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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のワード線と、
　第２のワード線と、
　第１のビット線と、
　第２のビット線と、
　第３のビット線と、
　第４のビット線と、
　前記第１及び第２のワード線並びに前記第１乃至第４のビット線に接続されたメモリセ
ルを備え、
　前記メモリセルは、
　Ｎチャネル形の第１のトランジスタおよびＰチャネル形の第２のトランジスタを含み、
出力が第１の記憶ノードに接続され、入力が第２の記憶ノードに接続された第１のインバ
ータと、
　Ｎチャネル形の第３のトランジスタおよびＰチャネル形の第４のトランジスタを含み、
入力が前記第１の記憶ノードに接続され、出力が前記第２の記憶ノードに接続された第２
のインバータと、
　ゲートが前記第１のワード線に接続され、前記第１のビット線と前記第１の記憶ノード
との間を電気的に接続するＮチャネル形の第５のトランジスタと、
　ゲートが前記第１のワード線に接続され、前記第２のビット線と前記第２の記憶ノード
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との間を電気的に接続するＮチャネル形の第６のトランジスタと、
　ゲートが前記第２のワード線に接続され、前記第３のビット線と前記第１の記憶ノード
との間を電気的に接続するＮチャネル形の第７のトランジスタと、
　ゲートが前記第２のワード線に接続され、前記第４のビット線と前記第２の記憶ノード
との間を電気的に接続するＮチャネル形の第８のトランジスタと、
　を有し、
　前記第１のインバータは、前記第１のトランジスタとは並列に接続され、そのゲートが
前記第２の記憶ノードに接続されたＮチャネル型の第９のトランジスタをさらに含み、
　前記第２のインバータは、前記第３のトランジスタとは並列に接続され、そのゲートが
前記第１の記憶ノードに接続されたＮチャネル型の第１０のトランジスタをさらに含み、
　前記第２および第４のトランジスタは、Ｎウエル領域に形成され、前記第１、第５、第
７および第９のトランジスタは、第１のＰウエル領域に形成され、前記第３、第６、第８
および第１０のＮチャネル形ＭＯＳトランジスタは、第２のＰウエル領域に形成され、
　前記Ｎウェル領域は前記第１および第２のＰウエル領域の間に配置され、
　前記第１のビット線、前記第２のビット線、前記第３のビット線および前記第４のビッ
ト線のそれぞれの延伸方向と、前記第１および第２のＰウエル領域と前記Ｎウエル領域と
の境界は、平行であり、
　前記第１および第２のＰウエル領域と前記Ｎウエル領域との境界は、前記第１および第
２のワード線のそれぞれの延伸方向と直交する
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　第１のワード線と、
　第２のワード線と、
　第１のビット線と、
　第２のビット線と、
　第３のビット線と、
　第４のビット線と、
　前記第１及び第２のワード線並びに前記第１乃至第４のビット線に接続されたメモリセ
ルを備え、
　前記メモリセルは、
　Ｎチャネル形の第１のトランジスタおよびＰチャネル形の第２のトランジスタを含み、
出力が第１の記憶ノードに接続され、入力が第２の記憶ノードに接続された第１のインバ
ータと、
　Ｎチャネル形の第３のトランジスタおよびＰチャネル形の第４のトランジスタを含み、
入力が前記第１の記憶ノードに接続され、出力が前記第２の記憶ノードに接続された第２
のインバータと、
　ゲートが前記第１のワード線に接続され、前記第１のビット線と前記第１の記憶ノード
との間を電気的に接続するＮチャネル形の第５のトランジスタと、
　ゲートが前記第１のワード線に接続され、前記第２のビット線と前記第２の記憶ノード
との間を電気的に接続するＮチャネル形の第６のトランジスタと、
　ゲートが前記第２のワード線に接続され、前記第３のビット線と前記第１の記憶ノード
との間を電気的に接続するＮチャネル形の第７のトランジスタと、
　ゲートが前記第２のワード線に接続され、前記第４のビット線と前記第２の記憶ノード
との間を電気的に接続するＮチャネル形の第８のトランジスタと、
　を有し、
　前記第１のインバータは、前記第１のトランジスタとは並列に接続され、そのゲートが
前記第２の記憶ノードに接続されたＮチャネル型の第９のトランジスタをさらに含み、
　前記第２のインバータは、前記第３のトランジスタとは並列に接続され、そのゲートが
前記第１の記憶ノードに接続されたＮチャネル型の第１０のトランジスタをさらに含み、
　前記第２および第４のトランジスタは、Ｎウエル領域に形成され、前記第１、第５、第
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７および第９のトランジスタは、第１のＰウエル領域に形成され、前記第３、第６、第８
および第１０のＮチャネル形ＭＯＳトランジスタは、第２のＰウエル領域に形成され、
　前記Ｎウェル領域は前記第１および第２のＰウエル領域の間に配置され、
　前記第１および第２のＰウエル領域と前記Ｎウエル領域との境界は、前記第１のビット
線、前記第２のビット線、前記第３のビット線および前記第４のビット線のそれぞれの延
伸方向に延伸し、前記第１および第２のワード線のそれぞれの延伸方向と直交する
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　第１のワード線と、
　第２のワード線と、
　第１のビット線と、
　第２のビット線と、
　第３のビット線と、
　第４のビット線と、
　前記第１及び第２のワード線並びに前記第１乃至第４のビット線に接続されたメモリセ
ルを備え、
　前記メモリセルは、
　Ｎチャネル形の第１のトランジスタおよびＰチャネル形の第２のトランジスタを含み、
出力が第１の記憶ノードに接続され、入力が第２の記憶ノードに接続された第１のインバ
ータと、
　Ｎチャネル形の第３のトランジスタおよびＰチャネル形の第４のトランジスタを含み、
入力が前記第１の記憶ノードに接続され、出力が前記第２の記憶ノードに接続された第２
のインバータと、
　ゲートが前記第１のワード線に接続され、前記第１のビット線と前記第１の記憶ノード
との間を電気的に接続するＮチャネル形の第５のトランジスタと、
　ゲートが前記第１のワード線に接続され、前記第２のビット線と前記第２の記憶ノード
との間を電気的に接続するＮチャネル形の第６のトランジスタと、
　ゲートが前記第２のワード線に接続され、前記第３のビット線と前記第１の記憶ノード
との間を電気的に接続するＮチャネル形の第７のトランジスタと、
　ゲートが前記第２のワード線に接続され、前記第４のビット線と前記第２の記憶ノード
との間を電気的に接続するＮチャネル形の第８のトランジスタと、
　を有し、
　前記第１のインバータは、前記第１のトランジスタとは並列に接続され、そのゲートが
前記第２の記憶ノードに接続されたＮチャネル型の第９のトランジスタをさらに含み、
　前記第２のインバータは、前記第３のトランジスタとは並列に接続され、そのゲートが
前記第１の記憶ノードに接続されたＮチャネル型の第１０のトランジスタをさらに含み、
　前記第２および第４のトランジスタは、Ｎウエル領域に形成され、前記第１、第５、第
７および第９のトランジスタは、第１のＰウエル領域に形成され、前記第３、第６、第８
および第１０のＮチャネル形ＭＯＳトランジスタは、第２のＰウエル領域に形成され、
　前記Ｎウェル領域は前記第１および第２のＰウエル領域の間に配置され、
　前記第１および第２のＰウエル領域と前記Ｎウエル領域との境界は、前記第１のビット
線、前記第２のビット線、前記第３のビット線および前記第４のビット線のそれぞれの延
伸方向に延伸し、
　前記第１のビット線、前記第２のビット線、前記第３のビット線および前記第４のビッ
ト線のそれぞれの延伸方向は、前記第１および第２のワード線のそれぞれの延伸方向と交
わる
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　前記第１、第２、第５、第６及び第１０のトランジスタは、それぞれのゲートが前記第
１のワード線の延伸方向に対して平行であってかつ同一の直線上に位置するように形成さ
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れ、
　前記第３、第４、第７、第８及び第９のトランジスタは、それぞれのゲートが前記第２
のワード線の延伸方向に対して平行であってかつ同一の直線上に位置するように形成され
た
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第５のトランジスタの有する一対のｎ型不純物の領域の一方と前記第７のトランジ
スタの有する一対のｎ型不純物の領域の一方とは共通の第１のｎ型不純物の領域で形成さ
れ、
　前記第６のトランジスタの有する一対のｎ型不純物の領域の一方と前記第８のトランジ
スタの有する一対のｎ型不純物の領域の一方とは共通の第２のｎ型不純物の領域で形成さ
れ、
　前記第１のトランジスタの有する一対のｎ型不純物の領域の一方と前記第９のトランジ
スタの有する一対のｎ型不純物の領域の一方とは共通の第３のｎ型不純物の領域で形成さ
れ、
　前記第３のトランジスタの有する一対のｎ型不純物の領域の一方と前記第１０のトラン
ジスタの有する一対のｎ型不純物の領域の一方とは共通の第４のｎ型不純物の領域で形成
された
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第１のｎ型不純物の領域と前記第３のｎ型不純物の領域とは、コンタクトホールを
介して上層の第１の金属配線により接続され、
　前記第２のｎ型不純物の領域と前記第４のｎ型不純物の領域とは、コンタクトホールを
介して上層の第２の金属配線により接続された
　ことを特徴とする請求項５に記載の半導体記憶装置。
【請求項７】
　前記第１および第２の金属配線の延伸方向は、前記第１および第２のワード線の延伸方
向に対して平行である
　ことを特徴とする請求項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第１のｎ型不純物の領域は、前記第１及び第２のＰウェル領域並びに前記Ｎウェル
領域の形成される半導体基板を平面からみて前記第５及び第７のトランジスタのそれぞれ
ゲートの間に配置され、
　前記第２のｎ型不純物の領域は、前記半導体基板を平面からみて前記第６及び第８のト
ランジスタのそれぞれゲートの間に配置され、
　前記第３のｎ型不純物の領域は、前記半導体基板を平面からみて前記第１及び第９のト
ランジスタのそれぞれゲートの間に配置されると共に、前記第１のｎ型不純物領域と前記
第２のトランジスタの有する一対のｐ型不純物の領域のうちの一方との間に配置され、
　前記第４のｎ型不純物の領域は、前記半導体基板を平面からみて前記第３及び第１０の
トランジスタのそれぞれゲートの間に配置されると共に、前記第２のｎ型不純物領域と前
記第４のトランジスタの有する一対のｐ型不純物の領域のうちの一方との間に配置される
　ことを特徴とする請求項５に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記第１および第２のビット線と、前記第３および第４のビット線と、電源ラインと、
ＧＮＤラインのそれぞれの延伸方向は、前記第１および第２のワード線に対して垂直であ
る
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記第１のトランジスタの有する一対のｎ型不純物の領域の一方と、前記第５のトラン
ジスタの有する一対のｎ型不純物の領域の一方と、前記第７のトランジスタの有する一対
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のｎ型不純物の領域の一方と、前記第９のトランジスタの有する一対のｎ型不純物の領域
の一方とは、共通の第１のｎ型不純物の領域で形成され、
　前記第３のトランジスタの有する一対のｎ型不純物の領域の一方と、前記第６のトラン
ジスタの有する一対のｎ型不純物の領域の一方と、前記第８のトランジスタの有する一対
のｎ型不純物の領域の一方と、前記第１０のトランジスタの有する一対のｎ型不純物の領
域の一方とは、共通の第２のｎ型不純物の領域で形成された
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記第１のｎ型不純物の領域と、前記第２のトランジスタの有する一対のｐ型不純物の
領域の一方とは、コンタクトホールを介して上層の第１の金属配線により接続され、
　前記第２のｎ型不純物の領域と、前記第４のトランジスタの有する一対のｐ型不純物の
領域の一方とは、コンタクトホールを介して上層の第２の金属配線により接続された
　ことを特徴とする請求項１０に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記第１、第２及び第９のトランジスタのそれぞれゲートは、一体に形成された第１の
配線層により構成され、
　前記第３、第４及び第１０のＭＯＳトランジスタのそれぞれゲートは、一体に形成され
た第２の配線層により構成された
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１３】
　第１のワード線と、
　第２のワード線と、
　第１のビット線と、
　第２のビット線と、
　第３のビット線と、
　前記第１及び第２のワード線並びに第１乃至第３のビット線に接続されたメモリセルと
を備え、
　前記メモリセルは、
　Ｎチャネル形の第１のトランジスタおよびＰチャネル形の第２のトランジスタを含み、
出力が第１の記憶ノードに接続され、入力が第２の記憶ノードに接続された第１のインバ
ータと、
　Ｎチャネル形の第３のトランジスタおよびＰチャネル形の第４のトランジスタを含み、
入力が前記第１の記憶ノードに接続され、出力が前記第２の記憶ノードに接続された第２
のインバータと、
　ゲートが前記第１のワード線に接続され、前記第１の記憶ノード及び前記第１のビット
線の間を電気的に導通させるＮチャネル形の第５のトランジスタと、
　ゲートが前記第１のワード線に接続され、前記第２の記憶ノード及び前記第２のビット
線の間を電気的に導通させるＮチャネル形の第６のトランジスタと、
　ゲートが前記第１の記憶ノードに接続されたＮチャネル形の第７のトランジスタと、
　ゲートが前記第２のワード線に接続され、ドレインが前記第３のビット線に接続され、
ソースが前記第７のトランジスタのドレインに接続されたＮチャネル形の第８のトランジ
スタと、
　を有し、
　前記第２および第４のトランジスタは、Ｎウエル領域に形成され、前記第１および第５
のトランジスタは、第１のＰウエル領域に形成され、前記第３、第６、第７および第８の
トランジスタは、第２のＰウエル領域に形成され、
　前記Ｎウェル領域は、前記第１および第２のＰウエル領域の間に配置され、
　前記第１のビット線、前記第２のビット線および前記第３のビット線のそれぞれの延伸
方向と、前記第１および第２のＰウエル領域と前記Ｎウエル領域との境界は、平行であり
、
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　前記第１および第２のＰウエル領域と前記Ｎウエル領域との境界は、前記第１および第
２のワード線のそれぞれの延伸方向と直交する
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項１４】
　第１のワード線と、
　第２のワード線と、
　第１のビット線と、
　第２のビット線と、
　第３のビット線と、
　前記第１及び第２のワード線並びに第１乃至第３のビット線に接続されたメモリセルと
を備え、
　前記メモリセルは、
　Ｎチャネル形の第１のトランジスタおよびＰチャネル形の第２のトランジスタを含み、
