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(57)【要約】
【課題】プログラミングの前にビットセルの動作を試験
することが可能であり、かつビットセルのプログラムさ
れた状態を視覚的に検出することが困難なメモリを提供
すること。
【解決手段】第1の磁気トンネル接合構造(MTJ)と第2のM
TJとを有するビットセルにおいて非可逆状態を生成する
方法は、ビットセルの第1のMTJに、ビットセルの第2のM
TJにプログラム電圧を印加せずにプログラム電圧を印加
することを含む。メモリデバイスは、第1のMTJおよび第
2のMTJを有するビットセルと、ビットセルの第1のMTJお
よび第2のMTJの選択された一方にプログラム信号を印加
することによってビットセルにおいて非可逆状態を生成
するように構成されたプログラミング回路とを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビットセルの第1の磁気トンネル接合構造(MTJ)に、前記ビットセルの第2のMTJにプログ
ラム電圧を印加せずに、前記プログラム電圧を印加することによって前記ビットセルにお
いて非可逆状態を生成するステップを含み、
　前記非可逆状態が第1のMTJでの読み取られる第1の値と第2のMTJで読み取られる第2の値
とを比較することによって判定される前記ビットセルの値に対応する、方法。
【請求項２】
　前記プログラム電圧は、前記第1のMTJのトンネル酸化物を破壊させ、それによって、前
記第1のMTJの永続的な低抵抗状態を得る、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記第1のMTJおよび前記第2のMTJを相補的なセル値として維持するステップをさらに含
む、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記ビットセルの前記第1のMTJにおいて読み取られる前記第1の値を前記ビットセルの
前記第2のMTJにおいて読み取られる前記第2の値と比較することによって前記非可逆状態
を検知するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記ビットセルの前記非可逆状態を検知するステップは、別個の基準セルなしに実行さ
れる、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記プログラム電圧を印加する前に、前記第1のMTJに書込み電圧を印加して前記ビット
セルに値を記憶するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記第1のMTJに前記書込み電圧を印加した後で、前記第1のMTJを読み取って前記ビット
セルの動作を試験するステップをさらに含む、請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　前記ビットセルは、ワンタイムプログラマブル機能を有するメモリ内に位置し、前記ビ
ットセルをプログラムする前に前記メモリの1つまたは複数のセルを試験するステップを
さらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記ビットセルは、前記第1のMTJに結合された第1のアクセストランジスタと前記第2の
MTJに結合された第2のアクセストランジスタとを備える、請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第1のアクセストランジスタは、前記第2のアクセストランジスタの酸化物厚さと実
質的に同様の酸化物厚さを有する、請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第1のMTJは、第2の軸長よりも長い第1の軸長を有し、前記第1のMTJを第1の非プロ
グラム状態から第2の非プログラム状態に切り替えるのを可能にする、請求項1に記載の方
法。
【請求項１２】
　前記第1のMTJは楕円形である、請求項11に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第1のMTJは実質的に円形であり、前記ビットセルを外部基準と比較することによっ
て前記ビットセルを試験するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第1のMTJおよび前記第2のMTJは、MTJのアレイ内に位置し、MTJの前記アレイが、前
記第1のMTJおよび前記第2のMTJと実質的に同様の第3のMTJをさらに備え、前記第3のMTJに
書込み電圧を供給することによって前記第3のMTJをマルチタイムプログラマブル記憶素子
として使用するステップをさらに含み、前記書込み電圧が前記プログラム電圧よりも低く
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前記第3のMTJを可逆状態に入らせる、請求項1に記載の方法。
【請求項１５】
　前記プログラム電圧を印加するステップは、電子デバイスに組み込まれたプロセッサに
応答するステップである、請求項1に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第1の値の読み取りが差分増幅器の第1の入力で受信され、前記2の値の読み取りが
前記差分増幅器の第2の入力で受信される、請求項1に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第1の値が、前記第1のMTJに結合される第1のビット線の第1の電圧に対応し、前記
第2の値が、前記第2のMTJに結合される第2のビット線の第2の電圧に対応する、請求項1に
記載の方法。
【請求項１８】
　ビットセルの第1の磁気トンネル接合構造(MTJ)に、前記ビットセルの第2のMTJにプログ
ラム電圧を印加せずに、前記プログラム電圧を印加することによって前記ビットセルにお
いて非可逆状態を生成するための第1のステップであって、前記非可逆状態が前記第1のMT
Jでの読み取られる第1の値と前記第2のMTJで読み取られる第2の値とを比較することによ
って判定される前記ビットセルの値に対応する、第1のステップと、
　前記第1のMTJおよび前記第2のMTJを相補的なセル値として維持するための第2のステッ
プとを含む方法。
【請求項１９】
　前記第1のステップおよび前記第2のステップは、電子デバイスに組み込まれたプロセッ
サによって実行される、請求項18に記載の方法。
【請求項２０】
　半導体デバイスの少なくとも1つの物理的な特性を表す設計情報を受け取るステップで
あって、前記半導体デバイスが、
　　第1の磁気トンネル接合構造(MTJ)および第2のMTJを備えるMTJビットセルと、
　　前記ビットセルの前記第1のMTJおよび前記第2のMTJの選択された一方にプログラム信
号を印加することによって前記ビットセルにおいて非可逆状態を生成するように構成され
たプログラミング回路と、
　　前記第1のMTJで読み取られる第1の値と前記第2のMTJで読み取られる第2の値とを比較
することによって、前記非可逆状態を検知するように構成される検知回路とを備える、ス
テップと、
　前記設計情報をファイルフォーマットに適合するように変換するステップと、
　前記変換された設計情報を含むデータファイルを生成するステップとを含む方法。
【請求項２１】
