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(57)【要約】
【課題】メモリセルアレイ領域の端部領域の縦型トラン
ジスタを所定の回路の一部として利用してチップ面積を
削減可能な半導体記憶装置を提供する。
【解決手段】本発明の半導体記憶装置は、メモリセルア
レイ領域１０には、下部電極がビット線ＬＢＬに接続さ
れる複数の縦型トランジスタが所定のピッチで規則的に
配置され、その縦型トランジスタからなる複数のメモリ
セルを構成するとともに、メモリセルアレイ領域１０に
隣接して周辺回路領域１１が配置され、周辺回路領域１
１とメモリセルアレイ領域１０に跨って配置されるＭＯ
ＳトランジスタＱ１～Ｑ６からなるセンスアンプ回路が
構成される。メモリセルアレイ領域１０の端部領域に配
置されるＭＯＳトランジスタＱ３、Ｑ４、Ｑ５、Ｑ６は
、メモリセルと同じ縦型トランジスタが用いられている
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のワード線と、前記複数のワード線と交差する複数のビット線と、前記複数のワー
ド線と前記複数のビット線の交点に配置された複数のメモリセルを有する半導体記憶装置
であって、
　下部電極が前記ビット線に接続される複数の縦型トランジスタが所定のピッチで規則的
な配置で形成され、少なくとも前記縦型トランジスタからなる前記複数のメモリセルを含
むメモリセルアレイ領域と、
　前記メモリセルアレイ領域に対しビット線延伸方向に隣接配置される周辺回路領域と、
　前記周辺回路領域と前記メモリセルアレイ領域に跨って構成される所定の回路と、
　を備え、
　前記メモリセルアレイ領域のうち前記ワード線が設けられない端部領域に、上部電極が
前記所定の回路に接続される前記縦型トランジスタが含まれることを特徴とする半導体記
憶装置。
【請求項２】
　前記端部領域には、上部電極が前記周辺回路領域内部のトランジスタに接続される前記
縦型トランジスタが含まれることを特徴とする請求項１に記載の半導体記憶装置。
【請求項３】
　前記端部領域には、上部電極が前記周辺回路領域内部に延伸される配線に接続される前
記縦型トランジスタが含まれることを特徴とする請求項１に記載の半導体記憶装置。
【請求項４】
　前記メモリセルである前記縦型トランジスタは、上部電極が電荷量に応じて情報を保持
可能なキャパシタの蓄積電極に接続され、ゲート電極が前記ワード線に接続されることを
特徴とする請求項１に記載の半導体記憶装置。
【請求項５】
　前記メモリセルである前記縦型トランジスタは、上部電極が抵抗状態に応じて情報を保
持可能な可変抵抗素子の一端に接続され、ゲート電極が前記ワード線に接続されることを
特徴とする請求項１に記載の半導体記憶装置。
【請求項６】
　前記所定の回路は、前記メモリセルから前記ビット線を介して読み出された信号を増幅
するセンスアンプ回路を含むことを特徴とする請求項１に記載の半導体記憶装置。
【請求項７】
　前記ビット線は、階層構造に対応するローカルビット線であり、前記センスアンプ回路
は、前記ローカルビット線を介して読み出された信号を増幅するローカルセンスアンプ回
路であり、
　前記複数のワード線と交差する複数のグローバルビット線と、前記ローカルセンスアン
プ回路から前記グローバルビット線を経由して伝送される信号を増幅するグローバルセン
スアンプ回路をさらに備えることを特徴とする請求項６に記載の半導体記憶装置。
【請求項８】
　前記ビット線は、階層構造に対応するローカルビット線であり、
　前記複数のワード線と交差する複数のグローバルビット線と、前記メモリセルから前記
ローカルビット線及び前記グローバルビット線を経由して伝送される信号を増幅するセン
スアンプ回路をさらに備え、
　前記所定の回路は、前記ローカルビット線と前記グローバルビット線を選択的に接続す
る接続回路を含むことを特徴とする請求項７に記載の半導体記憶装置。
【請求項９】
　前記所定の回路は、前記ビット線を所定の電位にプリチャージするプリチャージ回路を
含むことを特徴とする請求項１に記載の半導体記憶装置。
【請求項１０】
　前記端部領域には、前記所定の回路に含まれない前記縦型トランジスタがダミートラン
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ジスタとして配置されていることを特徴とする請求項１に記載の半導体記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のワード線と複数のビット線の交点に形成された複数のメモリセルにデ
ータを書き換え可能に記憶保持する半導体記憶装置に関し、特に、各メモリセルにおいて
形成された縦型トランジスタの下方にビット線が配置される埋め込みビット線構造を採用
した半導体記憶装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＳＲＡＭやＤＲＡＭ等の半導体記憶装置のチップ面積の削減を図るには、メモリセルア
レイ自体の面積を削減することに加えて、メモリセルアレイに隣接して配置される周辺回
路の専有面積を削減することが重要である。そのため、半導体記憶装置のセンスアンプ等
の周辺回路を削減するための種々のレイアウト方法が提案されている（特許文献１～４参
照）。また、このようなレイアウト方法に関連し、メモリセルアレイ内に規則的に配置さ
れたトランジスタを、本来のメモリセルとは異なる目的の他の回路の構成要素として用い
る方法も提案されている。
【０００３】
　特許文献１には、ＣＯＢ(Capacitor Over Bit Line)構造のメモリセルを有する大容量
