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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】遅延時間を短縮した不揮発ＴＣＡＭセル及び不
揮発ＴＣＡＭワード回路を提供する。
【解決手段】第１の接続点に一端を接続されるとともに
それぞれのゲートが第１及び第２のサーチラインに接続
された選択用の第１及び第２ＭＯＳトランジスタと、該
第１及び該第２ＭＯＳトランジスタの他端にそれぞれそ
の一端が接続され、その他端がビットライン又はＧＮＤ
に接続されている第２の接続点に接続されたスピン注入
型の第１及び第２のＭＴＪ素子と、該第１及び該第２の
ＭＴＪ素子のそれぞれの一端に接続されるとともにその
ゲートがそれぞれワードラインに接続され、ＭＴＪ素子
への書き込みを行う第３及び第４ＭＯＳトランジスタと
、マッチラインとＧＮＤとの間に配置された第５ＭＯＳ
トランジスタと、該第１の接続点と該第５ＭＯＳトラン
ジスタのゲートとの間に配置されたセンスアンプとを備
えた不揮発ＴＣＡＭセル及び不揮発ＴＣＡＭワード回路
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直列接続されたスピン注入型のＭＴＪ素子と選択用のＭＯＳトランジスタとが並列に接
続されている不揮発性記憶部と検索用演算部とが一体化した比較演算回路部と、該比較演
算回路部における各ＭＴＪ素子への書き込みを行うトランジスタと、マッチラインとＧＮ
Ｄとの間に配置されたパストランジスタと、該比較演算回路部の出力と該パストランジス
タとの間に配置されたセンスアンプとを備えた不揮発ＴＣＡＭセル。
【請求項２】
　各上記選択用のＭＯＳトランジスタは、各上記ＭＴＪ素子への書き込みを行うトランジ
スタをそれぞれ兼用していることを特徴とする請求項１に記載の不揮発ＴＣＡＭセル。
【請求項３】
　第１の接続点に一端を接続されるとともにそれぞれのゲートが第１及び第２のサーチラ
インに接続された選択用の第１ＭＯＳトランジスタ及び第２ＭＯＳトランジスタと、該第
１ＭＯＳトランジスタ及び該第２ＭＯＳトランジスタの他端にそれぞれその一端が接続さ
れ、その他端がビットライン又はＧＮＤに接続されている第２の接続点に接続されたスピ
ン注入型の第１のＭＴＪ素子及び第２のＭＴＪ素子と、該第１のＭＴＪ素子及び該第２の
ＭＴＪ素子のそれぞれの一端に接続されるとともにそのゲートがそれぞれワードラインに
接続され、ＭＴＪ素子への書き込みを行う第３ＭＯＳトランジスタ及び第４ＭＯＳトラン
ジスタと、マッチラインとＧＮＤとの間に配置された第５ＭＯＳトランジスタと、該第１
の接続点と該第５ＭＯＳトランジスタのゲートとの間に配置されたセンスアンプとを備え
た不揮発ＴＣＡＭセル。
【請求項４】
　第１の接続点に一端を接続されるとともにそれぞれのゲートが第１及び第２のサーチラ
インに接続された選択用の第１ＭＯＳトランジスタ及び第２ＭＯＳトランジスタと、該第
１ＭＯＳトランジスタ及び該第２ＭＯＳトランジスタの他端にそれぞれその一端が接続さ
れ、その他端がビットライン又はＧＮＤに接続されている第２の接続点に接続されたスピ
ン注入型の第１のＭＴＪ素子及び第２のＭＴＪ素子と、該第１のＭＴＪ素子及び該第２の
ＭＴＪ素子のそれぞれの一端に接続されるとともにそのゲートがそれぞれワードラインに
接続され、ＭＴＪ素子への書き込みを行う第３ＭＯＳトランジスタ及び第４ＭＯＳトラン
ジスタと、マッチラインとＧＮＤとの間に配置された第５ＭＯＳトランジスタと、該第１
の接続点と該第５ＭＯＳトランジスタのゲートとの間に配置されたセンスアンプとを備え
た不揮発ＴＣＡＭセルであって、
　選択用の第１ＭＯＳトランジスタ及び第２ＭＯＳトランジスタは、各ＭＴＪ素子への書
き込みを行うトランジスタをそれぞれ兼用していることを特徴とする不揮発ＴＣＡＭセル
。
【請求項５】
　マッチラインに並列接続した複数個の請求項１ないし４のいずれか１項に記載の不揮発
ＴＣＡＭセルと、マッチラインの充電・放電を制御するＰｒｅｃｈａｒｇｅ／Ｅｖａｌｕ
ａｔｅコントローラと、書込みコントローラとを備えた不揮発ＴＣＡＭワード回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、不揮発機能メモリ装置、特にＭＴＪ素子を用いた完全並列形の不揮発ＴＣＡ
Ｍセル及び不揮発ＴＣＡＭワード回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現代のネットワーク社会を支える重要な技術の１つであるパターンマッチング技術を実