　前記データファイルがGDSIIフォーマットを含む、請求項20に記載の方法。
【請求項２２】
　前記データファイルはGERBERフォーマットを有する、請求項20に記載の方法。
【請求項２３】
　半導体デバイスに対応する設計情報を含むデータファイルを受け取るステップと、
　前記設計情報に従って、前記半導体デバイスを製造するステップとを含み、前記半導体
デバイスが、
　第1の磁気トンネル接合構造(MTJ)および第2のMTJを含むMTJビットセルと、
　前記ビットセルの前記第1のMTJおよび前記第2のMTJの選択された一方にプログラム信号
を印加することによって前記ビットセルにおいて非可逆状態を生成するように構成された
プログラミング回路と、
　前記第1のMTJで読み取られる第1の値と前記第2のMTJで読み取られる第2の値とを比較す
ることによって、前記非可逆状態を検知するように構成された検知回路とを備える方法。
【請求項２４】
　前記データファイルはGDSIIフォーマットを有する、請求項23に記載の方法。



(4) JP 2015-92430 A 2015.5.14

10

20

30

40

50

【請求項２５】
　前記データファイルはGERBERフォーマットを有する、請求項23に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は全般に、ワンタイムプログラマブルビットセルに基づく磁気トンネル接合(MTJ
)構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　技術の進歩によって、コンピューティングデバイスはより小型にかつより高性能になっ
ている。そのようなポータブルコンピューティングデバイスは、ワンタイムプログラマブ
ル(OTP)メモリセルを有する非揮発性メモリデバイスのような、ワンタイムプログラマブ
ル素子に基づくセキュリティアーキテクチャを含み得る。OTPメモリセルは、セルがプロ
グラムされた後、永久状態を維持する。たとえば、OTP素子としてポリシリコンヒューズ
が使用されている。セルがプログラミング時に「ブローされる」するようにセルの両端に
電圧を印加することによって、ポリシリコンヒューズメモリセルをプログラムすることが
できる。たとえば、ワンタイムプログラミングは通常、高電流(たとえば、数ミリアンペ
ア程度)によってシリコンを比較的長時間(たとえば、数マイクロ秒)にわたってブローす
ることによって行われる。ポリシリコンヒューズの1つの欠点は、ヒューズをブローする
前にヒューズの完全性を試験するのが困難であることである。ポリシリコンヒューズの別
の欠点は、ブロー状態が視覚的に検出可能であり、セキュリティが損なわれる恐れがある
ことである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　磁気トンネル接合構造(MTJ)技術に基づくワンタイムプログラマブル素子について説明
する。このワンタイムプログラマブル素子は、第1の抵抗性記憶素子と第2の抵抗性記憶素
子とを有するビットセルとして構成される。第1および第2の抵抗性記憶素子の各々はMTJ
であってもよい。MTJのネイティブ非ブロー状態は、より高い抵抗を有し、MTJのブロー状
態はより低い抵抗を有する。第1のMTJおよび第2のMTJの一方に、第1のMTJおよび第2のMTJ
の他方にプログラム信号を印加せずに、プログラム信号を印加して、ビットセルにおいて
非可逆状態を生成してもよい。たとえば、非可逆状態は、一方のMTJのトンネル酸化物を
破壊することによって生成されてもよい。トンネル酸化物が破壊されると、永続的な低抵
抗状態が形成される。
【０００４】
　ある特定の実施形態では、第1の磁気トンネル接合構造(MTJ)と第2のMTJとを有するビッ
トセルにおいて非可逆状態を生成する方法は、ビットセルの第1のMTJに、ビットセルの第
2のMTJにプログラム電圧を印加せずに、プログラム電圧を印加することを含む。
【０００５】
　別の特定の実施形態では、メモリデバイスは、磁気トンネル接合構造(MTJ)ビットセル
を含む。MTJビットセルは、第1のMTJと、第2のMTJと、ビットセルの第1のMTJおよび第2の
MTJの選択された一方にプログラム信号を印加することによってビットセルにおいて非可
逆状態を生成するように構成されたプログラミング回路とを含む。
【０００６】
　少なくとも1つの開示される実施形態によってもたらされる1つの特定の利点は、第1の
磁気トンネル接合構造(MTJ)と第2のMTJとを有するビットセルに非可逆状態をプログラム
することによって高速プログラミングを実現できることである。
【０００７】
　少なくとも1つの開示される実施形態によってもたらされる別の特定の利点は、プログ
ラミングの前に、ビットセルの動作を試験してもよいことである。
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【０００８】
　少なくとも1つの開示される実施形態によってもたらされる別の特定の利点は、ビット
セルのプログラムされた状態を視覚的に検出することがポリシリコンヒューズの場合より
も困難になるという点でセキュリティが強化されることである。
【０００９】
　本開示の他の態様、利点、および特徴は、以下のセクション、すなわち、図面の簡単な
説明、発明を実施するための形態、および特許請求の範囲を含む、本出願全体の検討後に
明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】非可逆状態プログラミング回路と、第1の抵抗性記憶素子および第2の抵抗性記憶
素子を含むメモリセルとを含むメモリデバイスの特定の例示的な実施形態のブロック図で
ある。
【図２】非可逆状態プログラミング回路と、磁気トンネル接合構造(MTJ)ベースのワンタ
イムプログラマブルメモリセルを有するメモリアレイとを含むメモリデバイスの特定の例
示的な実施形態の図である。
【図３】第1のMTJおよび第2のMTJを有するビットセルと、ビットセルにプログラミング電
圧を供給するように構成された非可逆状態プログラミング回路とを含むシステムの特定の
例示的な実施形態の図である。
【図４】MTJ形状および各MTJ形状の属性の特定の例示的な実施形態の図表示である。
【図５】第1のMTJと第2のMTJとを有するビットセルに非可逆状態をプログラムする方法の
特定の例示的な実施形態の流れ図である。
【図６】ビットセルの第1のMTJおよび第2のMTJの一方にプログラミング電圧を供給するよ
うに構成された非可逆状態プログラミング回路を含むデバイスの特定の例示的な実施形態
のブロック図である。
【図７】第1のMTJと第2のMTJとを有するビットセルに非可逆状態をプログラムするように
構成された非可逆状態プログラミング回路を含むワイヤレスデバイスを製造するのに使用
できる製造プロセスの特定の例示的な実施形態の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図1を参照すると、非可逆状態プログラミング回路とメモリセルとを含みデータを非可
逆状態として2素子セルに記憶するメモリデバイスの特定の例示的な実施形態が示されて
おり、全体的に100で示されている。メモリデバイス100は、代表的なメモリセル102と、
非可逆状態プログラミング回路104とを含む。メモリセル102は、第1の抵抗性記憶素子106
と第2の抵抗性記憶素子108とを含む。ある特定の実施形態では、第1の抵抗性記憶素子106