ＤＲＡＭにおいて、メモリセルアレイと周辺回路の間の段差緩衝領域を設けることなく接
続信頼性を高める技術が開示されている。特許文献１の技術によれば、周辺回路に含まれ
るＭＯＳトランジスタを、メモリセルの選択トランジスタと同一のレイアウトと構造で形
成する手法が採用されている。特許文献２には、ＳＲＡＭの複数のメモリセルアレイの間
に小センスアンプを配置する場合、ダミーメモリセルを設けることなく面積削減が可能な
半導体記憶装置が開示されている。特許文献２の技術によれば、メモリセルのトランジス
タ配置をそのまま利用して小センスアンプを構成することができる。特許文献３には、Ｄ
ＲＡＭのメモリセルのキャパシタを電源配線の平滑容量として利用し、他の平滑容量確保
のための面積を削減可能な半導体装置が開示されている。特許文献３の技術によれば、メ
モリセルアレイの一部の領域にあるメモリセルを並列に接続し、選択トランジスタを常時
オンに制御することで平滑容量を実現している。特許文献４には、メモリセルアレイにダ
ミーセルを設け、それを読み出し動作に用いる技術が開示されている。特許文献４の技術
によれば、通常セルと同じ構造のキャパシタによりダミーセルを形成し、制御用の書き込
みＭＯＳトランジスタを追加するだけで通常セルのレイアウトを利用可能となっている。
【特許文献１】特開平７－１２２６５４号公報
【特許文献２】特開２００１－１４８６１号公報
【特許文献３】特開２００３－３３２５３２号公報
【特許文献４】特開２００５－５１０４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＤＲＡＭのメモリセルを微細化するには、選択トランジスタとして縦型トランジスタの
構造を採用したメモリセルを形成することが望ましい。一般に、このようなメモリセルで
は、キャパシタを縦型トランジスタの上方に形成するとともに、ビット線を縦型トランジ
スタの下方に配置する埋め込みビット線構造が採用される。また、ＤＲＡＭの周辺回路で
は、特にメモリセルアレイに隣接配置されるセンスアンプの占める面積が支配的である。
しかしながら、ＤＲＡＭにおいて、縦型トランジスタの構造を採用したメモリセルアレイ
と、センスアンプ回路等を含む周辺回路を前提とした場合、上記従来の技術はいずれも適
用困難である。
【０００５】
　まず、特許文献１に開示された技術は、プレーナ型のＭＯＳトランジスタを用いたメモ
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リセルに適用する場合を前提とするので、縦型トランジスタの構造には適用できない。ま
た、特許文献２に開示された技術は、ＳＲＡＭのメモリセルアレイに対してのみ適用可能
であるため、ＤＲＡＭのメモリセルアレイに対しては適用できない。また、特許文献３に
開示された技術は、センスアンプを構成するトランジスタには適用できない。また、特許
文献４に開示された技術は、ダミーセルに対してのみ適用可能であり、センスアンプを構
成するトランジスタには適用できない。以上のように、上記の従来技術によれば、ＤＲＡ
Ｍのメモリセルに縦型トランジスタを用い、それをセンスアンプに含まれるトランジスタ
に対して適用し、チップ面積を削減する目的を達成できないという問題がある。
【０００６】
　そこで、本発明はこれらの問題を解決するためになされたものであり、メモリセルの選
択トランジスタとして縦型トランジスタの構造を採用してメモリセルアレイを構成し、縦
型トランジスタの一部を周辺回路の構成要素として利用することでチップ面積を削減可能
な半導体記憶装置を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の半導体記憶装置は、複数のワード線と、前記複数
のワード線と交差する複数のビット線と、前記複数のワード線と前記複数のビット線の交
点に配置された複数のメモリセルを有する半導体記憶装置であって、下部電極が前記ビッ
ト線に接続される複数の縦型トランジスタが所定のピッチで規則的な配置で形成され、少
なくとも前記縦型トランジスタからなる前記複数のメモリセルを含むメモリセルアレイ領
域と、前記メモリセルアレイ領域に対しビット線延伸方向に隣接配置される周辺回路領域
と、前記周辺回路領域と前記メモリセルアレイ領域に跨って構成される所定の回路とを備
え、前記メモリセルアレイ領域のうち前記ワード線が設けられない端部領域に、上部電極
が前記所定の回路に接続される前記縦型トランジスタが含まれることを特徴としている。
【０００８】
　本発明の半導体記憶装置によれば、メモリセルアレイ領域のうち、ワード線とビット線
の交点には縦型トランジスタからなる複数のメモリセルが配置される一方、ワード線が設
けられない端部領域の同様の縦型トランジスタは、周辺回路領域とメモリセルアレイ領域
に跨る所定の回路に接続される。所定の回路を周辺回路領域のみに形成する場合は、トラ
ンジスタのサイズが大きくなり、かつ不規則な配置となるので、面積の増加が避けられな
いのに対し、本発明では所定の回路の一部を、メモリセルアレイと同様にサイズが小さく
高密度に配置可能な縦型トランジスタを利用して構成することができる。よって、所定の
回路の専有面積を確実に削減して、チップ面積の小さい半導体記憶装置を実現することが
できる。
【０００９】
　本発明において、前記端部領域に、上部電極が前記周辺回路領域内部のトランジスタに
接続される前記縦型トランジスタを含めて構成してもよい。また、本発明において、前記
端部領域に、上部電極が前記周辺回路領域内部に延伸される配線に接続される前記縦型ト
ランジスタを含めて構成してもよい。
【００１０】
