ｋで与えられる。例えば、ｒがバンク内
のスタックの数ならば、ｐ＝ｒ×ｋである。メモリアレイの一例では、ｐ＝１５０，００
０、ｋ＝８、従ってｒ＝１８，７５０であってもよい。
【００４０】
　基本的に、４００－１等の各読み出し／書き込みスタックは、ｋ個のメモリセルのセグ
メントを並列に処理する検知モジュール４８０－１～４８０－ｋのスタックを包含する。
ページコントローラ４１０は線４１１を経由して読み出し／書き込み回路３７０に制御お
よびタイミング信号を提供する。ページコントローラ自体は線３１１を経由してメモリコ
ントローラ３１０に依存する。各読み出し／書き込みスタック４００間の通信は相互接続
スタックバス４３１によって達成されて、ページコントローラ４１０によって制御される
。制御線４１１はページコントローラ４１０からの制御およびクロック信号を読み出し／
書き込みスタック４００－１のコンポーネントに提供する。
【００４１】
　好ましい配列では、スタックバスは、共通プロセッサ５００と検知モジュール４８０の
スタックとの間の通信用のＳＡバス４２２と、プロセッサとデータラッチ４３０のスタッ
クとの間の通信用のＤバス４２３とに区分される。
　データラッチ４３０のスタックは、スタックに関連付けられる各メモリセルにそれぞれ
１つデータラッチ４３０－１～４３０－ｋを備える。Ｉ／Ｏモジュール４４０により、デ
ータラッチはＩ／Ｏバス２３１を経由して外部とデータを交換できる。
　共通プロセッサは、エラー状況等のメモリ動作のステータスを示すステータス信号の出
力用の出力５０７も含む。ステータス信号は、ワイヤードＯＲ構成におけるフラグバス５
０９と結ばれるｎ形トランジスタ５５０のゲートの駆動に用いられる。フラグバスは、好
ましくは、コントローラ３１０によってプリチャージされ、ステータス信号が任意の読み
出し／書き込みスタックによってアサートされたときにプルダウンされることになる。
【００４２】
低ノイズ検知モジュールアレイ
　その全体が本願明細書において参照により援用されている米国特許第７，０４６，５６
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８号（特許文献１７）には、低い供給電圧で動作可能な低ノイズ検知回路を備える不揮発
性メモリ素子が開示されている。
　以前の検知回路と異なり、米国特許第７，０４６，５６８号（特許文献１７）の低ノイ
ズ検知回路は、コンデンサの役割を果たすビット線ではなく専用コンデンサをセルが放電
させる速度によってセル電流を計測する。このようにすれば、検知中のビット線電圧を一
定に保つことができるので、ビット線上の時間変動する電圧が原因でノイズがビット線間
で結合してしまうことを防止できる。セル電流の判定に用いられる電圧放電のダイナミッ
クレンジを効果的に拡大する電圧昇圧回路を組み込むことによって、検知回路は低い供給
電圧で動作することもできる。
【００４３】
　本発明の一態様によれば、メモリセルのページが、検知モジュールの対応するアレイに
よって並列に検知され、任意のメモリセル用の検知モジュール内で生じたノイズがアレイ
内の他の検知モジュールに干渉することを防止する。特に、既存の検知モジュールがペー
ジの高導電メモリセルを特定してロックアウトした後は、検知モジュールがアレイ内の他
の検知モジュールに対する深刻なノイズ源になる。本発明は、ロックアウトされたメモリ
セルに関連付けられる検知モジュールが、アレイ内でまだ検知を行っている他の検知モジ
ュールにノイズを伝播することを防止する。このようにして、検知精度が高められ、その
結果、性能が向上するとともに、より多くのデータビットを各メモリセル内に格納可能と
なる。
【００４４】
　図１２Ａは、図９～図１１に示される検知モジュールの既存の実施例を概略的に示して
いる。既存の検知モジュール４８０’は、米国特許第７，０４６，５６８号（特許文献１
７）に開示されている検知モジュールと同様である。図１０に示される各読み出し／書き
込みスタック４００は、ｋ本のビット線を経由し対応するｋ個のメモリセルを処理するｋ
個の検知モジュールの組を包含することが理解されはずである。１つの共通プロセッサ５
００によって処理されるｋ個の検知モジュール４８０－１～４８０－ｋおよびｋ個のデー
タラッチ４３０－１～４３０－ｋが存在することになる。単純化のために、図１２Ａは、
共通プロセッサ５００とともに動作しているｋ個の検知モジュール４８０－１～４８０－
ｋの組のいずれかを表す検知モジュール４８０’の１つおよびｋ個のデータラッチ４３０
－１～４３０－ｋの組のいずれかを表すデータラッチ４３０を明示している。図１０およ
び図１１に関連して説明したように、合計ｒ個の読み出し／書き込みスタックを並列に動
