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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　行列状に配置される複数のメモリセルと、
前記複数のメモリセルの行または列に対応して設けられる複数のデータ書込線と、
第１の電源電位の電圧および前記第１の電源電位よりも低い第２の電源電位の電圧を受け
、各々が対応するデータ書込線の一端に接続される複数の電流ドライバと、
前記第１の電源電位よりも低く前記第２の電源電位よりも高い第３の電源電位の電圧を受
け、前記複数のデータ書込線の各々の他端に接続される共通線とを備え、
前記複数の電流ドライバの各々は、
書込データが第１の論理レベルのとき、前記第１の電源電位と前記共通線に印加された前
記第３の電源電位との電位差に基づいて、当該電流ドライバから前記共通線へ向かう方向
に前記対応するデータ書込線にデータ書込電流を流す第１のトランジスタと、
前記書込データが前記第１の論理レベルに相補な第２の論理レベルのとき、前記共通線に
印加された前記第３の電源電位と前記第２の電源電位との電位差に基づいて、前記共通線
から当該電流ドライバへ向かう方向に前記対応するデータ書込線に前記データ書込電流を
流す第２のトランジスタとを含む、半導体記憶装置。
【請求項２】
　前記第１から第３の電源電位の電圧は、外部から供給される、請求項１に記載の半導体
記憶装置。
【請求項３】
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　前記第１から第３の電源電位の電圧は、それぞれＩ／Ｏ用電源電圧、接地電圧、および
論理回路用電源電圧である、請求項２に記載の半導体記憶装置。
【請求項４】
　前記第１および第２の電源電位の電圧を外部から受け、前記第１の電源電位の電圧を降
圧して前記第３の電源電位の電圧を発生する内部降圧回路をさらに備える、請求項１に記
載の半導体記憶装置。
【請求項５】
　前記複数の電流ドライバの各々は、前記対応するデータ書込線において、隣接するデー
タ書込線に接続される電流ドライバと反対側の端部に接続される、請求項１から請求項４
のいずれか１項に記載の半導体記憶装置。
【請求項６】
　前記複数の電流ドライバの各々は、隣接するデータ書込線に前記データ書込電流が流さ
れるとき、前記データ書込電流と反対方向の所定の電流を前記対応するデータ書込線に流
す、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の半導体記憶装置。
【請求項７】
　前記複数の電流ドライバの各々は、
前記第１の電源電位と前記共通線に印加された前記第３の電源電位との電位差に基づいて
、当該電流ドライバから前記共通線へ向かう方向に前記対応するデータ書込線に前記所定
の電流を流す第３のトランジスタと、
前記共通線に印加された前記第３の電源電位と前記第２の電源電位との電位差に基づいて
、前記共通線から当該電流ドライバへ向かう方向に前記対応するデータ書込線に前記所定
の電流を流す第４のトランジスタとをさらに含む、請求項６に記載の半導体記憶装置。
【請求項８】
　行列状に配置される複数のメモリセルと、
前記複数のメモリセルの行または列に対応して設けられる複数のデータ書込線と、
第１の電源電位の電圧および前記第１の電源電位よりも低い第２の電源電位の電圧を受け
、各々が対応するデータ書込線の一端に接続される複数の電流ドライバと、
前記複数のデータ書込線の各々の他端に接続される共通線と、
前記第１および第２の電源電位の電圧を受け、前記第１および第２の電源電位によってそ
れぞれ示される第１の論理レベルおよび前記第１の論理レベルに相補な第２の論理レベル
からなる信号を前記共通線へ出力する信号出力回路とを備え、
前記複数の電流ドライバの各々は、
書込データが第１の値である場合に前記信号が前記第２の論理レベルの時、当該電流ドラ
イバが受ける前記第１の電源電位と前記共通線における前記第２の電源電位との電位差に
基づいて、当該電流ドライバから前記共通線へ向かう方向に前記対応するデータ書込線に
データ書込電流を流す第１のトランジスタと、
前記書込データが前記第１の値に相補な第２の値である場合に前記信号が前記第１の論理
レベルの時、前記共通線における前記第１の電源電位と当該電流ドライバが受ける前記第
２の電源電位との電位差に基づいて、前記共通線から当該電流ドライバへ向かう方向に前
記対応するデータ書込線に前記データ書込電流を流す第２のトランジスタとを含む、半導
体記憶装置。
【請求項９】
　前記信号出力回路は、前記第１および第２のトランジスタのいずれかがオンしていると
き、第１の期間において前記信号を前記第１の論理レベルとし、前記第１の期間以外の第
２の期間において前記信号を前記第２の論理レベルとする、請求項８に記載の半導体記憶
装置。
【請求項１０】
　前記共通線は、第１および第２の信号線を含み、
前記複数のデータ書込線は、前記第１および第２の信号線と交互に接続され、前記信号出
力回路は、前記第１および第２のトランジスタのいずれかがオンしているとき、前記信号
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および前記信号に相補なもう１つの信号をそれぞれ前記第１および第２の信号線へ出力し
、
前記複数の電流ドライバの各々は、隣接するデータ書込線に前記データ書込電流が流され
るとき、前記データ書込電流と反対方向の所定の電流を前記対応するデータ書込線に流す
、請求項８または請求項９に記載の半導体記憶装置。
【請求項１１】
　前記複数の電流ドライバの各々は、前記対応するデータ書込線において、隣接するデー
タ書込線に接続される電流ドライバと反対側の端部に接続され、
前記共通線は、前記複数のデータ書込線の両側にそれぞれ設けられる第１および第２の信
号線を含み、
前記複数のデータ書込線は、前記第１および第２の信号線と交互に接続され、前記信号出
力回路は、前記第１および第２のトランジスタのいずれかがオンしているとき、前記信号
および前記信号と同相のもう１つの信号をそれぞれ前記第１および第２の信号線へ出力し
、
前記複数の電流ドライバの各々は、隣接するデータ書込線に前記データ書込電流が流され
るとき、前記データ書込電流と反対方向の所定の電流を前記対応するデータ書込線に流す
、請求項８または請求項９に記載の半導体記憶装置。
【請求項１２】
　前記複数の電流ドライバの各々は、
当該電流ドライバが受ける前記第１の電源電位と前記対応するデータ書込線が接続される
前記第１または第２の信号線における前記第２の電源電位との電位差に基づいて、当該電
流ドライバから前記対応するデータ書込線が接続される前記第１または第２の信号線へ向
かう方向に前記対応するデータ書込線に前記所定の電流を流す第３のトランジスタと、
前記対応するデータ書込線が接続される前記第１または第２の信号線における前記第１の
電源電位と当該電流ドライバが受ける前記第２の電源電位との電位差に基づいて、前記対
応するデータ書込線が接続される前記第１または第２の信号線から当該電流ドライバへ向
かう方向に前記対応するデータ書込線に前記所定の電流を流す第４のトランジスタとをさ
らに含む、請求項１０または請求項１１に記載の半導体記憶装置。
【請求項１３】
　前記複数のメモリセルは、複数のブロックに分割され、
前記共通線は、隣接するブロックによって共用される、請求項１から請求項４、請求項８
および請求項９のいずれか１項に記載の半導体記憶装置。
【請求項１４】
　前記複数のメモリセルの各々は、記憶データに応じた方向に磁化される磁性体層を有し
、データ書込時、当該メモリセルが接続されるデータ書込線に流される電流の方向に応じ
て決定される前記磁性体層の磁化方向によって書込データを記憶する、請求項１から請求
項１３のいずれか１項に記載の半導体記憶装置。
【請求項１５】
　前記複数のメモリセルの列に対応して設けられ、読出データが読出される複数の読出ビ
ット線をさらに備え、
前記複数のデータ書込線は、前記複数のメモリセルの列に対応して設けられ、かつ、前記
磁性体層を磁化する磁界を発生させる前記データ書込電流が流される複数の書込ビット線
である、請求項１４に記載の半導体記憶装置。
【請求項１６】
　前記複数のデータ書込線に対応して設けられ、各々が対応するデータ書込線と前記共通
線との間に設けられる複数の列選択ゲートをさらに備え、
前記複数のデータ書込線は、前記複数のメモリセルの列に対応して設けられ、かつ、前記
磁性体層を磁化する磁界を発生させる前記データ書込電流が流される複数のビット線であ
り、
前記複数の列選択ゲートの各々は、データ読出時、前記対応するビット線を前記共通線か
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ら電気的に切離す、請求項１４に記載の半導体記憶装置。
【請求項１７】
　前記複数のメモリセルの列に対応して設けられ、データ書込時、所定の方向に所定の電
流が流される複数の書込ビット線と、
前記複数のメモリセルの列に対応して設けられ、データ読出時、読出データが読出される
複数の読出ビット線とをさらに備え、
前記複数のデータ書込線は、前記複数のメモリセルの行に対応して設けられ、かつ、前記
磁性体層を磁化する磁界を発生させる前記データ書込電流が流される複数の書込ディジッ
ト線である、請求項１４に記載の半導体記憶装置。
【請求項１８】
　前記複数のメモリセルの列に対応して設けられ、データ書込時、所定の方向に所定の電
流が流され、データ読出時、読出データが読出される複数のビット線と、
前記複数のビット線に対応して設けられ、各々が対応するビット線と前記データが読出さ
れるデータバスとの間に設けられる複数の列選択ゲートとをさらに備え、
前記複数のデータ書込線は、前記複数のメモリセルの行に対応して設けられ、かつ、前記
磁性体層を磁化する磁界を発生させる前記データ書込電流が流される複数の書込ディジッ
ト線であり、
前記複数の列選択ゲートの各々は、データ書込時、前記対応するビット線を前記データバ
スから電気的に切離し、データ読出時、前記対応するビット線を前記データバスと電気的
に接続する、請求項１４に記載の半導体記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、半導体記憶装置に関し、特に、メモリセルにデータを書込むためにデータ書
込線に双方向に電流を流す電流ドライバを備える半導体記憶装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
低消費電力で不揮発性の記憶装置として、ＭＲＡＭ（Magnetic Random Access Memory）
が注目されている。ＭＲＡＭは、半導体集積回路に形成された複数の薄膜磁性体を用いて
不揮発的なデータ記憶を行ない、薄膜磁性体の各々に対してランダムアクセスが可能な記
憶装置である。
【０００３】
特に、近年では、磁気トンネル接合（ＭＴＪ：Magnetic Tunnel Junction）を利用した薄
膜磁性体をメモリセルとして用いることによって、ＭＲＡＭの性能が飛躍的に進歩するこ
とが発表されている。磁気トンネル接合を有するメモリセルを備えたＭＲＡＭについては
、下記の非特許文献１～非特許文献３等に開示されている。
【０００４】
磁気トンネル接合を有するメモリセル（以下、単に「ＭＴＪメモリセル」とも称する。）
を備えたＭＲＡＭにおいては、データ書込時、所定の電源電圧が供給されて動作する電流
ドライバによって、選択されたビット線においては書込データに応じた方向に電流が流さ
れ、非選択のビット線はフローティング状態とされる。そして、選択ビット線において所
定量の電流が流れることによって、データ書込対象のメモリセル（以下、「選択メモリセ
ル」とも称する。）において自由磁化層と呼ばれる強磁性層の磁化方向が変化する。そし
て、この内部状態の変化により抵抗が変化することを利用してメモリセルにデータが不揮
発的に記憶される。
【０００５】
ＭＲＡＭにおいてデータの書込みを行なうには、上記のように、ビット線に双方向に電流