現する専用ハードウェアエンジンとして、機能メモリ装置を活用する方法が知られている
。この機能メモリ装置の代表例として、Ｔｅｒｎａｒｙ　Ｃｏｎｔｅｎｔ－Ａｄｄｒｅｓ
ｓａｂｌｅ　Ｍｅｍｏｒｙ　（ＴＣＡＭ：三値連想メモリ）が注目されている。
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【０００３】
　ＴＣＡＭは、記憶されているデータと入力されたデータを並列に検索できるため、非常
に高速な検索が可能である。また、通常の“０”、“１”に加え、“Ｄｏｎ’ｔ－ｃａｒ
ｅ（Ｘ）”の３つの記憶状態を定義することにより、マスク検索機能を実現している。こ
のように検索の高速性・柔軟性を兼ね備えたＴＣＡＭは、ネットワークルータ、ウイルス
検索、画像・音声認識など様々な分野への応用が可能である。
【０００４】
　ＴＣＡＭは、優れた特長を持つ一方で、面積及びエネルギー消費の点で問題がある。従
来のＣＭＯＳ構成によるＴＣＡＭセルは、２つのＳＲＡＭセル回路と比較回路から構成さ
れており、１セル当たり少なくとも１２トランジスタが必要となるため、ＴＣＡＭの高密
度化が困難である。さらに、近年の半導体プロセスの微細化に伴い、リーク電流による静
的なエネルギー消費の増大がＴＣＡＭにおいても問題となっており、ＴＣＡＭの高密度化
と静的消費エネルギー削減を達成しうる回路技術の確立が重要である。
【０００５】
　本発明者らは、図４に示すような、不揮発記憶素子の１つであるＭａｇｎｅｔｉｃ　Ｔ
ｕｎｎｅｌ　Ｊｕｎｃｔｉｏｎ（ＭＴＪ）素子の特性を活用した２Ｔ－２ＭＴＪ形不揮発
ＴＣＡＭセルに基づくビットシリアル形ＴＣＡＭを提案している（非特許文献１参照）。
　このＴＣＡＭは、トランジスタとＭＴＪ素子を組み合わせた構成であるため、原理的に
最少の２トランジスタで構成でき、コンパクト化が可能である。また、不揮発記憶機能に
より静的電力をほぼゼロにできることから、待機時の消費エネルギーもほぼゼロにするこ
とが可能である。
【０００６】
　しかしながら、このＴＣＡＭでは通常のＴＣＡＭで行われている多ビット並列検索動作
が困難であった。これは、ＭＴＪ素子の抵抗変化率がトランジスタの抵抗変化率より小さ
いために、セル回路を並列接続した際にワード回路の並列抵抗が小さくなることに起因す
る。このため、図４に示す不揮発ＴＣＡＭセルは、１ビットずつ逐次的に検索を行うビッ
トシリアル形ＴＣＡＭへの応用に限定されることを余儀なくされていた。
【０００７】
　次に、図４に示す不揮発ＴＣＡＭセルを改善した本発明者らの提案に係る不揮発ＴＣＡ
Ｍセルを図５、図６に示す。（特許文献１、非特許文献２、３参照）
　図５は、多ビット並列検索動作を可能にした不揮発ＴＣＡＭセルの構成を示す。このセ
ルは、図４に示すセルにＰＭＯＳ電流源負荷トランジスタ、ダイオード接続トランジスタ
、及び書込みトランジスタを追加することによって、多ビット並列検索動作を可能にして
いる。
【０００８】
　また、図６に示す不揮発ＴＣＡＭセルは、図５のセルにおける書込みトランジスタを排
除し、一致検出回路部とＰＭＯＳ電流源負荷トランジスタで兼用することで、同等の機能
を保持しながらトランジスタ数を削減したものである。これらの図５及び図６のセルは、
図４のセル回路と比較してトランジスタ数が増えているが、通常のＣＭＯＳ構成のセルと
比較して少ない素子数で実現できている。
　図５及び図６に示すセルは、ＣＭＯＳ構成のＴＣＡＭセルと同等の検索速度を有してい
るが、検索期間中はセル毎に定常的な電流を流す必要があるため、動的電力が高くなって
しまう問題点がある。このため、動作時のエネルギー消費（動的電力×遅延時間）が大き
くなってしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特願２０１２－７３７５号
【非特許文献】
【００１０】
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【非特許文献１】S. Matsunaga、 K. Hiyama、 A. Matsumoto、 S. Ikeda、 H. Hasegawa
、 K. Miura、 J. Hayakawa、 T. Endoh、 H. Ohno、 and T. Hanyu、 “Standby-Power-
Free Compact Ternary Content-Addressable Memory Cell Chip Using Magnetic Tunnel 
Junction Devices、” Applied Physics Express、 vol. 2、 no. 2、 pp. 023004-1～02
3004-3、 Feb. 2009.