作させることによってｐ個のメモリセルのページが提供される。
【００４５】
　既存の検知モジュール４８０’は、信号ＢＬＳによって制御される結合トランジスタ４
８２を経由し、ビット線３６を経由してメモリセルに結合される。メモリセルの一例がＮ
ＡＮＤチェーン５０の中にあるメモリトランジスタである。検知モジュール４８０’は、
センス増幅器６００’、ビット線電圧クランプ６１０およびプルダウン回路５５０を含む
。検知モジュール４８０’は、信号ＮＣ０によって制御される転送ゲート４８８を経由し
、ＳＡバス４２２等のバスを利用して他の周辺回路と通信する。
【００４６】
　前述したように、検知モジュールのスタックは、ＳＡバス４２２を経由して共通プロセ
ッサ５００およびデータラッチ４３０の組と通信する。共通プロセッサ５００は、検知モ
ジュール４８０’のラッチ内およびラッチ４３０内に格納されたデータにアクセスする。
共通プロセッサ５００は、その現在値および状態マシン１１２からの制御に基づいて更新
値を計算する。更新値は検知モジュール４８０’および／またはデータラッチ４３０内の
ラッチに戻されて格納される。共通プロセッサ５００はＤバス４２３を経由してｋ個のデ
ータラッチに結合される。データラッチ４３０の組はＩ／Ｏバス２３１を経由して外部に
接続される。検知モジュール４８０’、共通プロセッサ５００、およびデータラッチ４３
０の組の動作は、状態マシン１１２（図１１を参照）によって、制御線４１１を通じて制
御およびタイミング信号を出すページコントローラ４１０を経由して制御される。
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　検知モジュール４８０’は、信号ＣＯＭ１を伝達するノード４８１を有する。ノード４
８１により、センス増幅器６００’はビット線３６および／またはＳＡバス４２２に選択
的に結合されることができる。
【００４７】
　検知は、ビット線３６を用いて、ビット線電圧クランプ６１０によってクランプされる
固定電圧において行われる。ビット線電圧クランプは、ソースおよびドレインがビット線
とＣＯＭ１ノード４８１との間に直列に配されるｎ形トランジスタ６１２によって実現さ
れる。ｎ形トランジスタ６１２のゲート上のアナログ電圧がビット線上のクランプ電圧を
決定する。検知動作の間、ビット線電圧が一定であるおかげで、ビット線上の変動電圧の
ために生じ得るビット線間の結合が解消される。
【００４８】
　ページのメモリセルが参照電流よりも高い導通電流を有すると判定されると、そのセル
に対する検知は終了され、ページの残りは引き続き検知を受けてもよいが、その間、その
セルは後の検知動作からロックアウトされる。これは、ビット線３６を接地にプルダウン
してそのセルの電流をオフにすることによって達成される。ビット線３６を選択的に接地
にプルするために、プルダウン回路５５０が設けられる。プルダウン回路５５０は、２つ
のｎ形トランジスタ５５２および４８６を基本的にビット線および接地間に直列に含む。
２つのｎ形トランジスタはそれぞれ信号ＧＲＳおよびＩＮＶによって制御される。信号Ｇ
ＲＳおよびＩＮＶがどちらも高（ＨＩＧＨ）である場合、プルダウン回路５５０はアクテ
ィベートされてノード４８１（ＣＯＭ１）を接地にプルする。信号ＢＬＳも高の場合は、
ビット線３６も接地にプルされる。このようにして、セルのソースおよびドレインが短絡
されるためにセル電流はオフにされる。
　信号ＧＲＳはプログラム中に用いられ、状態マシン１１２（図１１を参照）から制御さ
れ、ページコントローラ４１１からの制御およびタイミング信号の一部として供給される
。検知中、ＧＲＳは常に高であり、センス増幅器６００’が、セル電流が参照電流よりも
高いと検知すると、信号ＩＮＶもセンス増幅器６００’によって高にセットされる。
【００４９】
　センス増幅器６００’は、電圧クランプ６２０、プリチャージ回路６４０’、セル電流
弁別器６５０およびセンス増幅器ラッチ６６０を含む。検知は、セル電流弁別器６５０に
よってノード６３１における信号ＳＥＮを検出することによって行われる。ＳＥＮノード
６３１は、プリチャージ回路６４０’によって、信号ＨＬＬによって制御される分離トラ
ンジスタ６４２を経由してプリチャージされることができる。次に、ＳＥＮノード６３１
は、信号ＸＸＬによって制御される分離トランジスタ６３０を経由してＣＯＭ１ノード４
８１に結合されると、メモリセルにも結合されることができる。
　電圧クランプ６２０はプリチャージ回路とＣＯＭ１ノード４８１との間のトランジスタ
６２２によって実現される。トランジスタ６２２は、ビット線電圧クランプ６１０が適切