を流す必要がある。そこで、従来のＭＲＡＭにおいては、給電用のＰチャネルＭＯＳトラ
ンジスタと放電用のＮチャネルＭＯＳトランジスタとからなる電流ドライバが各ビット線
の両側に配置され、書込データに応じて一方の電流ドライバから他方の電流ドライバへ電
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流を流すことによって、メモリセルへのデータの書込みが行なわれている。
【０００６】
ここで、ＰチャネルＭＯＳトランジスタとＮチャネルＭＯＳトランジスタとにおいて同じ
電流駆動力を得るためには、ＰチャネルＭＯＳトランジスタは、ＮチャネルＭＯＳトラン
ジスタに比べて一般に大型化するところ、特開２００２－９３１４４号公報には、Ｎチャ
ネルＭＯＳトランジスタとこれに直列接続される電流電源とによって構成される小面積の
電流ドライバが開示されている（特許文献１参照）。
【０００７】
【特許文献１】
特開２００２－９３１４４号公報
【０００８】
【非特許文献１】
ロイ・ショイアーライン（Roy Scheuerline）他６名、“各セルにＦＥＴスイッチおよび
磁気トンネル接合を用いた１０ｎｓ読出・書込の不揮発メモリアレイ（A 10ns Read and 
Write Non-Volatile Memory Array Using a Magnetic Tunnel Junction and FET Switch 
in each Cell）”，（米国），２０００年米国電気電子学会国際固体回路会議・技術論文
集ＴＡ７．２（2000 IEEE ISSCC Digest of Technical Papers, TA7.2），ｐ．１２８－
１２９
【０００９】
【非特許文献２】
ダーラム（M.Durlam）他５名、“磁気トンネル接合素子に基づいた不揮発ランダムアクセ
スメモリ（Nonvolatile RAM based on Magnetic Tunnel Junction Elements）”，（米国
），２０００年米国電気電子学会国際固体回路会議・技術論文集ＴＡ７．３（2000 IEEE 
ISSCC Digest of Technical Papers, TA7.3），ｐ．１３０－１３１
【００１０】
【非特許文献３】
ナジ（Peter K. Naji）他４名、“２５６ｋｂ、３．０ボルトおよび１トランジスタ１磁
気トンネル接合型の不揮発性磁気抵抗性ランダムアクセスメモリ（A 256kb 3.0V 1T1MTJ 
Nonvolatile Magnetoresistive RAM）”，（米国），２００１年米国電気電子学会国際固
体回路会議・技術論文集ＴＡ７．６（2001 IEEE ISSCC Digest of Technical Papers, TA
7.6），ｐ．１２２－１２３
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
近年、電子機器の携帯化などを背景に、半導体記憶装置に対する小型化のニーズがますま
す高まってきている。ＭＲＡＭのように、ビット線に双方向に電流を流すことによってメ
モリセルにデータを書込む半導体記憶装置においては、一般に、ビット線ごとに、かつ、
その両側に電流ドライバが配置されているため、電流ドライバの占有面積が大きい。そこ
で、ＭＲＡＭに代表されるこのような半導体記憶装置においては、特に、電流ドライバの
面積削減が従来より課題とされている。
【００１２】
また、近年の省エネルギー化を背景に、半導体記憶装置においては、小型化に加え、低消
費電力化も大きな課題である。消費電力は電源電圧の２乗に比例するため、低消費電力化
に対しては、電源電圧の低電圧化が有効である。
【００１３】
上述した従来のＭＲＡＭでは、ビット線の一端の電流ドライバに接続される高電位側の電
源からビット線の他端の電流ドライバに接続される低電位側の電源までの電流経路にＭＯ
Ｓトランジスタが２つ直列に介在する。すなわち、一方の電流ドライバに接続される高電
位側の電源からＰチャネルＭＯＳトランジスタを介してビット線へデータ書込電流が流れ
、そのデータ書込電流は、他端に接続される電流ドライバのＮチャネルＭＯＳトランジス
タを介して低電位側の電源へ流れる。
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【００１４】
このため、従来のＭＲＡＭにおいては、これら２つのＭＯＳトランジスタのオン抵抗によ
って電流経路全体としての抵抗が大きくなり、ビット線に所定のデータ書込電流を流すに
は電源電圧をある程度高くする必要がある。したがって、このような電流ドライバの構成
を有する従来のＭＲＡＭでは、電源電圧の低電圧化に限界があり、その結果、さらなる低
消費電力化を図ることが困難な状況にあった。
【００１５】
また、特開２００２－９３１４４号公報に記載されたＭＲＡＭの電流ドライバは、小面積
を実現し、装置の小型化に寄与するものであるが、電流経路には、やはり２つのＭＯＳト
ランジスタ（ＮチャネルＭＯＳトランジスタ）が直列に介在する。したがって、この電流
ドライバによっても、上述の問題点を解決することはできない。
【００１６】
そこで、この発明は、かかる課題を解決するためになされたものであり、その目的は、電
流ドライバの占有面積を削減して装置の小型化を実現する半導体記憶装置を提供すること
である。
【００１７】
また、この発明の別の目的は、電流ドライバに供給される電源電圧を低電圧化して装置の
低消費電力化を実現する半導体記憶装置を提供することである。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
この発明によれば、半導体記憶装置は、行列状に配置される複数のメモリセルと、複数の
メモリセルの行または列に対応して設けられる複数のデータ書込線と、第１の電源電位の
電圧および第１の電源電位よりも低い第２の電源電位の電圧を受け、各々が対応するデー
タ書込線の一端に接続される複数の電流ドライバと、第１の電源電位よりも低く第２の電
源電位よりも高い第３の電源電位の電圧を受け、複数のデータ書込線の各々の他端に接続
される共通線とを備え、複数の電流ドライバの各々は、書込データが第１の論理レベルの
とき、第１の電源電位と共通線に印加された第３の電源電位との電位差に基づいて、当該
電流ドライバから共通線へ向かう方向に対応するデータ書込線にデータ書込電流を流す第
１のトランジスタと、書込データが第１の論理レベルに相補な第２の論理レベルのとき、
共通線に印加された第３の電源電位と第２の電源電位との電位差に基づいて、共通線から
当該電流ドライバへ向かう方向に対応するデータ書込線にデータ書込電流を流す第２のト
ランジスタとを含む。
【００１９】
また、この発明によれば、半導体記憶装置は、行列状に配置される複数のメモリセルと、
複数のメモリセルの行または列に対応して設けられる複数のデータ書込線と、第１の電源
電位の電圧および第１の電源電位よりも低い第２の電源電位の電圧を受け、各々が対応す
るデータ書込線の一端に接続される複数の電流ドライバと、複数のデータ書込線の各々の
他端に接続される共通線と、第１および第２の電源電位の電圧を受け、第１および第２の
電源電位によってそれぞれ示される第１の論理レベルおよび第１の論理レベルに相補な第
２の論理レベルからなる信号を共通線へ出力する信号出力回路とを備え、複数の電流ドラ
イバの各々は、書込データが第１の値である場合に信号が第２の論理レベルの時、当該電
流ドライバが受ける第１の電源電位と共通線における第２の電源電位との電位差に基づい
て、当該電流ドライバから共通線へ向かう方向に対応するデータ書込線にデータ書込電流
を流す第１のトランジスタと、書込データが第１の値に相補な第２の値である場合に信号
が第１の論理レベルの時、共通線における第１の電源電位と当該電流ドライバが受ける第
２の電源電位との電位差に基づいて、共通線から当該電流ドライバへ向かう方向に対応す
るデータ書込線にデータ書込電流を流す第２のトランジスタとを含む。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同
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一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００２１】
［実施の形態１］
図１は、この発明の実施の形態１によるＭＲＡＭの全体構成を示す回路図である。
【００２２】
図１を参照して、ＭＲＡＭ１は、行列状に配置された複数のＭＴＪメモリセルＭＣおよび
複数のダミーＭＴＪメモリセルＤＭＣを含むメモリアレイ１０と、行デコーダ２０と、デ
ィジット線ドライバ２５と、列デコーダ３０と、書込制御回路４０と、電流ドライバ５０
，５５と、列選択ゲート７０と、センスアンプ８０と、プリチャージ／イコライズ回路９
０とを備える。
【００２３】
また、ＭＲＡＭ１は、メモリセルの行に対応して設けられる複数の読出ワード線ＲＷＬ１
，ＲＷＬ２…および複数のディジット線ＤＬ１，ＤＬ２…と、同じくメモリセルの行に対
応して設けられる複数のダミー読出ワード線ＤＲＷＬ１，ＤＲＷＬ２…および複数のダミ
ーディジット線ＤＤＬ１，ＤＤＬ２…と、メモリセルの列に対応して設けられる複数の書
込ビット線ＷＢＬ１，ＷＢＬ２…および複数の読出ビット線ＲＢＬ１，ＲＢＬ２…と、共
通線ＰＬと、データバスＤＢ，／ＤＢとを備える。
【００２４】
なお、この図１では、説明の関係上、第１および第２行目ならびに第１および第２列目に
ついてのみ示されているが、その他の行および列も繰返し配置され、それらにそれぞれ対
応して電流ドライバなどが設けられる。以下では、図１に示された範囲内で説明を行なう
。
【００２５】
メモリアレイ１０に配置されるＭＴＪメモリセルＭＣおよびダミーＭＴＪメモリセルＤＭ
Ｃの各々は、対応する書込ビット線ＷＢＬｊ（ｊは自然数）と読出ビット線ＲＢＬｊとの
間に直列に配置されるトンネル磁気抵抗素子ＴＭＲおよびアクセストランジスタＡＴＲを
含む。ダミーＭＴＪメモリセルＤＭＣは、データ読出時に選択メモリセルに流れるメモリ
セル電流Ｉｃｅｌｌと比較される基準電流を生成するためのメモリセルであり、その構造
は、ＭＴＪメモリセルＭＣと同じである。ここで、ＭＴＪメモリセルＭＣの構成およびデ
ータ記憶原理について説明する。
【００２６】
図２は、ＭＴＪメモリセルＭＣの構成およびＭＴＪメモリセルＭＣへのデータ書込動作を
説明する概念図である。
【００２７】
図２を参照して、トンネル磁気抵抗素子ＴＭＲは、固定された一定の磁化方向を有する強
磁性体層（以下、「固定磁化層」と称する。）ＦＬと、外部からの印加磁界に応じた方向
に磁化される強磁性体層（以下、「自由磁化層」と称する。）ＶＬとを有する。固定磁化
層ＦＬと自由磁化層ＶＬとの間には、絶縁体膜で形成されるトンネルバリア（トンネル膜
）ＴＢが設けられる。自由磁化層ＶＬは、書込まれるデータの値に応じて、固定磁化層Ｆ
Ｌと同一方向または反対方向（反平行方向）に磁化される。これらの固定磁化層ＦＬ、ト
ンネルバリアＴＢおよび自由磁化層ＶＬによって磁気トンネル接合が形成される。
【００２８】
トンネル磁気抵抗素子ＴＭＲの電気抵抗は、固定磁化層ＦＬおよび自由磁化層ＶＬの磁化
方向の相対関係に応じて変化する。具体的には、トンネル磁気抵抗素子ＴＭＲの電気抵抗
は、自由磁化層ＶＬの磁化方向が固定磁化層ＦＬの磁化方向と平行である場合に最小値Ｒ
ｍｉｎとなり、両者の磁化方向が反対方向（反平行方向）である場合に最大値Ｒｍａｘと
なる。
【００２９】
データ書込時は、読出ワード線ＲＷＬが不活性化され、アクセストランジスタＡＴＲはＯ
ＦＦされる。この状態で、書込データの論理レベルに応じた方向のデータ書込電流Ｉｗが
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書込ビット線ＷＢＬに流され、一定方向のデータ書込電流Ｉｐがディジット線ＤＬに流さ
れる。そうすると、書込ビット線ＷＢＬおよびディジット線ＤＬの各々において電流方向
に応じた磁界が発生し、これらの磁界の和が自由磁化層ＶＬに印加される。そして、自由