　本発明において、前記メモリセルである前記縦型トランジスタは、上部電極が電荷量に
応じて情報を保持可能なキャパシタの蓄積電極に接続され、ゲート電極が前記ワード線に
接続されるように構成してもよい。また、本発明において、前記メモリセルである前記縦
型トランジスタは、上部電極が抵抗状態に応じて情報を保持可能な可変抵抗素子の一端に
接続され、ゲート電極が前記ワード線に接続されるように構成してもよい。
【００１１】
　本発明において、前記所定の回路は、前記メモリセルから前記ビット線を介して読み出
された信号を増幅するセンスアンプ回路を含めて構成してもよい。
【００１２】
　本発明において、前記ビット線を階層構造に対応するローカルビット線とし、前記セン
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スアンプ回路を、前記ローカルビット線を介して読み出された信号を増幅するローカルセ
ンスアンプ回路とし、前記複数のワード線と交差する複数のグローバルビット線と、前記
ローカルセンスアンプ回路から前記グローバルビット線を経由して伝送される信号を増幅
するグローバルセンスアンプ回路をさらに備えた構成としてもよい。
【００１３】
　一方、本発明において、前記ビット線を、階層構造に対応するローカルビット線とし、
前記複数のワード線と交差する複数のグローバルビット線と、前記メモリセルから前記ロ
ーカルビット線及び前記グローバルビット線を経由して伝送される信号を増幅するセンス
アンプ回路をさらに備えた構成とし、前記所定の回路は、前記ローカルビット線と前記グ
ローバルビット線を選択的に接続する接続回路を含めて構成してもよい。
【００１４】
　本発明において、前記所定の回路は、前記ビット線を所定の電位にプリチャージするプ
リチャージ回路を含めて構成してもよい。
【００１５】
　本発明において、前記端部領域に、前記所定の回路に含まれない前記縦型トランジスタ
をダミートランジスタとして配置してもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、縦型トランジスタを含む埋め込みビット線構造のメモリセルによりメ
モリセルアレイを構成する場合、メモリセルアレイのうち周辺回路に近接する端部領域に
含まれる縦型トランジスタを周辺回路の構成要素として利用することができる。周辺回路
領域のみにセンスアンプ等の周辺回路を構成する場合と比べ、小さいサイズの縦型トラン
ジスタをメモリセルと同様のピッチで高密度に配置でき、全体的にチップ面積を削減する
ことができる。
【００１７】
　また、上記の縦型トランジスタは下部電極にビット線が接続される構造であり、例えば
、周辺回路のトランジスタとビット線を接続するためのコンタクトを設ける必要がなくな
るので、その分だけ製造工程を簡単にして製造コストの低減に有効である。
【００１８】
　さらに、メモリセルアレイ領域のうち、周辺回路領域に近接する端部領域の縦型トラン
ジスタを周辺回路の構成要素として利用するので、通常はリソグラフィー精度向上の目的
で端部領域に設けられるダミートランジスタを廃止ないし削減でき、チップ面積を削減す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。本実施形態では、デー
タを記憶するメモリセルアレイとその周辺回路に関し、その階層構造と回路構成が異なる
２つの実施形態をそれぞれ説明する。
【００２０】
［第１実施形態］
　本発明の第１実施形態について説明する。第１実施形態は、半導体記憶装置としてのＤ
ＲＡＭに対し本発明を適用したものであり、メモリセルの選択トランジスタとして縦型Ｍ
ＯＳトランジスタを採用したメモリセルアレイが構成される。第１実施形態のメモリセル
アレイの構成について図１を参照して説明する。図１（Ａ）に示すように、第１実施形態
のメモリセルアレイは、メモリセルアレイ領域１０に複数のワード線ＷＬとそれに交差す
る複数のローカルビット線ＬＢＬが配置され、その交点に形成された多数のメモリセルＭ
Ｃ（白丸で表記）から構成される。例えば、メモリセルアレイ領域１０に、Ｍ本のローカ
ルビット線ＬＢＬとＮ本のワード線ＷＬが配置されている場合は、全部でＭ×Ｎ個のメモ
リセルＭＣが配置され、Ｍ×Ｎビットの記憶容量を有するメモリセルアレイを構成するこ
とができる。なお、メモリセルアレイ領域１０において、ワード線ＷＬが配置されない端
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部領域にも縦型トランジスタが配置されるが、詳細は後述する。
【００２１】
　メモリセルアレイ内の各々のメモリセルＭＣは、図１（Ｂ）に示すように、１Ｔ１Ｃ型
メモリセル（１つのトランジスタと１つのキャパシタから構成）となっている。メモリセ
ルＭＣの選択トランジスタＱ０は、シリコンピラーを用いて形成された縦型ＭＯＳトラン
ジスタであり、その上方（紙面下側）にキャパシタＣ０が配置されている。選択トランジ
スタＱ０は、シリコンピラー下端の下部ソース・ドレイン電極Ｅ１が下方（紙面上側）の
ローカルビット線ＬＢＬに接続され、シリコンピラー上端の上部ソース・ドレイン電極Ｅ
２がキャパシタＣ０の蓄積電極に接続され、ゲート電極がワード線ＷＬに接続されている
。また、キャパシタＣ０の対向電極は共通電極Ｅ３に接続されている。
【００２２】
　次に、第１実施形態のＤＲＡＭの全体構成について図２を参照して説明する。図２にお
いて、ＤＲＡＭのチップ内領域は、メモリセルアレイ領域１０と周辺回路領域１１に区分
され、それぞれビット線延伸方向に隣接して交互に配置されている。各々のメモリセルア
レイ領域１０には、図１のメモリセルアレイが構成される。また、各々の周辺回路領域１