は第1の磁気トンネル接合構造(MTJ)素子であり、第2の抵抗性記憶素子108は第2のMTJ素子
である。非可逆状態プログラミング回路104は、メモリセル102の第1の抵抗性記憶素子106
および第2の抵抗性記憶素子108の一方にプログラム信号を印加し、メモリセル102に非可
逆状態をプログラムするように構成されている。
【００１２】
　ある特定の実施形態では、メモリセル102中の2つの抵抗性記憶素子106、108の一方を非
可逆的にプログラムすることによってワンタイムプログラム可能性が実現される。たとえ
ば、メモリセル102の第2の抵抗性記憶素子108にプログラム電圧を印加せずにメモリセル1
02の第1の抵抗性記憶素子106に非可逆状態プログラミング回路104を介してプログラム電
圧を印加して、メモリセル102において非可逆状態を生成してもよい。代替として、メモ
リセル102の第1の抵抗性記憶素子106にプログラム電圧を印加せずにメモリセル102の第2
の抵抗性記憶素子108に非可逆状態プログラミング回路104を介してプログラム電圧を印加
して、メモリセル102において非可逆状態を生成してもよい。一例として、第1の抵抗性記
憶素子106がMTJであるとき、プログラム電圧は、第1の抵抗性記憶素子106のトンネル酸化
物を破壊させ、それによって、第1の抵抗性記憶素子106の永続的な低抵抗状態を得ること
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ができる。同様に、第2の抵抗性記憶素子108がMTJであるとき、プログラム電圧は、第2の
抵抗性記憶素子108のトンネル酸化物を破壊させ、それによって、第2の抵抗性記憶素子10
8の永続的な低抵抗状態を得ることができる。ある特定の実施形態では、トンネル酸化物
はMTJ内の酸化マグネシウム障壁層であってよく、プログラム電圧は約1.3Vより高くても
よい。
【００１３】
　一方の抵抗性記憶素子のトンネル酸化物が破壊されると、永続的な低抵抗状態が形成さ
れる。たとえば、ブローが生じた後(たとえば、トンネル酸化物が破壊された後)、ブロー
された抵抗性記憶素子の抵抗は約250オームであってもよい。抵抗性記憶素子のネイティ
ブ非ブロー状態は、より高い抵抗、たとえば2500オームであってもよい。たとえば、表11
0に示すように、第1の抵抗性記憶素子106がブローされており、第2の抵抗性記憶素子108
がブローされていない場合、メモリセル102に記憶されているデータは論理「1」状態を表
し得る。代替として、第1の抵抗性記憶素子106がブローされておらず、第2の抵抗性記憶
素子108がブローされている場合、メモリセル102に記憶されているデータは論理「0」状
態を表し得る。
【００１４】
　ある特定の実施形態では、メモリセル102に非可逆状態をプログラムする前に、第1の抵
抗性記憶素子106または第2の抵抗性記憶素子108に(プログラム電圧に対する)書込み電圧
を印加してメモリセル102に可逆値を記憶することによって、メモリセル102をメニータイ
ムプログラマブル(MTP)セルとして使用してもよい。MTPセルの例について図4に関してさ
らに説明する。メモリセル102をワンタイムプログラマブル(OTP)セルまたはMTPセルとし
て使用する場合、第1の抵抗性記憶素子106または第2の抵抗性記憶素子108に書込み電圧を
印加した後、第1の抵抗性記憶素子106および第2の抵抗性記憶素子108のそれぞれを読み取
ることによってメモリセル102の動作を試験することができる。
【００１５】
　ある特定の実施形態では、メモリセル102がOTPメモリセルとして構成されるとき、第1
の抵抗性記憶素子106において読み取られる値を第2の抵抗性記憶素子108において読み取
られる値と別個の基準セルの必要なしに比較することによって、非可逆状態を検知しても
よい。たとえば、MTJの可逆的書込み状態を検知するには、基準電圧を印加すればよい。
メモリセル102をOTPメモリセルとして構成すると、検知は、第1および第2の抵抗性記憶素
子106、108に相補的なセル値が維持され、それにより、第1の抵抗性記憶素子106において
読み取られる値を第2の抵抗性記憶素子108において読み取られる値と比較することによっ
て非可逆状態を検知することができるという点で自己参照される。
【００１６】
　メモリセル102をOTPメモリセルまたはMTPメモリセルとして構成することができるので
、メモリセルを組み込んだ電子デバイスのセキュリティアーキテクチャを強化することが
できる。たとえば、Joint Test Action Group (JTAG)のようなモバイル電子デバイスのハ
ードウェア機能を、ワンタイムプログラム可能性を使用して最終試験の後で使用不能にし
てもよい。さらに、プロビジョニング、ユーザ情報、デジタル著作権管理などを目的とし
て相手先商標製造会社のハードウェアキーをワンタイムプログラム可能性と一緒に利用し
てもよい。さらに、メモリセル102を組み込んだ電子デバイスは、ポリシリコンベースの
ヒューズシステムよりも、デプロセシングによる改ざんを受けにくくし、かつデータ操作
を受けにくくすることができる。
【００１７】
　図2を参照すると、非可逆状態プログラミング回路と磁気トンネル接合構造(MTJ)ベース
のワンタイムプログラマブルメモリセルを有するメモリアレイとを含むメモリデバイスの
特定の例示的な実施形態が示されており、全体的に200で示されている。メモリデバイス2
00は、非可逆状態プログラミング回路202と、試験回路204と、ワンタイムプログラマブル
(OTP)セルを有するメモリアレイ206とを含む。メモリアレイ206は、非OTPメモリセルであ
る他のMTJメモリセルのような他のメモリセルを含んでもよい。OTPメモリセルおよび他の
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MTJメモリセルは、同じ技術を使用して製造されてもよい。メモリアレイ206は、代表的な
第1のワンタイムプログラマブルセル208と代表的な第2のワンタイムプログラマブルセル2
10とを含む。ある特定の実施形態では、第1のワンタイムプログラマブルセル208は第1の
二重磁気トンネル接合構造(MTJ)ビットセルを備え、第2のワンタイムプログラマブルセル
210は第2の二重MTJビットセルを備える。第1のワンタイムプログラマブルセル208は、第1
の抵抗性記憶素子212と、第1のアクセストランジスタ213と、第2の抵抗性記憶素子214と
、第2のアクセストランジスタ215とを含む。第2のワンタイムプログラマブルセル210は、
第3の抵抗性記憶素子216と、第3のアクセストランジスタ217と、第4の抵抗性記憶素子218
と、第4のアクセストランジスタ219とを含む。ある特定の実施形態では、抵抗性記憶素子
212～218の各々は磁気トンネル接合素子を備える。第1のアクセストランジスタ213、第2
のアクセストランジスタ215、第3のアクセストランジスタ217、および第4のアクセストラ
ンジスタ219にワード線220が結合されている。
【００１８】
　非可逆状態プログラミング回路202は、ビット線230およびビット線232を介して第1のワ
ンタイムプログラマブルセル208に結合され、ビット線240およびビット線242を介して第2
のワンタイムプログラマブルセル210に結合されている。非可逆状態プログラミング回路2
02は、第1のワンタイムプログラマブルセル208の第2の抵抗性記憶素子214にプログラム電