磁化層ＶＬは、この発生された磁界によって、固定磁化層ＦＬの磁化方向に沿った磁化容
易軸方向に沿って固定磁化層ＦＬと平行方向あるいは反平行方向（反対方向）に磁化され
る。
【００３０】
ＭＴＪメモリセルＭＣの記憶データ、すなわちトンネル磁気抵抗素子ＴＭＲの磁化方向を
書換えるためには、書込ビット線ＷＢＬおよびディジット線ＤＬの両方に所定レベル以上
のデータ書込電流を流す必要がある。トンネル磁気抵抗素子ＴＭＲに一旦書込まれた磁化
方向、すなわちＭＴＪメモリセルの記憶データは、新たなデータの書込みが実行されるま
での間、不揮発的に保持される。
【００３１】
図３は、ＭＴＪメモリセルＭＣからのデータ読出動作を説明する概念図である。
【００３２】
図３を参照して、データ読出時においては、アクセストランジスタＡＴＲは、読出ワード
線ＲＷＬの活性化に応答してＯＮする。また、書込ビット線ＷＢＬは、接地電圧ＧＮＤに
設定される。これにより、トンネル磁気抵抗素子ＴＭＲは、接地電圧ＧＮＤでプルダウン
された状態で読出ビット線ＲＢＬと電気的に結合される。
【００３３】
この状態で、読出ビット線ＲＢＬを所定電圧でプルアップすると、読出ビット線ＲＢＬお
よびトンネル磁気抵抗素子ＴＭＲを含む電流経路を、トンネル磁気抵抗素子ＴＭＲの電気
抵抗に応じた、すなわちＭＴＪメモリセルＭＣの記憶データの値に応じたメモリセル電流
Ｉｃｅｌｌが通過する。そして、このメモリセル電流Ｉｃｅｌｌを所定の基準電流と比較
することにより、ＭＴＪメモリセルＭＣから記憶データが読出される。
【００３４】
なお、ダミーＭＴＪメモリセルＤＭＣは、この所定の基準電流を発生させるためのメモリ
セルであり、ダミーＭＴＪメモリセルＤＭＣを通過するメモリセル電流Ｉｒｅｆが所定の
基準電流として用いられる。
【００３５】
このようにトンネル磁気抵抗素子ＴＭＲは、印加されるデータ書込磁界によって書換可能
な磁化方向に応じてその電気抵抗が変化するので、トンネル磁気抵抗素子ＴＭＲの電気抵
抗ＲｍａｘおよびＲｍｉｎを記憶データの値（“１”および“０”）とそれぞれ対応付け
ることによって、不揮発的にデータを記憶することができる。
【００３６】
再び図１を参照して、行デコーダ２０は、行アドレスＡｄｄ（ＲＡ）に基づいて、メモリ
セル行ごとに行選択信号を生成し、その生成した行選択信号をディジット線ドライバ２５
へ出力する。ディジット線ドライバ２５においては、行デコーダ２０から受ける行選択信
号に応じて、選択されたメモリセル行（以下、「選択行」とも称する。）のドライバトラ
ンジスタがＯＮする。これにより、選択行のディジット線ＤＬには、電源ノードからディ
ジット線ドライバ２５へ向かう方向にデータ書込電流Ｉｐが流れる。
【００３７】
列デコーダ３０は、列アドレスＡｄｄ（ＣＡ）に基づいて、メモリセル列ごとに列選択信
号ＣＳＬを生成し、データ書込時、その生成した列選択信号ＣＳＬを書込制御回路４０へ
出力する。書込制御回路４０は、書込データＤｉｎおよび列デコーダ３０から受ける列選
択信号ＣＳＬに応じて、各メモリセル列における書込制御信号Ｄａｔａｊ（Ｈ），Ｄａｔ
ａｊ（Ｌ）（「ｊ」は「列」を示す自然数）を制御する。書込制御信号Ｄａｔａｊ（Ｈ）
，Ｄａｔａｊ（Ｌ）は、選択されたメモリセル列（以下、「選択列」とも称する。）の書
込ビット線ＷＢＬｊに書込データＤｉｎに応じた方向のデータ書込電流Ｉｗを流すように
設定される。また、列デコーダ３０は、データ読出時、生成した列選択信号ＣＳＬｊをそ
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れぞれ対応する列選択ゲート７０へ出力する。
【００３８】
電流ドライバ５０は、電源電圧Ｖｃｃ１に固定された共通線ＰＬに一端が接続された書込
ビット線ＷＢＬ１の他端に設けられ、ＰチャネルＭＯＳトランジスタ５１と、Ｎチャネル
ＭＯＳトランジスタ５２とを含む。ＰチャネルＭＯＳトランジスタ５１は、電源電圧Ｖｃ
ｃ２と書込ビット線ＷＢＬ１との間に接続され、書込制御信号Ｄａｔａ１（Ｈ）をゲート
に受ける。ＮチャネルＭＯＳトランジスタ５２は、書込ビット線ＷＢＬ１と接地電圧ＧＮ
Ｄとの間に接続され、書込制御信号Ｄａｔａ１（Ｌ）をゲートに受ける。
【００３９】
また、電流ドライバ５５は、共通線ＰＬに一端が接続された書込ビット線ＷＢＬ２の他端
に設けられ、ＰチャネルＭＯＳトランジスタ５６と、ＮチャネルＭＯＳトランジスタ５７
とを含む。ＰチャネルＭＯＳトランジスタ５６は、電源電圧Ｖｃｃ２と書込ビット線ＷＢ
Ｌ２との間に接続され、書込制御信号Ｄａｔａ２（Ｈ）をゲートに受ける。ＮチャネルＭ
ＯＳトランジスタ５７は、書込ビット線ＷＢＬ２と接地電圧ＧＮＤとの間に接続され、書
込制御信号Ｄａｔａ２（Ｌ）をゲートに受ける。
【００４０】
電流ドライバ５０は、書込制御回路４０から受ける書込制御信号Ｄａｔａ１（Ｈ），Ｄａ
ｔａ１（Ｌ）に基づいて、書込ビット線ＷＢＬ１に双方向にデータ書込電流Ｉｗを流すこ
とができる。また、電流ドライバ５５は、書込制御回路４０から受ける書込制御信号Ｄａ
ｔａ２（Ｈ），Ｄａｔａ２（Ｌ）に基づいて、書込ビット線ＷＢＬ２に双方向にデータ書
込電流Ｉｗを流すことができる。この電流ドライバ５０，５５の動作については、後ほど
このＭＲＡＭ１におけるデータ書込動作の説明の際に詳しく述べる。
【００４１】
列選択ゲート７０は、ＮチャネルＭＯＳトランジスタ７１，７２を含む。ＮチャネルＭＯ
Ｓトランジスタ７１は、読出ビット線ＲＢＬ１とデータバス／ＤＢとの間に接続され、列
選択信号ＣＳＬｊをゲートに受ける。ＮチャネルＭＯＳトランジスタ７２は、読出ビット
線ＲＢＬ２とデータバスＤＢとの間に接続され、列選択信号ＣＳＬｊをゲートに受ける。
【００４２】
センスアンプ８０は、ＮチャネルＭＯＳトランジスタ８１，８２と、ＰチャネルＭＯＳト
ランジスタ８３～８５とを含む。ＮチャネルＭＯＳトランジスタ８１は、データバスＤＢ
とノードＮＤ１との間に接続され、基準電圧Ｖｒｅｆをゲートに受ける。ＮチャネルＭＯ
Ｓトランジスタ８２は、データバス／ＤＢとノードＮＤ２との間に接続され、基準電圧Ｖ
ｒｅｆをゲートに受ける。ＰチャネルＭＯＳトランジスタ８３は、ノードＮＤ１，ＮＤ３
の間に接続され、ノードＮＤ１にゲートが接続される。ＰチャネルＭＯＳトランジスタ８
４は、ノードＮＤ２，ＮＤ３の間に接続され、ノードＮＤ１にゲートが接続される。Ｐチ
ャネルＭＯＳトランジスタ８５は、電源ノードとノードＮＤ３との間に接続され、センス
アンプ活性化信号の反転信号／ＳＥをゲートに受ける。
【００４３】
プリチャージ／イコライズ回路９０は、ＮチャネルＭＯＳトランジスタ９１～９３を含む
。ＮチャネルＭＯＳトランジスタ９１は、読出ビット線ＲＢＬ１と接地電圧ＧＮＤとの間
に接続され、ビット線イコライズ信号ＢＬＥＱをゲートに受ける。ＮチャネルＭＯＳトラ
ンジスタ９２は、読出ビット線ＲＢＬ２と接地電圧ＧＮＤとの間に接続され、ビット線イ
コライズ信号ＢＬＥＱをゲートに受ける。ＮチャネルＭＯＳトランジスタ９３は、読出ビ
ット線ＲＢＬ１，ＲＢＬ２の間に接続され、ビット線イコライズ信号ＢＬＥＱをゲートに
受ける。
【００４４】
列選択ゲート７０、センスアンプ８０およびプリチャージ／イコライズ回路９０の動作に
ついては、後ほどこのＭＲＡＭ１のデータ読出動作を説明する際に述べる。
【００４５】
次に、このＭＲＡＭ１のデータ書込動作ついて説明する。
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図４は、図１に示したＭＲＡＭのデータ書込ドライバに関する部分を抽出した回路図であ
る。なお、図４においても、図１と同様に、第１および第２列目の書込ビット線ＷＢＬ１
，ＷＢＬ２およびそれらに対応する部分のみが代表的に示され、以下では、図に示された
範囲内で説明を行なう。
【００４６】
図４を参照して、実施の形態１によるＭＲＡＭ１のデータ書込ドライバは、書込ビット線
ＷＢＬ１，ＷＢＬ２と、それらにそれぞれ接続される電流ドライバ５０，５５と、書込ビ
ット線ＷＢＬ１，ＷＢＬ２に接続される共通線ＰＬとによってその主要部分が構成される
。共通線ＰＬは、電源電圧Ｖｃｃ１を受け、電流ドライバ５０，５５は、電源電圧Ｖｃｃ
２および接地電圧ＧＮＤを受ける。ここで、電源電圧Ｖｃｃ１は、このＭＲＡＭ１の外部
から供給される１．２Ｖの一般論理回路用電源電圧であり、電源電圧Ｖｃｃ２は、同様に
外部から供給される２．５ＶのＩ／Ｏ用電源電圧である。また、接地電圧ＧＮＤも外部か
ら供給される。
【００４７】
電流ドライバ５０，５５は、それぞれ対応する書込ビット線ＷＢＬ１，ＷＢＬ２の一端に
配置され、書込ビット線ＷＢＬ１，ＷＢＬ２の他端は、共通線ＰＬに直接接続されている
。このような構成とすることによって、書込ビット線の両側に電流ドライバが配置されて
いた従来のＭＲＡＭに比べて、電流ドライバの占有面積が縮小される。
【００４８】
また、後述するように、電源電圧Ｖｃｃ２と電源電圧Ｖｃｃ１との電圧差、または電源電
圧Ｖｃｃ１と接地電圧ＧＮＤとの電圧差によって書込ビット線にデータ書込電流が流され
るが、その電流経路にはドライバトランジスタが１つのみしか介在しないので、電流経路
中のドライバトランジスタによる電圧降下が小さい。したがって、電源電圧Ｖｃｃ１，Ｖ
ｃｃ２を低電圧化することができ、ＭＲＡＭ１の消費電力を低減することができる。
【００４９】
図５は、実施の形態１によるＭＲＡＭ１のデータ書込動作を説明する動作波形図である。
【００５０】
図５および図１，４を参照して、ＭＲＡＭ１は、クロック信号ＣＬＫに同期して動作する
。時刻Ｔ１に先立って、ＭＲＡＭ１の外部から制御信号として入力される書込イネーブル
信号／ＷＥがＬ（論理ロー）レベルとなり、書込データＤｉｎ＃１（データ“１”とする
。）およびアドレスＡｄｄ＃１が入力される。なお、図中の斜線の部分は、特にデータが
規定されていないことを示す。
【００５１】
時刻Ｔ１において、クロック信号ＣＬＫが立下がると、列デコーダ３０は、列アドレスＡ
ｄｄ＃１（ＣＡ）に基づいて列選択信号ＣＳＬを書込制御回路４０へ出力する。書込制御
回路４０は、列選択信号ＣＳＬを受けると、その受けた列選択信号ＣＳＬおよび書込デー
タＤｉｎ＃１に基づいて、書込制御信号Ｄａｔａ１（Ｈ），Ｄａｔａ１（Ｌ）をいずれも
Ｈ（論理ハイ）レベルで出力し、これに応じてＰチャネルＭＯＳトランジスタ５１および
ＮチャネルＭＯＳトランジスタ５２がそれぞれＯＦＦ，ＯＮする。そうすると、共通線Ｐ
Ｌにおける１．２Ｖの電源電圧Ｖｃｃ１と電流ドライバ５０が受ける接地電圧ＧＮＤとの
電圧差に基づいて、書込ビット線ＷＢＬ１に共通線ＰＬから電流ドライバ５０へ向かう方
向にデータ書込電流Ｉｗ（１）が流れる。
【００５２】
一方、行デコーダ２０は、行アドレスＡｄｄ＃１（ＲＡ）に基づいて行選択信号をディジ
ット線ドライバ２５へ出力する。そうすると、ディジット線ドライバ２５において、ディ
ジット線ＤＬ２に接続されるドライバトランジスタが行選択信号に応答してＯＮし、ディ
ジット線ＤＬ２にデータ書込電流Ｉｐが流れる。したがって、データ書込対象である、書
込ビット線ＷＢＬ１およびディジット線ＤＬ２に接続されるＭＴＪメモリセルＭＣにデー
タ書込電流Ｉｗ（１）の方向に応じてデータ“１”が書込まれる。
【００５３】
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時刻Ｔ２において、クロック信号ＣＬＫが立上がると、書込イネーブル信号／ＷＥがＨレ
ベルとなり、それに応じて書込制御信号Ｄａｔａ１（Ｈ），Ｄａｔａ１（Ｌ）は、それぞ
れＨレベル，Ｌレベルとなる。したがって、電流ドライバ５０のＰチャネルＭＯＳトラン
ジスタ５１およびＮチャネルＭＯＳトランジスタ５２は、いずれもＯＦＦし、データ書込
電流Ｉｗ（１）は０となる。
【００５４】
次に、時刻Ｔ３に先立って、書込イネーブル信号／ＷＥが再びＬレベルとなり、書込デー
タＤｉｎ＃２（データ“０”とする。）およびアドレスＡｄｄ＃２が入力される。
【００５５】
時刻Ｔ３において、クロック信号ＣＬＫが立下がると、列デコーダ３０は、列アドレスＡ