に機能するようにノード４８１における信号ＣＯＭ１を所定のレベルより高く保つための
信号ＢＬＸによって駆動される。
　プリチャージ回路６４０’により、検知モジュールの種々の動作の間、ＣＯＭ１ノード
４８１およびＳＥＮノード６３１を経由するビット線をＶｄｄへプルアップすることがで
きる。プリチャージ回路６４０’は、信号ＩＮＶによって有効にされるｐ形トランジスタ
６４４によって実現される。
　ＳＥＮノード６３１とＣＯＭ１ノード４８１との間に分離トランジスタ６３０があるた
め、その２つのノード上には異なる電圧が存在できる。ビット線３６が既定電圧までプリ
チャージされる必要があるときに、ビット線３６を、信号ＢＬＳ、ＢＬＣ、ＸＸＬ、ＨＬ
ＬおよびＩＮＶによってそれぞれ制御されるトランジスタ４８２、６１２、６３０、６４
２および６４４によって有効にされる経路を経由してプルアップすることができる。同様
に、ノード４８１におけるＣＯＭ１信号およびノード６３１におけるＳＥＮ信号を、信号
ＸＸＬ、ＨＬＬおよびＩＮＶによってそれぞれ制御して、実質的にＶｄｄまでプルアップ
することができる。
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【００５０】
　実施例によっては、Ｖｄｄは、低い値へ変換される前に外部電圧源Ｖｅｘｔから直接供
給される。これはプルアップされた電圧に１００ｍＶ余分のマージンを与えることができ
、特に、負のＶT の領域にあるメモリセルを検知する場合に有用である。
　セル電流弁別器６５０は、基本的には、メモリセルの導通電流を参照電流と比較する。
セル電流が参照電流よりも高ければ、センス増幅器は高状態の信号ＩＮＶを出力し、逆も
同様である。信号ＩＮＶは、セットされると、センス増幅器ラッチ６６０によってラッチ
される。
　検知の前に、選択されたメモリセルの電極への電圧は、１回またはそれを超えるプリチ
ャージ動作の間に、適当なワード線およびビット線を経由してセットされなければならな
い。
【００５１】
　例えば、図１２Ａに示されるように、ＮＡＮＤチェーン５０と交差するワード線ＷＬ１
に沿ったメモリセルのページが検知対象に選択されてもよい。プリチャージ動作は、非選
択のワード線ＷＬ０、ＷＬ２～ＷＬ３１が電圧Ｖｒｅａｄまで充電され、選択ワード線Ｗ
Ｌ１が、対象の任意のメモリ状態に対する所定のしきい値電圧ＶT（ｉ）まで充電される
ことから開始する。
　ビット線３６およびＣＯＭ１ノード４８１、ＳＥＮノード６３１は、プリチャージ回路
６４０’によって、それぞれ検知を行うのに適当な所定の電圧までプリチャージされる。
ＮＡＮＤチェーン５０にワード線電圧およびビット線電圧が印加されると、選択ワード線
がオンにされることになる。すると、メモリセル内にソース－ドレイン導通電流が流れる
ことになる。メモリセルのソースおよびドレイン間の公称電圧差が存在する場合、導通電
流は、選択メモリセル内にプログラムされている電荷および選択ワード線に印加されるＶ

T （ｉ）の関数である。
　ワード線およびビット線上の電圧が安定すれば、選択メモリセルの導通電流またはプロ
グラムされたしきい値電圧はセンス増幅器６００’によってＳＥＮノードにおいて検知を
受けることができる。
【００５２】
　セル電流弁別器６５０は、基本的には、セル電流がノード６３１においてコンデンサ６
５２上の信号ＳＥＮを放電させている速度を検出することによってセル電流を計測する。
従って、ＳＥＮが放電である速度が測定されると、導通電流の指標が得られることになる
。放電の前に、ＳＥＮはプリチャージ回路６４０’によってＶｄｄまでプリチャージされ
る。検知は、セル電流がコンデンサを放電させることをできるようになった時間（ＨＬＬ
低（ＬＯＷ）およびＸＸＬ高）から、セル電流が遮断される時間（ＸＸＬ低）までによっ
て与えられる所定の期間にわたり行われる。
【００５３】
　検知の間、ビット線内のメモリ記憶ユニットの導通電流はコンデンサ６５２を放電させ
ることになる。セルの導電性が高いほど放電は速い。その結果、ＳＥＮノード６３１内の
電圧はＶｄｄから導通電流に依存する速度で減少することになる。所定の放電期間の最後
で、分離トランジスタ６３０は、ＸＸＬが低になることによってオフにされる（期間は参
照電流に対応する）。これがセル電流のＳＥＮノード６３１への接続を断ち、それ以上の
放電を停止させることになる。信号ＳＥＮはある値まで降下することになるが、この値は
計測用ｐ形トランジスタ６５６をオフにするかもしれないし、しないかもしれない。
【００５４】
　検知期間の後、信号ＳＥＮ内の電圧はｐ形トランジスタのしきい値（Ｖｄｄ－｜ＶT ｜
）と比較される（ＶTPはｐ形トランジスタのしきい値電圧である）。ＳＥＮはｐ形トラン