出力が第１の記憶ノードに接続され、入力が第２の記憶ノードに接続された第１のインバ
ータと、
　Ｎチャネル形の第３のトランジスタおよびＰチャネル形の第４のトランジスタを含み、
入力が前記第１の記憶ノードに接続され、出力が前記第２の記憶ノードに接続された第２
のインバータと、
　ゲートが前記第１のワード線に接続され、前記第１の記憶ノード及び前記第１のビット
線の間を電気的に導通させるＮチャネル形の第５のトランジスタと、
　ゲートが前記第１のワード線に接続され、前記第２の記憶ノード及び前記第２のビット
線の間を電気的に導通させるＮチャネル形の第６のトランジスタと、
　ゲートが前記第１の記憶ノードに接続されたＮチャネル形の第７のトランジスタと、
　ゲートが前記第２のワード線に接続され、ドレインが前記第３のビット線に接続され、
ソースが前記第７のトランジスタのドレインに接続されたＮチャネル形の第８のトランジ
スタと、
　を有し、
　前記第２および第４のトランジスタは、Ｎウエル領域に形成され、前記第１および第５
のトランジスタは、第１のＰウエル領域に形成され、前記第３、第６、第７および第８の
トランジスタは、第２のＰウエル領域に形成され、
　前記Ｎウェル領域は、前記第１および第２のＰウエル領域の間に配置され、
　前記第１および第２のＰウエル領域と前記Ｎウエル領域との境界は、前記第１のビット
線、前記第２のビット線および前記第３のビット線のそれぞれの延伸方向に延伸し、前記
第１および第２のワード線のそれぞれの延伸方向と直交する
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項１５】
　第１のワード線と、
　第２のワード線と、
　第１のビット線と、
　第２のビット線と、
　第３のビット線と、
　前記第１及び第２のワード線並びに第１乃至第３のビット線に接続されたメモリセルと
を備え、
　前記メモリセルは、
　Ｎチャネル形の第１のトランジスタおよびＰチャネル形の第２のトランジスタを含み、
出力が第１の記憶ノードに接続され、入力が第２の記憶ノードに接続された第１のインバ
ータと、
　Ｎチャネル形の第３のトランジスタおよびＰチャネル形の第４のトランジスタを含み、
入力が前記第１の記憶ノードに接続され、出力が前記第２の記憶ノードに接続された第２
のインバータと、
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　ゲートが前記第１のワード線に接続され、前記第１の記憶ノード及び前記第１のビット
線の間を電気的に導通させるＮチャネル形の第５のトランジスタと、
　ゲートが前記第１のワード線に接続され、前記第２の記憶ノード及び前記第２のビット
線の間を電気的に導通させるＮチャネル形の第６のトランジスタと、
　ゲートが前記第１の記憶ノードに接続されたＮチャネル形の第７のトランジスタと、
　ゲートが前記第２のワード線に接続され、ドレインが前記第３のビット線に接続され、
ソースが前記第７のトランジスタのドレインに接続されたＮチャネル形の第８のトランジ
スタと、
　を有し、
　前記第２および第４のトランジスタは、Ｎウエル領域に形成され、前記第１および第５
のトランジスタは、第１のＰウエル領域に形成され、前記第３、第６、第７および第８の
トランジスタは、第２のＰウエル領域に形成され、
　前記Ｎウェル領域は、前記第１および第２のＰウエル領域の間に配置され、
　前記第１および第２のＰウエル領域と前記Ｎウエル領域との境界は、前記第１のビット
線、前記第２のビット線および前記第３のビット線のそれぞれの延伸方向に延伸し、
　前記第１のビット線、前記第２のビット線および前記第３のビット線のそれぞれの延伸
方向は、前記第１および第２のワード線のそれぞれの延伸方向と交わる
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項１６】
　前記第１、第２、第６及び第８のトランジスタは、それぞれのゲートが同一の直線上に
位置し、かつ前記第１のワード線の延伸方向に対して平行に配置するように形成され、
　前記第３、第４、第５及び第７のトランジスタは、それぞれのゲートが同一の直線上に
位置するように形成された
　ことを特徴とする請求項１３から１５のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１７】
　前記第１のトランジスタの有する一対のｎ型不純物の領域の一方と、前記第５のトラン
ジスタの有する一対のｎ型不純物の領域の一方とは、共通の第１のｎ型不純物の領域で形
成され、
　前記第３のトランジスタの有する一対のｎ型不純物の領域の一方と、前記第６のトラン
ジスタの有する一対のｎ型不純物の領域の一方とは、共通の第２のｎ型不純物の領域で形
成され、
　前記第７のトランジスタの有する一対のｎ型不純物の領域の一方と、前記第８のトラン
ジスタの有する一対のｎ型不純物の領域の一方とは、共通の第３のｎ型不純物の領域で形
成された
　ことを特徴とする請求項１３から１５のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１８】
　前記第１のｎ型不純物の領域は、前記第１及び第２のＰウェル領域並びに前記Ｎウェル
領域の形成される半導体基板を平面からみて前記第１及び第５のトランジスタのそれぞれ
ゲートの間に配置され、
　前記第２のｎ型不純物の領域は、前記半導体基板を平面からみて前記第３及び第６のト
ランジスタのそれぞれゲートの間に配置されると共に、前記第３のｎ型不純物領域と前記
第４のトランジスタの有する一対のｐ型不純物の領域の一方との間に配置され、
　前記第３のｎ型不純物の領域は、前記半導体基板を平面からみて、前記第７及び第８の
トランジスタのそれぞれゲートの間に配置される
　ことを特徴とする請求項１７に記載の半導体装置。
【請求項１９】
　前記第１及び第２のトランジスタのそれぞれゲートは、一体に形成された第１の配線層
により構成され、
　前記第３、第４及び第７のＭＯＳトランジスタのそれぞれゲートは、一体に形成された
第２の配線層により構成された
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　ことを特徴とする請求項１３から１５のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項２０】
　前記第１、第２および第３のビット線と、電源ラインと、ＧＮＤラインのそれぞれの延
伸方向は、前記第１および第２のワード線に対して垂直である
　ことを特徴とする請求項１３から１５のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項２１】
　第３のワード線と、
　第４のビット線と、
を備え、
　前記メモリセルは、さらに、
　ゲートが前記第２の記憶ノードに接続されたＮチャネル形の第９のトランジスタと、
　ゲートが前記第３のワード線に接続し、ドレインが前記第４のビット線に接続され、ソ
ースが前記第９のトランジスタのドレインに接続されたＮチャネル形の第１０のトランジ
スタと、
　を有し、
　前記第９および第１０のトランジスタは、前記第１のＰウエル領域に形成された
　ことを特徴とする請求項１３から１５のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項２２】
　前記第２および第３のワード線を共通の一本のワード線とした
　ことを特徴とする請求項２１に記載の半導体装置。
【請求項２３】
　前記第１、第２、第６、第８及び第９のトランジスタは、それぞれのゲートが前記第１
のワード線の延伸方向に対して平行であってかつ同一の直線上に位置するように形成され
、
　前記第３、第４、第５、第７及び第１０のトランジスタは、それぞれのゲートが前記第
２のワード線の延伸方向に対して平行であってかつ同一の直線上に位置するように形成さ
れた
　ことを特徴とする請求項２１または２２に記載の半導体装置。
【請求項２４】
　前記第１のトランジスタの一対のｎ型不純物の領域の一方と、前記第５のトランジスタ
の一対のｎ型不純物の領域の一方とは、共通の第１のｎ型不純物の領域で形成され、
　前記第３のトランジスタの一対のｎ型不純物の領域の一方と、前記第６のトランジスタ
の一対のｎ型不純物の領域の一方とは、共通の第２のｎ型不純物の領域で形成され、
　前記第７のトランジスタの一対のｎ型不純物の領域の一方と、前記第８のトランジスタ
の一対のｎ型不純物の領域の一方とは、共通の第３のｎ型不純物の領域で形成され、
　前記第９のトランジスタの一対のｎ型不純物の領域の一方と、前記第１０のトランジス
タの一対のｎ型不純物の領域の一方とは、共通の第４のｎ型不純物の領域で形成された
　ことを特徴とする請求項２１または２２に記載の半導体装置。
【請求項２５】
　前記第１、第２及び第９のトランジスタのそれぞれゲートは、一体に形成された第１の
配線層により構成され、
　前記第３、第４及び第７のトランジスタのそれぞれゲートは、一体に形成された第２の
配線層により構成された
　ことを特徴とする請求項２１または２２に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、半導体装置に関し、特にＣＭＯＳ構成のマルチポートＳＲＡＭ（Ｓｔａｔ
ｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）セルのレイアウトに関するものであ
る。
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【０００２】
【従来の技術】
　近年、電子機器の軽薄短小化とともに、それら機器の機能を高速に実現する要望が強ま
っている。このような電子機器において、今やマイクロコンピュータを搭載することは不
可欠であり、そのマイクロコンピュータの構成においては、大容量かつ高速なメモリの実
装は必須となっている。また、パーソナルコンピュータの急速な普及と高性能化のもと、
より高速な処理を実現するために、キャッシュメモリの大容量化が求められている。すな
わち、ＣＰＵが、制御プログラム等の実行時において使用するＲＡＭについて、高速化と
大容量化が求められている。
【０００３】
　このＲＡＭとしては、一般にＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　ＲＡＭ）とＳＲＡＭが使用さ
れているが、上記したキャッシュメモリのように高速な処理を要する部分には、通常、Ｓ
ＲＡＭが使用されている。ＳＲＡＭは、そのメモリセルの構造として、４個のトランジス
タと２個の高抵抗素子で構成される高抵抗負荷型と、６個のトランジスタで構成されるＣ
ＭＯＳ型が知られている。特に、ＣＭＯＳ型のＳＲＡＭは、データ保持時のリーク電流が
非常に小さいために信頼性が高く、現在の主流となっている。
【０００４】
　一般に、メモリセルにおいて、その素子面積を縮小することは、メモリセルアレイの小
型化だけでなく、高速化をも実現することを意味する。そこで、従来より、ＳＲＡＭのよ
り高速な動作を実現するために、メモリセル構造について様々なレイアウトが提案されて
いる。
【０００５】
　例えば、特開平１０－１７８１１０号公報に開示の「半導体記憶装置」によれば、メモ
リセルを構成するインバータが形成されたＰウエル領域とＮウエル領域の境界線をビット
線に平行に配置することで、Ｐウエル領域またはＮウエル領域内の拡散領域の形状および
二つのインバータの交差接続部の形状を折れ曲り部のない簡易なものとし、結果的にセル
面積を縮小することを可能としている。
【０００６】
　図２１および図２２は、上記した特開平１０－１７８１１０号の「半導体記憶装置」の
レイアウト図である。特に、図２１は、半導体基板表面に形成された拡散領域、その上面
に形成された多結晶シリコン膜および第１の金属配線層を含む下地を示しており、図２２
は、その上面に形成された第２および第３の金属配線層を含む上地を示している。
【０００７】
　図２１に示すように、このメモリセルには、中央にＰチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ
１０１およびＰ１０２が形成されたＮウエル領域が配置され、その両側にＮチャネル形Ｍ
ＯＳトランジスタＮ１０１およびＮ１０３が形成されたＰウエル領域と、Ｎチャネル形Ｍ
ＯＳトランジスタＮ１０２およびＮ１０４が形成されたＰウエル領域とが配置されている
。
【０００８】
　ここで、Ｐチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ１０１およびＰ１０２とＮチャネル形ＭＯ
ＳトランジスタＮ１０１およびＮ１０２とが、相互に交差接続されたＣＭＯＳインバータ
、すなわちフリップフロップ回路を構成し、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１０３お
よびＮ１０４が、アクセスゲート（トランスファゲート）に相当する。
【０００９】
　また、図２２に示すように、ビット線ＢＬおよび／ＢＬは第２の金属配線層としてそれ
ぞれ別々に形成され、それぞれ下層のアクセスゲートＭＯＳトランジスタＮ１０３および
Ｎ１０４の半導体端子の一方に接続される。また、電源線Ｖｄｄは、ビット線ＢＬおよび
／ＢＬの間の中央部に第２の金属配線層としてビット線に平行に形成され、下層のＰチャ
ネル形ＭＯＳトランジスタＰ１０１およびＰ１０２の半導体端子の一方に接続される。さ
らに、ワード線ＷＬは、ビット線ＢＬおよび／ＢＬに直交する方向に第３の金属配線層と
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して形成され、下層のＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１０３およびＮ１０４のゲート
に接続される。また、接地線ＧＮＤはワード線ＷＬの両側に平行に二本の第３の金属配線
層として形成されている。
【００１０】
　メモリセルをこのようなレイアウトで形成する結果、ＭＯＳトランジスタＮ１０１およ
びＮ１０３が形成されたＰウエル領域内のＮ型拡散領域と、ＭＯＳトランジスタＮ１０２
およびＮ１０４が形成されたＮ型拡散領域とを、ビット線ＢＬおよび／ＢＬに平行に直線
状に形成することができ、無駄な領域の発生を防止することができる。
【００１１】
　また、セルの横方向の長さ、すなわちワード線ＷＬ方向の長さが、縦方向の長さ、すな
わちビット線ＢＬおよび／ＢＬの長さに対して相対的に長いため、ビット線ＢＬ及び／Ｂ
Ｌに接続されるセンスアンプのレイアウトが容易になるとともに、１本のワード線に接続
されるセルの数が減少し、読み出し時に流れるセル電流、すなわち消費電力を低減するこ
とができる。
【００１２】
　上記したＳＲＡＭのメモリセルは、いわゆる１ポートＳＲＡＭの例であるが、他方、近
年ではコンピュータの高速化を実現する手段の一つとしてマルチプロセッサ技術が導入さ
れており、複数のＣＰＵが一つのメモリ領域を共有することが求められている。すなわち
、一つのメモリセルに対して二つのポートからのアクセスを可能とした２ポートＳＲＡＭ
についても、種々のレイアウトが提案されている。
【００１３】
　例えば、特開平０７－７０８９号公報に開示の「記憶セル」によれば、第２のポートを
、第１のポートと対称に配置し、かつ同じ層に、第１ポートと同時に形成することで、２
ポートＳＲＡＭの構成を実現している。図２３は、この特開平０７－７０８９号公報に開
示の「記憶セル」のレイアウト図である。
【００１４】
　図２３において、Ｐチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ２０１およびＰ２０２とＮチャネ
ル形ＭＯＳトランジスタＮ２０１’、Ｎ２０２’、Ｎ２０１”およびＮ２０２”とが、相
互に交差接続されたＣＭＯＳインバータ、すなわちフリップフロップ回路を構成し、Ｎチ