ｄｄ＃２（ＣＡ）に基づいて列選択信号ＣＳＬを書込制御回路４０へ出力する。書込制御
回路４０は、列選択信号ＣＳＬを受けると、その受けた列選択信号ＣＳＬおよび書込デー
タＤｉｎ＃２に基づいて、書込制御信号Ｄａｔａ１（Ｈ），Ｄａｔａ１（Ｌ）をいずれも
Ｌレベルで出力し、これに応じてＰチャネルＭＯＳトランジスタ５１およびＮチャネルＭ
ＯＳトランジスタ５２がそれぞれＯＮ，ＯＦＦする。そうすると、電流ドライバ５０が受
ける２．５Ｖの電源電圧Ｖｃｃ２と共通線ＰＬにおける１．２Ｖの電源電圧Ｖｃｃ１との
電圧差に基づいて、書込ビット線ＷＢＬ１に電流ドライバ５０から共通線ＰＬへ向かう方
向にデータ書込電流Ｉｗ（０）が流れる。
【００５６】
そして、ディジット線ＤＬ２が選択され、データ“１”の書込時と同様にディジット線Ｄ
Ｌ２にデータ書込電流Ｉｐが流されると、データ書込対象である、書込ビット線ＷＢＬ１
およびディジット線ＤＬ２に接続されるＭＴＪメモリセルＭＣにデータ書込電流Ｉｗ（０
）の方向に応じてデータ“０”が書込まれる。
【００５７】
そして、時刻Ｔ４において、クロック信号ＣＬＫが立上がると、書込イネーブル信号／Ｗ
Ｅが再びＨレベルとなり、それに応じて書込制御信号Ｄａｔａ１（Ｈ），Ｄａｔａ１（Ｌ
）は、それぞれＨレベル，Ｌレベルとなる。したがって、電流ドライバ５０のＰチャネル
ＭＯＳトランジスタ５１およびＮチャネルＭＯＳトランジスタ５２は、いずれもＯＦＦし
、データ書込電流Ｉｗ（０）は０となる。
【００５８】
なお、書込ビット線ＷＢＬ２に接続されるＭＴＪメモリセルＭＣにデータが書込まれる場
合も同様にして行なわれる。
【００５９】
次に、このＭＲＡＭ１のデータ読出動作について説明する。
再び図１を参照して、読出動作に先立って、ビット線イコライズ信号ＢＬＥＱがＨレベル
にされ、ビット線対を構成する読出ビット線ＲＢＬ１，ＲＢＬ２がプリチャージ／イコラ
イズ回路９０によって接地電圧ＧＮＤにプリチャージされる。書込ビット線ＷＢＬ１，Ｗ
ＢＬ２は、データ読出動作中、接地電圧ＧＮＤに設定される。
【００６０】
そして、選択行の読出ワード線ＲＷＬ２が活性化されるとともに、選択メモリセルが接続
される読出ビット線ＲＢＬ１とビット線対を構成する読出ビット線ＲＢＬ２に接続される
ダミーＭＴＪメモリセルＤＭＣを選択するため、そのダミーＭＴＪメモリセルＤＭＣが接
続されるダミー読出ワード線ＤＲＷＬ１が併せて活性化される。
【００６１】
その後、選択列の列選択信号ＣＳＬｊが列デコーダ３０によってＨレベルにされると、列
選択ゲート７０によって読出ビット線ＲＢＬ１，ＲＢＬ２がそれぞれデータバス／ＤＢ，
ＤＢと電気的に接続される。そうすると、データバス／ＤＢ，ＤＢに接続されるセンスア
ンプ８０から選択メモリセルおよびダミーＭＴＪメモリセルＤＭＣにデータ読出電流が供
給され、選択メモリセルおよびダミーＭＴＪメモリセルＤＭＣの抵抗値に応じた電圧がそ
れぞれ読出ビット線ＲＢＬ１，ＲＢＬ２に発生する。そして、読出ビット線ＲＢＬ１，Ｒ
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ＢＬ２の電圧差がセンスアンプ８０によって増幅され、センスアンプ８０から読出データ
Ｄｏｕｔ，／Ｄｏｕｔが出力される。
【００６２】
以上のように、実施の形態１によるＭＲＡＭ１によれば、電流ドライバを書込ビット線の
片側のみに配置し、書込ビット線の他端には所定の電圧が印加される共通線ＰＬを接続す
るようにしたので、電流ドライバの占有面積が縮小される。
【００６３】
また、このＭＲＡＭ１によれば、データ書込電流の電流経路に介在するドライバトランジ
スタの数を１つのみとしたので、電流経路の抵抗が小さく、電源電圧Ｖｃｃ１，Ｖｃｃ２
を低電圧化することができる。
【００６４】
［実施の形態１の変形例１］
実施の形態１では、図１，図４に示したように、電流ドライバ５０，５５は、それぞれ対
応する書込ビット線ＷＢＬ１，ＷＢＬ２に対して同一側に配置されるが、実施の形態１の
変形例１では、書込ビット線ごとに電流ドライバが左右交互に配置される。
【００６５】
図６は、実施の形態１の変形例１によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回路
図である。
【００６６】
図６を参照して、この変形例１によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバにおいては、書込ビ
ット線ＷＢＬ１，ＷＢＬ２…の両側に電源電圧Ｖｃｃ１が印加された共通線ＰＬ１，ＰＬ
２がそれぞれ配置される。書込ビット線ＷＢＬ１は、共通線ＰＬ１に一端が接続され、他
端に電流ドライバ５０が接続される。一方、書込ビット線ＷＢＬ１に隣接する書込ビット
線ＷＢＬ２は、共通線ＰＬ２に一端が接続され、他端に電流ドライバ５５が接続される。
【００６７】
このように、電流ドライバを書込ビット線ごとに左右交互に配置することによって、書込
ビット線の微細なレイアウトピッチに合わせて電流ドライバを配置することができ、ＭＲ
ＡＭのさらなる小型化を図ることができる。
【００６８】
［実施の形態１の変形例２］
実施の形態１では、電源電圧Ｖｃｃ１，Ｖｃｃ２および接地電圧ＧＮＤは、いずれも外部
から供給され、電源電圧Ｖｃｃ１は、電源電圧Ｖｃｃ２と接地電圧ＧＮＤとの中間程度の
電圧であることが望ましい。実施の形態１の変形例２では、電源電圧Ｖｃｃ２および接地
電位ＧＮＤが外部から供給され、電源電圧Ｖｃｃ１は、ＭＲＡＭ内部に備えられる内部降
圧回路によって発生される。
【００６９】
図７は、実施の形態１の変形例２によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回路
図である。
【００７０】
図７を参照して、このＭＲＡＭのデータ書込ドライバは、図４に示した実施の形態１にお
けるデータ書込ドライバの構成において、共通線ＰＬに接続される内部降圧回路６０をさ
らに備える。
【００７１】
内部降圧回路６０は、電源電圧Ｖｃｃ２および接地電圧ＧＮＤを外部から受け、内部電源
電圧Ｉｎｔ．Ｖｃｃ１を発生して共通線ＰＬへ出力する。ここで、この内部電源電圧Ｉｎ
ｔ．Ｖｃｃ１は、外部から受ける電源電圧Ｖｃｃ２と接地電圧との中間程度の電圧である
ことが望ましく、ここでは、２．５Ｖの電源電圧Ｖｃｃ２に対して、内部降圧回路６０は
、１．２Ｖの内部電源電圧Ｉｎｔ．Ｖｃｃ１を発生する。
【００７２】
なお、このＭＲＡＭのデータ書込ドライバのその他の構成は、図４に示したデータ書込ド
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ライバの構成と同じであるので、その説明は繰返さない。
【００７３】
図８は、図７に示した内部降圧回路６０の構成を示す回路図である。
図８を参照して、内部降圧回路６０は、コンパレータ６０２，６０４と、ＰチャネルＭＯ
Ｓトランジスタ６０６と、ＮチャネルＭＯＳトランジスタ６０８とを含む。コンパレータ
６０２は、ノード６１０の電圧すなわち出力電圧である内部電源電圧Ｉｎｔ．Ｖｃｃ１を
第１の基準電圧Ｖｒｅｆａと比較し、内部電源電圧Ｉｎｔ．Ｖｃｃ１が第１の基準電圧Ｖ
ｒｅｆａよりも低いとき、Ｌレベルの信号を出力する。コンパレータ６０４は、出力電圧
である内部電源電圧Ｉｎｔ．Ｖｃｃ１を第２の基準電圧Ｖｒｅｆｂと比較し、内部電源電
圧Ｉｎｔ．Ｖｃｃ１が第２の基準電圧Ｖｒｅｆｂよりも高いとき、Ｈレベルの信号を出力
する。
【００７４】
ここで、第１および第２の基準電圧Ｖｒｅｆａ，Ｖｒｅｆｂは、それぞれ（１．２Ｖ－α
）および（１．２Ｖ＋α）に設定される。なお、αは、チャタリング防止のために設けら
れるものであり、適当な小さい値が設定される。
【００７５】
ＰチャネルＭＯＳトランジスタ６０６は、電源電圧Ｖｃｃ２とノード６１０との間に接続
され、コンパレータ６０２からの出力信号をゲートに受ける。ＮチャネルＭＯＳトランジ
スタ６０８は、ノード６１０と接地電圧ＧＮＤとの間に接続され、コンパレータ６０４か
らの出力信号をゲートに受ける。
【００７６】
この内部降圧回路６０においては、内部電源電圧Ｉｎｔ．Ｖｃｃ１が第１の基準電圧Ｖｒ
ｅｆａよりも低くなると、コンパレータ６０２の出力がＬレベルとなり、ＰチャネルＭＯ
Ｓトランジスタ６０６がＯＮして内部電源電圧Ｉｎｔ．Ｖｃｃ１が上昇する。一方、内部
電源電圧Ｉｎｔ．Ｖｃｃ１が第２の基準電圧Ｖｒｅｆｂよりも高くなると、コンパレータ
６０４の出力がＨレベルとなり、ＮチャネルＭＯＳトランジスタ６０８がＯＮして内部電
源電圧Ｉｎｔ．Ｖｃｃ１が低下する。このようにして、内部降圧回路６０は、電源電圧Ｖ
ｃｃ２を降圧して一定の内部電源電圧Ｉｎｔ．Ｖｃｃ１を発生することができる。
【００７７】
このように、この変形例２によれば、実施の形態１と同様の効果を得ることができ、さら
に、外部電源を１電源化することができる。
【００７８】
［実施の形態１の変形例３］
実施の形態１では、読出ビット線ＲＢＬは、書込ビット線ＷＢＬと分離されているが、こ
の実施の形態１の変形例３では、両ビット線が共通化される。
【００７９】
図９は、実施の形態１の変形例３によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回路
図である。
【００８０】
図９を参照して、ビット線ＢＬ１，ＢＬ２は、データ書込時およびデータ読出時に共用さ
れる。実施の形態１では読出ビット線に接続されていたＭＴＪメモリセルＭＣおよび図示
されないダミーＭＴＪメモリセルＤＭＣのアクセストランジスタＡＴＲのソースは、接地
される。電流ドライバ５０，５５は、それぞれビット線ＢＬ１，ＢＬ２の一端に接続され
、ビット線ＢＬ１，ＢＬ２の他端には、列選択ゲート７０Ａが接続される。
【００８１】
列選択ゲート７０Ａは、ＮチャネルＭＯＳトランジスタ７１，７２と、ＰチャネルＭＯＳ
トランジスタ７３，７４とを含む。ＮチャネルＭＯＳトランジスタ７１は、ビット線ＢＬ
１とデータバス／ＤＢとの間に接続され、列選択信号ＣＳＬｊをゲートに受ける。Ｎチャ
ネルＭＯＳトランジスタ７２は、ビット線ＢＬ２とデータバスＤＢとの間に接続され、列
選択信号ＣＳＬｊをゲートに受ける。ＰチャネルＭＯＳトランジスタ７３は、ビット線Ｂ
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Ｌ１と共通線ＰＬとの間に接続され、列選択信号ＣＳＬｊをゲートに受ける。Ｐチャネル
ＭＯＳトランジスタ７４は、ビット線ＢＬ２と共通線ＰＬとの間に接続され、列選択信号
ＣＳＬｊをゲートに受ける。
【００８２】
列選択ゲート７０Ａは、列選択信号ＣＳＬｊがＬレベルのとき、すなわちデータ書込時を
含むデータ読出時以外のとき、ビット線ＢＬ１，ＢＬ２を共通線ＰＬと電気的に接続する
。したがって、データ書込時、ビット線ＢＬ１，ＢＬ２は、書込ビット線として機能する
。
【００８３】
一方、列選択ゲート７０Ａは、列選択信号ＣＳＬｊがＨレベルのとき、すなわちデータ読
出時、ビット線ＢＬ１，ＢＬ２を共通線ＰＬから電気的に分離し、それらをそれぞれデー
タバス／ＤＢ，ＤＢと電気的に接続する。したがって、データ読出時、ビット線ＢＬ１，
ＢＬ２は、読出ビット線として機能する。
【００８４】
このように、この変形例３においても、電流ドライバは、ビット線の片側のみに配置され
るので、電流ドライバの占有面積が縮小される。
【００８５】
［実施の形態１の変形例４］
上記の実施の形態１およびその変形例１，２では、書込データに対応したデータ書込電流
Ｉｗは、書込ビット線ＷＢＬに流されるが、実施の形態１の変形例４では、書込データに
対応したデータ書込電流Ｉｗは、ディジット線ＤＬに流される。
【００８６】
図１０は、実施の形態１の変形例４によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回
路図である。なお、図１０では、第１および第２列目の書込ビット線ＷＢＬ１，ＷＢＬ２
および第１行目のディジット線ＤＬ１、ならびにそれらに対応する部分のみが代表的に示
され、以下では、図に示された範囲内で説明を行なう。
【００８７】