【非特許文献２】勝俣ら, 電気関係学会東北支部連合大会, 1I09, p.285，Aug. 2010.
【非特許文献３】多値論理とその応用研究会技術研究報告　多値技報　Vol.MVL-11,No.1
第5～10頁　研究会座長　羽生貴弘（国立大学法人東北大学）平成23年1月8日発行
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ＴＣＡＭにおいて解決すべき課題は、コンパクト化、低静的電力化、低動的電力化、高
速化である。電力と遅延時間の積はエネルギーであるため、解決すべき課題はコンパクト
化と低エネルギー化であると言い換えることができる。
　ＴＣＡＭの課題をすべて満たすためには、コンパクト性と不揮発性に加え、動作時のエ
ネルギー消費を最小限に抑えることが重要となる。動作時の動的電力のオーバヘッドは現
状のＭＴＪ素子の特性上必然的に起こるものだと考えると、遅延時間を短縮することがエ
ネルギー消費低減に必須な課題となる。
　したがって、本発明は、遅延時間を短縮した不揮発ＴＣＡＭセル及び不揮発ＴＣＡＭワ
ード回路を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　課題を解決するための手段は、次のとおりである。
（１）直列接続されたスピン注入型のＭＴＪ素子と選択用のＭＯＳトランジスタとが並列
に接続されている不揮発性記憶部と検索用演算部とが一体化した比較演算回路部と、該比
較演算回路部における各ＭＴＪ素子への書き込みを行うトランジスタと、マッチラインと
ＧＮＤとの間に配置されたパストランジスタと、該比較演算回路部の出力と該パストラン
ジスタとの間に配置されたセンスアンプとを備えた不揮発ＴＣＡＭセル。
（２）各上記選択用のＭＯＳトランジスタは、各上記ＭＴＪ素子への書き込みを行うトラ
ンジスタをそれぞれ兼用していることを特徴とする（１）に記載の不揮発ＴＣＡＭセル。
（３）第１の接続点に一端を接続されるとともにそれぞれのゲートが第１及び第２のサー
チラインに接続された選択用の第１ＭＯＳトランジスタ及び第２ＭＯＳトランジスタと、
該第１ＭＯＳトランジスタ及び該第２ＭＯＳトランジスタの他端にそれぞれその一端が接
続され、その他端がビットライン又はＧＮＤに接続されている第２の接続点に接続された
スピン注入型の第１のＭＴＪ素子及び第２のＭＴＪ素子と、該第１のＭＴＪ素子及び該第
２のＭＴＪ素子のそれぞれの一端に接続されるとともにそのゲートがそれぞれワードライ
ンに接続され、ＭＴＪ素子への書き込みを行う第３ＭＯＳトランジスタ及び第４ＭＯＳト
ランジスタと、マッチラインとＧＮＤとの間に配置された第５ＭＯＳトランジスタと、該
第１の接続点と該第５ＭＯＳトランジスタのゲートとの間に配置されたセンスアンプとを
備えた不揮発ＴＣＡＭセル。
（４）第１の接続点に一端を接続されるとともにそれぞれのゲートが第１及び第２のサー
チラインに接続された選択用の第１ＭＯＳトランジスタ及び第２ＭＯＳトランジスタと、
該第１ＭＯＳトランジスタ及び該第２ＭＯＳトランジスタの他端にそれぞれその一端が接
続され、その他端がビットライン又はＧＮＤに接続されている第２の接続点に接続された
スピン注入型の第１のＭＴＪ素子及び第２のＭＴＪ素子と、該第１のＭＴＪ素子及び該第
２のＭＴＪ素子のそれぞれの一端に接続されるとともにそのゲートがそれぞれワードライ
ンに接続され、ＭＴＪ素子への書き込みを行う第３ＭＯＳトランジスタ及び第４ＭＯＳト
ランジスタと、マッチラインとＧＮＤとの間に配置された第５ＭＯＳトランジスタと、該
第１の接続点と該第５ＭＯＳトランジスタのゲートとの間に配置されたセンスアンプとを
備えた不揮発ＴＣＡＭセルであって、
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各選択用の第１ＭＯＳトランジスタ及び第２ＭＯＳトランジスタは、各ＭＴＪ素子への書
