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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
メモリアレイのビット線に連結されて、前記メモリアレイ内の各メモリセルの抵抗を試験
する第１の抵抗仕様試験回路を含んでいる、磁気抵抗メモリアレイ集積回路のための組み
込み自己試験システムであって、
　前記第１の抵抗仕様試験回路は、前記集積回路のセンスアンプ回路の一部をなすもので
あり、試験されているメモリセルを通る検出電流に従って電荷を充放電するように配置し
た電荷集積回路と、集積素子から二値出力を提供できるように連結した閾値回路と、第１
および第２の所定のタイミング信号に従って前記センスアンプの走査レジスタに前記二値
出力を提供するために連結したスイッチング回路とを含み、
　前記第１の抵抗仕様試験回路は、
　各メモリセルからそれぞれ生成した信号を前記電荷集積回路で所定の電圧レベルに達す
るのに要する時間に比例した試験信号に変換し、
　前記試験信号の大きさが変化するタイミングと、所定のメモリセル抵抗仕様の上限およ
び下限を表す第１および第２の所定のタイミング信号の大きさが変化するそれぞれのタイ
ミングとを比較し、
　前記比較結果に基づいて前記各メモリセルの抵抗が所定の上限および下限内にあるか否
かを決定する磁気抵抗メモリアレイ集積回路のための組み込み自己試験システム。
【請求項２】
前記第１の抵抗仕様試験回路は、前記集積回路のセンスアンプ回路内に含まれているもの
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である請求項１に記載の組み込み自己試験システム。
【請求項３】
前記メモリアレイ内のメモリセルの行に連結し、前記メモリアレイの各行において短絡し
たメモリセルと開いた行アドレス指定線とを検出するように配置した第２の試験回路をさ
らに含んでいる請求項１に記載の組み込み自己試験システム。
【請求項４】
前記第２の試験回路は、入力を提供するように前記メモリアレイの行に連結し、出力を提
供するように任意の短絡セルまたは開いた行アドレス指定線を前記メモ リアレイ内にお
いて検出するか否かを記録する行エラーフラグレジスタに連結しているワイヤードＯＲ回
路を含んでいる、請求項３に記載の組み込み自己試験シ ステム。
【請求項５】
前記メモリアレイの走査レジスタに連結して所定のデータパターンをメモリアレイへと書
き込み、該メモリアレイからデータを読み出し、前記読み出したデータ と前記書き込ん
だデータとを比較するように配置した第３の試験回路をさらに含んでいる請求項１に記載
の組み込み自己試験システム。
【請求項６】
前記第３の試験回路をワイヤードＯＲ回路を介して前記第１の試験回路に連結し、該試験
回路の出力をエラーフラグ列レジスタに組み合わせる請求項５に記載の組み込み自己試験
システム。
【請求項７】
前記エラーフラグ列レジスタは、各列に対するエラーの数が所定の許容できる数よりも大
きいかどうかを判断するために、前記メモリ内の各列に対する前記第１ および第３の試
験回路によって検出された前記エラーの数を記録するものである、請求項６に記載の組み
込み自己試験システム。
【請求項８】
メモリセルのアレイを有し、前記メモリセルは前記アレイの各行線と各列線との間にそれ
ぞれ連結し、前記メモリセルに格納したデータを検出するためにセンスアンプが前記アレ
イの前記列線に連結しており、走査レジスタが、前記センスアンプから出力を受け取り、
前記アレイ内の前記メモリセルに入力を提供するように連結している磁気抵抗ランダムア
クセスメモリ（ＭＲＡＭ）集積回路用の組み込み自己試験システムであって、
　前記センスアンプのそれぞれに連結し、前記メモリアレイ内の各メモリセルの抵抗を試
験して、該抵抗が所定の上限および下限内にあるか否かを決定する抵抗仕様試験回路を含
む第１の試験回路と、
　前記メモリアレイの行線に連結し、前記アレイの各行において短絡したメモリセルと開
いた行アドレス指定線とを検出するために配置する第２の試験回路と、
　前記メモリアレイの前記走査レジスタに連結して所定のデータパターンをメモリアレイ
に書き込み、該メモリアレイからデータを読み出し、前記読み出したデータと前記書き込
んだデータとを比較するために配置する第３の試験回路と、
　を含み、
　前記抵抗仕様試験回路は、試験下のメモリセルを通る検出電流に従って電荷を充放電す
るように配置した電荷集積回路と、集積素子から二値出力を提供するように連結した閾値
回路と、第１および第２の所定のタイミング信号に従って前記走査レジスタに前記二値出
力を提供するように連結したスイッチング回路とを含み、
　前記第１の抵抗仕様試験回路は、
　各メモリセルからそれぞれ生成した信号を前記電荷集積回路で所定の電圧レベルに達す
るのに要する時間に比例した試験信号に変換し、
　前記試験信号の大きさが変化するタイミングと、所定のメモリセル抵抗仕様の上限およ
び下限を表す第１および第２の所定のタイミング信号の大きさが変化するそれぞれのタイ
ミングとを比較し、
　前記アレイ内のメモリセルについての試験信号が第１および第２の所定のタイミング信
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号の範囲外にある場合にはエラーフラグ信号を生成してなる組み込み自己試験システム。
【請求項９】
第１の試験と第２の試験と第３の試験とを前記メモリアレイにおいてそれぞれ行うために
、前記第１の試験回路と第２の試験回路と第３の試験回路とを制御するように結合された
試験状態マシン回路をさらに含む請求項８に記載の組み込み自己試験システム。
【請求項１０】
前記第１および第２の所定のタイミング信号が、前記試験状態マシン回路によって生成さ
れている、請求項８に記載の組み込み自己試験システム。
【請求項１１】
前記メモリアレイの行線からの入力を受信するように結合され、前記メモリアレイにおい
て任意の短絡セルまたは開いた行アドレス指定線を検出した場合に記録する行エラーフラ
グレジスタへの出力を与えるように結合されたワイヤードＯＲ回路を前記第２の試験回路
が含んでいる、請求項９に記載の組み込み自己試験システム。
【請求項１２】
エラーフラグ列レジスタへとその出力同士を組み合わせるように、前記第３の試験回路が
ワイヤードＯＲ回路を介して前記第１の試験回路に結合されている、請求項９に記載の組
み込み自己試験システム。
【請求項１３】
前記エラーフラグ列レジスタは、各列に対するエラーの数が所定の許容できる数よりも大
きいかどうかを判断するために、前記メモリ内の各列に対する前記第１および第３の試験
回路によって検出された前記エラーの数を記録するものである、請求項１２に記載の組み
込み自己試験システム。
【請求項１４】
メモリセルに記録されるデータを検出するために少なくとも１つのセンスアンプを備えた
該メモリセルのアレイを有する磁気抵抗ランダムアクセスメモリ（ＭＲＡＭ）集積回路用
の組み込み自己試験システムの組み込み自己試験方法であって、
　前記センスアンプを用いて、前記アレイ内のメモリセルを通る検出電流を表す電流信号
を生成するステップと、
　バイナリ出力を生成するために該電流信号を時間に依存した時間信号に変換し、それに
対してある閾値を適用するステップと、
　第１および第２の時間に前記バイナリ出力をサンプリングするステップと、
前記第１および第２のサンプリングされたバイナリ出力に基づいて、所定の抵抗仕様外の
ものとして前記メモリセルを記録するステップと
　を含んでなる方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、メモリ回路の試験に関し、特に、磁気抵抗メモリ（magneto-resistive memory
あるいはＭＲＡＭ）アレイのための組み込み自己試験回路に関する。
【０００２】
【従来の技術】
大規模かつ複雑な集積回路の製造において重要な考慮すべき問題の１つとして、回路のテ
スト容易性がある。集積回路に影響を及ぼしうる製造時の傷や不精密性のため、製造した
回路を使用のために出荷する前に試験可能であることが重要であり、これにより欠陥のあ
るＩＣを破棄し、場合によっては修正することができる。このような試験は外部回路によ