ャネル形ＭＯＳトランジスタＮＡ、ＮＢ、ＮＡ２およびＮＢ２が、アクセスゲート（トラ
ンスファゲート）に相当する。
【００１５】
　すなわち、図２３において、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮＡおよびＮＢがワード
線ＷＬ１を介した一方のポートからのアクセスを可能とし、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジ
スタＮＡ２およびＮＢ２が、ワード線ＷＬ２を介した他方のポートからのアクセスを可能
としている。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】
　従来のメモリセルは、そのレイアウト構造がビット線方向に長いために、ビット線の配
線容量が大きくて遅延が増大するという問題があり、上記した特開平１０－１７８１１０
号公報に開示の「半導体記憶装置」は、１ポートＳＲＡＭに対して、この問題を解決して
いる。
【００１７】
　しかしながら、この「半導体記憶装置」では、一般に二組のアクセスゲートと駆動型Ｍ
ＯＳトランジスタを備えた２ポートＳＲＡＭについては、上記した問題を解決するに至っ
ていない。また、上記した特開平０７－７０８９号公報に開示の「記憶セル」は、２ポー
トＳＲＡＭセルのレイアウトを示すものであるが、第２のポートを、１ポートＳＲＡＭセ
ルのレイアウトに大きな変更を生じさせずに容易に追加することのできるレイアウトを提
供するものであり、２ポートＳＲＡＭセルをビット線方向に縮小することを目的とするも
のではない。
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【００１８】
　この発明は上記問題点を解決するためになされたもので、マルチポートＳＲＡＭセルを
構成する一対のＣＭＯＳインバータが形成されたＰウエル領域およびＮウエル領域に関し
、Ｐウエル領域を２つに分割してＮウエル領域の両側に配置し、その境界がビット線と平
行に位置し、かつ、一対のアクセスゲートを分割された２つのＰウエル領域にそれぞれ形
成することによって、ビット線方向の長さの短いメモリセルを有する半導体装置を得るこ
とを目的とする。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、この発明にかかる半導体装置にあっては
、第１のワード線と、第２のワード線と、第１のビット線と、第２のビット線と、第３の
ビット線と、第４のビット線と、第１及び第２のワード線並びに第１乃至第４のビット線
に接続されたメモリセルを備える。このメモリセルは、Ｎチャネル形の第１のトランジス
タおよびＰチャネル形の第２のトランジスタを含み、出力が第１の記憶ノードに接続され
、入力が第２の記憶ノードに接続された第１のインバータと、Ｎチャネル形の第３のトラ
ンジスタおよびＰチャネル形の第４のトランジスタを含み、入力が第１の記憶ノードに接
続され、出力が第２の記憶ノードに接続された第２のＣＭＯＳインバータと、ゲートが第
１のワード線に接続され、第１のビット線と第１の記憶ノードとの間を電気的に接続する
第３のＮチャネル形の第５のトランジスタと、ゲートが第１のワード線に接続され、第２
のビット線と第２の記憶ノードとの間を電気的に接続するＮチャネル形の第６のトランジ
スタと、ゲートが第２のワード線に接続され、第３のビット線と第１の記憶ノードとの間
を電気的に接続するＮチャネル形の第７のトランジスタと、ゲートが第２のワード線に接
続され、第４のビット線と第２の記憶ノードとの間を電気的に接続したＮチャネル形の第
８のＭＯＳトランジスタとを有する。第１のインバータは、第１のトランジスタと並列に
接続され、そのゲートが第２の記憶ノードに接続されたＮチャネル型の第９のトランジス
タをさらに含み、第２のインバータは、第３のトランジスタと並列に接続され、そのゲー
トが第１の記憶ノードに接続されたＮチャネル型の第１０のトランジスタをさらに含む。
第３および第４のトランジスタは、Ｎウエル領域に形成され、第１、第５、第７および第
９のトランジスタは、第１のＰウエル領域に形成され、第３、第６、第８および第１０の
トランジスタは、第２のＰウエル領域に形成される。
【００２０】
　また別の発明にかかる半導体装置にあっては、第１のワード線と、第２のワード線と、
第１のビット線と、第２のビット線と、第３のビット線と、第１及び第２のワード線並び
に第１乃至第３のビット線に接続されたメモリセルとを備える。このメモリセルは、Ｎチ
ャネル形の第１のＭＯＳトランジスタおよびＰチャネル形の第２のトランジスタを含み、
出力が第１の記憶ノードに接続され、入力が第２の記憶ノードに接続された第１のＣＭＯ
Ｓインバータと、Ｎチャネル形の第３のトランジスタおよびＰチャネル形の第４のトラン
ジスタを含み、入力が第１の記憶ノードに接続され、出力が第２の記憶ノードに接続され
た第２のＣＭＯＳインバータと、ゲートが第１のワード線に接続され、第１のビット線と
第１の記憶ノードとの間を電気的に接続するＮチャネル形の第５のトランジスタと、ゲー
トが第１のワード線に接続され、第２のビット線と第２の記憶ノードとの間を電気的に接
続するＮチャネル形の第６のトランジスタと、ゲートが第１の記憶ノードに接続されたＮ
チャネル形の第７のトランジスタと、ゲートが第２のワード線に接続され、ドレインが第
３のビット線に接続され、ソースが第７のトランジスタのドレインに接続されたＮチャネ
ル形の第８のトランジスタと、を有する。第２および第４のトランジスタは、Ｎウエル領
域に形成され、前記第１および第５のトランジスタは、第１のＰウエル領域に形成され、
前記第３、第６、第７および第８のトランジスタは、第２のＰウエル領域に形成される。
【００２１】
【発明の実施の形態】
　以下に、この発明にかかる実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実
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施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００２２】
実施の形態１．
　まず、実施の形態１にかかる半導体装置について説明する。図１は、実施の形態１にか
かる半導体装置の等価回路を示す図である。図１において、Ｐチャネル形ＭＯＳトランジ
スタＰ１とＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１（Ｎ１’）は、第１のＣＭＯＳインバー
タを構成し、また、Ｐチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ２とＮチャネル形ＭＯＳトランジ
スタＮ２（Ｎ２’）は、第２のＣＭＯＳトランジスタを構成しており、これらＣＭＯＳイ
ンバータ間において入出力端子が交差接続されている。
【００２３】
　すなわち、これらＭＯＳトランジスタＰ１、Ｐ２、Ｎ１、Ｎ１’、Ｎ２およびＮ２’に
よってフリップフロップ回路が構成され、図１中、上記した第１のＣＭＯＳインバータの
出力点でありかつ第２のＣＭＯＳインバータの入力点でもある記憶ノードＭＡと、第２の
ＣＭＯＳインバータの出力点でありかつ第１のＣＭＯＳインバータの入力点でもある記憶
ノードＭＢと、において、論理状態の書き込みおよび読み出しが可能となる。
【００２４】
　また、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３、Ｎ４、Ｎ５およびＮ６は、それぞれアク
セスゲートとして機能し、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３は、ゲートを第１のワー
ド線ＷＬ０に接続し、ソースを上記した記憶ノードＭＡに接続するとともにドレインを第
１の正相ビット線ＢＬ００に接続している。また、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ５
は、ゲートを第２のワード線ＷＬ１に接続し、ソースを記憶ノードＭＡに接続するととも
にドレインを第２の正相ビット線ＢＬ１０に接続している。
【００２５】
　また、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ４は、ゲートを第１のワード線ＷＬ０に接続
し、ソースを上記した記憶ノードＭＢに接続するとともにドレインを第１の逆相ビット線
ＢＬ０１に接続している。また、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ６は、ゲートを第２
のワード線ＷＬ１に接続し、ソースを記憶ノードＭＢに接続するとともにドレインを第２
の逆相ビット線ＢＬ１１に接続している。
【００２６】
　すなわち、第１のワード線ＷＬ０、第１の正相ビット線ＢＬ００および第１の逆相ビッ
ト線ＢＬ０１の選択により、第１のポートによる記憶値の読み出しを可能とし、第２のワ
ード線ＷＬ１、第２の正相ビット線ＢＬ１０および第２の逆相ビット線ＢＬ１１の選択に
より、第２のポートによる記憶値の読み出しを可能としている。
【００２７】
　ここで、図１に示した等価回路自体は、従来の２ポートＳＲＡＭセルの回路と何ら異な
ることはないが、実施の形態１にかかる半導体装置では、その構造に特徴がある。図２～
５は、実施の形態１にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図である。また、図６
は、図２～５に示したコンタクトホールやビアホール等の各種記号を説明するための説明
図である。まず、図２は、半導体基板中に形成されたウエル領域と、そのウエル領域に形
成された拡散領域と、それらの上面に形成されたポリシリコン配線層とを含むレイヤを示
している。
【００２８】
　実施の形態１にかかる半導体装置のメモリセルでは、図２に示すように、半導体基板上
の平面方向において、第１のＰウエル領域ＰＷ１、Ｎウエル領域ＮＷ、第２のＰウエル領
域ＰＷ２がその順に配置されるようにそれぞれ形成されている。すなわち、Ｎウエル領域
ＮＷの両側に、二つのＰウエル領域ＰＷ１およびＰＷ２が分割されて配置されている。
【００２９】
　特に、これらウエル領域は、第１のＰウエル領域ＰＷ１とＮウエル領域ＮＷとの境界線
（以下、第１のウエル境界線と称する）と、第２のＰウエル領域ＰＷ２とＮウエル領域Ｎ
Ｗとの境界線（以下、第２のウエル境界線と称する）と、が平行となるように形成される
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。なお、図示していないが、Ｎウエル領域ＮＷと第１のＰウエル領域ＰＷ１の間と、Ｎウ
エル領域ＮＷと第２のＰウエル領域ＰＷ２の間には、それぞれ分離領域が存在する。
【００３０】
　そして、第１のＰウエル領域ＰＷ１には、図１に示したＮチャネル形ＭＯＳトランジス
タＮ１、Ｎ１’、Ｎ３およびＮ５が形成され、Ｎウエル領域ＮＷには、図１に示したＰチ
ャネル形ＭＯＳトランジスタＰ１およびＰ２が形成され、第２のＰウエル領域ＰＷ２には
、図１に示したＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ２、Ｎ２’、Ｎ４およびＮ６が形成さ
れる。
【００３１】
　以下に図２～５に示した各レイヤの構造について順に説明する。まず、図２に示すレイ
ヤにおいて、第１のＰウエル領域ＰＷ１に、上記した第１のウエル境界線に対して垂直な
方向に延伸して並置された二つのポリシリコン配線層ＰＬ２１およびＰＬ２２が形成され
、同様に、第２のＰウエル領域ＰＷ２に、上記した第２のウエル境界線に対して垂直な方
向に延伸して並置された二つのポリシリコン配線層ＰＬ３１およびＰＬ３２が形成される
。
【００３２】
　また、Ｎウエル領域ＮＷから第１のＰウエル領域ＰＷ１に亘って、鉤形状のポリシリコ
ン配線層ＰＬ１１が、第１のウエル境界線に垂直な方向にかつその鉤端部が第１のＰウエ
ル領域ＰＷ１に位置するように形成される。特に、その鉤端部は、図２に示すように、ポ
リシリコン配線層ＰＬ１１の鉤端部を構成する二つの並進軸（主軸と折返し軸）が、それ
ぞれ上記した二つのポリシリコン配線層ＰＬ２１およびＰＬ２２の軸に一致するような形
状である。図２においては、ポリシリコン配線層ＰＬ１１の主軸がポリシリコン配線層Ｐ
Ｌ２１に一致している。一方、ポリシリコン配線層ＰＬ１１の他端部は、上記した第２の
ウエル境界線上に位置する。
【００３３】
　同様に、Ｎウエル領域ＮＷから第２のＰウエル領域ＰＷ２に亘って、鉤形状のポリシリ
コン配線層ＰＬ１２が、第２のウエル境界線に垂直な方向にかつその鉤端部が第２のＰウ
エル領域ＰＷ２に位置するように形成される。そして、その鉤端部は、図２に示すように
、ポリシリコン配線層ＰＬ１２の鉤端部を構成する二つの並進軸が、それぞれ上記した二
つのポリシリコン配線層ＰＬ３１およびＰＬ３２の軸に一致するような形状である。図２
においては、ポリシリコン配線層ＰＬ１２の主軸がポリシリコン配線層ＰＬ３１に一致し
ている。一方、ポリシリコン配線層ＰＬ１２の他端部は、上記した第１のウエル境界線上
に位置する。
【００３４】
　そして、第１のＰウエル領域ＰＷ１において、ポリシリコン配線層ＰＬ２１を挟む位置
に、Ｎ型不純物の注入によりｎ＋拡散領域ＦＬ２１およびＦＬ２２が形成される。これに
より、ポリシリコン配線層ＰＬ２１をゲート電極としたＮチャネル形ＭＯＳトランジスタ
Ｎ３が形成される。また、ポリシリコン配線層ＰＬ２２を挟む位置にｎ＋拡散領域ＦＬ２
２およびＦＬ２３が形成される。これにより、ポリシリコン配線層ＰＬ２２をゲート電極
としたＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ５が形成される。
【００３５】
　特に、これらＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３およびＮ５は、ポリシリコン配線層
ＰＬ２１およびＰＬ２２が並置していることから、ｎ＋拡散領域ＦＬ２１～２３を、第１
のウエル境界線に平行な方向にかつ一直線上に配置することができ、これによりｎ＋拡散
領域ＦＬ２２を、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３およびＮ５において共有すること
が可能となっている。このｎ＋拡散領域ＦＬ２２の共有は、図１の等価回路にしたがって
、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３とＮ５のソース同士の接続を果たすとともに、Ｎ
チャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３およびＮ５の占有面積の縮小化に寄与している。
【００３６】
　また、第１のＰウエル領域ＰＷ１には、ポリシリコン配線層ＰＬ１１の鉤端部の主軸を
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挟む位置に、Ｎ型不純物の注入によりｎ＋拡散領域ＦＬ２４およびＦＬ２５が形成される
。これにより、ポリシリコン配線層ＰＬ１１の主軸をゲート電極としたＮチャネル形ＭＯ
ＳトランジスタＮ１が形成される。また、ポリシリコン配線層ＰＬ１１の鉤端部の折返し
軸を挟む位置にｎ＋拡散領域ＦＬ２５およびＦＬ２６が形成されることで、ポリシリコン
配線層ＰＬ１１の折返し軸をゲート電極としたＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１’が
形成される。すなわち、ポリシリコン配線層ＰＬ１１の鉤端部は、図１の等価回路にした
がって、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１とＮ１’のゲート同士の接続を果たしてい
る。
【００３７】
　これらＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１およびＮ１’についても、上記したＮチャ