圧を印加せずに第1のワンタイムプログラマブルセル208の第1の抵抗性記憶素子212にビッ
ト線230を介してプログラム電圧を印加して第1のワンタイムプログラマブルセル208にお
いて第1の非可逆状態(たとえば、論理「0」)を生成するように構成されている。代替とし
て、非可逆状態プログラミング回路202は、第1のワンタイムプログラマブルセル208の第1
の抵抗性記憶素子212にプログラム電圧を印加せずに第1のワンタイムプログラマブルセル
208の第2の抵抗性記憶素子214にビット線232を介してプログラム電圧を印加して第1のワ
ンタイムプログラマブルセル208において第2の非可逆状態(たとえば、論理「1」)を生成
することができる。
【００１９】
　同様に、非可逆状態プログラミング回路202は、第2のワンタイムプログラマブルセル21
0の第4の抵抗性記憶素子218にプログラム電圧を印加せずに第2のワンタイムプログラマブ
ルセル210の第3の抵抗性記憶素子216にビット線240を介してプログラム電圧を印加して第
2のワンタイムプログラマブルセル210において第1の非可逆状態を生成するように構成さ
れている。代替として、非可逆状態プログラミング回路202は、第2のワンタイムプログラ
マブルセル210の第3の抵抗性記憶素子216にプログラム電圧を印加せずに第2のワンタイム
プログラマブルセル210の第4の抵抗性記憶素子218にビット線242を介してプログラム電圧
を印加して第2のワンタイムプログラマブルセル210において第2の非可逆状態を生成する
ことができる。
【００２０】
　ある特定の実施形態では、非可逆状態は、第1の抵抗性記憶素子212において読み取られ
る値を第2の抵抗性記憶素子214において読み取られる値と比較することによって第1のワ
ンタイムプログラマブルセル208において検知されてもよい。ある特定の実施形態では、
第1のワンタイムプログラマブルセルの非可逆状態を別個の基準セルなしで検知してもよ
い。
【００２１】
　たとえば、第1のワンタイムプログラマブルセル208の検知は、第1および第2の抵抗性記
憶素子212、214に相補的なセル値が維持される(たとえば、一方の抵抗性記憶素子212、21
4のトンネル酸化物がブローされ、他方の抵抗性記憶素子212、214のトンネル酸化物がブ
ローされない)という点で自己参照される。非可逆状態は、第1の抵抗性記憶素子212にお
いて読み取られる値を第2の抵抗性記憶素子214において読み取られる値と比較することに
よって(たとえば、ビット線230における信号をビット線232における信号と比較すること
によって)検知されてもよい。抵抗性記憶素子212、214の可逆状態を検知するうえで別個
の基準電圧は必要とされない。



(8) JP 2015-92430 A 2015.5.14

10

20

30

40

50

【００２２】
　試験回路204は、プログラミングの前にメモリアレイ206の1つまたは複数のセルを試験
するように構成されてもよい。たとえば、第1のワンタイムプログラマブルセル208の第1
の抵抗性記憶素子212にプログラム電圧を印加する前に、第1の抵抗性記憶素子212に書込
み電圧を印加して第1のワンタイムプログラマブルセル208に可逆値を記憶してもよい。第
1の抵抗性記憶素子212に書込み電圧を印加した後で、第1の抵抗性記憶素子212を読み取っ
て第1のワンタイムプログラマブルセル208の動作を試験してもよい。代替として、第1の
ワンタイムプログラマブルセル208の第2の抵抗性記憶素子214にプログラム電圧を印加す
る前に、第2の抵抗性記憶素子214に書込み電圧を印加して第1のワンタイムプログラマブ
ルセル208に可逆値を記憶してもよい。第2の抵抗性記憶素子214に書込み電圧を印加した
後で、第2の抵抗性記憶素子214を読み取って第1のワンタイムプログラマブルセル208の動
作を試験してもよい。
【００２３】
　ある特定の実施形態では、第3の抵抗性記憶素子216および第4の抵抗性記憶素子218は、
第1の抵抗性記憶素子212および第2の抵抗性記憶素子214と実質的に同様であってもよい。
ある特定の実施形態では、抵抗性記憶素子216および218は、プログラム電圧よりも低い(
たとえばプログラム電圧よりも値が小さい)書込み電圧を供給し、抵抗性記憶素子216また
は218を可逆状態に入らせることによってメニータイムプログラマブル記憶素子として使
用されてもよい。
【００２４】
　メモリアレイのビットセルにMTJ素子を使用してワンタイムプログラム可能性を実現す
ることによって、ポリシリコンヒューズ素子をプログラムするのに必要な電流および時間
と比較してMTJ素子をプログラムするのに必要な電流がより小さく、かつ必要な時間がよ
り短いので高速プログラミングを実現することができる。
【００２５】
　図3を参照すると、システム300の特定の例示的な実施形態は、第1の抵抗性記憶素子310
および第2の抵抗性記憶素子314を有するビットセル302を含むとともに、ビットセル302に
プログラミング電圧を供給するように構成された非可逆状態プログラミング回路304も含
む。
【００２６】
　プログラミング回路304は、読取り列選択回路320と、センス増幅器回路322と、ワード
線生成回路324と、書込みデータパス回路326と、書込みデータ回路328と、書込み列選択
回路330と、一対のビット線332とを含む。読取り列選択回路320は、アドレスデータ340お
よび読取りデータ342を受け取り、センス増幅器回路322に入力を供給するように構成され
ている。センス増幅器回路322は、一対のビット線332において差分信号を増幅し、データ
出力信号(Do)を生成するように構成されている。書込みデータ回路328は、受け取られた
データ入力(Di)362および書込み信号360をラッチするように構成されている。書込み列選
択回路330は、受け取られたアドレスデータ340をラッチするように構成されている。書込
みデータパス回路326は、書込みデータ回路328および書込み列選択回路330に応答して一
対のビット線332に信号を印加する。ワード線生成回路324は、アドレスデータ340、読取
り信号350、および書込み信号360に応答してワード線334を選択的にバイアスするように
構成されている。
【００２７】
　ビットセル302は、第1の抵抗性記憶素子310と第2の抵抗性記憶素子314とを含む。ある
特定の実施形態では、第1の抵抗性記憶素子310は第1の磁気トンネル接合構造(MTJ)を備え
、第2の抵抗性記憶素子は第2のMTJを備える。ビットセル302は、第1のMTJ310に結合され
た第1のアクセストランジスタ312と、第2のMTJ314に結合された第2のアクセストランジス
タ316を含む。ある特定の実施形態では、第1のアクセストランジスタ312は、酸化物厚さT
1 311を有するトンネル酸化物を有してもよく、第2のアクセストランジスタ316は、酸化
物厚さT2 315を有するトンネル酸化物を有してもよい。酸化物厚さT1 311は、酸化物厚さ
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T2 315と実質的に同様であってもよい。第1のアクセストランジスタ312および第2のアク
セストランジスタ316はワード線334に応答する。
【００２８】
　動作時に、非可逆状態プログラミング回路304は、ビットセル302の第2のMTJ314にプロ