って行うことが多いが、テスト回路がＩＣに含まれる場合には試験の効率を増大できる。
これは、組み込み自己試験回路と呼ばれる。
【０００３】
以下に参照する文献は、大規模集積回路における組み込み自己試験用のいくつかの技法を
記載している。
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１．M. AbramoviciらのDigital Systems Testing and Testable Design、Chapter９：「D
esign for testability」（Rockville, MD, Computer Science Press, １９９０年）
２．E. B. Eichelberger & T. W. Williamsの「A Logic Design Structure for LSI Test
ability」（Journal of Design Automation and Fault Tolerant Computing, Vol. 2, pp
165 - 178, １９７８年５月）
３．5. Dasquptaらの「A variation of LSSD and its Implementation in Design and Te
st Pattern Generation in VLSI」（Proc. IEEE ITC, 1982, pp63 - 66）
【０００４】
メモリ回路の組み込み自己試験は、大規模メモリアレイの試験には多数の試験ベクトルを
必要とする場合があり、これを外部回路で行うにはかなりの試験時間が伴うので特に有利
なことがある。ＤＲＡＭおよびＳＲＡＭ等のメモリアレイに有用な試験手順の１つはパタ
ーン試験と呼ばれるものであり、所定パターン（例えば、チェッカーボードパターン）の
データをアレイに書き込んでからアレイを読み出して、読み出したデータと書き込んだパ
ターンとが一致するか否かを決定する。
【０００５】
【発明の解決しようとする課題】
開発されている新しい形態のメモリアレイは、磁気ランダムアクセスメモリ（ＭＲＡＭ）
と呼ばれ、多数のギガビットの記憶容量を有するアレイ内に製造される潜在的可能性を有
する。ＭＲＡＭの素子およびアレイの構造やアレイおよびそのデータＩ／Ｏ構造のサイズ
のため、ＳＲＡＭおよびＤＲＡＭに対して開発した組み込み自己試験回路は、ＭＲＡＭに
は適用不可能であるか不十分である。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明の原理によれば、メモリアレイのビット線に連結し、メモリアレイ内の各メモリセ
ルの抵抗を試験し、その抵抗が所定の上限および下限内にあるか否かを決定する第１の抵
抗仕様試験回路を含んでいる組み込み自己試験システムを提供する。
【０００７】
好ましくは、抵抗仕様試験回路は、各メモリセルのそれぞれから生成する信号と、メモリ
セル抵抗仕様の所定の上限および下限を表す第１および第２の所定のタイミング信号とを
比較する。
【０００８】
本発明の好ましい形態において、抵抗仕様試験回路は、集積回路のセンスアンプ回路の一
部をなすものである。抵抗仕様試験回路は、試験下のメモリセルを通る検出電流に従って
電荷を集積するように配置した電荷集積回路を含みうる。集積素子から二値出力を提供す
るために閾値回路を連結し、第１および第２の所定のタイミング信号に従ってセンスアン
プの走査レジスタに二値出力を提供するためにスイッチング回路を連結することができる
。そして、メモリセルが抵抗仕様試験に合格または不合格であるかを示すために、走査レ
ジスタのコンテンツを使用する。
【０００９】
第２の試験回路は、メモリアレイにおけるメモリセルの行に連結し、アレイの各行におい
て短絡したメモリセルおよび開いた（opened）行アドレス指定線を検出するために配置す
ることができる。好ましくは、第２の試験回路は、入力を提供するためにメモリアレイの
行に連結し、出力を提供するために任意の短絡セルまたは開いた行アドレス指定線がメモ
リアレイにおいて検出するか否かを記録する行エラーレジスタに連結するワイヤードＯＲ
回路を含む。
【００１０】
メモリアレイの走査レジスタに第３の試験回路を連結し、所定のデータパターンをメモリ
アレイに書き込み、メモリアレイからデータを読み出し、読み出したデータと書き込んだ
データとを比較するように配置する。
【００１１】
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本発明の好ましい形態において、第３の試験回路は、ワイヤードＯＲ回路を介して第１の
試験回路に連結し、その出力をエラーフラグ列レジスタに組み合わせる。エラーフラグ列
レジスタは、メモリアレイにおける各行について、第１および第３の試験回路によって検
出されたエラーの数を記録し、各行毎のエラーの数が所定の許容される数よりも大きいか
否かを決定する。
【００１２】
本発明によれば、メモリセルのアレイを有し、メモリセルはアレイの各行線と列線の間に
それぞれ連結し、メモリセルに格納したデータを検出するためセンスアンプがアレイの列
線に連結し、走査レジスタがセンスアンプから出力を受け取り、アレイ内のメモリセルに
対して入力を提供するように連結する磁気抵抗ランダムアクセスメモリ（ＭＲＡＭ）集積
回路用の組み込み自己試験システムも提供する。組み込み自己試験システムは、メモリア
レイ内の各メモリセルの抵抗を試験してその抵抗が所定の上限および下限内にあるか否か
を決定するため、各センスアンプに連結した抵抗仕様試験回路を含む第１の試験回路を含
んでいる。この場合の組み込み自己試験システムは、短絡したメモリセルおよびアレイの
各行における開いた行アドレス指定線を検出するため、メモリアレイの行線に連結した第
２の試験回路も含む。この形態の組み込み自己試験システムは、メモリアレイの走査レジ
スタに連結し、所定のデータパターンをメモリアレイに書き込み、データをメモリアレイ
から読み出し、読み出したデータと書き込んだデータとを比較するように配置した第３の
試験回路をさらに含んでいる。
【００１３】
組み込み自己試験システムの好ましい形態は、第１と第２と第３の試験回路を制御し、メ
モリアレイに対する第１と第２と第３の試験を実行するため連結した試験状態マシン回路
をさらに含んでいる。
【００１４】
好ましくは、第１および第２の所定のタイミング信号を、前記試験状態マシン回路によっ
て生成する。
【００１５】
本発明の別の形態によれば、メモリセルに格納したデータを検出するセンスアンプを少な
くとも１つ含むメモリセルのアレイを備える磁気抵抗ランダムアクセスメモリ（ＭＲＡＭ
）集積回路用の組み込み自己試験性能を与える方法を提供する。本方法は、センスアンプ
を使用し、アレイ内のメモリセルを通る検出電流を表す電流信号を生成するステップと、
電流信号を時間集積し、それに閾値を適用して二値出力を提供するステップと、第１およ
び第２の時間で二値出力をサンプリングするステップと、第１および第２のサンプリング
した二値出力に基づいて所定の抵抗仕様外のメモリセルを登録するステップとを含んでな
る。
【００１６】
本発明の好ましい実施形態は、従来技術に優るいくつかの利点を提供する。例えば、従来
のメモリ試験は、各チップの試験にかなりの時間を要し、その結果としてＭＲＡＭ試験の
コストが比較的高くなる。試験時間を低減するために、ＳＲＡＭおよびＤＲＡＭチップに
見られる組み込み自己試験を用いることができるが、これはパターン試験に限られ、ＭＲ
ＡＭアレイの特別な試験条件を考慮していない。本発明のこの実施形態は、ＭＲＡＭデー
タのブロック編成を利用する広範な組み込み自己試験の特徴を引き出す、ＭＲＡＭアレイ
に見られるデータ書き込みおよびデータ読み出しのセンス回路を利用する。エラーの数が
ＥＣＣ修正可能であるか、またはデータの行全体を不良とマークする必要があるかを決定
するために使用可能な単一ビットエラーデータを格納するために、走査データＩ／Ｏレジ
スタを使用する。本発明における回路は、単純な組み込み「試験」状態マシンを用いて動
作する場合、完全な範囲のテストおよび有効なＭＲＡＭアレイ試験に関するエラー報告を
提供する。組み込み自己試験は、製造業者による試験において行っても、および／または
ユーザが再フォーマット化の手順中に繰り返してもよい。
【００１７】