図１０を参照して、この変形例４によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバは、ディジット線
ＤＬ１の一端に電流ドライバ５０Ａを備え、ディジット線ＤＬ１の他端は、書込ビット線
ＷＢＬ１，ＷＢＬ２に平行に配置され、かつ、電源電圧Ｖｃｃ１が印加された共通線ＰＬ
に直接接続される。電流ドライバ５０Ａは、電源電圧Ｖｃｃ２とディジット線ＤＬ１との
間に接続され、かつ、書込制御信号Ｄａｔａ１（Ｈ）をゲートに受けるＰチャネルＭＯＳ
トランジスタ５１Ａと、ディジット線ＤＬ１と接地電圧ＧＮＤとの間に接続され、かつ、
書込制御信号Ｄａｔａ１（Ｌ）をゲートに受けるＮチャネルＭＯＳトランジスタ５２Ａと
を含む。
【００８８】
書込ビット線ＷＢＬ１の両端には、それぞれＰチャネルＭＯＳトランジスタ１１１および
ＮチャネルＭＯＳトランジスタ１１２が設けられ、書込ビット線ＷＢＬ２の両端には、そ
れぞれＰチャネルＭＯＳトランジスタ１１３およびＮチャネルＭＯＳトランジスタ１１４
が設けられる。ＰチャネルＭＯＳトランジスタ１１１およびＮチャネルＭＯＳトランジス
タ１１２は、列選択信号ＣＤ１がＨレベルのときＯＮし、このとき書込ビット線ＷＢＬ１
に一方向のデータ書込電流Ｉｐを流す。また、ＰチャネルＭＯＳトランジスタ１１３およ
びＮチャネルＭＯＳトランジスタ１１４は、列選択信号ＣＤ２がＨレベルのときＯＮし、
このとき書込ビット線ＷＢＬ２に一方向のデータ書込電流Ｉｐを流す。
【００８９】
この実施の形態１の変形例４においては、電流ドライバ５０Ａが受ける電源電圧Ｖｃｃ２
と共通線ＰＬにおける電源電圧Ｖｃｃ１との電圧差、または共通線ＰＬにおける電源電圧
Ｖｃｃ１と電流ドライバ５０Ａが受ける接地電圧ＧＮＤとの電圧差に基づいて、電流ドラ
イバ５０Ａによってディジット線ＤＬ１に書込データに応じた方向のデータ書込電流Ｉｗ
が流される。
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【００９０】
一方、書込ビット線ＷＢＬ１，ＷＢＬ２の各々においては、両端に設けられるＰチャネル
ＭＯＳトランジスタおよびＮチャネルＭＯＳトランジスタによって一方向のデータ書込電
流Ｉｐが流される。
【００９１】
そして、書込データに応じた方向のデータ書込電流Ｉｗがディジット線ＤＬ１に流され、
書込ビット線ＷＢＬ１が選択されて書込ビット線ＷＢＬ１にデータ書込電流Ｉｐが流され
たとき、ディジット線ＤＬ１および書込ビット線ＷＢＬ１に接続されるＭＴＪメモリセル
ＭＣにデータ書込電流Ｉｗの電流方向に応じた書込データが書込まれる。
【００９２】
なお、データの読出動作は、実施の形態１と同様にして行なわれる。
この変形例４によれば、ディジット線ごとに電流ドライバ５０Ａと同じ構成の電流ドライ
バが設けられるため、この部分に関しては従来のＭＲＡＭに比べて回路面積が増大するが
、書込ビット線の電流ドライバの構成が簡略化される。したがって、ディジット線および
書込ビット線の電流ドライバ全体としてみれば、電流ドライバの占有面積が縮小される。
【００９３】
［実施の形態１の変形例５］
実施の形態１の変形例５では、変形例４と同様に、書込データに対応したデータ書込電流
Ｉｗは、ディジット線ＤＬに流されるが、ビット線がデータ書込時およびデータ読出時に
共用される点において変形例４と異なる。
【００９４】
図１１は、実施の形態１の変形例５によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回
路図である。なお、図１１では、第１および第２列目のビット線ＢＬ１，ＢＬ２および第
１行目のディジット線ＤＬ１、ならびにそれらに対応する部分のみが代表的に示され、以
下では、図に示された範囲内で説明を行なう。
【００９５】
図１１を参照して、この変形例５によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバは、ディジット線
ＤＬ１の一端に電流ドライバ５０Ａを備え、ディジット線ＤＬ１の他端は、電源電圧Ｖｃ
ｃ１が印加された共通線ＰＬに直接接続される。ビット線ＢＬ１，ＢＬ２は、データ書込
時およびデータ読出時に共用され、ＭＴＪメモリセルＭＣおよび図示されないダミーＭＴ
ＪメモリセルＤＭＣのアクセストランジスタＡＴＲのソースは、接地される。
【００９６】
ビット線ＢＬ１の両端には、それぞれＰチャネルＭＯＳトランジスタ１１１およびＮチャ
ネルＭＯＳトランジスタ１１２が設けられ、ビット線ＢＬ２の両端には、それぞれＰチャ
ネルＭＯＳトランジスタ１１３およびＮチャネルＭＯＳトランジスタ１１４が設けられる
。また、ビット線ＢＬ１，ＢＬ２の一端は、列選択ゲート７０と接続される。列選択ゲー
ト７０は、読出列選択信号ＲＣＳＬｊがＨレベルのとき、すなわちデータ読出時、ビット
線ＢＬ１，ＢＬ２をそれぞれデータバス／ＤＢ，ＤＢと電気的に接続する。一方、列選択
ゲート７０は、読出列選択信号ＲＣＳＬｊがＬレベルのとき、すなわちデータ書込時を含
むデータ読出時以外のとき、ビット線ＢＬ１，ＢＬ２をそれぞれデータバス／ＤＢ，ＤＢ
から電気的に切離す。
【００９７】
この実施の形態１の変形例５においては、上記の変形例４と同様に、データ書込時、電流
ドライバ５０Ａが受ける電源電圧Ｖｃｃ２と共通線ＰＬにおける電源電圧Ｖｃｃ１との電
圧差、または共通線ＰＬにおける電源電圧Ｖｃｃ１と電流ドライバ５０Ａが受ける接地電
圧ＧＮＤとの電圧差に基づいて、電流ドライバ５０Ａによってディジット線ＤＬ１に書込
データに応じた方向のデータ書込電流Ｉｗが流される。
【００９８】
また、データ書込対象のＭＴＪメモリセルＭＣが接続されるビット線ＢＬ１に対応する書
込列選択信号ＷＣＳＬ１がＨレベルとなり、読出列選択信号ＲＣＳＬｊは、Ｌレベルとな
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る。したがって、ビット線ＢＬ１において、両端に設けられたＰチャネルＭＯＳトランジ
スタ１１１およびＮチャネルＭＯＳトランジスタ１１２によってデータ書込電流Ｉｐが流
される。
【００９９】
そして、データ書込電流Ｉｗが流されたディジット線ＤＬ１およびデータ書込電流Ｉｐが
流されたビット線ＢＬ１の交点に位置するＭＴＪメモリセルＭＣにデータ書込電流Ｉｗの
電流方向に応じた書込データが書込まれる。
【０１００】
一方、データ読出時は、書込列選択信号ＷＣＳＬ１，ＷＣＳＬ２がいずれもＬレベルにな
り、読出列選択信号ＲＣＳＬｊがＨレベルとなる。したがって、ビット線ＢＬ１，ＢＬ２
にデータ書込電流Ｉｐが流されることはなく、列選択ゲート７０によってビット線ＢＬ１
，ＢＬ２がそれぞれデータバス／ＤＢ，ＤＢと電気的に接続される。すなわち、ビット線
ＢＬ１，ＢＬ２は、読出ビット線として機能する。その後のデータ読出動作については、
実施の形態１と同様にして行なわれる。
【０１０１】
以上のように、この変形例５によっても、上述した変形例４と同様の効果を得ることがで
きる。
【０１０２】
［実施の形態２］
実施の形態１では、共通線ＰＬには常時電圧が印加されていたが、実施の形態２では、電
流ドライバが活性化されている期間のみ、所定の電圧が共通線ＰＬに印加される。
【０１０３】
図１２は、実施の形態２によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回路図である
。
【０１０４】
図１２を参照して、このＭＲＡＭのデータ書込ドライバは、図４に示した実施の形態１に
おけるデータ書込ドライバの構成において、共通線ＰＬに接続される信号出力回路６２を
さらに備え、電流ドライバ５０，５５には、電源電圧Ｖｃｃ２に代えて電源電圧Ｖｃｃ１
が供給される。
【０１０５】
信号出力回路６２は、電源電圧Ｖｃｃ１および接地電圧ＧＮＤを受け、φ信号を生成して
共通線ＰＬに出力する。ここで、φ信号は、電流ドライバの活性期間の前半が接地電圧Ｇ
ＮＤで示されるＬレベルであり、後半が電源電圧Ｖｃｃ１で示されるＨレベルの信号であ
る。
【０１０６】
このＭＲＡＭのデータ書込ドライバのその他の構成は、図４に示した実施の形態１におけ
るデータ書込ドライバの構成と同じである。
【０１０７】
このデータ書込ドライバにおいては、電流ドライバ５０のＰチャネルＭＯＳトランジスタ
５１およびＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ５２がそれぞれＯＮ，ＯＦＦしているときに
φ信号がＬレベルになると、電流ドライバ５０は、それが受ける電源電圧Ｖｃｃ１と共通
線ＰＬにおける接地電圧ＧＮＤとの電圧差に基づいて、書込ビット線ＷＢＬ１に電流ドラ
イバ５０から共通線ＰＬへ向かう方向にデータ書込電流Ｉｗ（０）を流す。
【０１０８】
　一方、電流ドライバ５０のＰチャネルＭＯＳトランジスタ５１およびＮチャネルＭＯＳ
トランジスタＮ５２がそれぞれＯＦＦ，ＯＮしているときにφ信号がＨレベルになると、
電流ドライバ５０は、共通線ＰＬにおける電源電圧Ｖｃｃ１と電流ドライバ５０が受ける
接地電圧ＧＮＤとの電圧差に基づいて、書込ビット線ＷＢＬ１に共通線ＰＬから電流ドラ
イバ５０へ向かう方向にデータ書込電流Ｉｗ（１）を流す。
【０１０９】
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なお、ＰチャネルＭＯＳトランジスタ５１およびＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ５２が
それぞれＯＮ，ＯＦＦ中にφ信号がＨレベルのとき、または、ＰチャネルＭＯＳトランジ
スタ５１およびＮチャネルＭＯＳトランジスタＮ５２がそれぞれＯＦＦ，ＯＮ中にφ信号
がＬレベルのときは、書込ビット線ＷＢＬ１の両端に電圧差は発生しないので、書込ビッ
ト線ＷＢＬ１にデータ書込電流は流れない。
【０１１０】
電流ドライバ５５も、同様にして、書込ビット線ＷＢＬ２にデータ書込電流を流すことが
できる。なお、電流ドライバ５５についての説明は、上記説明のほぼ繰返しになるので、
その説明は省略する。
【０１１１】
このように、このデータ書込ドライバにおいては、電源電圧Ｖｃｃ２を必要とせず、接地
電圧ＧＮＤを除く外部からの供給電圧は、低電圧の電源電圧Ｖｃｃ１のみで足りる。
【０１１２】
図１３は、図１２に示したデータ書込ドライバの動作を説明する動作波形図である。なお
、図１３においても、実施の形態１におけるデータ書込ドライバの動作を説明した図５と
同様に、時刻Ｔ１～Ｔ３において、書込ビット線ＷＢＬ１に接続される選択メモリセルに
データ“１”である書込データＤｉｎ＃１の書込動作が行なわれ、時刻Ｔ４～Ｔ６におい
て、書込ビット線ＷＢＬ１に接続される選択メモリセルにデータ“０”である書込データ
Ｄｉｎ＃２の書込動作が行なわれる場合について説明する。
【０１１３】
図１３を参照して、時刻Ｔ１において、クロック信号ＣＬＫが立下がると、書込制御回路
４０は、列選択信号ＣＳＬおよび書込データＤｉｎ＃１に基づいて、書込制御信号Ｄａｔ
ａ１（Ｈ），Ｄａｔａ１（Ｌ）をいずれもＨレベルで出力し、これに応じてＰチャネルＭ
ＯＳトランジスタ５１およびＮチャネルＭＯＳトランジスタ５２がそれぞれＯＦＦ，ＯＮ
する。
【０１１４】
また、信号出力回路６２は、φ信号をＬレベル（接地電圧ＧＮＤ）で出力する。このとき
、書込ビット線ＷＢＬ１の両端は、いずれも接地電圧ＧＮＤであり、書込ビット線ＷＢＬ
１にデータ書込電流は流れない。
【０１１５】
時刻Ｔ２において、信号出力回路６２がφ信号をＨレベルにすると、書込ビット線ＷＢＬ
１において、共通線ＰＬにおける電源電圧Ｖｃｃ１と電流ドライバ５０が受ける接地電圧
ＧＮＤとの電位差に基づいて、共通線ＰＬから電流ドライバ５０へ向かう方向にデータ書
込電流Ｉｗ（１）が流れる。
【０１１６】
時刻Ｔ３において、クロック信号ＣＬＫが立上がると、書込制御信号Ｄａｔａ１（Ｈ），
Ｄａｔａ１（Ｌ）は、それぞれＨレベル，Ｌレベルとなる。したがって、電流ドライバ５
０のＰチャネルＭＯＳトランジスタ５１およびＮチャネルＭＯＳトランジスタ５２は、い
ずれもＯＦＦし、データ書込電流Ｉｗ（１）は０となる。
【０１１７】