グラム電圧を印加せずにビットセル302の第1のMTJ310にプログラム電圧を印加してビット
セル302において非可逆状態を生成してもよい。代替として、非可逆状態プログラミング
回路304は、ビットセル302の第1のMTJ310にプログラム電圧を印加せずにビットセル302の
第2のMTJ314にプログラム電圧を印加してビットセル302において非可逆状態を生成しても
よい。
【００２９】
　たとえば、ある特定の実施形態では、プログラム電圧は、第1のMTJ310のトンネル酸化
物を破壊させ、それによって、第1のMTJ310の永続的な低抵抗状態を得ることができる。
ある特定の実施形態では、トンネル酸化物は、酸化マグネシウム障壁層であってよく、プ
ログラム電圧は約1.3Vより高くてもよい。第1のMTJ310のトンネル酸化物が破壊された後
、第1のMTJ310の永続的な短絡状態または低抵抗状態が形成される。たとえば、ブローが
生じた後、ブローされた第1のMTJ310の抵抗は約250オームであってもよい。第2のMTJ314
のネイティブ非ブロー状態は、より高い抵抗、たとえば2500オームであってもよい。ある
特定の実施形態では、第1のMTJ310の状態(たとえば、ブローされた状態)は、第2のMTJ314
の状態(たとえば、ブローされていない状態)と相補的に維持されてもよい。ビットセル30
2の検知は、第1のMTJ310において読み取られる値を第2のMTJ314において読み取られる値
と比較することによって(たとえば、一対のビット線332における信号を比較することによ
って)別個の基準電圧なしで非可逆状態を検知することができるという点で自己参照され
る。
【００３０】
　図4を参照すると、ワンタイムプログラマブル磁気トンネル接合構造(MTJ)ビットセルの
形状の特定の例示的な実施形態が示され、全体的に400で示されている。第1のMTJは実質
的な楕円形402を有し、第2のMTJは実質的な円形404を有し、第3のMTJは、第2のMTJよりも
小さい実質的な円形406を有する。矢印は、MTJ402～406の各々の自由層の磁気モーメント
の例を例示的な、非限定的な例として示している。
【００３１】
　楕円形402を有するMTJ402は、ブローされていないときに双安定状態を有する。MTJ402
は、双安定状態のときに、低抵抗R Low(たとえば、約2500オーム)または高抵抗R High(た
とえば、3000オームよりも高い)のいずれかを有し得る。ブロー状態において、MTJ402は
、ブロー抵抗R Blown(たとえば、約250オーム)において抵抗を有し得る。ある特定の実施
形態では、楕円形のMTJ402は、第2の軸長405よりも長い第1の軸長403を有し、MTJ402中の
磁気モーメントを、第1の可逆メニータイムプログラマブル(MTP)状態および第2の可逆MTP
状態に対応する平行状態および反平行状態に揃えるのを可能にする。
【００３２】
　ある特定の実施形態では、円形404を有する第2のMTJは、第2のMTJ404がブローされてい
ないときに単安定状態になる。たとえば、非ブロー状態において、第2のMTJ404は、第2の
MTJ404の(たとえば、3000オームよりも高い)高抵抗R Highと第2のMTJ404の低抵抗R Low(
たとえば、2500オーム)との中間の抵抗を有し得る。ブロー状態において、第2のMTJ404は
、ブロー抵抗R Blown(たとえば、約250オーム)において抵抗を有し得る。
【００３３】
　ある特定の実施形態では、円形406を有する第3のMTJは、円形MTJ404よりも小さい直径
を有し、それによって、第3のMTJ406は、ブローされていないときに準安定状態になる。
たとえば、非ブロー状態において、第3のMTJ406は、第3のMTJ406の(たとえば、3000オー
ムよりも高い)高抵抗R Highと第3のMTJ406の低抵抗R Low(たとえば、2500オーム)との間
の点に抵抗を有し得る。ブロー状態において、第3のMTJ406は、ブロー抵抗R Blown(たと
えば、約250オーム)において抵抗を有し得る。
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【００３４】
　図5を参照すると、第1の磁気トンネル接合構造(MTJ)と第2のMTJとを有するビットセル
に非可逆状態をプログラムする方法の例示的な実施形態の流れ図が示され、全体的に500
で示されている。例示的な例として、方法500は、図1のメモリデバイス、図2のメモリデ
バイス、図3のシステム、またはそれらの任意の組合せによって実施されてもよい。
【００３５】
　ビットセルにプログラム電圧を印加する前に、502において、第1のMTJに書込み電圧を
印加してビットセルに可逆値を記憶してもよく、504において、第1のMTJに書込み電圧を
印加した後、第1のMTJを読み取ってビットセルの動作を試験してもよい。ある特定の実施
形態では、ビットセルは図1のメモリセル102、図2の第1のワンタイムプログラマブルセル
208、または図3のビットセル302であってもよい。ある特定の実施形態では、第1のMTJは
、図1の第1の抵抗性記憶素子106、図2の第1の抵抗性記憶素子212、または図3の第1の抵抗
性記憶素子310であってもよく、第2のMTJは、図1の第2の抵抗性記憶素子108、図2の第2の
抵抗性記憶素子214、または図3の第2の抵抗性記憶素子314であってもよい。
【００３６】
　たとえば、試験回路204は、メモリアレイ206の任意のセルをプログラミングする前にメ
モリアレイ206の1つまたは複数のセルを試験するように構成されてもよい。たとえば、プ
ログラム電圧を印可する前に、第1の抵抗性記憶素子212に書込み電圧を印加して第1のワ
ンタイムプログラマブルセル208に可逆値を記憶してもよい。第1の抵抗性記憶素子212に
書込み電圧を印加した後で、第1の抵抗性記憶素子212を読み取って第1のワンタイムプロ
グラマブルセル208の動作を試験してもよい。代替として、第2の抵抗性記憶素子214に書
込み電圧を印加して第1のワンタイムプログラマブルセル208に可逆値を記憶してもよい。
第2の抵抗性記憶素子214に書込み電圧を印加した後で、第2の抵抗性記憶素子214を読み取
って第1のワンタイムプログラマブルセル208の動作を試験してもよい。
【００３７】
　506において、ビットセルの第2のMTJにプログラム電圧を印加せずにビットセルの第1の
MTJにプログラム電圧を印加することによって、ビットセルにおいて非可逆状態を生成し
てもよい。ある特定の実施形態では、プログラム電圧は、図1の非可逆状態プログラミン
グ回路104、図2の非可逆状態プログラミング回路202、または図3の非可逆状態プログラミ
ング回路304によって生成されてもよい。
【００３８】
　508において、第1のMTJおよび第2のMTJは相補的なセル値として維持されてもよい。た
とえば、ある特定の実施形態では、プログラム電圧は、第1のMTJ310の厚さT1 311を有す
るトンネル酸化物などのトンネル酸化物を破壊させ、それによって、第1のMTJ310の永続
的な低抵抗状態を得ることができる。第1のMTJ310のトンネル酸化物が破壊された後、第1
のMTJ310の永続的な短絡状態または低抵抗状態が形成される。たとえば、ブローが生じた
後、ブローされた第1のMTJ310の抵抗は約250オームであってもよい。第2のMTJ314のネイ
ティブ非ブロー状態は、より高い抵抗、たとえば2500オームであってもよい。したがって