(6) JP 4169484 B2 2008.10.22

10

20

30

40

50

本発明は、添付図面を参照しつつ、好ましい実施形態の説明を通して、例としてのみ本明
細書により詳細に説明する。
【００１８】
【発明の実施の形態】
本明細書は、メモリ回路を試験するための方法および装置を記載する。以下の説明におい
て、説明目的のために、特定の用語および特定の実施形態の詳細を、本発明の完全な理解
を提供するために記載する。しかし、当業者には、これら特定の詳細が本発明の実施に必
要ないことが明白であろう。
【００１９】
ＭＲＡＭシステム１００は、図１においてブロック図形態で示され、ＭＲＡＭアレイ１０
２と、本発明の実施形態による組み込み自己試験回路とを含んでいる。行のワイヤードＯ
Ｒ試験回路１０６は、アレイ１０２内のメモリ素子の各行の出力線に連結し、既知の様式
で行アドレスデコーダ１０４が出力線をアドレス指定する。アレイ１０２に連結する列試
験回路は、１０８に示され、ハイ／ロー抵抗仕様テスタと、パターン試験回路と、列ワイ
ヤードＯＲ出力とを含んでいる。列試験回路１０８は、列エラーカウンタ１１０に出力を
提供するように連結する。行試験回路１０６と列試験回路１０８と列エラーカウンタ１１
０とをすべて、試験機能状態マシン１１２に連結し、試験機能状態マシン１１２をまた、
行アドレスデコーダ１０４のイネーブル制御に連結する。本発明の好ましい実施は、広範
囲にわたるＭＲＡＭメモリアレイ用の組み込み自己試験システムの形成に利用することが
可能ないくつかの態様を組み込む。好ましい実施形態の様々な態様については、以下に詳
細に説明し、これから、図１の回路の機能のより深い理解が確認できる。
【００２０】
開いた行および短絡したＭＲＡＭ素子について試験するための簡略化した回路２００を図
２に示す。回路２００は、それぞれ各列制御線２０４と行制御線２０６の間に連結する磁
気抵抗メモリ素子２１０の格子を含むＭＲＡＭアレイ２０２の一部を示す。それぞれ電圧
出力Ｖn-1と、Ｖnと、Ｖn+1とを有し、行「ｎ－１」と、「ｎ」と、「ｎ＋１」と呼ばれ
る３つの行を図２のアレイ部分２０２に示す。行制御線２０６は、各電流制限スイッチ２
１２を介して制御可能に接地可能な入力を有する。一度に１つのスイッチ２１２を選択的
に短絡するように動作可能な行アドレス入力２１４に従ってスイッチ２１２を制御する。
列制御線２０４には、電圧源ＶＨＣを供給する。
【００２１】
各ワイヤードＯＲ回路トランジスタ２１６の制御ゲートを、各行制御線２０６からの行電
圧出力（Ｖn-1、Ｖn、Ｖn+1）を受け取るように連結する。本例でのワイヤードＯＲトラ
ンジスタは、それぞれ電圧源ＶＨ＿ｔｓｔに連結したドレインを有するｐＭＯＳトランジ
スタを含んでいる。ワイヤードＯＲトランジスタ２１６のソース端子を、一般に、Short 
Test Clk信号が制御するゲートを有する長チャネルトランジスタのような負荷トランジス
タ２１８のソースにおいて出力２０８に連結する。ワイヤードＯＲ出力２０８もまた、選
択スイッチングトランジスタ２２０を介して行エラーフラグレジスタ２２２に連結する。
選択スイッチングトランジスタ２２０もまた、Short Test Clk信号が制御する。
【００２２】
２１１に示すもの等、短絡したメモリセルを検出するための回路２００の動作について次
に説明する。アレイ２０２の各行を、次に、行アドレス入力を使用して、対応する電流制
限スイッチ２１２を切り替え、行制御線２０６を接地することで選択する。行選択は、ワ
イヤードＯＲ試験回路の出力を制御するShort Test Clk入力信号を用いて調節する。行を
選択すると、良好な行が行電圧出力（例えば、Ｖn+1）をプルダウンし、ロジック「１」
電圧をワイヤードＯＲ出力２０８において提示し、行エラーフラグレジスタ２２２に渡す
。これは、良好な行における各メモリセルは、ＶＨＣ列電圧が行制御線に現れない十分な
抵抗を有するためである。行を非常に抵抗の低いＭＲＡＭセル（例えば、２１１で示す短
絡したＭＲＡＭセル）に接続する場合、行電圧（Ｖn）を、対応するワイヤードＯＲトラ
ンジスタ２１６が「オフ」のままであるように、エラー試験レベルより下にはプルダウン
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しない。この場合、ロジック「０」の電圧を行エラーフラグレジスタ２２２に渡す。選択
していない行は、ワイヤードＯＲ出力回路を行アドレスデコーダが選択した行に対しての
み作用するように、高電圧（～ＶＨＣ）のままである。行エラーフラグレジスタ２２２は
、試験した各行毎にワイヤードＯＲ試験回路出力の記録を格納し、例えば、Short Test C
lk信号が各行毎にシフトするシフトレジスタとして構築することが可能である。このよう
に、行エラーフラグレジスタは、短絡したメモリセルを有する行を示すエラーフラグ出力
２２４を提供できる。上記機能説明から明白なように、回路２００はまた、開いた（例え
ば、断続した）行線を検出する。例えば、図２において２０９に示すように、開いた欠陥
行線を検出するために、短絡したメモリセル２１１を検出するような上記と同じ技法を使
用できる。
【００２３】
　図３に示す回路３００は、ハイ／ローＭＲＡＭ素子抵抗試験回路３０２と共に、トリプ
ルサンプルセンスアンプ回路３０４を示す。図４は、ハイ／ローＭＲＡＭ素子抵抗試験回
路４０２と共に、シングルサンプルセンスアンプを有する回路４００を示す。試験回路３
０２および４０２は、メモリ素子データ検索プロセスの設計仕様外である、例えば、セン
スアンプ回路が扱うことのできるメモリ素子抵抗値の範囲外であるＭＲＡＭ素子抵抗値を
検出するように設計する。ＭＲＡＭ素子の抵抗に依存する時間信号を生成することにより
回路を動作する。試験支援回路（例えば、図１に示す試験有限状態マシン回路１１２）が
供給する参照時間信号とＭＲＡＭ素子の時間信号とを比較する。ＭＲＡＭ素子の抵抗値が
低すぎる場合、「ロー」試験参照時間信号と「ロー」抵抗素子が生成する時間信号とを比
較することで検知される早い遷移を有する。反対に、ＭＲＡＭ素子の抵抗値が高すぎる場
合、「ハイ」試験参照時間信号と「ハイ」抵抗が生成する時間信号とを比較することで検
出される遅い遷移を有する。「ハイ」および「ロー」試験の結果を、ＭＲＡＭセンスアン
プの一部である走査レジスタに格納する。試験のマージンは、ＭＲＡＭセンスアンプが故
障する抵抗値を有するＭＲＡＭ素子を選別するように設定できる。回路３００および４０
０の動作については、以下により詳細に説明する。
【００２４】
図３を参照して、図示の回路３００は、ＭＲＡＭセル３１０からのデータを検出するため
のセンスアンプ回路３０４を含む。ＭＲＡＭセル３１０を、コンデンサ３１２と並列なＭ
ＲＡＭ抵抗Ｒ＿ＭＲＡＭ３１１が表している。ＭＲＡＭセル３１０は、センスアンプ回路
の観点からは単一のセルを表すが、抵抗３１１と特にコンデンサ３１２との実際の値は、
セルの大きなアレイの部分であるセルによって影響を受ける。ＭＲＡＭについての典型的
な記憶技術の応用において、抵抗Ｒ＿ＭＲＡＭ３１１は約１ＭΩの公称値を有し、コンデ
ンサ３１２は０．５ｐＦのオーダーを有しうる。ＭＲＡＭセル３１０の一端を、Ｖcolと
ラベルするノードにおいてセンスアンプ回路に連結し、セル３１０の他端には、センス電
圧Ｖsenseを供給する。Ｖcolノードは、電流ミラートランジスタ（current mirror trans
istor）３１４および３１６と、演算増幅器３１８とを含む比較したトランジスタ電流ミ
ラー回路の入力側にある。特に、トランジスタ３１４のドレインを、ノードＶcolに連結
し、ソースを接地する。トランジスタ３１４のゲートを、トランジスタ３１６のゲートに
連結し、トランジスタ３１６のドレインおよびソースを、Ｖ1とラベルするノードと接地
にそれぞれ連結する。演算増幅器３１８を、負の入力ノードがＶcolに連結し、出力を電
流ミラートランジスタ３１４、３１６のゲートに連結した状態で、Ｒ＿ｒｅｆ信号を正の
入力ノードへの入力として使用して、電流ミラー回路にドレイン電圧制御を提供する。実
際には、ＭＲＡＭセルを精密に検出するため、入力電圧Ｖsenseは非常に小さく、例えば
０．５ボルトのオーダーであり、セルの反対側のＶcolノードにおける電圧を、Ｒ＿ｒｅ
ｆ入力を使用して、接地電位に近いレベルに保持する。電流ミラー回路の機能はノードＶ