ネル形ＭＯＳトランジスタＮ３およびＮ５と同様に、ポリシリコン配線層ＰＬ１１の鉤端
部の主軸と折返し軸とが並置していることから、ｎ＋拡散領域ＦＬ２４～２６を、第１の
ウエル境界線に平行な方向にかつ一直線上に配置することができ、これによりｎ＋拡散領
域ＦＬ２５を、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１およびＮ１’において共有すること
が可能となっている。このｎ＋拡散領域ＦＬ２５の共有は、図１の等価回路にしたがって
、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１とＮ１’のドレイン同士の接続を果たすとともに
、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１およびＮ１’の占有面積の縮小化に寄与している
。
【００３８】
　さらに、図示するように、ポリシリコン配線層ＰＬ２１とポリシリコン配線層ＰＬ１１
の主軸とは同一直線上に位置し、ポリシリコン配線層ＰＬ２２とポリシリコン配線層ＰＬ
１１の折返し軸も同一直線上に位置しているので、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１
およびＮ１’と、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３およびＮ５との配置間隔を小さく
することができ、第１のＰウエル領域ＰＷ１において、これら四つのＮチャネル形ＭＯＳ
トランジスタの占有面積の縮小化が実現されている。
【００３９】
　一方、第２のＰウエル領域ＰＷ２においても、同様に、ポリシリコン配線層ＰＬ３１を
挟む位置に、Ｎ型不純物の注入によりｎ＋拡散領域ＦＬ３１およびＦＬ３２が形成される
ことで、ポリシリコン配線層ＰＬ３１をゲート電極としたＮチャネル形ＭＯＳトランジス
タＮ６が形成される。また、ポリシリコン配線層ＰＬ３２を挟む位置にｎ＋拡散領域ＦＬ
３２およびＦＬ３３が形成されることで、ポリシリコン配線層ＰＬ３２をゲート電極とし
たＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ４が形成される。
【００４０】
　これらＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ４およびＮ６もまた、ポリシリコン配線層Ｐ
Ｌ３１およびＰＬ３２が並置していることから、ｎ＋拡散領域ＦＬ３１～３３を、第２の
ウエル境界線に平行な方向にかつ同一直線上に配置することができ、これによりｎ＋拡散
領域ＦＬ３２を、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ４およびＮ６において共有すること
が可能となっている。このｎ＋拡散領域ＦＬ３２の共有は、図１の等価回路にしたがって
、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ４とＮ６のソース同士の接続を果たすとともに、Ｎ
チャネル形ＭＯＳトランジスタＮ４およびＮ６の占有面積の縮小化に寄与している。
【００４１】
　また、第２のＰウエル領域ＰＷ２には、ポリシリコン配線層ＰＬ１２の鉤端部の主軸を
挟む位置に、Ｎ型不純物の注入によりｎ＋拡散領域ＦＬ３４およびＦＬ３５が形成される
。これにより、ポリシリコン配線層ＰＬ１２の主軸をゲート電極としたＮチャネル形ＭＯ
ＳトランジスタＮ２が形成される。また、ポリシリコン配線層ＰＬ１２の鉤端部の折返し
軸を挟む位置にｎ＋拡散領域ＦＬ３５およびＦＬ３６が形成されることで、ポリシリコン
配線層ＰＬ１２の折返し軸をゲート電極としたＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ２’が
形成される。すなわち、ポリシリコン配線層ＰＬ１２の鉤端部は、図１の等価回路にした
がって、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ２とＮ２’のゲート同士の接続を果たしてい
る。
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【００４２】
　これらＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ２およびＮ２’についても、上記したＮチャ
ネル形ＭＯＳトランジスタＮ４およびＮ６と同様に、ポリシリコン配線層ＰＬ１２の鉤端
部の主軸と折返し軸とが並置していることから、ｎ＋拡散領域ＦＬ３４～３６を、第２の
ウエル境界線に平行な方向にかつ同一直線上に配置することができ、これによりｎ＋拡散
領域ＦＬ３５を、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ２およびＮ２’において共有するこ
とが可能となっている。このｎ＋拡散領域ＦＬ３５の共有は、図１の等価回路にしたがっ
て、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ２とＮ２’のドレイン同士の接続を果たすととも
に、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ２およびＮ２’の占有面積の縮小化に寄与してい
る。
【００４３】
　さらに、図示するように、ポリシリコン配線層ＰＬ３１と、ポリシリコン配線層ＰＬ１
２の主軸とは同一直線上に位置し、ポリシリコン配線層ＰＬ３２と、ポリシリコン配線層
ＰＬ１２の折返し軸も同一直線上に位置しているので、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタ
Ｎ２およびＮ２’と、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ４およびＮ６との配置間隔を小
さくすることができ、第２のＰウエル領域ＰＷ２において、これら四つのＮチャネル形Ｍ
ＯＳトランジスタの占有面積の縮小化が実現されている。
【００４４】
　そして、Ｎウエル領域ＮＷにおいては、ポリシリコン配線層ＰＬ１１の主軸を挟む位置
に、Ｐ型不純物の注入によりｐ＋拡散領域ＦＬ１１およびＦＬ１２が形成される。これに
より、ポリシリコン配線層ＰＬ１１をゲート電極としたＰチャネル形ＭＯＳトランジスタ
Ｐ１が形成される。また、ポリシリコン配線層ＰＬ１２の主軸を挟む位置にｐ＋拡散領域
ＦＬ１３およびＦＬ１４が形成されることで、ポリシリコン配線層ＰＬ１２をゲート電極
としたＰチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ２が形成される。
【００４５】
　これらＰチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ１およびＰ２の配置位置は、ポリシリコン配
線層ＰＬ１１およびＰＬ１２の位置にしたがって定まるが、このポリシリコン配線層ＰＬ
１１およびＰＬ１２の位置間隔は、図２に示すように、ｐ＋拡散領域ＦＬ１２およびＦＬ
１３の大きさ程度（トランジスタの最小ピッチ）まで狭めることができる。特に、これら
ｐ＋拡散領域ＦＬ１２およびＦＬ１３の大きさを、第１のＰウエル領域ＰＷ１のｎ＋拡散
領域ＦＬ２２およびＦＬ２５と第２のＰウエル領域ＰＷ２のｎ＋拡散領域ＦＬ３２および
ＦＬ３５と同程度にすることで、このメモリセルのレイアウトに必要な全占有面積を最小
にすることができる。
【００４６】
　これは、同時に、ポリシリコン配線層ＰＬ２１、ＰＬ１１の主軸、ＰＬ１２の折返し軸
およびＰＬ３２を同一直線上に配置し、かつポリシリコン配線層ＰＬ２２、ＰＬ１２の主
軸、ＰＬ１１の折返し軸およびＰＬ３１を同一直線上に配置することができることを意味
している。
【００４７】
　なお、図２に示すように、ポリシリコン配線層ＰＬ１１、ＰＬ１２、ＰＬ２１、ＰＬ２
２、ＰＬ３１およびＰＬ３２と、ｐ＋拡散領域ＦＬ１１～１４と、ｎ＋拡散領域ＦＬ２１
～２６およびＦＬ３１～３６と、にはそれぞれ一つずつ、上層との電気的接続を果たすた
めのコンタクトホールが設けられている。
【００４８】
　つぎに、図２に示したレイヤの上層に位置するレイヤについて説明する。図３は、図２
に示したレイヤ上に形成される第１の金属配線層を含むレイヤを示している。図３に示す
レイヤには、下層のｎ＋拡散領域ＦＬ２２およびＦＬ２５と、ｐ＋拡散領域ＦＬ１２と、
ポリシリコン配線層ＰＬ１２と、を電気的に接続するための第１の金属配線層ＡＬ１１が
形成される。この第１の金属配線層ＡＬ１１により、図１の等価回路にしたがって、Ｎチ
ャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３およびＮ５のソースと、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジス
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タＮ１およびＮ１’のドレインと、第１のＣＭＯＳインバータの出力端子と、第２のＣＭ
ＯＳインバータの入力端子と、の接続が果たされる。
【００４９】
　また、下層のｎ＋拡散領域ＦＬ３２およびＦＬ３５と、ｐ＋拡散領域ＦＬ１３と、ポリ
シリコン配線層ＰＬ１１と、を電気的に接続するための第１の金属配線層ＡＬ１２が形成
される。この第２の金属配線層ＡＬ１２により、図１の等価回路にしたがって、Ｎチャネ
ル形ＭＯＳトランジスタＮ４およびＮ６のソースと、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ
２およびＮ２’のドレインと、第２のＣＭＯＳインバータの出力端子と、第１のＣＭＯＳ
インバータの入力端子と、の接続が果たされる。
【００５０】
　特に、第１の金属配線層ＡＬ１１において、ｎ＋拡散領域ＦＬ３２およびＦＬ３５と、
ｐ＋拡散領域ＦＬ１３との接点部分は、上述したように同一直線上に配置されているため
に、それら３点を接続する配線の形状を直線状にすることができる。また、第１の金属配
線層ＡＬ１２についても同様である。
【００５１】
　さらに、図３に示すレイヤには、下層のｐ＋拡散領域ＦＬ１１の接続点を移動させるた
めの第１の金属配線層ＡＬ１５と、ｐ＋拡散領域ＦＬ１４の接続点を移動させるための第
１の金属配線層ＡＬ１６と、が形成され、下層のｎ＋拡散領域ＦＬ２３の接続点を移動さ
せるための第１の金属配線層ＡＬ１７と、ｎ＋拡散領域ＦＬ３３の接続点を移動させるた
めの第１の金属配線層ＡＬ１８と、が形成される。
【００５２】
　つぎに、図３に示したレイヤの上層に位置するレイヤについて説明する。図４は、図３
に示したレイヤ上に形成される第２の金属配線層を含むレイヤを示している。図４に示す
レイヤには、図３に示した第１の金属配線層ＡＬ１５を経由してｐ＋拡散領域ＦＬ１１に
電源電位ＶＤＤを与え、かつ第１の金属配線層ＡＬ１６を経由してｐ＋拡散領域ＦＬ１４
に電源電位ＶＤＤを与えるための第２の金属配線層ＡＬ２１が形成される。すなわち、こ
の第２の金属配線層ＡＬ２１は、電源電位ＶＤＤラインとして機能し、図１の等価回路に
おいて、Ｐチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ１のソースと電源との接続と、Ｐチャネル形
ＭＯＳトランジスタＰ２のソースと電源との接続とを果たすものである。
【００５３】
　また、図３に示したコンタクトホール＋第１ビアホールを経由して、ｐ＋拡散領域ＦＬ
２４およびＦＬ２６と、ｐ＋拡散領域ＦＬ３４およびＦＬ３６とにそれぞれ接地電位ＧＮ
Ｄを与えるための第２の金属配線層ＡＬ２２およびＡＬ２３が形成される。すなわち、こ
れら第２の金属配線層ＡＬ２２およびＡＬ２３は、接地電位ＧＮＤラインとして機能し、
図１の等価回路において、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１、Ｎ１’、Ｎ２およびＮ
２’の各ソースの接地を果たすものである。
【００５４】
　特に、図２に示したように、ｎ＋拡散領域ＦＬ２４およびＦＬ２６は、第１のウエル境
界線と平行する直線上に配置されるため、それらｎ＋拡散領域上の各コンタクトホールも
また、両コンタクトホールを結ぶ直線が第１のウエル境界線に平行するような位置に形成
することができる。すなわち、図４に示す第２の金属配線層ＡＬ２２を、第１のウエル境
界線に平行する直線形状として形成することが可能になる。第２の金属配線層ＡＬ２３に
ついても同様である。
【００５５】
　さらに、図４に示すレイヤには、図３に示したコンタクトホール＋第１ビアホールを介
して、下層のｐ＋拡散領域ＦＬ２１に接続されて第１の正相ビット線ＢＬ００として機能
する第２の金属配線層ＡＬ２４と、ｐ＋拡散領域ＦＬ２６に接続されて第２の正相ビット
線ＢＬ１０として機能する第２の金属配線層ＡＬ２５と、ｐ＋拡散領域ＦＬ３６に接続さ
れて第１の逆相ビット線ＢＬ０１として機能する第２の金属配線層ＡＬ２６と、ｐ＋拡散
領域ＦＬ３１に接続されて第２の逆相ビット線ＢＬ１１として機能する第２の金属配線層
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ＡＬ２７と、が形成される。
【００５６】
　すなわち、これら第２の金属配線層ＡＬ２４～ＡＬ２７は、図１の等価回路において、
Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３の半導体端子の他方（ドレイン）と第１の正相ビッ
ト線ＢＬ００との接続と、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ５の半導体端子の他方（ド
レイン）と第２の正相ビット線ＢＬ１０との接続と、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ
４の半導体端子の他方（ドレイン）と第１の逆相ビット線ＢＬ０１との接続と、Ｎチャネ
ル形ＭＯＳトランジスタＮ６の半導体端子の他方（ドレイン）と第２の逆相ビット線ＢＬ
１１との接続と、を果たすものである。
【００５７】
　特に、これら第２の金属配線層ＡＬ２４～２７は、第１のウエル境界線と平行な方向に
延伸する直線形状として形成することができる。これは、一つのメモリセル内において、
第１の正相ビット線ＢＬ００、第２の正相ビット線ＢＬ１０、第１の逆相ビット線ＢＬ０
１および第２の逆相ビット線ＢＬ１１の各長さをより短くしたことを意味する。
【００５８】
　つぎに、図４に示したレイヤの上層に位置するレイヤについて説明する。図５は、図４
に示したレイヤ上に形成される第３の金属配線層を含むレイヤを示している。図５に示す
レイヤには、第１ビアホールおよび第２ビアホールを経由して、ポリシリコン配線層ＰＬ
２１とＰＬ３２とを電気的に接続するとともに第１のワード線ＷＬ０として機能する第３
の金属配線層ＡＬ３１が形成される。すなわち、この第３の金属配線層ＡＬ３１は、図１
の等価回路において、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３およびＮ４のゲートと第１の
ワード線ＷＬ０との接続を果たすものである。
【００５９】
　また、第１ビアホールおよび第２ビアホールを経由して、ポリシリコン配線層ＰＬ２２
とＰＬ３１とを電気的に接続するとともに第２のワード線ＷＬ１として機能する第３の金
属配線層ＡＬ３２が形成される。すなわち、この第３の金属配線層ＡＬ３２は、図１の等
価回路において、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ５およびＮ６のゲートと第２のワー
ド線ＷＬ１との接続を果たすものである。
【００６０】
　特に、図２に示したように、ポリシリコン配線層ＰＬ２１およびＰＬ３２は、第１のウ
エル境界線に対して垂直な方向に延伸する同一直線上に配置されるため、それらポリシリ