、第1のMTJ310の(たとえば、ブローされた)セル値は、第2のMTJ314の(たとえば、ブロー
されていない)セル値と相補的に維持されてもよい。
【００３９】
　510において、ビットセルの第1のMTJにおいて読み取られる値をビットセルの第2のMTJ
において読み取られる値と比較することによって非可逆状態を検知してもよい。たとえば
、センス増幅器回路322は、第1のMTJ310において読み取られる信号(たとえば、電流また
は電圧)と第2のMTJ314において読み取られる信号との比較に応答して出力Doを生成するよ
うに構成されてもよい。
【００４０】
　図6は、非可逆状態プログラミング回路と、第1の磁気トンネル接合構造(MTJ)および第2
のMTJ664を含むビットセルとを有するワイヤレス通信デバイス600の実施形態のブロック
図である。ワイヤレス通信デバイス600は、メモリ632に結合された、デジタルシグナルプ
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ロセッサ(DSP)のようなプロセッサ610を含む、携帯式のワイヤレス電子デバイスとして、
実装され得る。
【００４１】
　非可逆状態プログラミング回路ならびに第1および第2のMTJ664を含むビットセルは、図
1～図4の構成要素、メモリ、または回路のうちの1つまたは複数を含んでもよく、図5に従
って動作し、あるいはこれらの構成要素と動作の任意の組合せを有する。非可逆状態プロ
グラミング回路ならびに第1および第2のMTJ664を含むビットセルは、メモリ632中に存在
しても、あるいは別個のデバイスであってもよい。非可逆状態プログラミング回路ならび
に第1および第2のMTJ664を含むビットセルは、メモリ632と一体化されるように示されて
いるが、他の実施形態では、非可逆状態プログラミング回路ならびに第1および第2のMTJ6
64を含むビットセルが、プロセッサ610に埋め込まれるなどして、メモリ632の外部に位置
してもよい。
【００４２】
　ある特定の実施形態では、ディスプレイコントローラ626が、プロセッサ610およびディ
スプレイデバイス628に結合される。コーダ/デコーダ(コーデック)634も、プロセッサ610
に結合され得る。スピーカー636およびマイクロフォン638がコーデック634に結合され得
る。ワイヤレスコントローラ640が、プロセッサ610およびワイヤレスアンテナ642に結合
され得る。
【００４３】
　メモリ632は、プロセッサ610のようなプロセッサにより実行可能な命令(たとえばソフ
トウェア635)を記憶する、コンピュータ可読媒体を含み得る。たとえば、ソフトウェア63
5は、ビットセルの第2のMTJ(たとえば、図1の第2の抵抗性記憶素子108)にプログラム電圧
を印加せずにビットセル(たとえば、図1のメモリセル102)の第1のMTJ(たとえば、図1の第
1の抵抗性記憶素子106)にプログラム電圧を印加してビットセルにおいて非可逆状態を生
成するようにコンピュータによって実行可能な命令を含んでもよい。
【００４４】
　ある特定の実施形態では、シグナルプロセッサ610、ディスプレイコントローラ626、メ
モリ632、コーデック634、およびワイヤレスコントローラ640は、システムインパッケー
ジデバイスまたはシステムオンチップデバイス622に含まれる。ある特定の実施形態では
、入力デバイス630および電源644が、システムオンチップデバイス622に結合される。さ
らに、ある特定の実施形態では、図6に示されるように、ディスプレイデバイス628、入力
デバイス630、スピーカー636、マイクロフォン638、ワイヤレスアンテナ642、および電源
644は、システムオンチップデバイス622の外部にある。しかしながら、ディスプレイデバ
イス628、入力デバイス630、スピーカー636、マイクロフォン638、ワイヤレスアンテナ64
2、および電源644の各々は、インターフェースまたはコントローラのような、システムオ
ンチップデバイス622の構成要素に結合され得る。
【００４５】
　前述の開示されたデバイスおよび機能は、コンピュータ可読媒体に記憶されるコンピュ
ータファイル(たとえば、RTL、GDSII、GERBERなど)になるように、設計かつ構成され得る
。そのようなファイルの一部またはすべてが、そのようなファイルに基づいてデバイスを
製造する製造担当者に与えられ得る。得られる製品は半導体ウエハを含み、このようなウ
エハは次いで、半導体ダイに切り分けられ、半導体チップとしてパッケージングされる。
そして、このチップが、上で説明されたデバイスで利用される。
【００４６】
　図7は、電子デバイス製造プロセス700の、ある特定の例示的な実施形態を示す。物理的
デバイス情報702が、製造プロセス700において、たとえば研究用コンピュータ706におい
て受け取られる。物理的デバイス情報702は、図1のメモリデバイス100、図2のメモリデバ
イス200、図3のシステム300、またはそれらの任意の組合せなど、半導体デバイスの少な
くとも1つの物理的な特性を表す設計情報を含み得る。たとえば、物理的デバイス情報702
は、研究用コンピュータ706に結合されたユーザインターフェース704を介して入力される
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、物理的なパラメータ、材料の特徴、および構造情報を含んでもよい。研究用コンピュー
タ706は、メモリ710のようなコンピュータ可読媒体に結合された1つまたは複数のプロセ
シングコアのようなプロセッサ708を含む。メモリ710は、プロセッサ708に、物理的デバ
イス情報702をファイルフォーマットに適合するように変換させ、ライブラリファイル712
を生成させるように実行可能であるコンピュータ可読命令を記憶することができる。
【００４７】
　ある特定の実施形態では、ライブラリファイル712は、変換された設計情報を含む少な
くとも1つのデータファイルを含む。たとえば、ライブラリファイル712は、図1のメモリ
デバイス100を含むデバイス、図2のメモリデバイス200を含むデバイス、図3のシステム30
0を含むデバイス、またはこれらの任意の組合せを含む、半導体デバイスのライブラリを
含んでもよく、このライブラリは、電子設計自動化(EDA)ツール720とともに用いるために
提供される。
【００４８】
　ライブラリファイル712は、メモリ718に結合された1つまたは複数のプロセシングコア
のようなプロセッサ716を含む設計用コンピュータ714において、EDAツール720とともに用
いられ得る。EDAツール720は、メモリ718においてプロセッサ実行可能命令として記憶さ
れ、設計用コンピュータ714のユーザが、ライブラリファイル712から、図1のメモリデバ
イス100を含むデバイス、図2のメモリデバイス200を含むデバイス、図3のシステム300を
含むデバイス、またはこれらの任意の組合せを含む、回路を設計できるようにし得る。た
とえば、設計用コンピュータ714のユーザは、設計用コンピュータ714と結合されたユーザ
インターフェース724を介して、回路設計情報722を入力することができる。回路設計情報
722は、図1のメモリデバイス100を含むデバイス、図2のメモリデバイス200を含むデバイ
ス、図3のシステム300を含むデバイス、またはこれらの任意の組合せのような、半導体デ
バイスの少なくとも1つの物理的な特性を表す設計情報を含み得る。一例として、回路設