ジスタ６５６のゲートに印加される。ｐ形トランジスタがオンにされれば、ＳＥＮはＶｄ
ｄ－｜ＶT ｜未満まで放電された、すなわち導通電流は参照電流よりも大きいということ
である。ｐ形トランジスタがオンにされなければ、導通電流は参照電流よりも小さいため
、ＳＥＮをＶｄｄ－｜ＶT ｜未満まで放電させることができないということである。
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【００５５】
　接続用トランジスタ６５４がゲート信号ＳＴＢによってオンにされると、ｐ形トランジ
スタ６５６のソース側はＶｄｄに接続される。ＳＥＮがｐ形トランジスタ６５６をオンに
するのに十分降下していなければ、トランジスタ６５６のドレイン側における信号ＩＮＶ
を出力するノード６５７は低のままにとどまることになる。一方、ＳＥＮがＶｄｄ－｜Ｖ

TP｜未満まで降下していれば、ｐ形トランジスタ６５６はオンにされることになり、ＩＮ
Ｖノード６５７はＶｄｄまでプルアップされてラッチされることになる。
【００５６】
　セル電流弁別器６５０は、セルの導通電流が既定境界電流値よりも高いか低いかを効果
的に判定する。既定境界電流値は所定放電時間に対応する。検知された電流が境界電流値
よりも高ければ、当該メモリセルはコントロールゲートにおける印加電圧ＶT （ｉ）より
も小さいしきい値を有している。従って、セル電流が参照境界レベルよりも低い場合は、
ＩＮＶの形の検知結果は低のままにとどまる。逆に、セル電流が参照レベルよりも高い場
合は、ＩＮＶは高になる。ＩＮＶ信号は、センス増幅器ラッチ６６０によってラッチされ
ると、ＣＭＯＳ論理レベルに変換される。
【００５７】
電圧昇圧回路
　図１２Ａおよび前述した説明により、ビット線電圧がビット線クランプ６１０によって
所定のＶBLにクランプされる場合、クランプが機能するためには、クランプ用ｎ形トラン
ジスタ６１２のドレイン側はソース側よりも少し（例えば、約０．２Ｖ）電圧が高くなけ
ればならないことがわかる。従って、ＣＯＭ１はＶBLよりも約０．２Ｖ高くなければなら
ず、これは電圧クランプ６２２によって保証される。これは、ＳＥＮの電圧レベルは最大
でもＣＯＭ１よりも高いＶT 以内までしか降下し得ないことをも意味する。従って、ノー
ド６３１におけるＳＥＮ信号の放電は、上限がＶｄｄで与えられ、下限が、ＣＯＭ１より
も少し（例えば、約ＶT ）高いＶLIMIT で与えられる制限されたダイナミックレンジでの
み動作できる。しかし、Ｖｄｄの電圧源である供給電圧がもっと低い場合、ＶLIMIT の存
在を既定とし、（Ｖｄｄ－｜ＶTP｜）＜ＶLIMIT であるならば、ｐ形トランジスタはオン
にならない。
　比較回路６５０’は、キャパシタ６５２の一方のプレートに線７０３を経由して昇圧電
圧ＶB を供給する電圧シフタ７００の形で電圧昇圧回路を設けることによって、低電圧動
作に適合されている。電圧シフタのタイミングはページコントローラ４９８によって線７
０２を経由して制御される。
【００５８】
　動作時、プリチャージ回路６４０’は検知ノードＳＥＮ６３１をＶｄｄまでプルする。
電圧シフタは、ノードＳＥＮが分離トランジスタ６３６によってＶｄｄから切り離された
後にアクティベートされる。基本的に、電圧シフタはＶB 信号レベルをΔＶ増加させるの
で、ノードＳＥＮ６３１におけるコンデンサのもう一方のプレート上の電圧は同じ量昇圧
されることになる。これは、適度な導通電流に対応する最終電圧がＶｄｄ－ＶLIMIT より
も高くなっても構わないように、ダイナミックレンジの上限をΔＶ効果的に増加させる。
放電期間の最後に、検知ノードＳＥＮ６３１は分離トランジスタ６３４を通じてノードＳ
ＥＮ２から切り離され、これによりＶLIMIT の制限を取り除く。すると、ＳＥＮ６３１上
の電圧は同じΔＶ低下して、参照電圧（Ｖｄｄ－｜ＶTP｜）と比較される前の初期昇圧を
相殺する。これにより、ＶLIMIT より低いレベルでも電圧比較を行うことができる。
【００５９】
ロックアウト検知モジュールから他の検知モジュールへのノイズ
　電圧昇圧回路７００は検知期間の間、ＶB を漸増させるが、そのために検知モジュール
４８０’内のノイズ源になってしまう可能性がある。ノイズはコンデンサ６５２を経由し
てＳＥＮノード６３１およびさらにその先へ伝播することができる。検知動作中に検知モ
ジュールがアクティブになっているときはノイズの影響は大きくない。なぜならば、セル
は電流シンクの役割を果たし、センス増幅器内のビット線電圧クランプ６１０および電圧
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クランプ６２０はどちらもノイズを軽減する動作をしているからである。