コン配線層上の各コンタクトホール等もまた、両コンタクトホール等を結ぶ直線が第１の
ウエル境界線に対して垂直となるような位置に形成することができる。すなわち、図５に
示す第３の金属配線層ＡＬ３１を、第１のウエル境界線に垂直方向に延伸する直線形状と
して形成することが可能になる。第３の金属配線層ＡＬ３２についても同様である。これ
は、一つのメモリセル内において、第１のワード線ＷＬ０および第２のワード線ＷＬ１の
各長さをより短くしたことを意味する。
【００６１】
　以上に説明したとおり、実施の形態１にかかる半導体装置によれば、アクセスゲートと
して機能するＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３およびＮ５（Ｎ４およびＮ６）が、互
いの半導体端子同士の接続点においてｎ＋拡散領域ＦＬ２２（ＦＬ３２）を共有するとと
もに、各半導体端子となるｎ＋拡散領域ＦＬ２１～２３（ＦＬ３１～３３）が第１のウエ
ル境界線に平行な方向に一直線上に配置されるように形成されるので、Ｎチャネル形ＭＯ
ＳトランジスタＮ３およびＮ５（Ｎ４およびＮ６）の占有面積を小さくすることができる
。これにより、メモリセルアレイの集積度を高めることが可能になる。
【００６２】
　また、第１の正相ビット線ＢＬ００、第２の正相ビット線ＢＬ１０、第１の逆相ビット
線ＢＬ０１および第２の逆相ビット線ＢＬ１１として順に機能する第２の金属配線層ＡＬ
２４～２７が、第１のＰウエル領域ＰＷ１および第２のＰウエル領域ＰＷ２とＮウエル領
域ＮＷとの境界線に平行に並置するように形成されることで、これらビット線の長さをよ
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り短くすることができるため、ビット線の配線容量を低減することができ、これにより高
速なアクセスが可能となる。
【００６３】
　また、第１のワード線ＷＬ０および第２のワード線ＷＬ１として順に機能する第３の金
属配線層ＡＬ３１およびＡＬ３２が、第１のＰウエル領域ＰＷ１および第２のＰウエル領
域ＰＷ２とＮウエル領域ＮＷとの境界線に直交するように形成されることで、これらワー
ド線の長さをより短くすることができるため、ワード線の配線容量をも低減することがで
き、これにより高速なアクセスが可能となる。
【００６４】
　また、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１およびＮ２（Ｎ１’およびＮ２’）は、二
つにＰウエル領域に分割されるため、各トランジスタの幅を大きくすることができ、これ
によりビット線の引き抜きが早くなり、より高速なアクセスが可能となる。
【００６５】
　また、駆動トランジスタとして機能するドライバトランジスタＮ１とＮ１’（またはＮ
２とＮ２’）を並列に形成することで、トランジスタの幅Ｗを大きくとることができ、こ
れによりビット線の引き抜きスピードが速くなり、結果的に読み出しアクセスの高速化を
図ることが可能になる。
【００６６】
　また、上記した分割により、アクセスゲートとして機能するＮチャネル形ＭＯＳトラン
ジスタＮ３およびＮ５と、駆動トランジスタとして機能するＮチャネル形ＭＯＳトランジ
スタＮ１およびＮ１’とのトランジスタ比を大きくとることができるため、セルの安定性
を向上させることができる。Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ４およびＮ６と、Ｎチャ
ネル形ＭＯＳトランジスタＮ２およびＮ２’についても同様である。
【００６７】
　また、記憶ノードＭＡおよびＭＢを形成するドレイン領域を共通のｎ＋拡散領域として
いるので、その面積を小さくすることができ、寄生容量が低減されて結果的に書き込み時
のアクセスの高速化を図ることができる。
【００６８】
　さらに、ポリシリコン配線層を一直線に形成することができるので、半導体製造工程に
おいて、レイアウトパターン形成時のマスクずれ等によるプロセスマージンを大きくとる
ことができる。
【００６９】
実施の形態２．
　つぎに、実施の形態２にかかる半導体装置について説明する。図７は、実施の形態２に
かかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図であり、上記した図２に対応する。
【００７０】
　図７に示すように、実施の形態２にかかる半導体装置は、Ｐウエル領域ＰＷ１において
、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３およびＮ５の各ドレイン拡散領域と、Ｎチャネル
形ＭＯＳトランジスタＮ１およびＮ１’の各ドレイン拡散領域と、を共通のｎ＋拡散領域
ＦＬ４１により形成し、Ｐウエル領域ＰＷ２において、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタ
Ｎ４およびＮ６の各ドレイン拡散領域と、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ２およびＮ
２’の各ドレイン拡散領域と、を共通のｎ＋拡散領域ＦＬ４２により形成したことを特徴
としている。
【００７１】
　また、これに伴い、図２に示したポリシリコン配線層ＰＬ１１およびＰＬ１２に代えて
、図７に示すような形状のポリシリコン配線層ＰＬ５１およびＰＬ５２が形成されている
。他の上層の金属配線等のレイアウトは、図３～５に示したものと同様であるのでここで
はそれらの説明を省略する。
【００７２】
　以上に説明したとおり、実施の形態２にかかる半導体装置によれば、上記したような共
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有のｎ＋拡散領域の形成によっても、実施の形態１による効果を享受することができる。
【００７３】
　なお、以上に説明した実施の形態１および２において、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジス
タＮ１’およびＮ２’は省略することもできる。
【００７４】
実施の形態３．
　つぎに、実施の形態３にかかる半導体装置について説明する。実施の形態３は、２ポー
トＳＲＡＭセルを構成する他の等価回路についてのレイアウト構成について説明するもの
である。図８は、実施の形態３にかかる半導体装置の等価回路を示す図である。図８にお
いて、Ｐチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ１とＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１は、
第１のＣＭＯＳインバータを構成し、Ｐチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ２とＮチャネル
形ＭＯＳトランジスタＮ２は、第２のＣＭＯＳトランジスタを構成しており、これらＣＭ
ＯＳインバータ間において入出力端子が交差接続されている。
【００７５】
　すなわち、これらＭＯＳトランジスタＰ１、Ｐ２、Ｎ１およびＮ２によってフリップフ
ロップ回路が構成され、図８中、上記した第１のＣＭＯＳインバータの出力点でありかつ
第２のＣＭＯＳインバータの入力点でもある記憶ノードＭＡと、第２のＣＭＯＳインバー
タの出力点でありかつ第１のＣＭＯＳインバータの入力点でもある記憶ノードＭＢと、に
おいて、論理状態の書き込みおよび読み出しが可能となる。
【００７６】
　また、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３およびＮ４は、それぞれアクセスゲートと
して機能し、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３は、ゲートを第１のワード線ＷＷＬに
接続し、ソースを上記した記憶ノードＭＡに接続するとともにドレインを第１の正相ビッ
ト線ＷＢＬ１に接続している。また、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ４は、ゲートを
上記第１のワード線ＷＷＬに接続し、ソースを記憶ノードＭＡに接続するとともにゲート
を逆相ビット線ＷＢＬ２に接続している。
【００７７】
　また、記憶ノードＭＡには、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ８のゲートが接続され
ており、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ８のソースは接地されている。さらに、Ｎチ
ャネル形ＭＯＳトランジスタＮ８のドレインは、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ９の
ソースに接続され、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ９は、ゲートを第２のワード線Ｒ
ＷＬに接続し、ドレインを第２の正相ビット線ＲＢＬに接続している。
【００７８】
　すなわち、ワード線ＷＷＬ、第１の正相ビット線ＷＢＬ１および逆相ビット線ＷＢＬ２
の選択により、第１のポートによる記憶値の読み出しおよび書き込みを可能とし、第２の
ワード線ＲＷＬおよび第２の正相ビット線ＲＢＬの選択により、第２のポートによる記憶
値の読み出しを可能としている。特に、この第２のポートによる読み出し動作は、メモリ
セルの記憶ノードＭＡおよびＭＢのデータを破壊することがなく、第１のポートと完全に
独立して動作することができるという特徴を有している。
【００７９】
　ここで、図８に示した等価回路自体は、従来の２ポートＳＲＡＭセルの回路として既知
の構成であるが、実施の形態３にかかる半導体装置では、その構造に特徴がある。図９～
１２は、実施の形態３にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図である。なお、図
中、コンタクトホールやビアホール等の各種記号は、図６に示すとおりである。
【００８０】
　まず、図９は、半導体基板中に形成されたウエル領域と、そのウエル領域に形成された
拡散領域と、それらの上面に形成されたポリシリコン配線層とを含むレイヤを示している
。
【００８１】
　実施の形態３にかかる半導体装置のメモリセルでは、図９に示すように、実施の形態１
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と同様、半導体基板上の平面方向において、Ｎウエル領域ＮＷを挟んで、第１のＰウエル
領域ＰＷ１と第２のＰウエル領域ＰＷ２が、配置され、かつそれらウエル領域は上記第１
のウエル境界線と上記第２のウエル境界線とが平行となるように形成されている。また、
図示していないが、Ｎウエル領域ＮＷと第１のＰウエル領域ＰＷ１の間と、Ｎウエル領域
ＮＷと第２のＰウエル領域ＰＷ２の間に、それぞれ分離領域が存在する。
【００８２】
　図９において、第１のＰウエル領域ＰＷ１には、図８に示したＮチャネル形ＭＯＳトラ
ンジスタＮ１およびＮ３が形成され、Ｎウエル領域ＮＷには、図８に示したＰチャネル形
ＭＯＳトランジスタＰ１およびＰ２が形成され、第２のＰウエル領域ＰＷ２には、図８に
示したＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ２、Ｎ４、Ｎ８およびＮ９が形成される。
【００８３】
　以下に、図９～１２に示した各レイヤの構造について順に説明する。まず、図９に示す
レイヤにおいて、第１のＰウエル領域ＰＷ１に、上記した第１のウエル境界線に対して垂
直な方向に延伸して並置されたポリシリコン配線層ＰＬ２１が形成される。
【００８４】
　また、第１のＰウエル領域ＰＷ１からＮウエル領域ＮＷに亘って、第１のウエル境界線
に対して垂直な方向に一直線に延伸したポリシリコン配線層ＰＬ１１が形成される。なお
、ポリシリコン配線層ＰＬ１１の一端部は、図９に示すように、第２のウエル境界線上に
位置する。
【００８５】
　そして、第１のＰウエル領域ＰＷ１において、ポリシリコン配線層ＰＬ２１を挟む位置
に、Ｎ型不純物の注入によりｎ＋拡散領域ＦＬ２２およびＦＬ２３が形成される。これに
より、ポリシリコン配線層ＰＬ２１をゲート電極としたＮチャネル形ＭＯＳトランジスタ
Ｎ３が形成される。また、ポリシリコン配線層ＰＬ１１を挟む位置にｎ＋拡散領域ＦＬ２
１およびＦＬ２２が形成される。これにより、ポリシリコン配線層ＰＬ１１をゲート電極
としたＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１が形成される。
【００８６】
　特に、これらＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１およびＮ３は、ポリシリコン配線層
ＰＬ１１およびＰＬ２１が並置していることから、ｎ＋拡散領域ＦＬ２１～２３を、第１
のウエル境界線に平行な方向にかつ一直線上に配置することができ、これによりｎ＋拡散
領域ＦＬ２２を、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１およびＮ３において共有すること
が可能となっている。このｎ＋拡散領域ＦＬ２２の共有は、図８の等価回路にしたがうと
、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１のドレインとＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ
３のソースとの接続を果たすとともに、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１およびＮ３
の占有面積の縮小化に寄与している。
【００８７】
　一方、第２のＰウエル領域ＰＷ２には、上記した第２のウエル境界線に対して垂直な方
向に延伸して一直線上に並置された二つのポリシリコン配線層ＰＬ３１およびＰＬ３３が
形成される。また、第２のＰウエル領域ＰＷ２からＮウエル領域ＮＷに亘って、第２のウ
エル境界線に対して垂直な方向に一直線に延伸したポリシリコン配線層ＰＬ１２が形成さ
れる。なお、ポリシリコン配線層ＰＬ１２の一端部は、図９に示すように、第１のウエル
境界線上に位置する。
【００８８】
　そして、ポリシリコン配線層ＰＬ３３を挟む位置に、Ｎ型不純物の注入によりｎ＋拡散
領域ＦＬ３６およびＦＬ３５が形成されることで、ポリシリコン配線層ＰＬ３３をゲート
電極としたＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ４が形成される。また、ポリシリコン配線
層ＰＬ１２を挟む位置にｎ＋拡散領域ＦＬ３４およびＦＬ３５が形成されることで、ポリ
シリコン配線層ＰＬ１２をゲート電極としたＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ２が形成
される。
【００８９】
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　これらＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ２およびＮ４は、ポリシリコン配線層ＰＬ３
３およびＰＬ１２が並置していることから、ｎ＋拡散領域ＦＬ３４～３６を、第２のウエ
ル境界線に平行な方向にかつ同一直線上に配置することができ、これによりｎ＋拡散領域
ＦＬ３５を、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ２およびＮ４において共有することが可
能となっている。このｎ＋拡散領域ＦＬ３５の共有は、図８の等価回路にしたがって、Ｎ
チャネル形ＭＯＳトランジスタＮ２のドレインとＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ４の