1からのトランジスタ３１６を通る電流を保持することであり、この電流はノードＶcolか
らトランジスタ３１４を通る電流と同じ（またはその既知の係数（factor)）である。こ
のように、トランジスタ３１６を通る電流を、ＭＲＡＭセルの抵抗３１１の測定として使
用できる。
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【００２５】
ｐ型トランジスタ３２０を、ノードＶ1と供給電圧ＶＤＤの間に連結し、リセット信号が
制御する。図において回路部分３２２と３３２と３４２と、抵抗試験回路３０２とに示し
ている４つの回路の分岐もまた、ノードＶ1に連結する。回路部分３２２と３２４と３２
６とは、トリプルサンプルセンスアンプ回路３０４の一部を形成し、回路３０２は、上述
した組み込み自己試験の目的で含まれるＭＲＡＭ素子ハイ／ロー抵抗試験回路を含む。明
確にするため、トリプルサンプルセンスアンプ回路の動作について説明して、試験回路３
０２の動作をより良く理解する。
【００２６】
回路部分３２２と、３３２と、３４２とは、サンプル信号回路（３２２）と、サンプル「
１」回路（３３２）と、サンプル「０」回路（３４２）とも呼ぶことができる。サンプル
信号回路３２２は、ノードＶ1と信号集積ノードの間にパストランジスタ３２４を連結す
る。パストランジスタ３２４を、サンプル信号入力が制御する。サンプル信号回路３２２
はまた、信号集積ノードと接地の間に信号保持コンデンサ３２６を連結し、トランジスタ
３２４およびコンデンサ３２６は共に、電圧集積およびサンプル／保持回路として動作で
きる。その他の回路部分３３２および３４２を同様に構築する。特に、サンプル「１」回
路３３２は、ノードＶ1を選択的に「１」保持集積および保持コンデンサ３３６に接続す
るか、あるいはそれらからノードＶ1を絶縁することができるパストランジスタ３３４を
有する。サンプル「０」回路３４２もまた、パストランジスタ３４４と集積および保持コ
ンデンサ３４６とを有する。トランジスタ３３４および３４４を、サンプル「１」入力お
よびサンプル「０」入力がそれぞれ制御する。
【００２７】
サンプル信号回路３２２の集積ノードを、シフトトランジスタ３２８を介して演算増幅器
３５０の正の入力に連結する。同様に、回路部分３３２および３４２の集積ノードを、各
シフトトランジスタ３３８および３４８を介して演算増幅器３５０の負の入力に双方とも
連結する。シフトトランジスタ３２８と３３８と３４８とは、共通に、比較器シフト信号
が制御する。演算増幅器を、その出力をシフトレジスタ３５４に別のシフトトランジスタ
３５２を介して連結する。演算増幅器３５０の出力を、コンパレータクロック入力信号が
制御し、シフトトランジスタ３５２は、レジスタ出力シフト信号が制御する。シフトレジ
スタ３５４は、既知の様式で接続した、弱フィードバック（weak feedback）連結したイ
ンバータ３５６および３５８を含み、演算増幅器３５０からの出力を格納するように設け
られる。基本的に、演算増幅器３５０は、正および負の入力によって存在する信号レベル
間のコンパレータとして動作し、それに従って、レジスタ３５４を検出したＭＲＡＭセル
の状態を示す「１」または「０」の状態にする出力を提供する。これについては、さらに
詳細に後述する。
【００２８】
トリプルサンプルセンスアンプ回路３０４は、検出手順中にＭＲＡＭセルに格納したデー
タを破壊するデータ破壊回路である。したがって、データを検出した後、データをＭＲＡ
Ｍアレイに保持すべき場合には、データを検出したセルに書き戻すべきである。
【００２９】
センスアンプ動作の初期リセットフェーズ中に、トランジスタ３２０をオンにするために
、リセット信号を加え、これが効果的にノードＶ1を供給電圧ＶＤＤに引き上げる。この
とき、サンプル信号入力がトランジスタ３２４のオンを表明（assert）する。これにより
、集積および保持コンデンサ３２６をＶＤＤに充電できる。リセットトランジスタ３２０
は、集積コンデンサを充電可能とするために、ある時間期間オンに保たれ、また、これは
、ＭＲＡＭアレイをアドレス指定して、選択したＭＲＡＭセル３１０を通る電流が定常状
態（数マイクロ秒まで）に達することが可能になる間に達成できる。次に、リセットトラ
ンジスタ３２０を、センスアンプ動作の第１の、信号サンプリングフェーズのためにオフ
にする。リセットトランジスタ３２０は、サンプリング動作全体にわたってオフのままで
ある。
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【００３０】
センスアンプのサンプリング動作の第１のフェーズ中、サンプル信号入力を、所定のサン
プリング期間オンに保持する。このとき、トランジスタ３１６を通る電流は、検出してい
るＭＲＡＭセルを通る電流を反映する定常状態に達している。ＭＲＡＭセル３１０を通る
電流は、勿論、その抵抗に依存し、この抵抗をセルに格納しているデータの状態が支配す
る。例えば、データ「０」をＭＲＡＭセルに格納している場合、抵抗値Ｒ＿ＭＲＡＭは抵
抗値のメジアンよりも比例的に高い（例えば、５％から２０％の量）。トランジスタ３１
６を通る電流はＲ＿ＭＲＡＭ抵抗に依存しており、したがって、ＭＲＡＭセルが「０」を
格納している場合よりも「１」を格納している場合により大きくなる。リセットトランジ
スタ３２０をオフにし、サンプル信号トランジスタ３２４をオンにした状態で、コンデン
サ３２６からトランジスタ３１６を通る電流を引き出す。このように、コンデンサ３２６
は、パストランジスタ３２４をオフにするまでのサンプリング期間中に、トランジスタ３
１６を介して引き出した電流を集積する。トランジスタ３２４がオフの状態で、集積した
電圧レベルは、コンデンサ３２６が保持し、ＭＲＡＭセル３１０に格納しているデータを
表す。
【００３１】
コンデンサ３２６における電圧レベルがデータ「１」またはデータ「０」のいずれを表す
かを決定するために、トリプルサンプルセンスアンプが比較電圧を生成する。「１」をＭ
ＲＡＭセル３１０に書き込み（それによって、先に格納していたデータを破壊する）、Ｒ
＿ＭＲＡＭ抵抗値をサンプリングしてから、セルに「０」を書き込んで再びサンプリング
することで比較電圧を生成する。既知の「１」および「０」のセル状態から得られるサン
プルを、「平均」値に組み合わせ、これを使用して、信号サンプルとの比較を行う。その
手順については、以下にさらに詳細に説明する。
【００３２】
センスアンプのサンプリング動作の第２のフェーズ中に、データ「１」をＭＲＡＭセル３
１０に書き込む。次に、サンプル "1"信号を表明して、集積コンデンサ３３６をＶＤＤに
充電するためトランジスタ３２０がオンであるリセット期間中、トランジスタ３３４をオ
ンにし、そして、続くサンプリング期間でもオンのままにする。サンプリング期間中、コ
ンデンサ３３６は、ミラートランジスタ３１６を介して引き出した電流を集積するため、
コンデンサ３３６の結果得られる電圧レベルは、既知の「１」状態のＲ＿ＭＲＡＭ抵抗を
表す。トランジスタ３３４を第２のフェーズサンプリング期間の終わりにオフにすると、
「１」電圧をコンデンサ３３６が保持する。
【００３３】
同様に、センスアンプサンプリング動作の第３のフェーズ中に、データ「０」をＭＲＡＭ
セル３１０に書き込む。次に、サンプル「０」信号を表明して、集積コンデンサ３４６を
ＶＤＤに充電するためトランジスタ３２０がオンであるリセット期間中、トランジスタ３
４４をオンにし、そして、続くサンプリング期間でもオンのままにする。サンプリング期
間中、コンデンサ３４６はミラートランジスタ３１６から引き出された電流を集積するた
め、結果としてコンデンサ３４６上の電圧レベルは既知の「０」状態のＲ＿ＭＲＡＭ抵抗
を表す。トランジスタ３４４を第３のフェーズサンプリング期間の終わりにオフにすると
、「０」電圧をコンデンサ３４６が保持する。
【００３４】
３つのサンプリングフェーズ後、集積および保持コンデンサ３２６と３３６と３４６とは
、ＭＲＡＭセル３１０の検出した元の格納しているデータと、既知の検出したデータ「１
」と、既知の検出したデータ「０」とを表す電圧レベルをそれぞれ保持する。そして、パ
ストランジスタ３２８と３３８と３４８とを、比較器シフト信号を表明することでオンに
する。回路部分３３２および３４２の出力を、演算増幅器３５０の負の入力ノードに共に