【００６０】
　前述したように、検知モジュールは、高電流のセルを検出して信号ＩＮＶを高にラッチ
した後、ロックアウトモードに入る。これにより、セル電流は、セルのビット線がプルダ
ウン回路５５０によって接地にプルダウンされた後、シャットダウンされる。そのロック
アウト検知モジュールはもはや検知に加わらず非アクティブになる。一方、他の検知モジ
ュールはアクティブのままページ内の未ロックアウトのメモリセルの検知を続ける。しか
し、ロックアウト検知モジュールは、非アクティブモードであっても、依然としてアクテ
ィブである他の検知モジュールに対する大きなノイズ源となる。
【００６１】
　図１２Ｂは、ロックアウトモードに入っている図１２Ａに示される検知モジュールのノ
イズ経路を示している。ロックアウトモードは、センス増幅器６００’が参照電流よりも
高いセル電流を検出して信号ＩＮＶを高にセットするときである。ＩＮＶが高になるのに
応じて、検知モジュール４８０’はビット線を接地にプルダウンし、同時にプリチャージ
回路６４０’を経由したＶｄｄへのアクセスは遮断される。これは、電圧クランプ６２０
がもはや機能を果たすことができないこと、従ってビット線電圧クランプ６１０ももはや
機能を果たすことができないことを意味する。メモリセルのページが並列に検知されてい
るときに、ＸＸＬならびにＢＬＳおよびＶB 等の制御信号は、ロックアウトモードに入っ
ている検知モジュールを含む、全ての検知モジュールに一様に印加される。従って、ＩＮ
Ｖが高になっている検知モジュール４８０’において、電圧昇圧回路７００によって生じ
るノイズは経路７１１に沿ってビット線３６に伝播することができる。ページ内の各メモ
リセルのソースが、信号ＣＬＳＲＣを有するページソース線に結合され、さらにページソ
ース線が接地に結合される場合、ノイズは接地ループを経由して伝播しＣＬＳＲＣに影響
を及ぼすこともできる。
【００６２】
　図１３は、ロックアウトモードに入っている図１２Ｂに示される既存の検知モジュール
のための制御信号のタイミングを示している。ロックアウトモードにおいて、検知モジュ
ール４８０’は、電圧昇圧回路７００からのノイズがページソース線にもビット線にも達
するのを許してしまう。図１３および図１２Ｂの両方を参照すると、全検知モジュールの
検知期間は、ＨＬＬ（図１３（ａ））がプリチャージ回路６４０’をＳＥＮノード６３１
から遮断することから開始し、ＸＸＬ（図１３（ｂ））がセル電流を遮断してＳＥＮノー
ドをそれ以上放電させないようにすることで終了する。検知期間の間、検知ノードは電圧
昇圧回路から供給されるＶB によって昇圧される。ロックアウトモードになっている検知
モジュールにおいて、ＳＥＮノード６３１は、プルダウン回路５５０を経由してＣＬＳＲ
Ｃページソース線３４にも結合されているビット線３６に結合される。セル電流がオフに
されると、検知期間開始時におけるＶB の電圧レベルの急激なシフト（図１３（ｃ））の
ために、ＳＥＮノードでリップルが生じる（図１３（ｄ））。このリップルがノイズとし
てノイズ経路７１１に沿って伝播し、結合されたビット線（図１３（ｅ））およびＣＬＳ
ＲＣページソース線（図１３（ｆ））に達する。
【００６３】
ビット線に対するノイズの影響
　検知モジュール４８０’は、時間変動電流が１つのビット線から別のビット線へ結合す
るのを回避するために、一定のビット線電圧で検知するように設計されたものである。セ
ル電流とは無関係の電流はいずれもただのノイズとなり、セル電流の検知におけるエラー
の一因となる。前述したように、ロックアウト検知モジュールは、時間変動電流であるノ
イズをロックアウトビット線内へ放出することができる。たとえロックアウトメモリセル
がもはや検知されていなくても、ロックアウトビット線内の変動電流は、セルが依然とし
て検知を受けているかもしれない近隣のビット線に結合され得る。この種の結合ノイズは
、ロックアウトセルの近くの検知されているセルに大きな影響を与え、検知におけるエラ
ーの原因となる。
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【００６４】
ページソース線に対するノイズの影響
　もう一つの問題は、メモリセルのソース側電圧における不確実性によってもたらされる
エラーと関係する。例えば、ソース側エラーの１つの症状は、ソース線とチップの接地パ
ッドとの間の有限抵抗が原因である。メモリセルの検知の１つの潜在的問題は、有限抵抗
間のソース負荷によって生じるソース線バイアスである。多数のメモリセルが並列に検知
されると、それらの合成電流は、有限抵抗を有する接地ループ内に大きな電圧降下を生じ