ソースとの接続を果たすとともに、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ２およびＮ４の占
有面積の縮小化に寄与している。
【００９０】
　図９において、さらに、ポリシリコン配線層ＰＬ３１を挟む位置に、Ｎ型不純物の注入
によりｎ＋拡散領域ＦＬ３３およびＦＬ３２が形成されることで、ポリシリコン配線層Ｐ
Ｌ３１をゲート電極としたＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ９が形成される。また、ポ
リシリコン配線層ＰＬ１２を挟む位置にｎ＋拡散領域ＦＬ３２およびＦＬ３１が形成され
ることで、ポリシリコン配線層ＰＬ１２をゲート電極としたＮチャネル形ＭＯＳトランジ
スタＮ８が形成される。
【００９１】
　これらＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ８およびＮ９は、ポリシリコン配線層ＰＬ３
１およびＰＬ１２が並置していることから、ｎ＋拡散領域ＦＬ３１～３３を、第２のウエ
ル境界線に平行な方向にかつ同一直線上に配置することができ、これによりｎ＋拡散領域
ＦＬ３２を、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ８およびＮ９において共有することが可
能となっている。このｎ＋拡散領域ＦＬ３２の共有は、図８の等価回路にしたがって、Ｎ
チャネル形ＭＯＳトランジスタＮ８のドレインとＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ９の
ソースとの接続を果たすとともに、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ８およびＮ９の占
有面積の縮小化に寄与している。
【００９２】
　そして、Ｎウエル領域ＮＷにおいては、ポリシリコン配線層ＰＬ１１を挟む位置に、Ｐ
型不純物の注入によりｐ＋拡散領域ＦＬ１１およびＦＬ１２が形成される。これにより、
ポリシリコン配線層ＰＬ１１をゲート電極としたＰチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ１が
形成される。また、ポリシリコン配線層ＰＬ１２を挟む位置にｐ＋拡散領域ＦＬ１３およ
びＦＬ１４が形成されることで、ポリシリコン配線層ＰＬ１２をゲート電極としたＰチャ
ネル形ＭＯＳトランジスタＰ２が形成される。
【００９３】
　これらＰチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ１およびＰ２の配置位置は、ポリシリコン配
線層ＰＬ１１およびＰＬ１２の位置にしたがって定まるが、このポリシリコン配線層ＰＬ
１１およびＰＬ１２の位置間隔は、図９に示すように、実施の形態１と同様、ｐ＋拡散領
域ＦＬ１２およびＦＬ１３の大きさ程度（トランジスタの最小ピッチ）まで狭めることが
できる。特に、これらｐ＋拡散領域ＦＬ１２およびＦＬ１３の大きさを、第１のＰウエル
領域ＰＷ１のｎ＋拡散領域ＦＬ２２と第２のＰウエル領域ＰＷ２のｎ＋拡散領域ＦＬ３２
およびＦＬ３５と同程度にすることで、このメモリセルのレイアウトに必要な全占有面積
を最小にすることができる。
【００９４】
　これは、同時に、ポリシリコン配線層ＰＬ１１、ＰＬ３３およびＰＬ３１を同一直線上
に配置し、かつポリシリコン配線層ＰＬ２１およびＰＬ１２を同一直線上に配置すること
ができることを意味している。
【００９５】
　なお、図９に示すように、ポリシリコン配線層ＰＬ１１、ＰＬ１２、ＰＬ２１、ＰＬ３
１およびＰＬ３３と、ｐ＋拡散領域ＦＬ１１～１４と、ｎ＋拡散領域ＦＬ２１～２３、Ｆ
Ｌ３３～３６と、にはそれぞれ一つずつのコンタクトホールが、そしてｎ＋拡散領域ＦＬ
３１には二つのコンタクトホールが、上層との電気的接続を果たすために設けられている
。
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【００９６】
　つぎに、図９に示したレイヤの上層に位置するレイヤについて説明する。図１０は、図
９に示したレイヤ上に形成される第１の金属配線層を含むレイヤを示している。図１０に
示すレイヤには、下層のｎ＋拡散領域ＦＬ２２と、ｐ＋拡散領域ＦＬ１２と、ポリシリコ
ン配線層ＰＬ１２と、を電気的に接続するための第１の金属配線層ＡＬ１１が形成される
。図８の等価回路にしたがうと、この第１の金属配線層ＡＬ１１により、Ｎチャネル形Ｍ
ＯＳトランジスタＮ１のドレインおよびＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３のソースと
、Ｐチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ１のドレインと、第２のＣＭＯＳインバータの入力
端子と、の接続が果たされる。
【００９７】
　また、下層のｎ＋拡散領域ＦＬ３５と、ｐ＋拡散領域ＦＬ１３と、ポリシリコン配線層
ＰＬ１１と、を電気的に接続するための第１の金属配線層ＡＬ１２が形成される。この第
２の金属配線層ＡＬ１２により、図８の等価回路にしたがって、Ｎチャネル形ＭＯＳトラ
ンジスタＮ２のドレインおよびＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ４のソースと、Ｐチャ
ネル形ＭＯＳトランジスタＰ２のドレインと、第１のＣＭＯＳインバータの入力端子と、
の接続が果たされる。
【００９８】
　特に、第１の金属配線層ＡＬ１１において、ｎ＋拡散領域ＦＬ２２と、ｐ＋拡散領域Ｆ
Ｌ１２との接点部分は、上述したように同一直線上に配置されているために、それら２点
を接続する配線の形状を直線状にすることができる。第１の金属配線層ＡＬ１２について
も同様である。
【００９９】
　また、図１０に示すレイヤには、下層のｐ＋拡散領域ＦＬ１１の接続点を移動させるた
めの第１の金属配線層ＡＬ１５と、ｐ＋拡散領域ＦＬ１４の接続点を移動させるための第
１の金属配線層ＡＬ１６と、が形成され、下層のポリシリコン配線層ＰＬ２１の接続点を
移動させるための第１の金属配線層ＡＬ１３と、ポリシリコン配線層ＰＬ３１の接続点を
移動させるための第１の金属配線層ＡＬ１４と、ポリシリコン配線層ＰＬ３３の接続点を
移動させるための第１の金属配線層ＡＬ１９と、が形成される。
【０１００】
　さらに、同レイヤには、下層のｐ＋拡散領域ＦＬ３４およびＦＬ３１を電気的に接続す
るとともに、上層との接続点を移動させるための第１の金属配線層ＡＬ１８が形成される
。図８の等価回路にしたがうと、この第１の金属配線層ＡＬ１８により、Ｎチャネル形Ｍ
ＯＳトランジスタＮ２およびＮ８のソース同士の接続が果たされる。
【０１０１】
　特に、図９に示すように、ｎ＋拡散領域ＦＬ３４およびＦＬ３１は、第２のウエル境界
線と垂直な方向の同一直線上に配置されるため、それらｎ＋拡散領域上の各コンタクトホ
ールもまた、それらコンタクトホールを結ぶ直線が第２のウエル境界線に垂直な同一直線
上に形成することができる。すなわち、図１０に示す第２の金属配線層ＡＬ１８を、第２
のウエル境界線に垂直な直線形状として形成することが可能になる。
【０１０２】
　つぎに、図１０に示したレイヤの上層に位置するレイヤについて説明する。図１１は、
図１０に示したレイヤ上に形成される第２の金属配線層を含むレイヤを示している。図１
１に示すレイヤには、図１０に示した第１の金属配線層ＡＬ１５を経由してｐ＋拡散領域
ＦＬ１１に電源電位ＶＤＤを与え、かつ第１の金属配線層ＡＬ１６を経由してｐ＋拡散領
域ＦＬ１４に電源電位ＶＤＤを与えるための第２の金属配線層ＡＬ２１が形成される。す
なわち、この第２の金属配線層ＡＬ２１は、電源電位ＶＤＤラインとして機能し、図８の
等価回路において、Ｐチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ１のソースと電源との接続と、Ｐ
チャネル形ＭＯＳトランジスタＰ２のソースと電源との接続とを果たすものである。
【０１０３】
　また、図１０に示した第１の金属配線層ＡＬ１７を経由して、ｐ＋拡散領域ＦＬ２１に
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接地電位ＧＮＤを与えるための第２の金属配線層ＡＬ２２と、第１の金属配線層ＡＬ１８
を経由して、ｐ＋拡散領域ＦＬ３１およびＦＬ３４に接地電位ＧＮＤを与えるための第２
の金属配線層ＡＬ２３が形成される。すなわち、これら第２の金属配線層ＡＬ２２および
ＡＬ２３は、接地電位ＧＮＤラインとして機能し、図８の等価回路において、Ｎチャネル
形ＭＯＳトランジスタＮ１、Ｎ２およびＮ８の各ソースの接地を果たすものである。
【０１０４】
　さらに、図１１に示すレイヤには、図１０に示したコンタクトホール＋第１ビアホール
を介して、下層のｐ＋拡散領域ＦＬ２３に接続されて第１の正相ビット線ＷＢＬ１として
機能する第２の金属配線層ＡＬ２４と、ｐ＋拡散領域ＦＬ３６に接続されて逆相ビット線
ＷＢＬ２として機能する第２の金属配線層ＡＬ２５と、ｐ＋拡散領域ＦＬ３３に接続され
て第２の正相ビット線ＲＢＬとして機能する第２の金属配線層ＡＬ２６と、が形成される
。
【０１０５】
　すなわち、これら第２の金属配線層ＡＬ２４～ＡＬ２６は、図８の等価回路において、
Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３の半導体端子の他方（ドレイン）と第１の正相ビッ
ト線ＷＢＬ１との接続と、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ４の半導体端子の他方（ド
レイン）と逆相ビット線ＷＢＬ２との接続と、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ９の半
導体端子の他方（ドレイン）と第２の正相ビット線ＲＢＬとの接続と、を果たすものであ
る。
【０１０６】
　特に、これら第２の金属配線層ＡＬ２４～２６は、第１のウエル境界線と平行な方向に
延伸する直線形状として形成することができる。これは、一つのメモリセル内において、
第１の正相ビット線ＷＢＬ１、逆相ビット線ＷＢＬ２および第２の正相ビット線ＲＢＬの
各長さをより短くしたことを意味する。
【０１０７】
　また、図１１に示すレイヤには、下層の第１の金属配線層ＡＬ１３と上層との接続点を
移動させるための第２の金属配線層ＡＬ２７と、下層の第１の金属配線層ＡＬ１９と上層
との接続点を移動させるための第２の金属配線層ＡＬ２８と、下層の第１の金属配線層Ａ
Ｌ１４と上層との接続点を移動させるための第２の金属配線層ＡＬ２９と、が形成される
。
【０１０８】
　つぎに、図１１に示したレイヤの上層に位置するレイヤについて説明する。図１２は、
図１１に示したレイヤ上に形成される第３の金属配線層を含むレイヤを示している。図１
２に示すレイヤには、第１の金属配線層ＡＬ１３および第２の金属配線層ＡＬ２７を経由
して、ポリシリコン配線層ＰＬ２１とＰＬ３３とを電気的に接続するとともにワード線Ｗ
ＷＬとして機能する第３の金属配線層ＡＬ３１が形成される。すなわち、この第３の金属
配線層ＡＬ３１は、図８の等価回路において、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３およ
びＮ４のゲートとワード線ＷＷＬとの接続を果たすものである。
【０１０９】
　また、第１の金属配線層ＡＬ１４および第２の金属配線層ＡＬ２９を経由して、ポリシ
リコン配線層ＰＬ３１と電気的に接続されるとともに、ワード線ＲＷＬとして機能する第
３の金属配線層ＡＬ３２が形成される。すなわち、この第３の金属配線層ＡＬ３２は、図
８の等価回路において、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ６のゲートとワード線ＲＷＬ
との接続を果たすものである。
【０１１０】
　特に、図１２に示したように、第２の金属配線層ＡＬ２７およびＡＬ２８の位置関係に
より、両金属配線層間を、第１のウエル境界線に対して垂直な方向に延伸する直線形状の
金属配線層で接続することができる。すなわち、図１２に示す第３の金属配線層ＡＬ３１
を、第１のウエル境界線に垂直方向に延伸する直線形状として形成することが可能になる
。一方、第３の金属配線層ＡＬ３２は、下層との接続が第２の金属配線層ＡＬ２９のみで
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あることから、第３の金属配線層ＡＬ３１と並行に延伸して配置することができる。これ
は、一つのメモリセル内において、第１のワード線ＷＷＬおよび第２のワード線ＲＷＬの
各長さをより短くしたことを意味する。
【０１１１】
　以上に説明したとおり、実施の形態３にかかる半導体装置によれば、アクセスゲートと
して機能するＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３とフリップフロップ回路を構成するＮ
チャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１が、一方の半導体端子同士の接続点においてｎ＋拡散
領域ＦＬ２２を共有するとともに、各半導体端子となるｎ＋拡散領域ＦＬ２１～２３が第
１のウエル境界線に平行な方向に一直線上に配置されるように形成されるので、Ｎチャネ
ル形ＭＯＳトランジスタＮ１およびＮ３の占有面積を小さくすることができる。これによ
り、メモリセルアレイの集積度を高めることが可能になる。
【０１１２】
　また、第１の正相ビット線ＷＢＬ１、逆相ビット線ＷＢＬ２、第１の正相ビット線ＷＢ
Ｌ２として順に機能する第２の金属配線層ＡＬ２４～２６が、第１および第２のウエル境
界線に平行に並置するように形成されることで、これらビット線の長さをより短くするこ
とができるため、ビット線の配線容量を低減することができ、これにより高速なアクセス
が可能となる。特に、これらビット線は、上記配置により、トランジスタの最小ピッチの
２倍の長さまで狭めることができる。
【０１１３】
　また、第１のワード線ＷＷＬおよび第２のワード線ＲＷＬとして順に機能する第３の金
属配線層ＡＬ３１およびＡＬ３２が、第１および第２のウエル境界線に直交するように形
成されることで、これらワード線の長さをより短くすることができるため、ワード線の配
線容量をも低減することができ、これにより高速なアクセスが可能となる。
【０１１４】
　また、記憶ノードＭＡおよびＭＢを形成するドレイン領域を共通のｎ＋拡散領域として
いるので、その面積を小さくすることができ、寄生容量が低減されて結果的に書き込み時
のアクセスの高速化を図ることができる。
【０１１５】
　さらに、ポリシリコン配線層を一直線に形成することができるので、半導体製造工程に
おいて、レイアウトパターン形成時のマスクずれ等によるプロセスマージンを大きくとる
ことができる。
【０１１６】
実施の形態４．
　つぎに、実施の形態４にかかる半導体装置について説明する。実施の形態４は、３ポー
トＳＲＡＭセルを構成する他の等価回路についてのレイアウト構成について説明するもの
である。図１３は、実施の形態４にかかる半導体装置の等価回路を示す図である。なお、
図１３において、第１のワード線ＷＷＬと、第１の正相ビット線ＷＢＬ１と、第１の逆相
ビット線ＷＢＬ２と、Ｐチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ１およびＰ２と、Ｎチャネル形
ＭＯＳトランジスタＮ１～Ｎ４とからなる構成は、図８に示したとおりであるので、ここ
ではその説明を省略する。
【０１１７】
　図１３では、上記構成に加え、記憶ノードＭＡに、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ
８のゲートが接続されており、そのＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ８のソースは接地