連結するため、比較器シフト入力の表明した後に結果的に得られる電圧レベルは、既知の
「１」および既知の「０」の電圧レベルの「平均」である。この「平均」電圧レベルは、
ＶＲ／２と呼ばれ、信号集積および保持コンデンサ３２６が格納する電圧はＶsigと呼ば
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れる。
【００３５】
比較器クロック入力を演算増幅器３５０にすると、演算増幅器３５０は、入力Ｖsigおよ
びＶＲ／２の比較を表す出力を提供する。例えば、信号電圧レベルＶsigが「平均」電圧
レベルＶＲ／２よりも大きい場合、演算増幅器３５０の出力は比較的高電圧である。反対
に、ＶsigがＶＲ／２よりも小さい場合、演算増幅器の出力は比較的低い。次に、レジス
タ出力シフト信号を表明し、トランジスタ３５２をオンにすることで、演算増幅器３５０
の出力がレジスタセル３５４をドライブ可能にする。したがって、演算増幅器３５０の出
力が比較的低い場合、レジスタセルは、データ「１」を格納する（レジスタセル出力Reg_
outはインバータ３５６の出力にある）。演算増幅器３５０の出力が比較的高い場合、レ
ジスタセル３５４に格納した出力はデータ「０」である。レジスタセル３５４の構造は、
格納した値が、弱フィードバックインバータ３５８によってインバータ３５８に打ち勝つ
レジスタへの入力を提供するまで残るようにするものである。
【００３６】
　ハイ／ローＭＲＡＭセル抵抗試験回路３０２もまた、ノードＶ1に連結し、トランジス
タ３１６を通る電流を反映したものを入力として使用する。試験回路３０２は、図１にお
いて参照する試験ＦＳＭ回路１１２から供給する２つの入力を使用して動作する。第１の
入力は、パストランジスタ３６０を制御する列テスト可能信号である。パストランジスタ
３６０は、試験回路３０２をノードＶ1に連結し、また、選択的に試験集積および保持コ
ンデンサ３６２をノードＶ1に接続または接続解除するように列テスト可能信号によって
制御可能である。トランジスタ３６０とコンデンサ３６２との集積および保持動作は、概
して回路部分３２２、３３２、３４２の同等機能の動作と同様である。しかし、試験回路
３０２は、回路部分３２２、３３２、３４２とは別個に動作するため、トランジスタ３６
０を、センスアンプサンプリング機能が試験回路３０２の動作を妨害しないように、サン
プリングパストランジスタ３２４、３３４、３４４（および逆の場合も同様）の排他的に
オンにする。
【００３７】
試験回路３０２は、一方はセルの抵抗Ｒ＿ＭＲＡＭが高すぎるか否かを決定し、他方はそ
れが低すぎるか否かを決定するためのものである２つの別個のフェーズにおいて動作する
。試験回路３０２の動作の本質は、トランジスタ３１６を通る電流による充電集積が所定
の電圧レベルに達するのに要する時間と、所定の制限時間との比較である。インバータ３
６４を、コンデンサ３６２の集積ノードに連結し、所定の電圧レベルを設定する閾値デバ
イスの形態で動作する。インバータ３６４の出力を、パストランジスタ３６６を介して、
比較結果を格納するために使用するシフトレジスタセル３５４に連結する。パストランジ
スタ３６６への入力信号列テストリファレンスを、上記所定の時間制限を適用するために
使用する。リセットトランジスタ３６８は、レジスタセル３５４への入力ノードと接地と
の間に連結され、例えばレジスタセル３５４を試験開始時の既知の状態に初期化するため
にトランジスタ３２０に使用される逆リセット信号によって制御できる。
【００３８】
試験回路３０２の第１の試験フェーズ中に、リセットおよび列テスト可能信号をまず表明
し、それによってコンデンサ３６２を供給電圧ＶＤＤに近いレベルに充電できる。次に、
リセットトランジスタ３２０をオフにして、コンデンサ３６２にわたる電圧が、トランジ
スタ３１６を通る電流（測定している抵抗Ｍ＿ＭＲＡＭに反比例する）に従って電荷を集
積可能になる。一般に、抵抗Ｒ＿ＭＲＡＭが比較的低い場合、インバータ３６４の入力に
おける電圧は、電荷集積中に、Ｒ＿ＭＲＡＭが比較的高い場合よりもはやくインバータ切
り替え閾値に達する。第１の試験フェーズは、インバータの出力により、遷移がはやくな
りすぎる（Ｒ＿ＭＲＡＭ値が低すぎることを示す）か否かを決定することである。第２の
試験フェーズは、インバータの出力により、遅くなりすぎる前に遷移する（Ｒ＿ＭＲＡＭ
値が高くなりすぎないことを示す）か否かを決定する。第２の試験フェーズを、ＭＲＡＭ
セルが最初のフェーズの試験をパスした場合にのみ実行する。試験手順のより良い理解を
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得るには、試験回路３０２からの関連信号レベルの相対的なタイミングを示すタイミング
図である図５を参照することが有用である。
【００３９】
図５は、相対的なタイミングを示すいくつかの電圧信号表現を示している。入力リセット
信号を５０２に示し、ＭＲＡＭアレイアドレス指定入力を５０４に示し、列テスト可能入
力を５０６に示している。仕様制限内にあるインバータ３６４の出力Comp_outの遷移につ
いての時間範囲を５０８に示している。時間範囲の終端は時間ｔLであり、試験中に所与
のＭＲＡＭセルについてのComp_outの遷移がｔL前に発生すると、そのセルは低すぎる抵
抗Ｒ＿ＭＲＡＭ値を有するものと考慮される。時間範囲の始端は時間ｔHであり、試験中
に、所与のＭＲＡＭセルについてComp_outの遷移がｔH後に発生すると、そのセルは高す
ぎる抵抗＿ＭＲＡＭ値を有するものと考慮される。
【００４０】
Ｒ＿ＭＲＡＭが低すぎるか否かを試験するために、５１０で示すように、トランジスタ３
６６が時間ｔLにおいてオフになるように、列テストリファレンス信号を制御する。この
場合、トランジスタ３６６を、図に示すように時間ｔLの前の期間オン状態に保持する。
列テストリファレンスを表明する時間の長さは、インバータ３６４の出力Comp_outがレジ
スタセル３５４をドライブするのに十分なだけ必要である。
【００４１】
試験のこのフェーズに従って、抵抗Ｒ＿ＭＲＡＭが特定の範囲内にある場合、以下の作用
が発生する。
ｉ）トランジスタ３１４および３１６を通る電流は許容範囲内にある。
ｉｉ）コンデンサ３６２の集積ノードにおける電圧は、許容するレートでＶＤＤから減少
する。
ｉｉｉ）インバータ出力Comp_outを、時間ｔL前にローからハイにドライブせず、そのた
め、
ｉｖ）時間ｔLに続くレジスタセル３５４に格納する値は、トランジスタ３６８を使用し
て予め設定した値と同じままであり（すなわち、時間＞ｔLの場合、Reg_out＝「１」）、
ｖ）トランジスタ３６６を時間ｔLにおいてオフにするため、ｔL後にComp_outに発生する
いずれの遷移もレジスタ出力Reg_outに影響を与えない。
したがって、特定の下限よりも高い抵抗値Ｒ＿ＭＲＡＭを有するＭＲＡＭセル３１０の場
合、列テストリファレンス信号をローにドライブした後（すなわち、ｔL後）は、レジス
タセル出力Reg_outは「１」である。ＭＲＡＭセルが下限仕様に見合う抵抗を有する場合
のComp_outおよびReg_outを表す信号表現例を、５１２および５１４にそれぞれ示してい
る。
【００４２】
　最初の試験フェーズにおいて、ＭＲＡＭセル抵抗が高すぎる場合に許容可能なセルとし
ての同じ試験出力を得る。したがって、ＭＲＡＭセルが最初のフェーズに　おける試験に
パスした場合、Ｒ＿ＭＲＡＭが高すぎるか否かを決定するために、第２のフェーズ試験を
実行する必要がある。ＭＲＡＭセルが最初のフェーズ試験　に失敗した場合には、セルは
すでに失敗しており、かついかなる場合であっても高すぎる抵抗および低すぎる抵抗のど
ちらも持ちえないため試験を続ける必要はない。しかし、手順の一貫性のために、第２の
フェーズ試験をとりあえず実行し、その結果を無視してもよい。
【００４３】
一方、抵抗Ｒ＿ＭＲＡＭが特定の範囲よりも低い場合、以下の作用が発生する。
ｉ）トランジスタ３１４および３１６を通る電流は、許容できるものよりも高い。
ｉｉ）コンデンサ３６２の集積ノードにおける電圧は、許容するレートよりも速くＶＤＤ
から減少する。
ｉｉｉ）その結果、インバータ出力Comp_outを、下限時間ｔL前にローからハイにドライ
ブし、そのため、