計の特性は、回路設計における特定の回路の識別および他の要素との関係、位置情報、形
状サイズ情報、相互接続情報、または、半導体デバイスの物理的な特性を表す他の情報を
含んでもよい。
【００４９】
　設計用コンピュータ714は、ファイルフォーマットと適合するように、回路設計情報722
を含む設計情報を変換するように構成され得る。一例として、ファイル形式は、平面的な
幾何形状、文字列の標識、および、Graphic Data System (GDSII)ファイルフォーマット
のような階層的なフォーマットでの回路レイアウトについての他の情報を表す、データベ
ースのバイナリファイルのフォーマットを含み得る。設計用コンピュータ714は、図1のメ
モリデバイス100、図2のメモリデバイス200、図3のシステム300、またはそれらの任意の
組合せを説明する情報を、他の回路または情報に加えて含む、GDSIIファイル726のような
変換された設計情報を含むデータファイルを生成するように構成され得る。一例として、
データファイルは、システムオンチップ(SOC)内部にさらなる電子回路および電子部品も
含む、図1のメモリデバイス100を含むSOCに対応する情報を含んでもよい。
【００５０】
　GDSIIファイル726は、図1のメモリデバイス100、図2のメモリデバイス200、図3のシス
テム300、またはそれらの任意の組合せを、GDSIIファイル726の中の変換された情報に従
って製造するために、製造プロセス728において受け取られ得る。たとえば、デバイス製
造プロセスは、GDSIIファイル726をマスク製造業者730に提供して、代表的なマスク732と
して示される、フォトリソグラフィプロセスで用いられるマスクのような、1つまたは複
数のマスクを作成することを含み得る。マスク732は、製造プロセスの間に用いられ、1つ
または複数のウエハ734を生成することができ、ウエハ734は検査されて、代表的なダイ73
6のようなダイに分割され得る。ダイ736は、図1のメモリデバイス100を含むデバイス、図
2のメモリデバイス200を含むデバイス、図3のシステム300を含むデバイス、またはこれら
の任意の組合せを含む、デバイスを含む回路を含む。
【００５１】
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　ダイ736をパッケージングプロセス738に供給してもよく、パッケージングプロセス738
において、ダイ736は代表的なパッケージ740に組み込まれる。たとえば、パッケージ740
は、システムインパッケージ(SiP)構成のような、単一のダイ736または複数のダイを含み
得る。パッケージ740は、電子機器技術評議会(JEDEC)規格のような、1つまたは複数の規
格または仕様を遵守するように構成され得る。
【００５２】
　パッケージ740に関する情報は、たとえばコンピュータ746に記憶されるコンポーネント
ライブラリを介して、様々な製品設計者に配布され得る。コンピュータ746は、メモリ750
に結合された1つまたは複数のプロセシングコアのようなプロセッサ748を含み得る。プリ
ント回路基板(PCB)ツールをメモリ750にプロセッサ実行可能命令として記憶し、ユーザイ
ンターフェース744を介してコンピュータ746のユーザから受け取られたPCB設計情報742を
処理してもよい。PCB設計情報742は、図1のメモリデバイス100、図2のメモリデバイス200
、図3のシステム300、またはそれらの任意の組合せを含む、パッケージ740に対応するパ
ッケージングされた半導体デバイスの、回路基板上での物理的な位置情報を含み得る。
【００５３】
　コンピュータ746は、PCB設計情報742を変換して、パッケージングされた半導体デバイ
スの回路基板上での物理的な位置情報とともに、配線およびビアのような電気的な接続の
レイアウトを含むデータを含むGERBERファイル752のようなデータファイルを生成するよ
うに構成されてもよく、パッケージングされた半導体デバイスは、図1のメモリデバイス1
00、図2のメモリデバイス200、図3のシステム300、またはそれらの任意の組合せを含む、
パッケージ740に対応する。他の実施形態では、変換されたPCB設計情報により生成された
データファイルは、GERBERフォーマット以外のフォーマットを有してもよい。
【００５４】
　GERBERファイル752は、基板組立てプロセス754において受け取られ、GERBERファイル75
2内に記憶される設計情報に従って製造される、代表的なPCB756のようなPCBを作成するた
めに、用いられ得る。たとえば、GERBERファイル752は、PCB製造プロセスの様々なステッ
プを実行するために、1つまたは複数の機械にアップロードされ得る。PCB756は、パッケ
ージ740を含む電子部品を装着されて、代表的なプリント回路アセンブリ(PCA)758を形成
することができる。
【００５５】
　PCA758は、製品製造プロセス760において受け取られ、第1の代表的な電子デバイス762
および第2の代表的な電子デバイス764のような、1つまたは複数の電子デバイスとなるよ
うに統合され得る。例示的かつ非限定的な例として、第1の代表的な電子デバイス762、第
2の代表的な電子デバイス764、またはこれら両方は、セットトップボックス、音楽プレー
ヤ、ビデオプレーヤ、エンターテインメントユニット、ナビゲーションデバイス、通信デ
バイス、携帯情報端末(PDA)、固定位置データユニット、およびコンピュータという群か
ら選択されてもよく、その中に、非可逆状態プログラミング回路ならびに図6の第1および
第2のMTJ664を含むビットセルが統合される。別の例示的かつ非限定的な例として、電子
デバイス762および764の1つまたは複数は、携帯電話、携帯用パーソナル通信システム(PC
S)ユニット、携帯情報端末のような持ち運び可能なデータユニット、全地球測位システム
(GPS)対応デバイス、ナビゲーションデバイス、計測装置のような固定位置データユニッ
ト、または、データもしくはコンピュータ命令を記憶しもしくは取り出す任意の他のデバ
イス、またはそれらの任意の組合せのような、遠隔ユニットであってよい。図7は、本開
示の教示に従った遠隔ユニットを示すが、本開示は、これらの例示的な示されたユニット
には限定されない。本開示の実施形態は、メモリおよびオンチップ回路を含む能動的な統
合された回路を含む、任意のデバイスにおいて適切に利用され得る。
【００５６】
　図1のメモリデバイス100を含むデバイス、図2のメモリデバイス200を含むデバイス、図
3のシステム300を含むデバイス、またはこれらの任意の組合せは、例示的なプロセス700
で説明されるように、製造され、加工され、電子デバイスに組み込まれ得る。図1～図4に
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関して開示される実施形態の1つまたは複数の態様は、ライブラリファイル712、GDSIIフ
ァイル726、GERBERファイル752内などに、様々な処理段階で含められてもよく、また、研
究用コンピュータ706のメモリ710、設計用コンピュータ714のメモリ718、コンピュータ74
6のメモリ750、基板組立てプロセス754のような様々な段階で用いられる1つまたは複数の
他のコンピュータまたはプロセッサ(図示せず)のメモリに記憶されてもよく、また、マス
ク732、ダイ736、パッケージ740、PCA758、プロトタイプ回路もしくはデバイスのような