させ得る。これが、しきい値電圧検知を用いた読み出し動作におけるエラーの原因となる
ソース線バイアスを生じさせる。
【００６５】
　図１４は、有限接地抵抗を有するソース線内の電流フローのために生じるソース電圧エ
ラーの問題を示している。読み出し／書き込み回路２７０Ａおよび２７０Ｂはメモリセル
のページ上で同時に動作する。読み出し／書き込み回路内の各検知モジュール４８０は、
ビット線３６を経由して、対応するセルに結合される。例えば、検知モジュール４８０は
メモリセル１０の導通電流ｉ1 （ソース－ドレイン電流）を検知する。導通電流は検知モ
ジュールからビット線３６を通じてメモリセル１０のドレインに流入し、ソース１４から
流出した末、ソース線３４を通じて接地へ流れる。集積回路チップでは、メモリアレイ内
のセルのソースは全て、メモリチップのいくつかの外部接地パッド（例えば、Ｖｓｓパッ
ド）に接続されるソース線３４の多重ブランチとして互いに結ばれている。ソース線の抵
抗を低減するために金属ストラップが用いられる場合でも、メモリセルのソース電極と接
地パッドとの間の有限抵抗、Ｒが残る。通常、接地ループ抵抗Ｒは５０オーム前後である
。
【００６６】
　並列に検知されているメモリのページ全体において、ソース線３４を流れる総電流は全
導通電流の合計、すなわちｉTOT ＝ｉ1 ＋ｉ2 ＋・・・＋ｉp である。一般的に、各メモ
リセルは、その電荷蓄積要素内にプログラムされた電荷の量に依存する導通電流を有する
。メモリセルの既定のコントロールゲート電圧において、小さい電荷が比較的高めの導通
電流を生むことになる（図３を参照）。メモリセルのソース電極と接地パッドとの間に有
限抵抗が存在する場合、抵抗における電圧降下はＶdrop＝ｉTOT Ｒで与えられる。
【００６７】
　例えば、２４，０００本のビット線がそれぞれ０．２５μＡの電流をもって同時に放電
すれば、ソース線電圧降下は２４，０００線×０．２５μＡ／線×５０オーム、約０．３
Ｖに等しくなる。その主たる影響が、ソース電圧における０．３Ｖの上昇がしきい値電圧
における０．４５Ｖの上昇を生じさせるというものだとすれば、このソース線バイアスは
、メモリセルのしきい値電圧が検知される際、０．４５ボルトの検知エラーに寄与するこ
とになる。
【００６８】
　図１５は、ソース線電圧降下によって引き起こされるメモリセルのしきい値電圧レベル
のエラーを示している。メモリセル１０のコントロールゲート３０に供給されるしきい値
電圧ＶT はＧＮＤに対するものである。しかし、メモリセルにより見られる実効的なＶT 
はそのコントロールゲート３０とソース１４との間の電圧差である。供給されるＶT と実
効的なＶT との間には約１．５×Ｖdropの差がある（ソース１４からソース線への電圧降
下の小さな寄与は無視している）。このＶdropすなわちソース線バイアスが、メモリセル
のしきい値電圧が検知される際、例えば０．４５ボルトの検知エラーに寄与することにな
る。このバイアスはデータに依存する、すなわち、ページのメモリセルのメモリ状態に依
存するので、容易に除去することはできない。
【００６９】
　米国特許第７，１７３，８５４号（特許文献１８）には、接地ループのために生じるソ
ースバイアスエラーの問題を緩和するために、ページ内の各メモリセルのソースの近くの
ワード線電圧を参照する方法が開示されている。
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　その全体が本願明細書において参照により援用されている、２００７年６月２９日に出
願されたNguyenらによる「METHOD FOR SENSING NEGATIVE THRESHOLD VOLTAGES IN NON-VO
LATILE STORAGE USING CURRENT SENSING」という米国特許出願第１１／７７１，９８２号
（特許文献１９）には、ページに沿った各メモリセルのソースを所定のページソース電圧
に調節するメモリ素子および方法が開示されている。
【００７０】
　図１５は、ロックアウト検知モジュールのために生じるノイズが、検知を受けている個
々の検知モジュールのページソース線およびビット線の両方にもたらされることも概略的
に示している。ノイズには通常、ページソース線に調節器を備えても、調節器が追随でき
ないほど急速な変動がある。前述した開示より、ページソース線３４における信号ＣＬＳ
ＲＣにノイズがもたらされると、そのページソース線に結合されたどのメモリセルの検知
中にもエラーを生じさせることになることが明らかになっている。
【００７１】
改良形検知モジュールアレイ
　低い供給電圧で動作可能な検知モジュールの好ましい実施例では、電圧昇圧回路を用い