ｉｖ）パストランジスタを時間ｔLにおいて閉じる前に、レジスタセル３５４への入力を
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、開いたパストランジスタ３６６を介してハイにドライブし、
ｖ）トランジスタ３６６を時間ｔLにおいてオフにした後、レジスタ出力Reg_outは、予め
設定した「１」の値とは異なる「０」である。
したがって、特定の下限よりも低い抵抗値Ｒ＿ＭＲＡＭを有するＭＲＡＭセル３１０の場
合、列テストリファレンス信号をローにドライブした後（すなわち、ｔL後）は、レジス
タセル出力Reg_outは「０」である。ＭＲＡＭセルが下限仕様に見合わない抵抗を有する
場合のComp_outおよびReg_outを表す信号表現例を、５１６および５１８にそれぞれ示し
ている。
【００４４】
Ｒ＿ＭＲＡＭが高すぎるか否かを試験するために、列テストリファレンス信号を、５２０
で示すように、トランジスタ３６６が時間ｔHにおいてオフになるように制御する。この
場合、トランジスタ３６６を、図に示すように時間ｔHの前の期間オン状態に保持する。
列テストリファレンスを表明する時間の長さは、インバータ３６４の出力Comp_outがレジ
スタセル３５４をドライブするのに十分なだけ必要である。
【００４５】
第２のフェーズ抵抗仕様試験について、ＭＲＡＭセルの抵抗が仕様上限よりも低い場合、
Comp_out信号の遷移は、５２２に示すように、ｔLからｔHの時間期間内で発生する。次に
、列テストリファレンス信号５２０を表明している間、インバータ出力は５２４に示すよ
うに、最初はハイであるレジスタセル３５４のReg_out出力をロー（「０」）レベルにド
ライブする。抵抗が高すぎるＭＲＡＭセルの場合、Comp_outの遷移は、パストランジスタ
３６６がオフになる前には発生しないため、その場合Reg_outはハイ（「１」）レベルの
ままである（図５の５２６および５２８参照）。その結果、高すぎる抵抗を有するＭＲＡ
Ｍセルは、第２のフェーズ試験後にReg_out＝「１」を戻す。一方、特定した下限よりも
低い抵抗を有するＭＲＡＭセルは、Reg_out＝「０」という第２のフェーズ試験結果を戻
す。
【００４６】
第１および第２のフェーズ試験を組み合わせて、第１の試験結果がReg_out(1)＝「１」を
戻し、かつ第２の試験結果がReg_out(2)＝「０」を戻す場合にのみ、ＭＲＡＭセルを許容
可能な抵抗を有するものと判定できる。他の組み合わせの第１および第２のフェーズ試験
結果はすべて、試験下のＭＲＡＭセルの抵抗値が、許容可能な抵抗仕様外であるために受
け入れられないことを示している。試験結果は、試験ＦＳＭ１１２（図１）によって、ま
たは単純なロジック回路（図示せず）を使用し、所定の許容可能な結果と比較できる。Ｍ
ＲＡＭアレイの所与の列におけるセルについての試験結果もまた、図１に示す列エラーカ
ウンタ１１０がカウントすることができる。
【００４７】
図４は、ハイおよびロー抵抗仕様試験のための対策（provision）を含むシングルサンプ
ルＭＲＡＭセンスアンプ回路４００を示している。シングルサンプルセンスアンプ回路の
基本的な動作は、検出しているＭＲＡＭセルと比較するために使用する予め設定した許容
範囲を有するリファレンス回路に依存する。回路４００の詳細な動作について、以下に説
明する。
【００４８】
シングルサンプルセンスアンプ回路４００は、リファレンス回路４５０および信号回路４
０２という２つの主要な回路部分を含んでいる。図４からわかるように、リファレンス回
路４５０および信号回路４０２は、概して構造が同様であり、プリアンプ段およびコンパ
レータ段をそれぞれ含んでいる。シングルサンプルセンス回路４００は、上述したトリプ
ルサンプルセンス回路において電流ミラー段を採用するのとは異なり、バッファリングし
たダイレクトインジェクション（direct injection）プリアンプ段を利用する。信号回路
４０２に関して、検出すべきＭＲＡＭセル（４１０）を、演算増幅器４１４の負の入力に
おいてセンス回路に連結する。上述したように、ＭＲＡＭセルは、コンデンサ素子４１２
と並列な抵抗素子Ｒ＿ＭＲＡＭ（アレイ）４１１として考慮することができる。演算増幅
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器４１４は、R_ref制御信号を受け取るように正の入力に連結しており、R_ref制御信号は
、上述したセンス回路でのように、ダイレクトインジェクショントランジスタ４１６のバ
イアスを制御するために使用可能である。トランジスタ４１６は、信号回路４０２のコン
パレータ段のＳＩＧ１とラベルする入力ノードにプリアンプ段を連結する。
【００４９】
リファレンス回路４５０のプリアンプ段は、信号回路４０２のものと同じ構造を有する。
ＭＲＡＭセル４６０を、ダイレクトインジェクショントランジスタ４６６のバイアスを制
御する演算増幅器４６４に連結する。しかし、リファレンス回路では、ＭＲＡＭセル４６
０は、ＭＲＡＭアレイ記憶セルではなく、リファレンス比較のために特に設けるＭＲＡＭ
セルである。ＭＲＡＭセル４６０は、抵抗素子Ｒ＿ＭＲＡＭ（リファレンス）４６１を有
し、これは、公称ＭＲＡＭ抵抗値を有する。リファレンスＭＲＡＭセルは、検出している
アレイにおけるＭＲＡＭセルと同じ方法で製造することが好ましく、これによって静電容
量値４１２および４６２のマッチングを促進する。ダイレクトインジェクショントランジ
スタ４６６は、リファレンスＭＲＡＭセルをＲＥＦ１とラベルするリファレンス回路コン
パレータ段の入力ノードに連結する。
【００５０】
再び信号回路４０２を参照して、コンパレータ段への入力は、入力ノードＳＩＧ１と接地
の間に連結する集積コンデンサ４２０を有する。入力ノードＳＩＧ１をまた、ＳＩＧ１と
電圧源ＶＤＤとの間に連結し、リセット信号が制御するｐ型トランジスタ４１８の形態を
なして、それに連結したリセット回路も有する。ノードＳＩＧ１をさらに、第１のインバ
ータ４２２の入力に連結する。第１のインバータ４２２の出力を、第２のインバータ４２
４の入力に連結する。第２のインバータの出力は、ＳＩＧ２とラベルするコンパレータ段
の出力ノードを提供する。信号回路の出力ノードＳＩＧ２を、ロジックゲートパストラン
ジスタ４３０を介してレジスタセル４４０の入力に連結する。レジスタセル４４０は、上
述した回路３００のレジスタセル３５４に略等しい。ロジックゲートパストランジスタ４
３０を、後述するように、リファレンス回路４５０の出力が制御する。
【００５１】
リファレンス回路４５０のコンパレータ段は、信号回路のコンパレータ段と略同じ構造で
ある。特に、リファレンス回路のコンパレータ段ＲＥＦ１の入力ノードを、集積コンデン
サ４７０と、リセットトランジスタ４６８と、第１のインバータ４７２との入力に連結す
る。第１のインバータ４７２の出力は、第２のインバータ４７４へ入力を提供する。第２
のインバータ４７４の出力は、Run制御信号が制御するパストランジスタ４７６を介して
、ノードＲＥＦ２においてリファレンス回路４５０の出力を提供する。出力ノードＲＥＦ
２は、上記ロジックゲートパストランジスタ４３０を制御する。
【００５２】
上述したように、レジスタセル４４０は、格納インバータ４４２および弱フィードバック
インバータ４４４を備え、上述したレジスタセル３５４と略同じ構造をしている。この場
合、レジスタセル４４０は、リセット信号が制御するリセットプルアップトランジスタ４
４６を介して所定の状態にすることができる。
【００５３】
シングルサンプルセンス回路４００は、少々、信号回路４０２とリファレンス回路４５０
との間の信号レースのように動作する。リファレンス回路４５０はパストランジスタ４３
０を制御し、信号回路４０２がレースに「勝つ」と、ＳＩＧ２における出力が、パストラ
ンジスタ４３０がオフになる前にレジスタセル４４０の状態を変えることができる。逆に
、リファレンス回路４５０が「勝つ」と、レジスタセルが変わる前にトランジスタ４３０
をオフにする。
【００５４】
検出手順の開始時において、コンデンサ４２０および４７０の集積ノードＳＩＧ１および
ＲＥＦ１は、制御信号リセットをパルス生成することで略電圧ＶＤＤに共に上げられる。
これはまた、レジスタセル４４０の入力をハイにプル（pull）することにより、レジスタ