１には、メモリセルアレイに付随する複数のローカルセンスアンプ（ＬＳＡ）２０、２１
が配置されるとともに、ローカルセンスアンプ２０、２１が部分的にメモリセルアレイ領
域１０の端部領域に跨って配置される。
【００２３】
　図２の中央に配置された共有型のローカルセンスアンプ２０は、両側のメモリセルアレ
イに共有され、両側のメモリセルアレイ内の２本のローカルビット線ＬＢＬが選択的に接
続される。また、図２の両端に配置されたローカルセンスアンプ２１は、隣接する１つの
メモリセルアレイにのみ従属し、対応する１本のローカルビット線ＬＢＬが接続される。
それぞれのローカルセンスアンプ２０、２１は、ローカルビット線ＬＢＬを経由して伝送
されるメモリセルＭＣの信号を読み出し増幅する。なお、メモリセルアレイ内に配置され
るローカルビット線ＬＢＬは、左側のローカルセンスアンプ２０又は２１と右側のローカ
ルセンスアンプ２０又は２１に交互に接続される。
【００２４】
　一方、図２の構成の両端に配置された複数のグローバルセンスアンプ（ＧＳＡ）２２に
は、メモリセルアレイの上述のローカルビット線ＬＢＬと並行して２つのメモリセルアレ
イに跨って配置されるグローバルビット線ＧＢＬが接続されている。それぞれのグローバ
ルセンスアンプ２２は、ローカルセンスアンプ２０、２１により増幅された信号を、グロ
ーバルビット線ＧＢＬを経由して読み出し増幅・保持する。グローバルセンスアンプ２２
としては、図示しない一般的な増幅回路が構成され、図示しない入出力線を経由して外部
との間でデータを入出力する。なお、複数のグローバルビット線ＧＢＬは、左側又は右側
のグローバルセンスアンプ２２に交互に接続される。
【００２５】
　このように、第１実施形態は、上述のような階層構造を有するメモリセルアレイが構成
されている。図２の例では、２本のローカルビット線ＬＢＬを選択的に１本のグローバル
ビット線ＧＢＬと接続できるので、ローカルビット線ＬＢＬのメモリセル数を削減するこ
とができる。なお、図２では、２つのメモリセルアレイ領域１０と３つの周辺回路領域１
１に区分された例を示したが、これに限られず、より多くのメモリセルアレイ領域１０及
び周辺回路領域１１に区分してもよい。例えば、Ｌ個のメモリセルアレイ領域１０に区分
する場合は、各メモリセルアレイ領域１０に挟まれたＬ－１個の周辺回路領域１１と、両
端の２つの周辺回路領域１１が配置される。この場合、Ｌ本のローカルビット線ＬＢＬを
選択的に１本のグローバルビット線ＧＢＬと接続でき、Ｌを大きくすることによりローカ
ルビット線ＬＢＬのメモリセル数を一層削減することができる。
【００２６】
　次に、図２のメモリアレイ領域１０及び周辺回路領域１１における具体的な回路構成と
動作について図３を参照して説明する。図３では、図２において隣接する２本のグローバ



(7) JP 2009-59735 A 2009.3.19

10

20

30

40

50

ルビット線ＧＢＬ及び対応する２本のローカルビット線ＬＢＬを含む範囲の単位回路に着
目し、その回路構成を示している。各メモリセルアレイ内にＭ本のローカルビット線ＬＢ
Ｌが配置される場合、１つのローカルセンスアンプ２０と両端の２つのローカルセンスア
ンプ２１をそれぞれ含むＭ／２個の単位回路が繰り返し配置されるが、図３では両端の２
つの単位回路の回路構成のみを示している。なお、図３において、右端の周辺回路領域１
１及び両端の各グローバルセンスアンプ２２は図示を省略している。
【００２７】
　図３において、中央のローカルセンスアンプ２０（図２）は、周辺回路領域１１に設け
られたＭＯＳトランジスタＱ１、Ｑ２と、左側に隣接するメモリセルアレイ領域１０の端
部領域に設けられたＭＯＳトランジスタＱ３、Ｑ４と、右側に隣接するメモリセルアレイ
領域１０の端部領域に設けられたＭＯＳトランジスタＱ５、Ｑ６により構成される。なお
、ＭＯＳトランジスタＱ１～Ｑ６はいずれもＮチャネル型のＭＯＳトランジスタである。
【００２８】
　ＭＯＳトランジスタＱ１は、グローバルビット線ＧＢＬとグランドの間に接続され、ゲ
ートがＭＯＳトランジスタＱ３又はＱ５を介してローカルビット線ＬＢＬに接続される。
ＭＯＳトランジスタＱ２は、ＭＯＳトランジスタＱ１のゲート（ローカルビット線ＬＢＬ
）とグランドの間に接続され、ゲートにプリチャージ信号ＰＣ１が印加される。ローカル
センスアンプ２０の増幅動作時は、ローカルビット線ＬＢＬに読み出された任意のメモリ
セルＭＣの信号がＭＯＳトランジスタＱ１で増幅され、その反転信号がグローバルビット
線ＧＢＬに出力される。また、ローカルセンスアンプ２０のプリチャージ動作時は、ハイ
に制御されるプリチャージ信号ＰＣ１を受けて、ＭＯＳトランジスタＱ２を介してローカ
ルビット線ＬＢＬがグランドレベルにプリチャージされる。
【００２９】
　左側のメモリセルアレイ領域１０のＭＯＳトランジスタＱ３は、各々のローカルビット
線ＬＢＬに直列に挿入され、ゲートに制御信号ＲＴ０Ｒが印加される。また、右側のメモ
リセルアレイ領域１０のＭＯＳトランジスタＱ５は、各々のローカルビット線ＬＢＬに直
列に挿入され、ゲートに制御信号ＲＴ１Ｌが印加される。ローカルセンスアンプ２０の読
み出し対象のメモリセルＭＣが、左側メモリセルアレイ領域１０に属するときは制御信号
ＲＴ０Ｒがハイ、制御信号ＲＴ１Ｌがローに制御される。一方、ローカルセンスアンプ２
０の読み出し対象のメモリセルＭＣが、右側メモリセルアレイ領域１０に属するときは制
御信号ＲＴ０Ｒがロー、制御信号ＲＴ１Ｌがハイに制御される。このように、両側の２本
のローカルビット線ＬＢＬのうちの一方を、選択的にＭＯＳトランジスタＱ１に接続する