時刻Ｔ４において、クロック信号ＣＬＫが再び立下がると、書込制御回路４０は、列選択
信号ＣＳＬおよび書込データＤｉｎ＃２に基づいて、書込制御信号Ｄａｔａ１（Ｈ），Ｄ
ａｔａ１（Ｌ）をいずれもＬレベルで出力し、これに応じてＰチャネルＭＯＳトランジス
タ５１およびＮチャネルＭＯＳトランジスタ５２がそれぞれＯＮ，ＯＦＦする。
【０１１８】
一方、信号出力回路６２は、φ信号をＬレベル（接地電圧ＧＮＤ）で出力する。したがっ
て、書込ビット線ＷＢＬ１において、電流ドライバ５０が受ける電源電圧Ｖｃｃ１と共通
線ＰＬにおける接地電圧ＧＮＤとの電位差に基づいて、電流ドライバ５０から共通線ＰＬ
へ向かう方向にデータ書込電流Ｉｗ（０）が流れる。
【０１１９】
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時刻Ｔ５において、信号出力回路６２がφ信号をＨレベルにすると、書込ビット線ＷＢＬ
１の両端は、いずれも電源電圧Ｖｃｃ１となり、書込ビット線ＷＢＬ１のデータ書込電流
Ｉｗ（０）は０となる。
【０１２０】
そして、時刻Ｔ６において、クロック信号ＣＬＫが立上がると、書込制御信号Ｄａｔａ１
（Ｈ），Ｄａｔａ１（Ｌ）は、それぞれＨレベル，Ｌレベルとなり、電流ドライバ５０の
ＰチャネルＭＯＳトランジスタ５１およびＮチャネルＭＯＳトランジスタ５２は、いずれ
もＯＦＦする。
【０１２１】
以上のようにして、書込ビット線ＷＢＬ１にデータ書込電流Ｉｗ（０），Ｉｗ（１）が流
され、電流ドライバ５０が活性化している時刻Ｔ１～Ｔ３およびＴ４～Ｔ６において、選
択メモリセルに対応するディジット線ＤＬにデータ書込電流Ｉｐが流されると、その選択
メモリセルにデータ書込電流Ｉｗ（０），Ｉｗ（１）に対応するデータが書込まれる。
【０１２２】
なお、特に図示しないが、この実施の形態２においても、実施の形態１における変形例１
および変形例３～５と同様に変形例を構成することができる。
【０１２３】
以上のように、この実施の形態２によるＭＲＡＭによっても、実施の形態１と同様の効果
を得ることができる。また、このＭＲＡＭによれば、外部電源を１電源化することができ
るともに、その外部電源を低電圧化することができる。
【０１２４】
［実施の形態３］
実施の形態３では、隣接するメモリブロックにおいて共通線ＰＬが共用される。
【０１２５】
図１４は、実施の形態３によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回路図である
。
【０１２６】
図１４を参照して、この実施の形態３によるＭＲＡＭにおいては、行列状に配置される複
数のＭＴＪメモリセルＭＣおよび複数のダミーＭＴＪメモリセルＤＭＣが複数のブロック
に分割される。なお、図１４においては、隣接するブロック＃１，＃２が示されており、
以下では、図に示された範囲内で説明を行なう。
【０１２７】
ブロック＃１は、電流ドライバ５０１，５５１と、それらにそれぞれ対応する書込ビット
線ＷＢＬ１１，ＷＢＬ２１とを含む。ブロック＃２は、電流ドライバ５１１，５６１と、
それらにそれぞれ対応する書込ビット線ＷＢＬ１２，ＷＢＬ２２とを含む。電流ドライバ
５０１，５５１，５１１，５６１は、いずれも電源電圧Ｖｃｃ２および接地電圧ＧＮＤを
受ける。
【０１２８】
ブロック＃１の書込ビット線ＷＢＬ１１，ＷＢＬ２１およびブロック＃２の書込ビット線
ＷＢＬ１２，ＷＢＬ２２は、電源電圧Ｖｃｃ１が印加された共通線ＰＬに接続される。
【０１２９】
このデータ書込ドライバにおける動作は、実施の形態１におけるデータ書込ドライバと同
じである。隣接するブロックで共通線ＰＬが共用されているが、その隣接するブロックで
同時にデータの書込を行なうこともできる。
【０１３０】
なお、特に図示しないが、この実施の形態３においても、実施の形態１における変形例１
～５と同様の変形例を構成することができる。
【０１３１】
以上のように、この実施の形態３によるＭＲＡＭによれば、共通線ＰＬが隣接するブロッ
クで共用されるので、この点からも装置の小型化が図られる。
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【０１３２】
［実施の形態４］
実施の形態４では、実施の形態２におけるデータ書込ドライバの構成をベースに、隣接す
るメモリブロックにおいて共通線ＰＬが共用される。
【０１３３】
図１５は、実施の形態４によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回路図である
。
【０１３４】
図１５を参照して、この実施の形態４によるＭＲＡＭは、実施の形態３と同様に、行列状
に配置される複数のＭＴＪメモリセルＭＣおよび複数のダミーＭＴＪメモリセルＤＭＣが
複数のブロックに分割される。ここで、図１５においても、隣接するブロック＃１，＃２
のみが示されており、以下では、図に示された範囲内で説明を行なう。
【０１３５】
ブロック＃１，＃２の構成は、実施の形態３で既に説明した各ブロックと同じであるが、
ブロック＃１，＃２に含まれる電流ドライバ５０１，５５１，５１１，５６１には、いず
れも電源電圧Ｖｃｃ２に代えて電源電圧Ｖｃｃ１が供給される点が実施の形態３と異なる
。そして、ブロック＃１の書込ビット線ＷＢＬ１１，ＷＢＬ２１およびブロック＃２の書
込ビット線ＷＢＬ１２，ＷＢＬ２２は、いずれも共通線ＰＬに接続され、共通線ＰＬには
、信号出力回路６２が接続される。信号出力回路６２については、既に説明したので、そ
の説明は繰返さない。
【０１３６】
このデータ書込ドライバにおける動作は、実施の形態２におけるデータ書込ドライバと基
本的には同じであるが、ブロック＃１の電流ドライバが活性化されているときは、隣接す
るブロック＃２の電流ドライバは、活性化されない。一方、ブロック＃２の電流ドライバ
が活性化されているときは、隣接するブロック＃１の電流ドライバは、活性化されない。
【０１３７】
なお、特に図示しないが、この実施の形態４においても、実施の形態１における変形例１
および変形例３～５と同様の変形例を構成することができる。
【０１３８】
以上のように、この実施の形態４によるＭＲＡＭによっても、実施の形態２と同様の効果
を得ることができる。また、共通線ＰＬが隣接するブロックで共用されるので、この点か
らも装置の小型化が図られる。
【０１３９】
［実施の形態５］
ＭＲＡＭにおいては、隣接する書込ビット線において発生したデータ書込磁界が当該書込
ビット線に影響を与え、問題となることがある。実施の形態５では、実施の形態２におけ
るデータ書込ドライバの構成において、隣接するビット線において発生したデータ書込磁
界の影響をキャンセルする回路が備えられる。
【０１４０】
図１６は、実施の形態５によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回路図である
。なお、図１６でも、第１および第２列目の書込ビット線ＷＢＬ１，ＷＢＬ２に対応する
部分のみが示されており、以下では、図に示された範囲内でその説明を行なう。
【０１４１】
図１６を参照して、このＭＲＡＭのデータ書込ドライバは、図１２に示した実施の形態２
におけるデータ書込ドライバの構成において、電流ドライバ５０，５５に代えてそれぞれ
電流ドライバ１５０，１５５を備え、信号出力回路６２に代えて信号出力回路６２Ａを備
える。また、共通線ＰＬに代えて２本の共通線ＰＬ１，ＰＬ２が設けられ、書込ビット線
ＷＢＬ１，ＷＢＬ２は、それぞれ共通線ＰＬ１，ＰＬ２に接続されている。
【０１４２】
電流ドライバ１５０は、電流ドライバ５０の構成において、ＰチャネルＭＯＳトランジス
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タ１５１と、ＮチャネルＭＯＳトランジスタ１５２とをさらに含む。ＰチャネルＭＯＳト
ランジスタ１５１は、電源電圧Ｖｃｃ１と書込ビット線ＷＢＬ１との間に接続され、書込
制御回路４０（図示せず）から出力される書込制御信号Ｄａｔａ１ｃ（Ｈ）をゲートに受
ける。ＮチャネルＭＯＳトランジスタ１５２は、書込ビット線ＷＢＬ１と接地電圧ＧＮＤ
との間に接続され、書込制御回路４０から出力される書込制御信号Ｄａｔａ１ｃ（Ｌ）を
ゲートに受ける。
【０１４３】
電流ドライバ１５５は、電流ドライバ５５の構成において、ＰチャネルＭＯＳトランジス
タ１５６と、ＮチャネルＭＯＳトランジスタ１５７とをさらに含む。ＰチャネルＭＯＳト
ランジスタ１５６は、電源電圧Ｖｃｃ１と書込ビット線ＷＢＬ２との間に接続され、書込
制御回路４０から出力される書込制御信号Ｄａｔａ２ｃ（Ｈ）をゲートに受ける。Ｎチャ
ネルＭＯＳトランジスタ１５７は、書込ビット線ＷＢＬ２と接地電圧ＧＮＤとの間に接続
され、書込制御回路４０から出力される書込制御信号Ｄａｔａ２ｃ（Ｌ）をゲートに受け
る。
【０１４４】
ＰチャネルＭＯＳトランジスタ１５１，１５６およびＮチャネルＭＯＳトランジスタ１５
２，１５７は、隣接する書込ビット線から受けるデータ書込磁界の影響を打消すキャンセ
ル電流を対応する書込ビット線に流すためのドライバトランジスタである（以下、「キャ
ンセルドライバ」とも称する。）。このキャンセルドライバは、隣接する書込ビット線か
ら受けるデータ書込磁界の影響を打消すのに必要十分なサイズに設定される。
【０１４５】
ここで、この実施の形態５におけるキャンセルドライバがゲートに受ける書込制御信号Ｄ
ａｔａｊｃ（Ｈ），Ｄａｔａｊｃ（Ｌ）（ｊは自然数）は、下式によって生成される。
【０１４６】
Ｄａｔａｊｃ（Ｈ）
＝／（Ｄａｔａｊ＋１（Ｌ）　ＯＲ　Ｄａｔａｊ－１（Ｌ））　…（１）
Ｄａｔａｊｃ（Ｌ）
＝／Ｄａｔａｊ＋１（Ｈ）　ＯＲ　／Ｄａｔａｊ－１（Ｈ）　　…（２）
（１）式は、隣接する書込ビット線のいずれかの電流ドライバにおいてＮチャネルＭＯＳ
トランジスタがＯＮしたとき、当該書込ビット線の電流ドライバにおけるＰチャネルのキ
ャンセルドライバをＯＮさせることを示す。（２）式は、隣接する書込ビット線のいずれ
かの電流ドライバにおいてＰチャネルＭＯＳトランジスタがＯＮしたとき、当該書込ビッ
ト線の電流ドライバにおけるＮチャネルのキャンセルドライバをＯＮさせることを示す。
これにより、隣接する書込ビット線にデータ書込電流が流されたときに、そのデータ書込
電流と反対方向のキャンセル電流を当該書込ビット線に流すことができる。
【０１４７】
信号出力回路６２Ａは、電源電圧Ｖｃｃ１および接地電圧ＧＮＤを受け、φ１信号および
φ２信号を生成してそれぞれ共通線ＰＬ１，ＰＬ２へ出力する。ここで、φ１信号は、上
述したφ信号に相当し、φ２信号は、電流ドライバが活性化されている期間において、φ
１信号と逆相の信号である。
【０１４８】
図１７は、図１６に示したデータ書込ドライバの動作を説明する動作波形図である。なお
、図１７においても、これまでに説明した動作波形と同様に、時刻Ｔ１～Ｔ３において、
書込ビット線ＷＢＬ１に接続される選択メモリセルにデータ“１”である書込データＤｉ
ｎ＃１の書込動作が行なわれ、時刻Ｔ４～Ｔ６において、書込ビット線ＷＢＬ１に接続さ
れる選択メモリセルにデータ“０”である書込データＤｉｎ＃２の書込動作が行なわれる
ものとする。
【０１４９】
図１７を参照して、時刻Ｔ１において、クロック信号ＣＬＫが立下がると、列選択信号Ｃ
ＳＬおよび書込データＤｉｎ＃１に応じて書込制御信号Ｄａｔａ１（Ｈ），Ｄａｔａ１（
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Ｌ）がいずれもＨレベルとなり、これに応じてＰチャネルＭＯＳトランジスタ５１および
ＮチャネルＭＯＳトランジスタ５２がそれぞれＯＦＦ，ＯＮする。また、上述した（１）
，（２）式に基づいて、書込制御信号Ｄａｔａ２ｃ（Ｈ），Ｄａｔａ２ｃ（Ｌ）は、いず
れもＬレベルとなり、これに応じてＰチャネルＭＯＳトランジスタ１５６およびＮチャネ
ルＭＯＳトランジスタ１５７がそれぞれＯＮ，ＯＦＦする。
【０１５０】
また、時刻Ｔ１において、信号出力回路６２Ａは、φ１，φ２信号をそれぞれＬレベル，
Ｈレベルで出力する。このとき、書込ビット線ＷＢＬ１の両端は、いずれも接地電圧ＧＮ