されている。さらに、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ８のドレインは、Ｎチャネル形
ＭＯＳトランジスタＮ９のソースに接続され、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ９は、
ゲートを第２のワード線ＲＷＬ１に接続し、ドレインを第２の正相ビット線ＲＢＬ１に接
続している。
【０１１８】
　さらに、記憶ノードＭＢに、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１０のゲートが接続さ
れており、そのＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１０のソースは接地されている。さら
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に、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１０のドレインは、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジ
スタＮ１１のソースに接続され、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１１は、ゲートを第
３のワード線ＲＷＬ２に接続し、ドレインを第２の逆相ビット線ＲＢＬ２に接続している
。
【０１１９】
　すなわち、ワード線ＷＷＬ、第１の正相ビット線ＷＢＬ１および逆相ビット線ＷＢＬ２
の選択により、第１のポートによる記憶値の読み出しおよび書き込みを可能とし、第２の
ワード線ＲＷＬ１および第２の正相ビット線ＲＢＬ１の選択により、第２のポートによる
記憶値の読み出しを可能としている。さらに、第３のワード線ＲＷＬ２および第２の逆相
ビット線ＲＢＬ２の選択により、第３のポートによる記憶値の読み出しを可能としている
。特に、これら第２および第３のポートによる読み出し動作は、メモリセルの記憶ノード
ＭＡおよびＭＢのデータを破壊することがなく、第１のポートと完全に独立して動作する
ことができるという特徴を有している。
【０１２０】
　ここで、図１３に示した等価回路自体は、従来の３ポートＳＲＡＭセルの回路として既
知の構成であるが、実施の形態４にかかる半導体装置では、その構造に特徴がある。図１
４～１７は、実施の形態４にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図である。なお
、図中、コンタクトホールやビアホール等の各種記号は、図６に示すとおりである。
【０１２１】
　まず、図１４は、半導体基板中に形成されたウエル領域と、そのウエル領域に形成され
た拡散領域と、それらの上面に形成されたポリシリコン配線層とを含むレイヤを示してい
る。
【０１２２】
　実施の形態４にかかる半導体装置のメモリセルでも、図１４に示すように、実施の形態
１と同様、半導体基板上の平面方向において、Ｎウエル領域ＮＷを挟んで、第１のＰウエ
ル領域ＰＷ１と第２のＰウエル領域ＰＷ２が、配置され、かつそれらウエル領域は上記第
１のウエル境界線と上記第２のウエル境界線とが平行となるように形成されている。また
、図示していないが、Ｎウエル領域ＮＷと第１のＰウエル領域ＰＷ１の間と、Ｎウエル領
域ＮＷと第２のＰウエル領域ＰＷ２の間に、それぞれ分離領域が存在する。
【０１２３】
　図１４において、第１のＰウエル領域ＰＷ１には、図１３に示したＮチャネル形ＭＯＳ
トランジスタＮ１、Ｎ３、Ｎ１０およびＮ１１が形成され、Ｎウエル領域ＮＷには、Ｐチ
ャネル形ＭＯＳトランジスタＰ１およびＰ２が形成され、第２のＰウエル領域ＰＷ２には
、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ２、Ｎ４、Ｎ８およびＮ９が形成される。
【０１２４】
　以下に、図１４～１７に示した各レイヤの構造について順に説明する。まず、図１４に
示すレイヤにおいて、第１のＰウエル領域ＰＷ１に、上記した第１のウエル境界線に対し
て垂直な方向に延伸して一直線上に並置された二つのポリシリコン配線層ＰＬ２１および
ＰＬ２２が形成される。
【０１２５】
　また、第１のＰウエル領域ＰＷ１からＮウエル領域ＮＷに亘って、第１のウエル境界線
に対して垂直な方向に一直線に延伸したポリシリコン配線層ＰＬ１１が形成される。なお
、ポリシリコン配線層ＰＬ１１の一端部は、図１４に示すように、第２のウエル境界線上
に位置する。
【０１２６】
　そして、ポリシリコン配線層ＰＬ２１を挟む位置に、Ｎ型不純物の注入によりｎ＋拡散
領域ＦＬ２２およびＦＬ２３が形成されることで、ポリシリコン配線層ＰＬ２１をゲート
電極としたＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３が形成される。また、ポリシリコン配線
層ＰＬ１１を挟む位置にｎ＋拡散領域ＦＬ２１およびＦＬ２２が形成されることで、ポリ
シリコン配線層ＰＬ１１をゲート電極としたＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１が形成
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される。
【０１２７】
　特に、これらＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１およびＮ３は、ポリシリコン配線層
ＰＬ１１およびＰＬ２１が並置していることから、ｎ＋拡散領域ＦＬ２１～２３を、第１
のウエル境界線に平行な方向にかつ一直線上に配置することができ、これによりｎ＋拡散
領域ＦＬ２２を、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１およびＮ３において共有すること
が可能となっている。このｎ＋拡散領域ＦＬ２２の共有は、図１３の等価回路にしたがう
と、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１のドレインとＮチャネル形ＭＯＳトランジスタ
Ｎ３のソースとの接続を果たすとともに、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１およびＮ
３の占有面積の縮小化に寄与している。
【０１２８】
　図１４においては、さらに、ポリシリコン配線層ＰＬ２２を挟む位置に、Ｎ型不純物の
注入によりｎ＋拡散領域ＦＬ２５およびＦＬ２６が形成されることで、ポリシリコン配線
層ＰＬ２２をゲート電極としたＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１１が形成される。ま
た、ポリシリコン配線層ＰＬ１１を挟む位置にｎ＋拡散領域ＦＬ２４およびＦＬ２５が形
成されることで、ポリシリコン配線層ＰＬ１１をゲート電極としたＮチャネル形ＭＯＳト
ランジスタＮ１０が形成される。
【０１２９】
　これらＮチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１０およびＮ１１は、ポリシリコン配線層Ｐ
Ｌ２２およびＰＬ１１が並置していることから、ｎ＋拡散領域ＦＬ２４～２６を、第１の
ウエル境界線に平行な方向にかつ同一直線上に配置することができ、これによりｎ＋拡散
領域ＦＬ２５を、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１０およびＮ１１において共有する
ことが可能となっている。このｎ＋拡散領域ＦＬ２５の共有は、図１３の等価回路にした
がうと、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１０のドレインとＮチャネル形ＭＯＳトラン
ジスタＮ１１のソースとの接続を果たすとともに、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１
０およびＮ１１の占有面積の縮小化に寄与している。
【０１３０】
　一方、第２のＰウエル領域ＰＷ２およびＮウエル領域ＮＷにおける拡散領域およびポリ
シリコン配線層の形成は、実施の形態３において図９の説明に示したとおりなので、ここ
ではそれらの説明を省略する。
【０１３１】
　よって、図１４に示すように、ポリシリコン配線層ＰＬ１１、ＰＬ３３およびＰＬ３１
が同一直線上に配置され、かつポリシリコン配線層ＰＬ２１、ＰＬ２２およびＰＬ１２が
同一直線上に配置される。
【０１３２】
　なお、図１４に示すように、ポリシリコン配線層ＰＬ１１、ＰＬ１２、ＰＬ２１、ＰＬ
２２、ＰＬ３１およびＰＬ３３と、ｐ＋拡散領域ＦＬ１１～１４と、ｎ＋拡散領域ＦＬ２
１～２３、ＦＬ２６、ＦＬ３３～３６と、にはそれぞれ一つずつのコンタクトホールが、
そしてｎ＋拡散領域ＦＬ２４およびＦＬ３１には二つのコンタクトホールが、上層との電
気的接続を果たすために設けられている。
【０１３３】
　つぎに、図１４に示したレイヤの上層に位置するレイヤについて説明する。図１５は、
図１４に示したレイヤ上に形成される第１の金属配線層を含むレイヤを示している。なお
、図１５に示すレイヤにおいて、第２のＰウエル領域ＰＷ２およびＮウエル領域ＮＷ上の
第２の金属配線層の形成は、実施の形態３において図１０の説明に示したとおりなので、
ここではそれらの説明を省略する。
【０１３４】
　図１５に示すレイヤおいて、第１のＰウエル領域ＰＷ１には、下層のｎ＋拡散領域ＦＬ
２２と、ｐ＋拡散領域ＦＬ１２と、ポリシリコン配線層ＰＬ１２と、を電気的に接続する
ための第１の金属配線層ＡＬ１１が形成される。図１３の等価回路にしたがうと、この第
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１の金属配線層ＡＬ１１により、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１のドレインおよび
Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３のソースと、Ｐチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ１
のドレインと、第２のＣＭＯＳインバータの入力端子と、の接続が果たされる。
【０１３５】
　特に、第１の金属配線層ＡＬ１１において、ｎ＋拡散領域ＦＬ２２と、ｐ＋拡散領域Ｆ
Ｌ１２との接点部分は、上述したように同一直線上に配置されているために、それら２点
を接続する配線の形状を直線状にすることができる。
【０１３６】
　また、図１５に示すレイヤには、下層のポリシリコン配線層ＰＬ２２の接続点を移動さ
せるための第１の金属配線層ＡＬ１３と、ポリシリコン配線層ＰＬ２１の接続点を移動さ
せるための第１の金属配線層ＡＬ１０と、が形成される。
【０１３７】
　さらに、同レイヤには、下層のｐ＋拡散領域ＦＬ２４およびＦＬ２１を電気的に接続す
るとともに、上層との接続点を移動させるための第１の金属配線層ＡＬ１７が形成される
。図１３の等価回路にしたがうと、この第１の金属配線層ＡＬ１７により、Ｎチャネル形
ＭＯＳトランジスタＮ１およびＮ１０のソース同士の接続が果たされる。
【０１３８】
　特に、図１４に示すように、ｎ＋拡散領域ＦＬ２４およびＦＬ２１は、第１のウエル境
界線と垂直な方向の同一直線上に配置されるため、それらｎ＋拡散領域上の各コンタクト
ホールもまた、それらコンタクトホールを結ぶ直線が第１のウエル境界線に垂直な同一直
線上に形成することができる。すなわち、図１５に示す第２の金属配線層ＡＬ１７を、第
１のウエル境界線に垂直な直線形状として形成することが可能になる。
【０１３９】
　つぎに、図１５に示したレイヤの上層に位置するレイヤについて説明する。図１６は、
図１５に示したレイヤ上に形成される第２の金属配線層を含むレイヤを示している。図１
６に示すレイヤには、図１５に示した第１の金属配線層ＡＬ１５を経由してｐ＋拡散領域
ＦＬ１１に電源電位ＶＤＤを与え、かつ第１の金属配線層ＡＬ１６を経由してｐ＋拡散領
域ＦＬ１４に電源電位ＶＤＤを与えるための第２の金属配線層ＡＬ２１が形成される。す
なわち、この第２の金属配線層ＡＬ２１は、電源電位ＶＤＤラインとして機能し、図１３
の等価回路において、Ｐチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ１のソースと電源との接続と、
Ｐチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ２のソースと電源との接続とを果たすものである。
【０１４０】
　また、図１５に示した第１の金属配線層ＡＬ１７を経由して、ｐ＋拡散領域ＦＬ２１お
よびＦＬ２４に接地電位ＧＮＤを与えるための第２の金属配線層ＡＬ２２と、第１の金属
配線層ＡＬ１８を経由して、ｐ＋拡散領域ＦＬ３１およびＦＬ３４に接地電位ＧＮＤを与
えるための第２の金属配線層ＡＬ２３が形成される。すなわち、これら第２の金属配線層
ＡＬ２２およびＡＬ２３は、接地電位ＧＮＤラインとして機能し、図１３の等価回路にお
いて、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１、Ｎ２、Ｎ８およびＮ１０の各ソースの接地
を果たすものである。
【０１４１】
　さらに、図１６に示すレイヤには、図１５に示したコンタクトホール＋第１ビアホール
を介して、下層のｐ＋拡散領域ＦＬ２３に接続されて第１の正相ビット線ＷＢＬ１として
機能する第２の金属配線層ＡＬ２４と、下層のｐ＋拡散領域ＦＬ２６に接続されて第２の
逆相ビット線ＲＢＬ２として機能する第２の金属配線層ＡＬ４２と、ｐ＋拡散領域ＦＬ３
６に接続されて逆相ビット線ＷＢＬ２として機能する第２の金属配線層ＡＬ２５と、ｐ＋
拡散領域ＦＬ３３に接続されて第２の正相ビット線ＲＢＬ１として機能する第２の金属配
線層ＡＬ２６と、が形成される。
【０１４２】
　すなわち、これら第２の金属配線層ＡＬ２４～ＡＬ２６およびＡＬ４２は、図１３の等
価回路において、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３の半導体端子の他方（ドレイン）
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と第１の正相ビット線ＷＢＬ１との接続と、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ４の半導
体端子の他方（ドレイン）と逆相ビット線ＷＢＬ２との接続と、Ｎチャネル形ＭＯＳトラ
ンジスタＮ９の半導体端子の他方（ドレイン）と第２の正相ビット線ＲＢＬ１との接続と
、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１１の半導体端子の他方（ドレイン）と第２の逆相
ビット線ＲＢＬ２との接続と、を果たすものである。
【０１４３】
　特に、これら第２の金属配線層ＡＬ２４～２６およびＡＬ４２は、第１のウエル境界線
と平行な方向に延伸する直線形状として形成することができる。これは、一つのメモリセ
ル内において、第１の正相ビット線ＷＢＬ１、逆相ビット線ＷＢＬ２、第２の正相ビット
線ＲＢＬ１および第２の逆相ビット線ＲＢＬ２の各長さをより短くしたことを意味する。
【０１４４】
　また、図１６に示すレイヤには、下層の第１の金属配線層ＡＬ１３と上層との接続点を
移動させるための第２の金属配線層ＡＬ４１と、下層の第１の金属配線層ＡＬ１９と上層
との接続点を移動させるための第２の金属配線層ＡＬ２８と、下層の第１の金属配線層Ａ
Ｌ１０と上層との接続点を移動させるための第２の金属配線層ＡＬ２７と、が形成される
。さらに、下層の第１の金属配線層ＡＬ１４を介して、ポリシリコン配線層ＰＬ３１と上
層とを接続する第２の金属配線層ＡＬ２９が形成される。
【０１４５】
　つぎに、図１６に示したレイヤの上層に位置するレイヤについて説明する。図１７は、