ことができる。
【００３０】
　左側のメモリセルアレイ領域１０のＭＯＳトランジスタＱ４は、グローバルビット線Ｇ
ＢＬとローカルビット線ＬＢＬの間に接続され、ゲートに制御信号ＷＴ０Ｒが印加される
。また、右側のメモリセルアレイ領域１０のＭＯＳトランジスタＱ６は、グローバルビッ
ト線ＧＢＬとローカルビット線ＬＢＬの間に接続され、ゲートに制御信号ＷＴ１Ｌが印加
される。制御信号ＷＴ０Ｒがハイに制御されると、グローバルビット線ＧＢＬから左側の
メモリセルアレイ領域１０のローカルビット線ＬＢＬを経由して、所定のメモリセルＭＣ
にデータが書き込まれる。一方、制御信号ＷＴ１Ｌがハイに制御されると、グローバルビ
ット線ＧＢＬから右側のメモリセルアレイ領域１０のローカルビット線ＬＢＬを経由して
、所定のメモリセルＭＣにデータが書き込まれる。
【００３１】
　メモリセルアレイ領域１０には、中央領域に図１と同様のメモリセルＭＣが配置される
とともに、端部領域にローカルセンスアンプ２０のＭＯＳトランジスタＱ３、Ｑ４、Ｑ５
、Ｑ６が配置される。第１実施形態では、これらのＭＯＳトランジスタＱ３～Ｑ６がメモ
リセルＭＣの選択トランジスタＱ０と同一の配置及び同一の形状の縦型ＭＯＳトランジス
タで形成される。これに対し、周辺回路領域１１内のＭＯＳトランジスタＱ１、Ｑ２は駆
動能力が要求されるので、選択トランジスタＱ０より大きなサイズで形成される。
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【００３２】
　また、メモリセルアレイ領域１０の端部領域において、ＭＯＳトランジスタＱ３～Ｑ６
が形成されない位置には、ダミートランジスタ（黒丸で表記）ＤＴが配置されている。こ
れらのダミートランジスタＤＴは、選択トランジスタＱ０と同様の縦型トランジスタで形
成されるが、実際の動作には用いられない。図３に示すように、メモリセルＭＣの配置に
あわせて、ＭＯＳトランジスタＱ３～Ｑ６とダミートランジスタＤＴを規則的に配置する
ことにより、リソグラフィー精度の向上の効果がある。
【００３３】
　一方、図３の左側のローカルセンスアンプ２１（図２）は、周辺回路領域１１に設けら
れたＭＯＳトランジスタＱ１、Ｑ２と、隣接するメモリセルアレイ領域１０の端部領域に
設けられたＭＯＳトランジスタＱ５、Ｑ６により構成される。また、図示されない右側の
ローカルセンスアンプ２１は、周辺回路領域１１に設けられたＭＯＳトランジスタＱ１、
Ｑ２と、隣接するメモリセルアレイ領域１０の端部領域に設けられたＭＯＳトランジスタ
Ｑ３、Ｑ４により構成される。このように、両側のローカルセンスアンプ２１については
、中央のローカルセンスアンプ２０のうち一対のＭＯＳトランジスタＱ３、Ｑ４又は一対
のＭＯＳトランジスタＱ５、Ｑ６のいずれかのみが付随する。
【００３４】
　次に、第１実施形態のＤＲＡＭのレイアウトについて図４～図１１を参照して説明する
。以下では、１つの周辺回路領域１１とその両側の２つのメモリセルアレイ領域１０の一
部の範囲内で、プロセス工程順に下層側からレイアウトパターンを示すものとする。
【００３５】
　図４は、縦型の選択トランジスタＱ０の下方において、ｎ型不純物を用いて形成される
下部ｎ＋拡散層のレイアウトパターンを示している。両側のメモリセルアレイ領域１０で
は、ストライプ状の下部ｎ＋拡散層が複数のローカルビット線ＬＢＬのパターンを構成す
る。また、中央の周辺回路領域１１では、矩形状の下部ｎ＋拡散層が接地電位ＶＳＳのパ
ターンを構成する。この接地電位ＶＳＳは、図３のＭＯＳトランジスタＱ１、Ｑ２のソー
スに接続される。なお、図４では、簡単のため８本のローカルビット線ＬＢＬのみを示し
、以下の図５～１１でも同様とする。
【００３６】
　図５は、図４の下部ｎ＋拡散層の上部に多数のシリコンピラーを形成した状態のレイア
ウトパターンを示している。両側のメモリセルアレイ領域１０では、複数のシリコンピラ
ーがローカルビット線ＬＢＬに沿って所定のピッチで規則的に形成される。これらのシリ
コンピラーは、図３のメモリセルＭＣ、ＭＯＳトランジスタＱ３～Ｑ６、ダミートランジ
スタＤＴに対応して配置される。一方、中央の周辺回路領域１１では、図３のＭＯＳトラ
ンジスタＱ１、Ｑ２に対応して、より大きなサイズのシリコンピラーが形成される。
【００３７】
　図６は、図５の各々のシリコンピラーの周囲にポリシリコンを形成した状態のレイアウ
トパターンを示している。これらのポリシリコンは縦型ＭＯＳトランジスタのゲート電極
ＧＥとなる。図６に示されるように、両側のメモリセルアレイ領域１０では、ポリシリコ
ンがワード線ＷＬの延伸方向に沿って連続的に形成され配線を形成している。中央の周辺
回路領域１１に近い列から、制御信号ＲＴ０Ｒ又はＲＴ１Ｌの配線、制御信号ＷＴ０Ｒ又
はＷＴ１Ｌの配線、ワード線ＷＬ３１、ＷＬ３０、ＷＬ２９又はＷＬ０、ＷＬ１、ＷＬ２
の順で配置されている。一方、中央の周辺回路領域１１では、ＭＯＳトランジスタＱ１の
周囲及びＭＯＳトランジスタＱ２の周囲に形成されたポリシリコンがそれぞれのゲート電
極ＧＥとなるトランジスタＱ２のゲート電極ＧＥはプリチャージ信号ＰＣ１の配線を形成
する。
【００３８】
　図７は、縦型ＭＯＳトランジスタの上部にそれぞれコンタクトを形成した状態のレイア
ウトパターンを示している。両側のメモリセルアレイ領域１０では、選択トランジスタＱ
０及びＭＯＳトランジスタＱ３～Ｑ６の上部ソース・ドレイン電極Ｅ２（図１（Ｂ））の
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位置にコンタクトが形成され、それぞれコンタクト電極ＣＥとなる。なお、ダミートラン