き込みを行うトランジスタをそれぞれ兼用していることを特徴とする不揮発ＴＣＡＭセル
。
（５）マッチラインに並列接続した複数個の（１）ないし（４）のいずれかに記載の不揮
発ＴＣＡＭセルと、マッチラインの充電・放電を制御するＰｒｅｃｈａｒｇｅ／Ｅｖａｌ
ｕａｔｅコントローラと、書込みコントローラとを備えた不揮発ＴＣＡＭワード回路。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、遅延時間を短縮し、エネルギー消費低減させた不揮発ＴＣＡＭセル及
び不揮発ＴＣＡＭワード回路を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係るＭＴＪ形不揮発ＴＣＡＭセル
【図２】本発明に係るＭＴＪ形不揮発ＴＣＡＭワード回路
【図３】本発明に係る他のＭＴＪ形不揮発ＴＣＡＭセル
【図４】従来のＭＴＪ形不揮発ＴＣＡＭセルの原理図
【図５】従来の６Ｔ－２ＭＴＪ形不揮発ＴＣＡＭセル
【図６】従来の４Ｔ－２ＭＴＪ形不揮発ＴＣＡＭセル
【発明を実施するための形態】
【００１５】
（本発明に係る不揮発ＴＣＡＭセル）
　図１は、本発明の不揮発ＴＣＡＭセルの構成を示す。セル内にセンスアンプを組み込む
ことで、一致検出回路部の微小信号差をフル振幅の電圧信号として出力する。この出力電
圧信号はマッチラインとＧＮＤ間のパストランジスタのゲート端子に接続されている。
　各々のセル内に組み込まれたセンスアンプは、一致検出回路部の微小信号差を正常に判
定できなければならない。本発明に係る不揮発ＴＣＡＭセルでは、各々のセル毎にセンス
アンプが組み込まれており、１ビットセルの信号差（抵抗差）のみを検出できればよいの
で、センスアンプでの検出マージンの確保は比較的容易である。
【００１６】
　さらに、一致検出回路部におけるＭＴＪ素子は選択用トランジスタのソース端子に接続
された構成になっているため、ＭＴＪ素子の抵抗変化は小さくても、選択用トランジスタ
とＭＴＪ素子を組み合わせた一致検出回路部全体の抵抗変化は大幅に向上されている。
　したがって、差動形センスアンプのような大きな面積を必要とするセンスアンプを用い
ることなく、コンパクトなシングルエンド形センスアンプで十分に演算結果を検出するこ
とができる。
【００１７】
　図２のように、不揮発ＴＣＡＭセルを並列接続したワード回路の動作速度はマッチライ
ンに予めプリチャージされた電荷を放電する速度で決定される。すなわち、動作遅延を決
定するマッチラインとＧＮＤ間の経路（クリティカルパス）における抵抗と容量を最小に
することが必要不可欠である。
【００１８】
　図１に示す本発明の不揮発ＴＣＡＭセルは、クリティカルパス上のパストランジスタ数
が最少の１個で構成されており、マッチラインとＧＮＤ間の抵抗とマッチライン負荷容量
が最小になっている。このことにより、マッチライン電荷の高速な放電が可能となり、ワ
ード回路の高速化が可能となる。さらに、通常のＣＭＯＳ構成のＴＣＡＭセルよりも少な
いトランジスタ数で不揮発性も同時に実現している。
【００１９】
（本発明に係る他の不揮発ＴＣＡＭセル）
　図３に、図１の不揮発ＴＣＡＭセルと同等機能を保持しながら、トランジスタ数を削減
した不揮発ＴＣＡＭセルの構成を示す。
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　図１の不揮発ＴＣＡＭセルにおける書込みトランジスタを排除し、一致検出回路部とセ
ンスアンプ部のトランジスタで書込みトランジスタの機能を兼用することで、トランジス
タ数を削減している。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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