図１６に示したレイヤ上に形成される第３の金属配線層を含むレイヤを示している。図１
７に示すレイヤには、第１の金属配線層ＡＬ１０および第２の金属配線層ＡＬ２７を経由
して、ポリシリコン配線層ＰＬ２１とＰＬ３３とを電気的に接続するとともに第１のワー
ド線ＷＷＬとして機能する第３の金属配線層ＡＬ３１が形成される。すなわち、この第３
の金属配線層ＡＬ３１は、図１３の等価回路において、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタ
Ｎ３およびＮ４のゲートと第１のワード線ＷＷＬとの接続を果たすものである。
【０１４６】
　また、第１の金属配線層ＡＬ１４および第２の金属配線層ＡＬ２９を経由して、ポリシ
リコン配線層ＰＬ３１と電気的に接続されるとともに、第２のワード線ＲＷＬ１として機
能する第３の金属配線層ＡＬ３２が形成される。すなわち、この第３の金属配線層ＡＬ３
２は、図１３の等価回路において、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ６のゲートと第２
のワード線ＲＷＬ１との接続を果たすものである。
【０１４７】
　さらに、第１の金属配線層ＡＬ１３および第２の金属配線層ＡＬ４１を経由して、ポリ
シリコン配線層ＰＬ２２と電気的に接続されるとともに、第３のワード線ＲＷＬ２として
機能する第３の金属配線層ＡＬ３３が形成される。すなわち、この第３の金属配線層ＡＬ
３３は、図１３の等価回路において、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１１のゲートと
第３のワード線ＲＷＬ２との接続を果たすものである。
【０１４８】
　特に、図１７に示すように、第２の金属配線層ＡＬ２７およびＡＬ２８の位置関係によ
り、両金属配線層間を、第１のウエル境界線に対して垂直な方向に延伸する直線形状の金
属配線層で接続することができる。すなわち、図１７に示す第３の金属配線層ＡＬ３１を
、第１のウエル境界線に垂直方向に延伸する直線形状として形成することが可能になる。
一方、第３の金属配線層ＡＬ３２は、下層との接続が第２の金属配線層ＡＬ２９のみであ
り、第３の金属配線層ＡＬ３３は、下層との接続が第２の金属配線層ＡＬ４１のみである
ことから、それぞれ第３の金属配線層ＡＬ３１と並行に延伸して配置することができる。
これは、一つのメモリセル内において、第１のワード線ＷＷＬ、第２のワード線ＲＷＬ１
および第３のワード線ＲＷＬ２の各長さをより短くしたことを意味する。
【０１４９】
　以上に説明したとおり、実施の形態４にかかる半導体装置によれば、３ポートＳＲＡＭ
セルにおいても、実施の形態３による効果を享受することができる。
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【０１５０】
実施の形態５．
　つぎに、実施の形態５にかかる半導体装置について説明する。実施の形態４は、差分読
み出し型２ポートＳＲＡＭセルを構成する他の等価回路についてのレイアウト構成につい
て説明するものである。図１８は、実施の形態５にかかる半導体装置の等価回路を示す図
である。
【０１５１】
　図１８に示す等価回路は、図１３に示した等価回路において、Ｎチャネル形ＭＯＳトラ
ンジスタＮ９およびＮ１１のゲート同士を接続し、その接続ラインを共通の第２のワード
線ＲＷＬとした点のみが実施の形態４と異なる。その他の構成は、図１３に示したとおり
であるので、ここではその説明を省略する。
【０１５２】
　よって、その動作もまた、読み出し動作を第２の正相ビット線ＲＢＬ１の電位と第２の
逆相ビット線ＲＢＬ２の電位との差分でおこなう点以外は、図１３に示した等価回路と同
様である。
【０１５３】
　また、レイアウト構造についても、図１６に対応する第２の金属配線層レイヤと図１７
に対応する第３の金属配線層レイヤのみが異なり、他の下層のレイヤは、図１４および図
１５に示したとおりであるので、ここではそれらの説明を省略する。
【０１５４】
　よって以下に、図１５に示したレイヤの上層に位置するレイヤについて説明する。図１
９および図２０は、実施の形態５にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図であり
、特に、図１９は、図１６に対応する第２の金属配線層を含むレイヤを示し、図２０は、
図１７に対応する第３の金属配線層を含むレイヤを示している。
【０１５５】
　まず、図１９に示すレイヤには、図１５に示した第１の金属配線層ＡＬ１５を経由して
ｐ＋拡散領域ＦＬ１１に電源電位ＶＤＤを与え、かつ第１の金属配線層ＡＬ１６を経由し
てｐ＋拡散領域ＦＬ１４に電源電位ＶＤＤを与えるための第２の金属配線層ＡＬ２１が形
成される。すなわち、この第２の金属配線層ＡＬ２１は、電源電位ＶＤＤラインとして機
能し、図１８の等価回路において、Ｐチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ１のソースと電源
との接続と、Ｐチャネル形ＭＯＳトランジスタＰ２のソースと電源との接続とを果たすも
のである。
【０１５６】
　また、図１５に示した第１の金属配線層ＡＬ１７を経由して、ｐ＋拡散領域ＦＬ２１お
よびＦＬ２４に接地電位ＧＮＤを与えるための第２の金属配線層ＡＬ２２と、第１の金属
配線層ＡＬ１８を経由して、ｐ＋拡散領域ＦＬ３１およびＦＬ３４に接地電位ＧＮＤを与
えるための第２の金属配線層ＡＬ２３が形成される。すなわち、これら第２の金属配線層
ＡＬ２２およびＡＬ２３は、接地電位ＧＮＤラインとして機能し、図１８の等価回路にお
いて、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１、Ｎ２、Ｎ８およびＮ１０の各ソースの接地
を果たすものである。
【０１５７】
　さらに、図１９に示すレイヤには、図１５に示したコンタクトホール＋第１ビアホール
を介して、下層のｐ＋拡散領域ＦＬ２３に接続されて第１の正相ビット線ＷＢＬ１として
機能する第２の金属配線層ＡＬ２４と、下層のｐ＋拡散領域ＦＬ２６に接続されて第２の
逆相ビット線ＲＢＬ２として機能する第２の金属配線層ＡＬ４２と、ｐ＋拡散領域ＦＬ３
６に接続されて逆相ビット線ＷＢＬ２として機能する第２の金属配線層ＡＬ２５と、ｐ＋
拡散領域ＦＬ３３に接続されて第２の正相ビット線ＲＢＬ１として機能する第２の金属配
線層ＡＬ２６と、が形成される。
【０１５８】
　すなわち、これら第２の金属配線層ＡＬ２４～ＡＬ２６およびＡＬ４２は、図１８の等
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価回路において、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ３の半導体端子の他方（ドレイン）
と第１の正相ビット線ＷＢＬ１との接続と、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ４の半導
体端子の他方（ドレイン）と逆相ビット線ＷＢＬ２との接続と、Ｎチャネル形ＭＯＳトラ
ンジスタＮ９の半導体端子の他方（ドレイン）と第２の正相ビット線ＲＢＬ１との接続と
、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ１１の半導体端子の他方（ドレイン）と第２の逆相
ビット線ＲＢＬ２との接続と、を果たすものである。
【０１５９】
　特に、これら第２の金属配線層ＡＬ２４～２６およびＡＬ４２は、第１のウエル境界線
と平行な方向に延伸する直線形状として形成することができる。これは、一つのメモリセ
ル内において、第１の正相ビット線ＷＢＬ１、逆相ビット線ＷＢＬ２、第２の正相ビット
線ＲＢＬ１および第２の逆相ビット線ＲＢＬ２の各長さをより短くしたことを意味する。
【０１６０】
　また、図１９に示すレイヤには、下層の第１の金属配線層ＡＬ１３と上層との接続点を
移動させるための第２の金属配線層ＡＬ４１と、下層の第１の金属配線層ＡＬ１９と上層
との接続点を移動させるための第２の金属配線層ＡＬ２８と、下層の第１の金属配線層Ａ
Ｌ１０と上層との接続点を移動させるための第２の金属配線層ＡＬ２７と、下層の第１の
金属配線層ＡＬ１４を介して、ポリシリコン配線層ＰＬ３１と上層との接続点を移動させ
るための第２の金属配線層ＡＬ２９が形成される。
【０１６１】
　つぎに、図１９に示したレイヤの上層に位置するレイヤについて説明する。図２０は、
図１９に示したレイヤ上に形成される第３の金属配線層を含むレイヤを示している。図２
０に示すレイヤには、第１の金属配線層ＡＬ１０および第２の金属配線層ＡＬ２７を経由
して、ポリシリコン配線層ＰＬ２１とＰＬ３３とを電気的に接続するとともに第１のワー
ド線ＷＷＬとして機能する第３の金属配線層ＡＬ３１が形成される。すなわち、この第３
の金属配線層ＡＬ３１は、図１８の等価回路において、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタ
Ｎ３およびＮ４のゲートと第１のワード線ＷＷＬとの接続を果たすものである。
【０１６２】
　また、第１の金属配線層ＡＬ１４および第２の金属配線層ＡＬ２９を経由して、ポリシ
リコン配線層ＰＬ２２とＰＬ３１とを電気的に接続するとともに第２のワード線ＲＷＬと
して機能する第３の金属配線層ＡＬ３２が形成される。すなわち、この第３の金属配線層
ＡＬ３２は、図１８の等価回路において、Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタＮ９およびＮ
１１のゲートと第２のワード線ＲＷＬとの接続を果たすものである。
【０１６３】
　特に、図２０に示すように、第２の金属配線層ＡＬ２７およびＡＬ２８の位置関係によ
り、両金属配線層間を、第１のウエル境界線に対して垂直な方向に延伸する直線形状の金
属配線層で接続することができる。すなわち、図２０に示す第３の金属配線層ＡＬ３１を
、第１のウエル境界線に垂直方向に延伸する直線形状として形成することが可能になる。
第３の金属配線層ＡＬ３２についても同様である。これは、一つのメモリセル内において
、第１のワード線ＷＷＬおよび第２のワード線ＲＷＬの各長さをより短くしたことを意味
する。
【０１６４】
　以上に説明したとおり、実施の形態５にかかる半導体装置によれば、より高速で安定し
た読み出し動作が可能な差分読み出し型２ポートＳＲＡＭセルにおいても、実施の形態３
による効果を享受することができる。
【０１６５】
【発明の効果】
　以上、説明したとおり、この発明によれば、第１および第３のビット線と電気的に接続
される、各々Ｎチャネル形の第１、第５、第７および第９のトランジスタを第１のＰウェ
ル領域に、第２および第４のビット線と接続される、各々Ｎチャネル形の第３、第６、第
８および第１０のトランジスタを第２のＰウエル領域にそれぞれ形成されるので、ビット
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線の長さを短くするレイアウトを適用することが可能となり、高速なアクセスが可能とな
るという効果を奏する。
【０１６６】
　また別の発明によれば、各々Ｎチャネル形の第７および第８のトランジスタを読み出し
用のポートとした２ポートのメモリセルを構成する回路において、第１のビット線と電気
的に接続される各々Ｎチャネル形の第１および第５のトランジスタを第１のＰウェル領域
に、第２および第３のビット線と接続される、各々Ｎチャネル形の第３、第６、第７およ
び第８のトランジスタが第２のＰウェル領域にそれぞれ形成されるので、ビット線の長さ
を短くするレイアウトを適用することが可能となり、高速なアクセスが可能となるという
効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施の形態１にかかる半導体装置の等価回路を示す図である。
【図２】　実施の形態１にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図である。
【図３】　実施の形態１にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図である。
【図４】　実施の形態１にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図である。
【図５】　実施の形態１にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図である。
【図６】　コンタクトホールやビアホール等の各種記号を説明するための説明図である。
【図７】　実施の形態２にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図である。
【図８】　実施の形態３にかかる半導体装置の等価回路を示す図である。
【図９】　実施の形態３にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図である。
【図１０】　実施の形態３にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図である。
【図１１】　実施の形態３にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図である。
【図１２】　実施の形態３にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図である。
【図１３】　実施の形態４にかかる半導体装置の等価回路を示す図である。
【図１４】　実施の形態４にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図である。
【図１５】　実施の形態４にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図である。
【図１６】　実施の形態４にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図である。
【図１７】　実施の形態４にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図である。
【図１８】　実施の形態５にかかる半導体装置の等価回路を示す図である。
【図１９】　実施の形態５にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図である。
【図２０】　実施の形態５にかかる半導体装置のメモリセルのレイアウト図である。
【図２１】　従来の半導体記憶装置において、半導体基板表面に形成された拡散領域と、
その上面に形成された多結晶シリコン膜、第１の金属配線層を含む下地を示すレイアウト
図である。
【図２２】　従来の半導体記憶装置において、上層に形成された第２および第３の金属配
線層を含む上地を示すレイアウト図である。
【図２３】　従来の記憶セルのレイアウト図である。
【符号の説明】
　ＮＷ　Ｎウエル領域、ＰＷ１　第１のＰウエル領域、ＰＷ２　第２のＰウエル領域、Ｆ
Ｌ１１，ＦＬ１２，ＦＬ２１～２６，ＦＬ３１～３６　ｎ＋拡散領域、ＦＬ１１，ＦＬ１
２　ｐ＋拡散領域、ＡＬ１１，ＡＬ１２，ＡＬ１５～１８　第１の金属配線層、ＡＬ２１
～２９，ＡＬ４１，ＡＬ４２　第２の金属配線層、ＡＬ３１～３３　第３の金属配線層、
Ｎ１～６，Ｎ８～１１　Ｎチャネル形ＭＯＳトランジスタ、Ｐ１，Ｐ２　Ｐチャネル形Ｍ
ＯＳトランジスタ。
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【図１５】 【図１６】



(36) JP 4885365 B2 2012.2.29

【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】

【図２２】

【図２３】
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