ジスタＤＴの位置にコンタクトは形成されない。一方、中央の周辺回路領域１１では、Ｍ
ＯＳトランジスタＱ１、Ｑ２のソース・ドレイン電極及びＭＯＳトランジスタＱ１のゲー
ト電極ＧＥの位置にコンタクトが形成され、それぞれコンタクト電極ＣＥとなる。
【００３９】
　図８は、図７の状態から上部に第１配線層を形成した状態のレイアウトパターンを示し
ている。第１配線層には、ＭＯＳトランジスタＱ１、Ｑ２の各コンタクト電極ＣＥとＭＯ
ＳトランジスタＱ３、Ｑ５の各コンタクト電極ＣＥにそれぞれの上部に接触する配線Ｌ１
が形成される。この配線Ｌ１は、図３のＭＯＳトランジスタＱ１のゲートに接続されるロ
ーカルビット線ＬＢＬの部分に相当する。
【００４０】
　図９は、メモリセルアレイ領域１０の各メモリセルＭＣの上方に誘電体膜を挟んでキャ
パシタＣ０の共通電極Ｅ３（図１（Ｂ））を形成した状態のレイアウトパターンを示して
いる。なお、メモリセルアレイ領域１０のうちメモリセルＭＣが配置されない端部領域に
は共通電極Ｅ３が形成されない。
【００４１】
　図１０は、コンタクト電極ＣＥの上部にさらにビアを形成した状態のレイアウトパター
ンを示している。両側のメモリセルアレイ領域１０のＭＯＳトランジスタＱ４、Ｑ６の位
置と、中央の周辺回路領域１１のＭＯＳトランジスタＱ１の位置にそれぞれビアが形成さ
れ、そこにプラグ電極ＰＥが埋め込まれる。よって、ＭＯＳトランジスタＱ４、Ｑ６のソ
ースとＱ１のドレインがコンタクト電極ＣＥを介してプラグ電極ＰＥに接続される。
【００４２】
　図１１は、図１０のビアの上部に第２配線層を形成した状態のレイアウトパターンを示
している。第２配線層には、メモリセルアレイ領域１０と周辺回路領域１１に跨って並列
配置される複数のグローバルビット線ＧＢＬがストライプ状に形成され、各々のプラグ電
極ＰＥの上部にグローバルビット線ＧＢＬが接触する配置となっている。メモリセルアレ
イ領域１０には、３２本のワード線ＷＬ０～ＷＬ３１が配置され、それに交差するローカ
ルビット線ＬＢＬとの全ての交点にメモリセルが形成されている。
【００４３】
　以上のように、図４～図１１に示されるレイアウトを採用することにより、ローカルセ
ンスアンプ２０のうち、ＭＯＳトランジスタＱ１、Ｑ２のみを周辺回路領域１１に配置し
つつ、他のＭＯＳトランジスタＱ３～Ｑ６をメモリセルアレイ領域１０の端部領域に配置
することが可能となる。第１実施形態によれば、ＭＯＳトランジスタＱ３～Ｑ６のサイズ
は、周辺回路領域１１に配置する場合に比べ、メモリセルＭＣと同様のサイズで済むため
、十分に小さくなる。よって、全体のチップ面積を削減することができる。また、ＭＯＳ
トランジスタＱ３～Ｑ６を周辺回路領域１１のＭＯＳトランジスタＱ１、Ｑ２に接続する
場合、コンタクト（図７）及び配線Ｌ１（図８）を形成すればよいので、複雑な工程は不
要であり製造コストを削減することができる。
【００４４】
　ここで、第１実施形態の変形例について図１２を参照して説明する。上述の説明では、
半導体記憶装置としてのＤＲＡＭに対し本発明を適用する場合を説明したが、本変形例で
は不揮発性半導体記憶装置としてのＰＲＡＭ（Phase-Change Random Access Memory）に
対し本発明を適用する。図１２（Ａ）に示すように、本変形に係るメモリセルアレイは、
図１（Ａ）と同様に構成される。一方、メモリセルアレイ内のワード線ＷＬとローカルビ
ット線ＬＢＬの交点に形成されるＰＲＡＭ用のメモリセルＭＣの回路構成を図１２（Ｂ）
に示している。
【００４５】
　図１２（Ｂ）において、本変形例のメモリセルＭＣは、１Ｔ１Ｒ型のメモリセル（１つ
のトランジスタと１つの抵抗素子から構成）となっている。メモリセルＭＣの選択トラン
ジスタＱ０は、図１と同様、縦型ＭＯＳトランジスタであり、その上方に可変抵抗素子Ｒ
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０が配置されている。選択トランジスタＱ０は、下部ソース・ドレイン電極Ｅ１が下方の
ローカルビット線ＬＢＬに接続され、上部ソース・ドレイン電極Ｅ２が可変抵抗素子Ｒ０
の一端の電極に接続され、ゲート電極がワード線ＷＬに接続されている。また、可変抵抗
素子Ｒ０の他端の電極は共通電極Ｅ３に接続されている。この可変抵抗素子Ｒ０を加熱す
ることにより抵抗状態を２通り変化させ、各メモリセルＭＣに情報を書き換え可能に記憶
保持することができる。
【００４６】
　上記の変形例を採用する場合であっても、図２～図１１に基づく構成は概ね共通してい
る。なお、図９においては、共通電極Ｅ３の下部に可変抵抗素子Ｒ０として機能する相変
化層が形成される。
【００４７】
［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。第２実施形態は、半導体記憶装置とし
てのＤＲＡＭに対し本発明を適用し、かつメモリセルの選択トランジスタとして縦型ＭＯ
Ｓトランジスタを採用した点では第１実施形態と同様であるが、メモリセルアレイの階層
構造が第１実施形態とは異なっている。なお、図１のメモリセルアレイの構成については
、第２実施形態も同様であるので説明を省略する。
【００４８】
　第２実施形態のＤＲＡＭの全体構成について図１３を参照して説明する。図１３におい
ては、図２の場合と同様、ＤＲＡＭのチップ内領域がメモリセルアレイ領域３０と周辺回
路領域３１に区分されている。各々のメモリセルアレイ領域３０には、図１のメモリセル
アレイが構成される。一方、メモリセルアレイ領域３０及び周辺回路領域３１には、図２
に示すローカルセンスアンプ２０、２１は配置されていない。図１２では、図２のグロー