Ｄであり、書込ビット線ＷＢＬ１にデータ書込電流は流れない。一方、書込ビット線ＷＢ
Ｌ２の両端は、いずれも電源電圧Ｖｃｃ１であり、書込ビット線ＷＢＬ２にもキャンセル
電流は流れない。
【０１５１】
時刻Ｔ２において、信号出力回路６２Ａがφ１，φ２信号をそれぞれＨレベル，Ｌレベル
に反転すると、書込ビット線ＷＢＬ１において、共通線ＰＬ１における電源電圧Ｖｃｃ１
と電流ドライバ１５０が受ける接地電圧ＧＮＤとの電位差に基づいて、共通線ＰＬ１から
電流ドライバ１５０へ向かう方向にデータ書込電流Ｉｗ（１）が流れる。一方、書込ビッ
ト線ＷＢＬ２においては、電流ドライバ１５５が受ける電源電圧Ｖｃｃ１と共通線ＰＬ２
における接地電圧ＧＮＤとの電位差に基づいて、電流ドライバ１５５から共通線ＰＬ２へ
向かう方向にキャンセル電流Ｉｗ（０）が流れる。
【０１５２】
次に、時刻Ｔ４において、クロック信号ＣＬＫが立下がると、列選択信号ＣＳＬおよび書
込データＤｉｎ＃２に応じて書込制御信号Ｄａｔａ１（Ｈ），Ｄａｔａ１（Ｌ）がいずれ
もＬレベルとなり、これに応じてＰチャネルＭＯＳトランジスタ５１およびＮチャネルＭ
ＯＳトランジスタ５２がそれぞれＯＮ，ＯＦＦする。また、上述した（１），（２）式に
基づいて、書込制御信号Ｄａｔａ２ｃ（Ｈ），Ｄａｔａ２ｃ（Ｌ）は、いずれもＨレベル
となり、これに応じてＰチャネルＭＯＳトランジスタ１５６およびＮチャネルＭＯＳトラ
ンジスタ１５７がそれぞれＯＦＦ，ＯＮする。
【０１５３】
また、信号出力回路６２Ａは、φ１，φ２信号をそれぞれＬレベル，Ｈレベルで出力する
。このとき、書込ビット線ＷＢＬ１において、電流ドライバ１５０が受ける電源電圧Ｖｃ
ｃ１と共通線ＰＬ１における接地電圧ＧＮＤとの電位差に基づいて、電流ドライバ１５０
から共通線ＰＬ１へ向かう方向にデータ書込電流Ｉｗ（０）が流れる。一方、書込ビット
線ＷＢＬ２においては、共通線ＰＬ２における電源電圧Ｖｃｃ１と電流ドライバ１５５が
受ける接地電圧ＧＮＤとの電圧差に基づいて、共通線ＰＬ２から電流ドライバ１５５に向
かう方向にキャンセル電流Ｉｗ（１）が流れる。
【０１５４】
時刻Ｔ５において、信号出力回路６２Ａがφ１，φ２信号をそれぞれＨレベル，Ｌレベル
に反転すると、書込ビット線ＷＢＬ１の両端は、いずれも電源電圧Ｖｃｃ１となり、書込
ビット線ＷＢＬ１におけるデータ書込電流Ｉｗ（０）は０となる。また、書込ビット線Ｗ
ＢＬ２の両端は、いずれも接地電圧ＧＮＤとなり、書込ビット線ＷＢＬ２におけるキャン
セル電流Ｉｗ（１）も０となる。
【０１５５】
以上のように、この実施の形態５によるＭＲＡＭによっても、実施の形態２と同様の効果
を得ることができる。そして、このＭＲＡＭによれば、さらに、隣接する書込ビット線か
ら受けるデータ書込磁界の影響が打消されるので、データ書込動作時の動作マージンが向
上する。
【０１５６】
［実施の形態５の変形例］
実施の形態５では、図１６に示したように、電流ドライバ１５０，１５５は、それぞれ対
応する書込ビット線ＷＢＬ１，ＷＢＬ２に対して同一側に配置されるが、実施の形態５の
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変形例では、書込ビット線ごとに電流ドライバが左右交互に配置される。
【０１５７】
図１８は、実施の形態５の変形例によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回路
図である。なお、図１８では、第１列目～第３列目の書込ビット線ＷＢＬ１～ＷＢＬ３に
対応する部分のみが示されており、以下では、図に示された範囲内でその説明を行なう。
【０１５８】
図１８を参照して、電流ドライバ１６０は、書込ビット線ＷＢＬ３に対応して設けられて
いる。共通線ＰＬ１，ＰＬ２は、書込ビット線ＷＢＬ１，ＷＢＬ２，ＷＢＬ３…の両側に
それぞれ配置される。書込ビット線ＷＢＬ１，ＷＢＬ３は、共通線ＰＬ１に一端が接続さ
れ、他端にそれぞれ電流ドライバ１５０，１６０が接続される。一方、書込ビット線ＷＢ
Ｌ２は、共通線ＰＬ２に一端が接続され、他端に電流ドライバ１５５が接続される。
【０１５９】
ここで、この実施の形態５の変形例におけるキャンセルドライバがゲートに受ける書込制
御信号Ｄａｔａｊｃ（Ｈ），Ｄａｔａｊｃ（Ｌ）は、下式によって生成される。
【０１６０】
　Ｄａｔａｊｃ（Ｈ）
＝／（／Ｄａｔａｊ＋１（Ｈ）　ＯＲ　／Ｄａｔａｊ－１（Ｈ））　…（３）
　Ｄａｔａｊｃ（Ｌ）
＝Ｄａｔａｊ＋１（Ｌ）　ＯＲ　Ｄａｔａｊ－１（Ｌ）　…（４）
　（３）式は、隣接する書込ビット線のいずれかの電流ドライバにおいてＰチャネルＭＯ
ＳトランジスタがＯＮしたとき、当該書込ビット線の電流ドライバにおけるＰチャネルの
キャンセルドライバをＯＮさせることを示す。（４）式は、隣接する書込ビット線のいず
れかの電流ドライバにおいてＮチャネルＭＯＳトランジスタがＯＮしたとき、当該書込ビ
ット線の電流ドライバにおけるＮチャネルのキャンセルドライバをＯＮさせることを示す
。
【０１６１】
信号出力回路６２Ｂは、電源電圧Ｖｃｃ１および接地電圧ＧＮＤを受け、φ１信号および
φ２信号を生成してそれぞれ共通線ＰＬ１，ＰＬ２へ出力する。ここで、φ１，φ２信号
は、上述したφ信号に相当する。すなわち、実施の形態５における信号出力回路６２Ａは
、φ２信号をφ１信号と逆相で出力したのに対し、信号出力回路６２Ｂは、φ２信号をφ
１信号と同相で出力する。
【０１６２】
図１９は、図１８に示したデータ書込ドライバの動作を説明する動作波形図である。なお
、図１９においても、これまでに説明した動作波形と同様に、時刻Ｔ１～Ｔ３において、
書込ビット線ＷＢＬ１に接続される選択メモリセルにデータ“１”である書込データＤｉ
ｎ＃１の書込動作が行なわれ、時刻Ｔ４～Ｔ６において、書込ビット線ＷＢＬ１に接続さ
れる選択メモリセルにデータ“０”である書込データＤｉｎ＃２の書込動作が行なわれる
ものとする。
【０１６３】
図１９を参照して、時刻Ｔ１において、クロック信号ＣＬＫが立下がると、これまでの動
作波形図と同様に、ＰチャネルＭＯＳトランジスタ５１およびＮチャネルＭＯＳトランジ
スタ５２がそれぞれＯＦＦ，ＯＮする。また、上述した（３），（４）式に基づいて、書
込制御信号Ｄａｔａ２ｃ（Ｈ），Ｄａｔａ２ｃ（Ｌ）は、いずれもＨレベルとなり、これ
に応じてＰチャネルＭＯＳトランジスタ１５６およびＮチャネルＭＯＳトランジスタ１５
７がそれぞれＯＦＦ，ＯＮする。
【０１６４】
また、信号出力回路６２Ｂは、φ１，φ２信号をいずれもＬレベルで出力する。このとき
、書込ビット線ＷＢＬ１の両端は、いずれも接地電圧ＧＮＤであり、書込ビット線ＷＢＬ
１にデータ書込電流は流れない。一方、書込ビット線ＷＢＬ２の両端も、いずれも接地電
圧ＧＮＤであり、書込ビット線ＷＢＬ２にもキャンセル電流は流れない。
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【０１６５】
時刻Ｔ２において、信号出力回路６２Ｂがφ１，φ２信号をＨレベルに反転すると、書込
ビット線ＷＢＬ１において、共通線ＰＬ１における電源電圧Ｖｃｃ１と電流ドライバ１５
０が受ける接地電圧ＧＮＤとの電位差に基づいて、共通線ＰＬ１から電流ドライバ１５０
へ向かう方向にデータ書込電流Ｉｗ（１）が流れる。また、書込ビット線ＷＢＬ２におい
ては、共通線ＰＬ２における電源電圧Ｖｃｃ１と電流ドライバ１５５が受ける接地電圧Ｇ
ＮＤとの電位差に基づいて、共通線ＰＬ２から電流ドライバ１５５へ向かう方向にキャン
セル電流Ｉｗ（１）が流れる。
【０１６６】
次に、時刻Ｔ４において、クロック信号ＣＬＫが立下がると、これまでの動作波形図と同
様に、ＰチャネルＭＯＳトランジスタ５１およびＮチャネルＭＯＳトランジスタ５２がそ
れぞれＯＮ，ＯＦＦする。また、上述した（３），（４）式に基づいて、書込制御信号Ｄ
ａｔａ２ｃ（Ｈ），Ｄａｔａ２ｃ（Ｌ）は、いずれもＬレベルとなり、これに応じてＰチ
ャネルＭＯＳトランジスタ１５６およびＮチャネルＭＯＳトランジスタ１５７がそれぞれ
ＯＮ，ＯＦＦする。
【０１６７】
また、信号出力回路６２Ｂは、φ１，φ２信号をいずれもＬレベルで出力する。したがっ
て、書込ビット線ＷＢＬ１において、電流ドライバ１５０が受ける電源電圧Ｖｃｃ１と共
通線ＰＬ１における接地電圧ＧＮＤとの電位差に基づいて、電流ドライバ１５０から共通
線ＰＬ１へ向かう方向にデータ書込電流Ｉｗ（０）が流れる。一方、書込ビット線ＷＢＬ
２においては、電流ドライバ１５５が受ける電源電圧Ｖｃｃ１と共通線ＰＬ２における接
地電圧ＧＮＤとの電位差に基づいて、電流ドライバ１５５から共通線ＰＬ２へ向かう方向
にキャンセル電流Ｉｗ（０）が流れる。
【０１６８】
時刻Ｔ５において、信号出力回路６２Ｂがφ１，φ２信号をＨレベルに反転すると、書込
ビット線ＷＢＬ１の両端は、いずれも電源電圧Ｖｃｃ１となり、書込ビット線ＷＢＬ１に
おけるデータ書込電流Ｉｗ（０）は０となる。また、書込ビット線ＷＢＬ２の両端も、い
ずれも電源電圧Ｖｃｃ１となり、書込ビット線ＷＢＬ２におけるキャンセル電流Ｉｗ（０
）も０となる。
【０１６９】
以上のように、この実施の形態５の変形例によるＭＲＡＭによれば、電流ドライバのレイ
アウト効率が向上するほか、信号出力回路６２Ｂが出力するφ１，φ２信号が同相である
ので、信号の制御も容易となる。
【０１７０】
なお、特に図示しないが、実施の形態５において、実施の形態１における変形例３～５と
同様の変形例を構成することができる。
【０１７１】
［実施の形態６］
実施の形態６では、実施の形態１におけるデータ書込ドライバの構成において、隣接する
ビット線において発生したデータ書込磁界の影響をキャンセルする回路が備えられる。
【０１７２】
図２０は、実施の形態６によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回路図である
。なお、図２０でも、第１および第２列目の書込ビット線ＷＢＬ１，ＷＢＬ２に対応する
部分のみが示されており、以下では、図に示された範囲内でその説明を行なう。
【０１７３】
図２０を参照して、このデータ書込ドライバは、実施の形態１におけるデータ書込ドライ
バの構成において、電流ドライバ５０，５５に代えてそれぞれ電流ドライバ１５０，１５
５を備える。そして、この実施の形態６では、電流ドライバ１５０，１５５は、いずれも
電源電圧Ｖｃｃ２および接地電圧ＧＮＤを受ける。なお、電流ドライバ１５０，１５５の
構成については、既に説明したので、その説明は繰返さない。
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【０１７４】
実施の形態６においては、キャンセルドライバがゲートに受ける書込制御信号Ｄａｔａｊ
ｃ（Ｈ），Ｄａｔａｊｃ（Ｌ）は、上述した式（１），（２）によって生成される。
【０１７５】
図２１は、図２０に示したデータ書込ドライバの動作を説明する動作波形図である。なお
、図２１においても、これまでに説明した動作波形と同様に、時刻Ｔ１～Ｔ２において、
書込ビット線ＷＢＬ１に接続される選択メモリセルにデータ“１”である書込データＤｉ
ｎ＃１の書込動作が行なわれ、時刻Ｔ３～Ｔ４において、書込ビット線ＷＢＬ１に接続さ
れる選択メモリセルにデータ“０”である書込データＤｉｎ＃２の書込動作が行なわれる
ものとする。
【０１７６】
図２１を参照して、時刻Ｔ１において、クロック信号ＣＬＫが立下がると、列選択信号Ｃ
ＳＬおよび書込データＤｉｎ＃１に応じて書込制御信号Ｄａｔａ１（Ｈ），Ｄａｔａ１（
Ｌ）がいずれもＨレベルとなり、これに応じてＰチャネルＭＯＳトランジスタ５１および
ＮチャネルＭＯＳトランジスタ５２がそれぞれＯＦＦ，ＯＮする。そうすると、書込ビッ
ト線ＷＢＬ１において、共通線ＰＬにおける電源電圧Ｖｃｃ１と電流ドライバ１５０が受
ける接地電圧ＧＮＤとの電位差に基づいて、共通線ＰＬから電流ドライバ１５０へ向かう
方向にデータ書込電流Ｉｗ（１）が流れる。
【０１７７】
一方、上述した（１），（２）式に基づいて、書込制御信号Ｄａｔａ２ｃ（Ｈ），Ｄａｔ
ａ２ｃ（Ｌ）は、いずれもＬレベルとなり、これに応じてＰチャネルＭＯＳトランジスタ