(14) JP 4169484 B2 2008.10.22

10

20

30

40

50

セル出力の初期状態をReg_out＝「０」にして、レジスタセル４４０をリセットする作用
も有する。パストランジスタ４７６は、センス回路が動作中である間、Run信号の表明に
より開いたままである。Run信号を、さらに後述する組み込み自己試験のためにオフにす
る。ＲＥＦ１およびＳＩＧ１ノードをＶＤＤに充電した状態では、出力ノードＲＥＦ２お
よびＳＩＧ２もまたハイであり、これは、ロジックゲートパストランジスタ４３０が開い
ており、かつレジスタ出力Reg_outがロー（ロジック「０」）のままであることを意味す
る。Reset信号をオフにすると、プリチャージしたコンデンサ４２０および４７０が、各
Ｒ＿ＭＲＡＭ抵抗素子４１１および４６１を通る電流を放電することで集積を開始する。
集積ノードＳＩＧ１における電圧が第１のインバータ４２２の閾値電圧に達すると、その
インバータの出力が変わり、出力ノードＳＩＧ２が初期ロジック「１」状態からロジック
「０」状態に変化する。遷移が起こる時間は、集積コンデンサ４２０の静電容量や、アレ
イの抵抗Ｒ＿ＭＲＡＭ４１１の値によって影響を受ける集積レートに依存する。Ｒ＿ＭＲ
ＡＭ４１１の値は、格納した状態に従って変化するため、アレイＭＲＡＭセル４１０の状
態は、ＳＩＧ２遷移のタイミングに影響を与える。
【００５５】
リファレンス回路４５０は、信号回路４０２と同様な構造であるため、出力ノードＲＥＦ
２の初期状態もまたロジック「１」である。ＲＥＦ２のロジック「１」からロジック「０
」への遷移のタイミングは、コンデンサ４７０およびリファレンスＭＲＡＭセル４６０の
抵抗Ｒ＿ＭＲＡＭ４６１による影響を受ける。リファレンスセル４６０は、アレイのＭＲ
ＡＭセルのようにプログラムすることができず、したがって、抵抗４６１の値は固定して
いる。コンデンサ４７０の静電容量値もまた、コンデンサ４２０の値のように固定してい
る。したがって、所与の値のコンデンサ４２０および４７０について、出力ノードＳＩＧ
２およびＲＥＦ２の遷移の相対的なタイミングを、Ｒ＿ＭＲＡＭ（アレイ）４１１にプロ
グラムする抵抗が支配する。したがって、ＭＲＡＭセル４１０が第１の状態である場合、
ＳＩＧ２の遷移がＲＥＦ２前に発生し、かつセル４１０が第２の状態である場合、ＳＩＧ
２の遷移はＲＥＦ２後に発生するように、コンデンサ４２０および４７０の相対的な値を
選択できる。これは、セル４１０の第１の状態では、ＳＩＧ２の遷移により、レジスタ出
力Reg_outが「０」から「１」に遷移し、セル４１０の第２の状態では、Reg_outはロジッ
ク「０」のままであることを意味する。このため、センスＭＲＡＭセルの状態を、レジス
タセル出力Reg_outが示している。この検出方式は、トリプルサンプル検出手順の場合の
ようにデータ破壊的ではないことに留意する。
【００５６】
シングルサンプルセンス回路４００の場合、単一のパストランジスタ４８０を使用して、
ハイ／ロー抵抗仕様試験を追加できる。試験パストランジスタ４８０は、ノードＲＥＦ２
においてロジックゲートトランジスタ４３０のゲートに制御入力列テストリファレンスを
連結する。試験トランジスタ４８０を、別の制御信号列テスト可能がオン／オフする。制
御信号列テストリファレンスおよび列テスト可能は、図１において試験ＦＳＭ１１２と呼
ばれるような制御回路によって共に提供できる。列テスト可能信号およびRun信号を、一
度のトランジスタ４７６および４８０の一方のみがオンになるように制御する。これは、
トランジスタ４８０がオンであるとき、ノードＲＥＦ２は、リファレンス回路４５０から
の妨害なく、列テストリファレンス信号によって制御可能であることを意味する。Ｒ＿Ｍ
ＲＡＭ（アレイ）抵抗４１１が特定した限度内にあるか否かを決定するために、以下に説
明するように列テストリファレンス信号を制御する。
【００５７】
試験トランジスタ４８０の使用可能（enable）に伴って、抵抗Ｒ＿ＭＲＡＭ４１１が仕様
内にあるか否かを決定するために、列テストリファレンス信号を制御する試験手順は、上
述した回路３０２におけるトランジスタ３６６の制御と同様である。信号回路４０２の検
出サイクル中に、第１の試験パルスを加え、セルの抵抗が低すぎるか否かを決定する。第
１のパルスの終わりは、許容下限にあるＳＩＧ２の遷移のタイミングに対応するため、セ
ル抵抗の特定した下限に対応する。第１の試験パルスの後に、出力Reg_outが「０」のま
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まである場合、素子４１１の抵抗を、特定した下限よりも大きいと判定する。次に、第２
の試験パルスを、回路４０２の別の検出サイクル中に列テストリファレンス信号に加える
。第２の試験パルスの終わりは、許容上限にあるＳＩＧ２の遷移のタイミングと一致して
いるため、セル抵抗の特定した上限に対応する。第２の試験パルスの後に、出力Reg_out
が「１」に変化した場合、素子４１１の抵抗を、特定した上限よりも低いと判定する。し
たがって、第１の試験サイクルの結果がReg_out＝「０」であり、かつ第２の試験サイク
ルの結果がReg_out＝「１」である場合、ＭＲＡＭセル４１０は、特定された許容可能な
限度内にある公称抵抗値を有すると決定される。相対的なタイミングは、上述した図５の
タイミング図を参照して、容易に確認できる。
【００５８】
図３および図４に示した上述した回路は、本発明の特定の実施形態によるハイ／ロー抵抗
試験を行うように構成したアナログセンスアンプの特定の例であり、ハイおよびロー抵抗
を検出するこの方法は、他のタイプのセンスアンプとも機能する。特に、ハイおよびロー
抵抗限度を検出する上記技法は、アナログおよびデジタル双方のセンスアンプを含む任意
の集積センスアンプに適用可能であるものと予期される。
【００５９】
組み込み自己試験の第３のセットは、従来のパターン試験である。すべて「１」と、すべ
て「０」と、「０」－「１」が交互になったものと、「１」－「０」が交互になったもの
のパターンとを、ＭＲＡＭアレイに書き込み、そして読み出しする。パターンを、アレイ
全体に書き込んでから、行毎に読み出しする。行読み出しプロセス中に、パターン値を排
他的ＯＲ回路への入力として表明し、センスアンプが検出した値と比較し、その結果をセ
ンスアンプデータＩ／Ｏ走査レジスタに格納する。
【００６０】
ハイ／ロー抵抗試験またはパターン試験によって検出したエラーを、センスアンプデータ
Ｉ／Ｏ走査レジスタに格納する。１つまたは複数のエラーを検出した場合、エラーフラグ
を行全体について報告する。図６に示す回路６００は、すべてのセンスアンプデータＩ／
Ｏ走査レジスタを監視し、データをワイヤードＯＲ回路と組み合わせるために使用できる
。センスアンプデータＩ／Ｏ走査レジスタをワイヤードＯＲ回路に接続するため、１つは
インバータを介し、１つは上述した抵抗仕様試験のエラー報告の形態を明らかにするため
直接に接続する２つのパスを示している。
【００６１】
図示の回路６００は、シフトクロック信号ＳＣＬＫおよびＳＣＬＫＢが同期するシフトレ
ジスタの様式をなして配置する２つのセンスアンプ走査レジスタセル６０２および６０４
を有する。第１の走査レジスタ６０２は、図４および図３に関連して上述したタイプのシ
ングルまたはトリプルサンプルセンスアンプのようなＭＲＡＭセンスアンプ回路からの入
力をそれぞれ受け取る。
【００６２】
また、第１の走査レジスタの入力には、パターン試験回路６１０も連結する。パターン試
験回路６１０は、テストパターン入力「１」または「０」を表すため、入力ノードＴ1を
それぞれプルアップまたはプルダウンするために配置するトランジスタ６１２および６１
４を含む試験パターン表明部分を有する。プルアップおよびプルダウンの各トランジスタ
を、入力書き込み信号Ｗ１およびＷ０が制御する。ノードＴ1を、試験パターン読み出し
回路および試験パターン書き込み回路の双方に連結する。試験パターン読み出し回路は、
パストランジスタ６１８に直列接続した排他的ＯＲゲート６１６を含む。排他的ＯＲゲー
トの入力を、センスアンプおよびノードＴ1から与える。パストランジスタ６１８からの
試験パターン読み出し回路の出力を、次に、走査レジスタの入力に接続する。ＣＬＫＢが