バルセンスアンプ２２と同じ位置に、グローバルビット線ＧＢＬが接続された複数のセン
スアンプ（ＳＡ）４０が配置されている。また、ローカルビット線ＬＢＬとグローバルビ
ット線ＧＢＬの配置は図２と同様であるが、両者を選択的に接続するための接続回路４１
が、周辺回路領域３１を挟んでメモリセルアレイ領域３０の端部領域に配置されている。
このように、第２実施形態ではセンスアンプを階層化することなく、ローカルビット線Ｌ
ＢＬ、接続回路４１、グローバルビット線ＧＢＬを経由してセンスアンプ４０による増幅
が行われる。
【００４９】
　次に、図１３のメモリアレイ領域３０及び周辺回路領域３１における具体的な回路構成
と動作について図１４を参照して説明する。図１４では、図３と同様の範囲内の単位回路
に対応する回路構成を示している。中央の接続回路４１は、左側のメモリセルアレイ領域
３０の端部領域に設けられたＭＯＳトランジスタＱ３、Ｑ４と、右側のメモリセルアレイ
領域３０の端部領域に設けられたＭＯＳトランジスタＱ５、Ｑ６から構成される。これら
のＭＯＳトランジスタＱ３～Ｑ６の接続は、図３に示すＭＯＳトランジスタＱ３～Ｑ６と
同様であり、メモリセルＭＣの選択トランジスタＱ０と同一の配置及び同一の形状で縦型
ＭＯＳトランジスタが形成される。メモリセルアレイ領域３０におけるダミートランジス
タＤＴについても図３と同様である。
【００５０】
　一方、図１４では、図３とは異なり、左側のＭＯＳトランジスタＱ３と右側のＭＯＳト
ランジスタＱ５が周辺回路領域３１において直結され、両者の接続ノードがグランドに接
続されている。プリチャージ動作時は、プリチャージ信号ＰＣ０、ＰＣ１をハイに制御し
、ＭＯＳトランジスタＱ３、Ｑ５を介してローカルビット線ＬＢＬがグランドレベルにプ
リチャージされる。また、ＭＯＳトランジスタＱ３又はＱ５がオフの状態で、選択信号Ｔ
Ｒ０又はＴＲ１をハイに制御することにより、ＭＯＳトランジスタＱ４又はＱ６を介して
いずれかのローカルビット線ＬＢＬが選択的にグローバルビット線ＧＢＬに接続される。
【００５１】
　図１４において、左側の接続回路４１（図１３）は、ＭＯＳトランジスタＱ５、Ｑ６に
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より構成され、右側の接続回路４１は、ＭＯＳトランジスタＱ３、Ｑ４により構成される
。このように、両側の接続回路４１については、隣接する一方のメモリセルアレイ領域３
０との間を接続する一対のＭＯＳトランジスタＱ５、Ｑ６（又はＱ３、Ｑ４）のみが付随
する。
【００５２】
　次に、第２実施形態のＤＲＡＭのレイアウトについて図１５～図２２を参照して説明す
る。以下では、第１実施形態の図４～図１１に対応する範囲内で、プロセス工程順に下層
側からレイアウトパターンを示すものとする。
【００５３】
　図１５は、縦型の選択トランジスタＱ０の下方において、ｎ型不純物を用いて形成され
る下部ｎ＋拡散層のレイアウトパターンを示している。両側のメモリセルアレイ領域３０
は、図４と同様のパターンで複数のローカルビット線ＬＢＬが構成される。一方、中央の
周辺回路領域３１には、ＭＯＳトランジスタを設ける必要がないため、下部ｎ＋拡散層が
形成されない。
【００５４】
　図１６は、図１５の下部ｎ＋拡散層の上部に多数のシリコンピラーを形成した状態のレ
イアウトパターンを示している。両側のメモリセルアレイ領域３０では、複数のシリコン
ピラーが図５と同様のパターンで形成される。これらのシリコンピラーは、図１４のメモ
リセルＭＣ、ＭＯＳトランジスタＱ３～Ｑ６、ダミートランジスタＤＴに対応して配置さ
れる。一方、中央の周辺回路領域３１には、シリコンピラーが形成されない。
【００５５】
　図１７は、図１６の各々のシリコンピラーの周囲にポリシリコンを形成した状態のレイ
アウトパターンを示している。これらのポリシリコンは、図６と同様のパターンで形成さ
れ、縦型ＭＯＳトランジスタのゲート電極ＧＥとなる。また、中央の周辺回路領域３１に
近い列から、プリチャージ信号ＰＣ０、ＰＣ１配線、選択信号ＴＲ０、ＴＲ１の配線、ワ
ード線ＷＬ３１、ＷＬ３０、ＷＬ２９又はＷＬ０、ＷＬ１、ＷＬ２の順で配置されている
。一方、中央の周辺回路領域３１には、ポリシリコンが形成されない。
【００５６】
　図１８は、縦型ＭＯＳトランジスタの上部にそれぞれコンタクトを形成した状態のレイ
アウトパターンを示している。両側のメモリセルアレイ領域３０では、図７と同様の位置
にコンタクトが形成され、それぞれコンタクト電極ＣＥとなる。一方、中央の周辺回路領
域３１には、コンタクトが形成されない。
【００５７】
　図１９は、図１８の状態から上部に第１配線層を形成した状態のレイアウトパターンを
示している。第１配線層には、中央の周辺回路領域３１の全体に配置される接地電位ＶＳ
Ｓの配線が形成され、この配線が分岐して、両側のメモリセルアレイ領域３０のＭＯＳト
ランジスタＱ３、Ｑ５のコンタクト電極ＣＥの上部に接続されている。
【００５８】
　図２０は、メモリセルアレイ領域３０の各メモリセルＭＣの上方に、図９と同様の配置
でキャパシタＣ０の共通電極Ｅ３を形成した状態のレイアウトパターンを示している。
【００５９】
　図２１は、コンタクト電極ＣＥの上部にさらにビアを形成した状態のレイアウトパター
ンを示している。この場合、図１０とは異なり、両側のメモリセルアレイ領域３０のＭＯ
ＳトランジスタＱ４、Ｑ６の位置にのみビアが形成され、中央の周辺回路領域３１にはビ
アが形成されない。それぞれのビアにはプラグ電極ＰＥが埋め込まれ、ＭＯＳトランジス
タＱ４、Ｑ６のソースがコンタクト電極ＣＥを介してプラグ電極ＰＥに接続される。