１５６およびＮチャネルＭＯＳトランジスタ１５７がそれぞれＯＮ，ＯＦＦする。そうす
ると、書込ビット線ＷＢＬ２において、電流ドライバ１５５が受ける電源電圧Ｖｃｃ２と
共通線ＰＬにおける電源電圧Ｖｃｃ１との電圧差に基づいて、電流ドライバ１５５から共
通線ＰＬへ向かう方向にキャンセル電流Ｉｗ（０）が流れる。
【０１７８】
時刻Ｔ３においては、クロック信号ＣＬＫが立下がると、列選択信号ＣＳＬおよび書込デ
ータＤｉｎ＃２に応じて書込制御信号Ｄａｔａ１（Ｈ），Ｄａｔａ１（Ｌ）がいずれもＬ
レベルとなり、これに応じてＰチャネルＭＯＳトランジスタ５１およびＮチャネルＭＯＳ
トランジスタ５２がそれぞれＯＮ，ＯＦＦする。そうすると、書込ビット線ＷＢＬ１にお
いて、電流ドライバ１５０が受ける電源電圧Ｖｃｃ２と共通線ＰＬにおける電源電圧Ｖｃ
ｃ１との電位差に基づいて、電流ドライバ１５０から共通線ＰＬへ向かう方向にデータ書
込電流Ｉｗ（０）が流れる。
【０１７９】
一方、上述した（１），（２）式に基づいて、書込制御信号Ｄａｔａ２ｃ（Ｈ），Ｄａｔ
ａ２ｃ（Ｌ）は、いずれもＨレベルとなり、これに応じてＰチャネルＭＯＳトランジスタ
１５６およびＮチャネルＭＯＳトランジスタ１５７がそれぞれＯＦＦ，ＯＮする。そうす
ると、書込ビット線ＷＢＬ２において、共通線ＰＬにおける電源電圧Ｖｃｃ１と電流ドラ
イバ１５５が受ける接地電圧ＧＮＤとの電圧差に基づいて、共通線ＰＬから電流ドライバ
１５５へ向かう方向にキャンセル電流Ｉｗ（１）が流れる。
【０１８０】
以上のように、この実施の形態６によるＭＲＡＭによっても、実施の形態１と同様の効果
を得ることができる。そして、隣接する書込ビット線から受けるデータ書込磁界の影響が
打消されることによって、データ書込動作時の動作マージンが向上する。
【０１８１】
［実施の形態６の変形例］
実施の形態６の変形例では、実施の形態６に対して書込ビット線ごとに電流ドライバが左
右交互に配置される。
【０１８２】
図２２は、実施の形態６の変形例によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回路
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図である。なお、図２２では、第１列目～第３列目の書込ビット線ＷＢＬ１～ＷＢＬ３に
対応する部分のみが示されており、以下では、図に示された範囲内でその説明を行なう。
【０１８３】
図２２を参照して、書込ビット線ＷＢＬ１～ＷＢＬ３、それらにそれぞれ対応する電流ド
ライバ１５０，１５５，１６０、および共通線ＰＬ１，ＰＬ２の構成および配置は、実施
の形態５の変形例について図１８に示した構成と同じである。ここで、各電流ドライバ１
５０，１５５，１６０は、電源電圧Ｖｃｃ２および接地電圧ＧＮＤを受ける。そして、共
通線ＰＬ１，ＰＬ２には、電源電圧Ｖｃｃ１が印加される。なお、電流ドライバ１５０，
１５５，１６０の構成については、既に説明したので、その説明は繰返さない。
【０１８４】
実施の形態６の変形例においては、キャンセルドライバがゲートに受ける書込制御信号Ｄ
ａｔａｊｃ（Ｈ），Ｄａｔａｊｃ（Ｌ）は、上述した式（３），（４）によって生成され
る。
【０１８５】
図２３は、図２２に示したデータ書込ドライバの動作を説明する動作波形図である。なお
、図２３においても、これまでに説明した動作波形と同様に、時刻Ｔ１～Ｔ２において、
書込ビット線ＷＢＬ１に接続される選択メモリセルにデータ“１”である書込データＤｉ
ｎ＃１の書込動作が行なわれ、時刻Ｔ３～Ｔ４において、書込ビット線ＷＢＬ１に接続さ
れる選択メモリセルにデータ“０”である書込データＤｉｎ＃２の書込動作が行なわれる
ものとする。
【０１８６】
図２３を参照して、時刻Ｔ１において、クロック信号ＣＬＫが立下がると、列選択信号Ｃ
ＳＬおよび書込データＤｉｎ＃１に応じて書込制御信号Ｄａｔａ１（Ｈ），Ｄａｔａ１（
Ｌ）がいずれもＨレベルとなり、これに応じてＰチャネルＭＯＳトランジスタ５１および
ＮチャネルＭＯＳトランジスタ５２がそれぞれＯＦＦ，ＯＮする。そうすると、書込ビッ
ト線ＷＢＬ１において、共通線ＰＬ１における電源電圧Ｖｃｃ１と電流ドライバ１５０が
受ける接地電圧ＧＮＤとの電位差に基づいて、共通線ＰＬ１から電流ドライバ１５０へ向
かう方向にデータ書込電流Ｉｗ（１）が流れる。
【０１８７】
一方、上述した（３），（４）式に基づいて、書込制御信号Ｄａｔａ２ｃ（Ｈ），Ｄａｔ
ａ２ｃ（Ｌ）は、いずれもＨレベルとなり、これに応じてＰチャネルＭＯＳトランジスタ
１５６およびＮチャネルＭＯＳトランジスタ１５７がそれぞれＯＦＦ，ＯＮする。そうす
ると、書込ビット線ＷＢＬ２において、共通線ＰＬ２における電源電圧Ｖｃｃ１と電流ド
ライバ１５５が受ける接地電圧ＧＮＤとの電圧差に基づいて、共通線ＰＬ２から電流ドラ
イバ１５５へ向かう方向にキャンセル電流Ｉｗ（１）が流れる。
【０１８８】
時刻Ｔ３においては、クロック信号ＣＬＫが立下がると、列選択信号ＣＳＬおよび書込デ
ータＤｉｎ＃１に応じて書込制御信号Ｄａｔａ１（Ｈ），Ｄａｔａ１（Ｌ）がいずれもＬ
レベルとなり、これに応じてＰチャネルＭＯＳトランジスタ５１およびＮチャネルＭＯＳ
トランジスタ５２がそれぞれＯＮ，ＯＦＦする。そうすると、書込ビット線ＷＢＬ１にお
いて、電流ドライバ１５０が受ける電源電圧Ｖｃｃ２と共通線ＰＬ１における電源電圧Ｖ
ｃｃ１との電位差に基づいて、電流ドライバ１５０から共通線ＰＬ１へ向かう方向にデー
タ書込電流Ｉｗ（０）が流れる。
【０１８９】
一方、上述した（３），（４）式に基づいて、書込制御信号Ｄａｔａ２ｃ（Ｈ），Ｄａｔ
ａ２ｃ（Ｌ）は、いずれもＬレベルとなり、これに応じてＰチャネルＭＯＳトランジスタ
１５６およびＮチャネルＭＯＳトランジスタ１５７がそれぞれＯＮ，ＯＦＦする。そうす
ると、書込ビット線ＷＢＬ２において、電流ドライバ１５５が受ける電源電圧Ｖｃｃ２と
共通線ＰＬ２における電源電圧Ｖｃｃ１との電圧差に基づいて、電流ドライバ１５５から
共通線ＰＬ２へ向かう方向にキャンセル電流Ｉｗ（０）が流れる。
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【０１９０】
以上のように、この実施の形態６の変形例によるＭＲＡＭによれば、実施の形態６と同様
の効果が得られ、さらに、電流ドライバのレイアウト効率が向上する。
【０１９１】
なお、特に図示しないが、実施の形態６において、実施の形態１における変形例２～５と
同様の変形例を構成することができる。
【０１９２】
今回開示された実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範囲
によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる
ことが意図される。
【０１９３】
【発明の効果】
この発明によれば、電流ドライバをデータ書込線の片側のみに配置し、データ書込線の他
端には所定の電圧が印加される共通線を接続するようにしたので、電流ドライバの占有面
積が縮小される。したがって、半導体記憶装置を小型化することができる。
【０１９４】
また、この発明によれば、データ書込電流の電流経路に介在するドライバトランジスタの
数を１つのみとしたので、電流経路の抵抗が小さく、電源電圧を低電圧化することができ
る。したがって、半導体記憶装置の消費電力を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１によるＭＲＡＭの全体構成を示す回路図である。
【図２】　ＭＴＪメモリセルの構成およびＭＴＪメモリセルへのデータ書込動作を説明す
る概念図である。
【図３】　ＭＴＪメモリセルからのデータ読出動作を説明する概念図である。
【図４】　図１に示すＭＲＡＭのデータ書込ドライバに関する部分を抽出した回路図であ
る。
【図５】　実施の形態１によるＭＲＡＭのデータ書込動作を説明する動作波形図である。
【図６】　実施の形態１の変形例１によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回
路図である。
【図７】　実施の形態１の変形例２によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回
路図である。
【図８】　図７に示す内部降圧回路の構成を示す回路図である。
【図９】　実施の形態１の変形例３によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回
路図である。
【図１０】　実施の形態１の変形例４によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す
回路図である。
【図１１】　実施の形態１の変形例５によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す
回路図である。
【図１２】　実施の形態２によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回路図であ
る。
【図１３】　図１２に示すデータ書込ドライバの動作を説明する動作波形図である。
【図１４】　実施の形態３によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回路図であ
る。
【図１５】　実施の形態４によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回路図であ
る。
【図１６】　実施の形態５によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回路図であ
る。
【図１７】　図１６に示すデータ書込ドライバの動作を説明する動作波形図である。
【図１８】　実施の形態５の変形例によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回
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【図１９】　図１８に示すデータ書込ドライバの動作を説明する動作波形図である。
【図２０】　実施の形態６によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回路図であ
る。
【図２１】　図２０に示すデータ書込ドライバの動作を説明する動作波形図である。
【図２２】　実施の形態６の変形例によるＭＲＡＭのデータ書込ドライバの構成を示す回
路図である。
【図２３】　図２２に示すデータ書込ドライバの動作を説明する動作波形図である。
【符号の説明】
１　ＭＲＡＭ、１０　メモリアレイ、２０　行デコーダ、２５　ディジット線ドライバ、
３０　列デコーダ、４０　書込制御回路、５０，５０Ａ，５５，１５０，１５５，１６０
，５０１，５１１，５５１，５６１　電流ドライバ、６０　内部降圧回路、６２，６２Ａ
，６２Ｂ　信号出力回路、７０，７０Ａ　列選択ゲート、８０　センスアンプ、９０　プ
リチャージ／イコライズ回路、６０２，６０４　コンパレータ、ＡＴＲ　アクセストラン
ジスタ、ＢＬ１，ＢＬ２　ビット線、ＤＢ，／ＤＢ　データバス、ＤＤＬ１，ＤＤＬ２　
ダミーディジット線、ＤＬ１，ＤＬ２　ディジット線、ＤＭＣ　ダミーＭＴＪメモリセル
、ＤＲＷＬ１，ＤＲＷＬ２　ダミー読出ワード線、ＦＬ　固定磁化層、ＭＣ　ＭＴＪメモ
リセル、ＰＬ，ＰＬ１，ＰＬ２　共通線、ＲＢＬ１，ＲＢＬ２　読出ビット線、ＲＷＬ１
，ＲＷＬ２　読出ワード線、ＴＢ　トンネルバリア、ＴＭＲ　トンネル磁気抵抗素子、Ｖ
Ｌ　自由磁化層、ＷＢＬ１，ＷＢＬ２，ＷＢＬ３　書込ビット線。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１２】 【図１３】
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【図２０】 【図２１】
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