制御するクロックトランジスタは、試験パターン回路６１０の入力と出力を分ける。試験
パターン書き込み回路は、ノードＴ1から走査レジスタの入力まで試験パターン読み出し
回路に並列接続する別のパストランジスタ６２０を含む。
【００６３】
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データを走査レジスタがＭＲＡＭアレイに対して入出力する方法を鑑みて、試験パターン
書き込み回路および読み出し回路は並列に接続できる。要するに、走査レジスタを、デー
タの入力および出力の双方に使用する。パストランジスタ６１８および６２０への制御信
号は、相互に排他的であるため、試験パターン書き込み動作および読み出し動作の一方の
みを一度に使用可能にすることができる。書き込み動作中、パストランジスタ６２０を使
用可能にし、選択した二値状態を、プルアップトランジスタ６１２およびプルダウントラ
ンジスタ６１４の一方を使用して表明する。これにより、選択したパターンを、標準的な
様式で走査レジスタＩ／Ｏを介して、関連するＭＲＡＭセルに書き込める。次に、ＭＲＡ
Ｍセルを上述したようにセンスアンプ回路を介して読み出し、検出した二値レベルが回路
６１０の入力時に現れる。排他的ＯＲゲート６１６は、書き込んだデータと、読み出した
データとのあらゆる相違を検出し、パストランジスタ６１８が使用可能であるときに、パ
ターン試験の結果を走査レジスタに格納する。
【００６４】
回路６００内の走査レジスタセル６０４のノードＴ2における出力は、連鎖回路のように
アレイの次の列の走査レジスタ回路の入力に連結してもよい。このようにして連鎖した走
査レジスタは、例えば、列エラーカウンタ１１０（図１）によって利用可能なパターン試
験エラーベクトルを格納できる。
【００６５】
上記説明からわかるように、回路６００内の走査レジスタの出力におけるノードＴ2は、
上記抵抗仕様試験およびパターン試験の双方の組み込み自己試験結果を、個々の試験を実
行する際に受け取る。すべての試験結果を登録可能にするため、回路６００内の走査レジ
スタ出力から提供する試験結果を、図２に関連して説明した行ワイヤードＯＲ回路と同様
の構造である列ワイヤードＯＲ試験回路６３０に接続する。列ワイヤードＯＲ回路６３０
を、Test_Col入力信号が制御し、Test_Col入力信号は、例えばテストＦＳＭ１１２（図１
）が考慮している行を選択したとき、ワイヤードＯＲ回路の出力をエラーフラグ列レジス
タ６４０にのみ使用可能にする。
【００６６】
ノードＴ2と列ワイヤードＯＲ回路６３０との間には、自己試験回路からの一貫性すなわ
ちエラー報告を確実にするために使用する選択回路６２２がある。選択回路６２２は、パ
ストランジスタ６２４を含む第１の回路アームを有する。ＭＲＡＭセルが試験をパスした
場合、実行している特定の自己試験が論理「１」を戻すときに、パストランジスタ６２４
を使用可能にする。選択回路６２２の第２の回路アームは、パストランジスタ６２８と直
列接続したインバータ６２６を有する。実行している特定の試験がロジック「０」という
予期されるパス結果を有する場合に、選択回路６２２の第２の回路アームを使用可能にす
る。選択回路６２２は、試験回路が検出したＭＲＡＭセルエラーをテストＦＳＭ（図１）
へと組み込み可能なエラーフラグ列レジスタ６４０に一貫して記録できるようにする。
【００６７】
列試験回路が報告したエラーは、ＥＣＣ（エラー修正回路）で修正可能な単一ビットエラ
ーであっても、またはその行を「不良」な行としてマークするよう保証するマルチビット
エラーであってもよい。行を「不良」とマークするのに十分な数のエラーがあるか否かを
決定するために、カウンタを使用する。列エラーフラグが、エラー状態が存在することを
示す場合、センスアンプデータＩ／Ｏ走査レジスタ内のデータを、列エラーカウンタ（図
１における１１０）にシフトする。行エラーカウンタが外部ＥＣＣで修正不可能であると
決定する値を超えると、該行を「不良」とマークすることができる。組み込み自己試験回
路が生成したエラーデータは、さらなる処理またはテスタへの報告のために外部回路で収
集してもよい。組み込み自己試験データを保持するための外部回路の１つは、ＭＲＡＭを
使用して既知の良好な記録領域にデータを書き込むように指示するシステムが使用する「
状態レジスタ」である。
【００６８】
本発明の好ましい実施は、広範囲にわたる試験セットを行って、ＭＲＡＭメモリアレイ内
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の欠陥を見つけるために使用できるいくつかの組み込み試験集積回路に関連する。行ワイ
ヤードＯＲ試験回路を使用して、短絡した素子および開いた行を検出できる。動的ハイ／
ローメモリセル抵抗試験を、特別に構築したセンスアンプ回路の使用を介して実行する。
パターン試験は、センスアンプに集積した排他的ＯＲ回路および走査データＩ／Ｏレジス
タを使用して行うことができる。ハイ／ロー試験およびパターン試験からの出力は、個々
のＭＲＡＭメモリ素子のパフォーマンスを検査する。ワイヤードＯＲ回路は、ハイ／ロー
試験結果とパターン試験結果を組み合わせて、単一の列エラーフラグにするために使用さ
れる。列エラーフラグを設定している場合、不良とマークした行におけるセルの数をカウ
ントするようにエラー試験カウンタを含んでいる。列エラーカウントは、その行のデータ
がＥＣＣ修正可能であるか否かを決定するために使用しうる。
【００６９】
いくつかの回路が利用する信号制御の要件を含む、本発明およびその好ましい実施形態の
機能の詳細な説明に基づき、当業者の能力内で、図１におけるブロック形態で示すテスト
ＦＳＭ回路１１２等の制御回路を構築すること可能である。制御回路は、上記において詳
細に考察かつ説明した制御信号を提供するために任意の所望の形態で構築することができ
、集積回路の組み込み試験の分野の当業者は、例えば、回路に必要なシリコン領域を保持
する望ましさを容易に認識するであろう。
【００７０】
本発明の上記詳細な説明は、例としてのみ提示したものであり、当業者は、本発明の範囲
から逸脱せずに、本発明の特定の要素および配置に対して変更および変形を行いうる。例
えば、本発明の原理を理解するために、いくつかの特定の回路を図示かつ説明しているが
、本発明はこれらの構造に制限されない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態による組み込み自己試験回路を含むＭＲＡＭアレイのシステム
ブロック図である。
【図２】開いた行およびＭＲＡＭ素子試験回路の短絡を示す簡略化した回路図である。
【図３】トリプルサンプルセンスアンプの一部としてのハイ／ローＭＲＡＭ素子抵抗試験
回路の回路図である。
【図４】シングルサンプルセンスアンプの一部としてのハイ／ローＭＲＡＭ素子抵抗試験
回路の回路図である。
【図５】ハイ／ローＭＲＡＭ素子抵抗試験のタイミングシーケンスを示すタイミング図で
ある。
【図６】列のハイ／ロー抵抗試験およびパターン試験ワイヤードＯＲ回路の簡略化した回
路図である。
【符号の説明】
１０２、２０２　メモリアレイ
１０６、２００　第２の試験回路
１０８、３００、４００　第１の抵抗仕様試験回路
１０８、６１０　第３の試験回路
２１６、２１８、６３０　ワイヤードＯＲ回路
２０４　列線
２０６　行線
２０８　出力
２０９　開いた行アドレス指定線
２１１　短絡したメモリセル
３００、４００　センスアンプ回路
２１０、３１０、４１０　各メモリセル
２２２　行エラーフラグレジスタ
３５４、４４０、６０２、６０４　走査レジスタ
３６０、３６２、３６４、３６６、４８０　抵抗仕様試験回路
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３６２、４２０、６０２、６０４　電荷集積回路
３６４、４２２、４２４　閾値回路
３６６、４８０、４３０　スイッチング回路
５１０、５２０　第１および第２の所定のタイミング信号
５１８、５２８　第１および第２の所定のタイミング信号限度
６４０　エラーフラグ列レジスタ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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