て、検知される放電電圧のダイナミックレンジを増大させる。検知モジュールが参照電流
よりも高い導通電流を有するセルを特定したならば、そのセルはその後の検知からロック
アウトされ、ロックアウトセルをオフにするために関連ビット線はページのソース線に短
絡される。このロックアウトモードでは、電圧昇圧回路によって生成されるステップアッ
プ電圧がノイズ源となり、セルのビット線に伝播しやすく、ページのソース線にも伝播し
やすい。その結果、動作中の他の検知モジュールに干渉してしまう。このノイズ源は、検
知モジュールがロックアウトモードに入ったらすぐに、ビット線およびソース線に達しな
いように分離される。ノイズ源と、ビット線およびソース線を電圧昇圧回路に結合する中
間回路との間に分離回路が配置される。
【００７２】
　一般的な実施形態では、分離回路として転送ゲートが用いられる。転送ゲートは、参照
電流よりも高い導通電流を有すると特定されたメモリセルから生じる、ロックアウトモー
ドを示すラッチ信号によってオフにされ、ページのその後の検知動作からロックアウトさ
れている。転送ゲートをオフにすることにより、メモリセルのビット線およびページのソ
ース線へのノイズ経路が断たれる。
　好ましい実施形態では、転送ゲートは、中間回路と、放電電圧が検知され昇圧電圧が印
加されるノードとの間に配置される。
【００７３】
　図１６は、好ましい実施形態による、ロックアウト検知モジュールからのノイズ分離の
改良形を備える検知モジュールスタックを示している。検知モジュールスタックは、共通
ＳＡバス４２２を共有する検知モジュール４８０－１～４８０－ｋから成る。動作時、メ
モリセルのページは並列に検知される。図１１に示されるように、ｐ本のビット線を経由
してｐ個のメモリセルのページに接続するｐ個の検知モジュールがある。従って、図１６
に示される検知モジュールスタックは、ページの検知モジュールのセット全体を形成する
ｐ／ｋ個のスタックの１つを表すものである。メモリセルのページは、各メモリセルのソ
ースを、電圧ＣＬＳＲＣを有するページソース線３４（図１４および図１５を参照）に結
合されている。
【００７４】
　各検知モジュール４８０は、図１２Ａおよび図１２Ｂに示される既存の検知モジュール
４８０’と同様である。１つの相違点は、メモリセルの検知結果によってセットされる信
号ＩＮＶによって制御される転送ゲート７５０を組み込んでいることである。好ましい実
施例では、転送ゲート７５０はｐ形トランジスタ７５２およびｎ形トランジスタ７５４を
備える。転送ゲートの第１のノードがｐ形トランジスタ７５２のソースをｎ形トランジス
タ７５４のドレインに結合させる。転送ゲートの第２のノードがｐ形トランジスタのドレ
インをｎ形トランジスタ７５４のソースに結合させる。２つのノードはＣＯＭ１ノード４
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８１およびノード４８２に接続されている。ノード４８２は信号ＣＯＭ２を伝達し、転送
ゲート７５０とビット線電圧クランプ６１０との間に位置する。ｐ形トランジスタ７５２
は信号ＩＮＶによってゲート制御され、ｎ形トランジスタ７５４は、ＩＮＶの反転である
ＩＮＶ＊によってゲート制御される。
【００７５】
　センス増幅器６００によってセル電流が参照電流よりも高いと判定されると、ＩＮＶは
高にセットされてラッチされる。ビット線はページソース線３４におけるＣＬＳＲＣにプ
ルされる（図１４および図１５を参照）。ソースおよびドレインが実質的に同電位になる
ことで、セル電流はオフにされ、検知モジュールはロックアウトモードに入って、他の検
知モジュールがそれぞれのメモリセルの検知を引き続き行う間、非アクティブになる。ロ
ックアウトモードでは、ＩＮＶが高になると転送ゲート７５０をオフにすることになる。
従って、ＶB における電圧のシフトのために生じるノイズはＳＥＮノード６３１およびＣ
ＯＭ１ノード４８１までは伝播できるものの、検知モジュールがロックアウトモードにな
っているときは必ず、結局は転送ゲートによって遮断されることになる。このようにして
、いずれのロックアウト検知モジュールからのノイズも、依然として検知を行っている検
知モジュールに干渉することができなくなる。
【００７６】
　図１６に示される転送ゲートに関する好ましい実施形態のもう一つの特徴は、ビット線
と最終的にはＶｄｄとの間の経路内の転送ゲート７５０内にｐ形トランジスタ７５２を備
える構成とすることによって、ｐ形トランジスタは、図１２Ａに示される前述したプリチ
ャージ回路６４０’内の前述したｐ形トランジスタ６４４のプルアップ機能を果たすこと