他の製品(図示せず)、またはそれらの任意の組合せのような1つまたは複数の他の物理的
な実施形態に組み込まれてもよい。物理的なデバイス設計から最終製品までの生産の様々
な代表的な段階が示されるが、他の実施形態では、使用される段階がこれより少なくても
よく、または追加の段階が含まれてもよい。同様に、プロセス700は、プロセス700の様々
な段階を実行する、単一のエンティティまたは1つもしくは複数のエンティティにより実
行され得る。
【００５７】
　本明細書で開示される実施形態とともに説明される様々な例示的な論理ブロック、構成
、モジュール、回路、およびアルゴリズムのステップは、電子的なハードウェア、プロセ
ッサにより実行されるコンピュータソフトウェア、またはこれら両方の組合せとして実装
され得ることが、当業者にはさらに理解されよう。上記に、様々な例示的な構成要素、ブ
ロック、構成、モジュール、回路、およびステップについて、概してそれらの機能に関し
て説明した。そのような機能がハードウェアとして実装されるか、プロセッサ実行可能命
令として実装されるかは、具体的な用途およびシステム全体に課された設計制約により決
まる。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのよ
うな実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
【００５８】
　本明細書で開示する実施形態に関して説明する方法またはアルゴリズムのステップは、
直接ハードウェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュー
ルで実施されるか、またはその2つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは
、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ(ROM)、プログラ
マブル読取り専用メモリ(PROM)、消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EPROM)、電
気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM)、レジスタ、ハードディスク、リ
ムーバブルディスク、コンパクトディスク読取り専用メモリ(CD-ROM)、または当技術分野
で知られている任意の他の形態の非一時的記憶媒体中に存在し得る。例示的な記憶媒体は
、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるよ
うに、プロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサと一体であり得る。
プロセッサおよび記憶媒体は、特定用途向け集積回路(ASIC)に存在し得る。ASICは、コン
ピューティングデバイスまたはユーザ端末に存在し得る。代替として、プロセッサおよび
記憶媒体は、コンピューティングデバイスまたはユーザ端末の中に、個別部品として存在
し得る。
【００５９】
　開示される実施形態の上記の説明は、当業者が、開示された実施形態を実現または利用
するのを可能にするようになされている。これらの実施形態への様々な修正が、当業者に
は容易に明らかであり、本明細書で定義される原理は、本開示の範囲から逸脱することな
く、他の実施形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で示される実施形態
に限定されることは意図されず、以下の特許請求の範囲で定義されるような原理および新
規の特徴と矛盾しない、可能な最大の範囲を認められるべきである。
【符号の説明】
【００６０】
　　100　メモリデバイス
　　102　メモリセル
　　104　非可逆状態プログラミング回路
　　106　第1の抵抗性記憶素子
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　　108　第2の抵抗性記憶素子
　　200　メモリデバイス
　　202　非可逆状態プログラミング回路
　　204　試験回路
　　206　メモリアレイ
　　208　第1のワンタイムプログラマブルセル
　　210　第2のワンタイムプログラマブルセル
　　212　第1の抵抗性記憶素子
　　213　第1のアクセストランジスタ
　　214　第2の抵抗性記憶素子
　　215　第2のアクセストランジスタ
　　216　第3の抵抗性記憶素子
　　217　第3のアクセストランジスタ
　　218　第4の抵抗性記憶素子
　　219　第4のアクセストランジスタ
　　220　ワード線
　　230　ビット線
　　232　ビット線
　　240　ビット線
　　242　ビット線
　　300　システム
　　302　ビットセル
　　304　非可逆状態プログラミング回路
　　310　第1の抵抗性記憶素子
　　312　第1のアクセストランジスタ
　　314　第2の抵抗性記憶素子
　　316　第2のアクセストランジスタ
　　320　読取り列選択回路
　　322　センス増幅器回路
　　324　ワード線生成回路
　　326　書込みデータパス回路
　　328　書込みデータ回路
　　330　書込み列選択回路
　　332　一対のビット線
　　334　ワード線
　　340　アドレスデータ
　　342　読取りデータ
　　350　読取り信号
　　360　書込み信号
　　400　ワンタイムプログラマブルセル磁気トンネル接合構造(MTJ)ビットセル
　　402　第1のMTJ
　　403　第1の軸長
　　404　第2のMTJ
　　405　第2の軸長
　　406　第3のMTJ
　　500　方法
　　600　ワイヤレス通信デバイス
　　610　プロセッサ
　　622　システムオンチップデバイス
　　626　ディスプレイコントローラ
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　　628　ディスプレイデバイス
　　630　入力デバイス
　　632　メモリ
　　634　コーダ/デコーダ(コーデック)
　　635　ソフトウェア
　　636　スピーカー
　　638　マイクロフォン
　　640　ワイヤレスコントローラ
　　642　ワイヤレスアンテナ
　　644　電源
　　664　非可逆状態プログラミング回路ならびに第1および第2のMTJ
　　700　電子デバイス製造プロセス
　　702　物理的デバイス情報
　　704　ユーザインターフェース
　　706　研究用コンピュータ
　　708　プロセッサ
　　710　メモリ
　　712　ライブラリファイル
　　714　設計用コンピュータ
　　716　プロセッサ
　　718　メモリ
　　720　電子設計自動化(EDA)ツール
　　722　回路設計情報
　　724　ユーザインターフェース
　　726　GDSIIファイル
　　728　製造プロセス
　　730　マスク製造業者
　　732　マスク
　　734　ウエハ
　　736　ダイ
　　738　パッケージングプロセス
　　740　パッケージ
　　742　PCB設計情報
　　744　ユーザインターフェース
　　746　コンピュータ
　　748　プロセッサ
　　750　メモリ
　　752　GERBERファイル
　　754　基板組立てプロセス
　　756　PCB
　　758　プリント回路アセンブリ(PCA)
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