である。従って、図１６において、改良形検知モジュール４８０内のプリチャージ回路６
４０はもはやプルアップ用のｐ形トランジスタを必要としない。プリチャージ回路６４０
は単なるＶｄｄへの接続部である。Ｖｄｄまでプルアップを行うプリチャージ動作の間、
転送ゲートはオンにされる。
【００７７】
　図１７は、ロックアウトモードに入っている図１６に示される改良形検知モジュールの
ための制御信号のタイミングを示している。ロックアウトモードにおいて、検知モジュー
ル４８０の転送ゲート７５０は、電圧昇圧回路からのノイズがページソース線にもビット
線にも達するのを阻止する。図１７および図１６の両方を参照すると、全検知モジュール
の検知期間は、ＨＬＬ（図１７（ａ））がプリチャージ回路６４０’をＳＥＮノード６３
１から遮断することから開始し、ＸＸＬ（図１７（ｂ））がセル電流を遮断してＳＥＮノ
ードをそれ以上放電させないようにすることで終了する。検知期間の間、検知ノードは電
圧昇圧回路から供給されるＶB によって昇圧される。ロックアウトモードになっている検
知モジュールにおいて、ＳＥＮノード６３１は、介在する転送ゲート７５０を除いて、プ
ルダウン回路５５０を経由してＣＬＳＲＣページソース線３４にも結合されるビット線３
６に結合される。セル電流がオフにされると、検知期間開始時におけるＶB の電圧レベル
の急激なシフト（図１７（ｃ））のために、ＳＥＮノードでリップルが生じる（図１７（
ｄ））。このリップルがノイズとして伝播するが、オフにされている転送ゲート７５０に
よって、結合されたビット線（図１７（ｅ））およびＣＬＳＲＣページソース線（図１７
（ｆ））に達することを阻まれる。図１３（ｅ）および図１３（ｆ）に示される対応する
ものと比較すると、ロックアウト改良形検知モジュールのビット線内にもページ全体のペ
ージソース線内にもノイズはない。
　別の好ましい実施形態では、転送ゲートは、電圧昇圧回路と、放電電圧が検知されてい
るノードとの間に配置される。
【００７８】
　図１８は、別の好ましい実施形態による、ロックアウト検知モジュールからのノイズ分
離の改良形を備える検知モジュールスタックを示している。別の実施形態における検知モ
ジュール４８０”は、転送ゲート７５０が類似の転送ゲート７６０に置き換えられて電圧
昇圧回路７００とＳＥＮノード６３１との間に移されている点を除いて、図１６に示され
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る好ましい実施形態の検知モジュール４８０と同様である。転送ゲート７６０は、ＶB が
経路７０３を経由してコンデンサ６５２に達する前にＶB をゲート制御する位置にある。
【００７９】
　図１９は、ロックアウト検知モジュールからのノイズを分離して、ページの検知中で依
然としてアクティブである他の検知モジュールにノイズが干渉しないようにする方法を示
すフロー図である。
　ステップ８１０：不揮発性メモリセルの導通電流をそのグループを並列に検知する間に
検知するために、メモリセルが中間回路を経由してアクセス可能なノードを設ける。
　ステップ８２０：ノードを初期電圧までプリチャージする。
　ステップ８３０：ノードに結合される電圧昇圧回路を設ける。
　ステップ８３２：ノード上の初期電圧を所定量昇圧する。
　ステップ８４０：ノードにおける電圧放電の速度によって導通電流を計測する。
　ステップ８５０：導通電流が所定値よりも高いと判定されるとすぐに、少なくともメモ
リセルのグループに対する検知が完了するまで電圧昇圧回路をメモリセルの中間回路から
分離する。
【００８０】
　本願明細書において参照されている特許、特許出願、記事、書籍、仕様書、その他の出
版物、文書および事物は全て、その全体があらゆる目的のために本願明細書において参照
により援用されている。援用されている出版物、文書または事物と本願明細書の本文との
間に用語の定義または用法における矛盾または不一致がある場合は、本願明細書の用語の
定義または用法を優先させるものとする。
　本発明の種々の態様は特定の実施形態に関連して説明されているが、本発明は添付の特
許請求の範囲の全ての範囲内で保護を受ける権利があることが理解される。

【図１】 【図２】

【図３】



(24) JP 5260679 B2 2013.8.14

【図４】 【図５Ａ】
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【図１２Ａ】 【図１２Ｂ】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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