【００６０】
　図２２は、図２１のビアの上部に第２配線層を形成した状態のレイアウトパターンを示
している。第２配線層には、図１１と同様のパターンで複数のグローバルビット線ＧＢＬ
が形成され、各々のプラグ電極ＰＥの上部に接続されている。
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【００６１】
　以上のように、図１５～図２２に示されるレイアウトを採用することにより、接続回路
４１のＭＯＳトランジスタＱ３～Ｑ６をメモリセルアレイ領域３０の端部領域に配置し、
周辺回路領域３１には接地電位ＶＳＳの配線のみを配置することができる。第２実施形態
によれば、第１実施形態の場合と同様、ＭＯＳトランジスタＱ３～Ｑ６のサイズを小さく
し、全体のチップ面積の削減と製造コストの削減が可能となる。この場合、センスアンプ
回路が階層化されていないため、第１実施形態よりも一層チップ面積を削減することがで
きる。
【００６２】
　なお、第２実施形態の場合も、第１実施形態の図１２に示す変形例を採用することがで
きる。よって、不揮発性半導体記憶装置としてのＰＲＡＭに対しても、上述の効果を得る
ことができる。
【００６３】
　以上、本実施形態に基づき本発明の内容を具体的に説明したが、本発明は上述の実施形
態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々の変更を施すことができ
る。例えば、周辺回路領域１１（３１）及びメモリセルアレイ領域１０（３０）に跨って
構成されるのは、ローカルセンスアンプ２０、２１あるいは接続回路４１に限られず、Ｍ
ＯＳトランジスタを用いて構成可能な所定の回路に対して広く本発明を適用することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】第１実施形態のメモリセルアレイの構成を示す図である。
【図２】第１実施形態のＤＲＡＭの全体構成を示す図である。
【図３】図２のメモリアレイ領域及び周辺回路領域の具体的な回路構成を示す図である。
【図４】第１実施形態のＤＲＡＭのレイアウトのうち、下部ｎ＋拡散層のレイアウトパタ
ーンを示す図である。
【図５】第１実施形態のＤＲＡＭのレイアウトのうち、下部ｎ＋拡散層の上部に多数のシ
リコンピラーを形成した状態のレイアウトパターンを示す図である。
【図６】第１実施形態のＤＲＡＭのレイアウトのうち、シリコンピラーの周囲にポリシリ
コンを形成した状態のレイアウトパターンを示す図である。
【図７】第１実施形態のＤＲＡＭのレイアウトのうち、縦型ＭＯＳトランジスタの上部に
それぞれコンタクトを形成した状態のレイアウトパターンを示す図である。
【図８】第１実施形態のＤＲＡＭのレイアウトのうち、図７の状態から上部に第１配線層
を形成した状態のレイアウトパターンを示す図である。
【図９】第１実施形態のＤＲＡＭのレイアウトのうち、メモリセルＭＣの上方に誘電体膜
を挟んでキャパシタＣ０の共通電極Ｅ３を形成した状態のレイアウトパターンを示す図で
ある。
【図１０】第１実施形態のＤＲＡＭのレイアウトのうち、コンタクト電極ＣＥの上部にさ
らにビアを形成した状態のレイアウトパターンを示す図である。
【図１１】第１実施形態のＤＲＡＭのレイアウトのうち、図１０のビアの上部に第２配線
層を形成した状態のレイアウトパターンを示す図である。
【図１２】第１実施形態の変形例として、不揮発性半導体記憶装置としてのＰＲＡＭに対
し本発明を適用する場合を説明する図である。
【図１３】第２実施形態のＤＲＡＭの全体構成を示す図である。
【図１４】図１３のメモリアレイ領域及び周辺回路領域の具体的な回路構成を示す図であ
る。
【図１５】第２実施形態のＤＲＡＭのレイアウトのうち、下部ｎ＋拡散層のレイアウトパ
ターンを示す図である。
【図１６】第２実施形態のＤＲＡＭのレイアウトのうち、下部ｎ＋拡散層の上部に多数の
シリコンピラーを形成した状態のレイアウトパターンを示す図である。
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【図１７】第２実施形態のＤＲＡＭのレイアウトのうち、シリコンピラーの周囲にポリシ
リコンを形成した状態のレイアウトパターンを示す図である。
【図１８】第２実施形態のＤＲＡＭのレイアウトのうち、縦型ＭＯＳトランジスタの上部
にそれぞれコンタクトを形成した状態のレイアウトパターンを示す図である。
【図１９】第２実施形態のＤＲＡＭのレイアウトのうち、図１８の状態から上部に第１配
線層を形成した状態のレイアウトパターンを示す図である。
【図２０】第２実施形態のＤＲＡＭのレイアウトのうち、メモリセルＭＣの上方に誘電体
膜を挟んでキャパシタＣ０の共通電極Ｅ３を形成した状態のレイアウトパターンを示す図
である。
【図２１】第２実施形態のＤＲＡＭのレイアウトのうち、コンタクト電極ＣＥの上部にさ
らにビアを形成した状態のレイアウトパターンを示す図である。
【図２２】第２実施形態のＤＲＡＭのレイアウトのうち、図２１のビアの上部に第２配線
層を形成した状態のレイアウトパターンを示す図である。
【符号の説明】
【００６５】
１０、３０…メモリセルアレイ領域
１１、３１…周辺回路領域
２０、２１…ローカルセンスアンプ
２２…グローバルセンスアンプ
４０…センスアンプ
４１…接続回路
ＧＢＬ…グローバルビット線
ＬＢＬ…ローカルビット線
ＷＬ…ワード線
ＭＣ…メモリセル
Ｑ０…選択トランジスタ
Ｃ０…キャパシタ
Ｅ１…下部ソース・ドレイン電極
Ｅ２…上部ソース・ドレイン電極
Ｅ３…共通電極
Ｑ１～Ｑ６…ＭＯＳトランジスタ
ＧＥ…ゲート電極
ＣＥ…コンタクト電極
ＰＥ…プラグ電極
ＰＣ…プリチャージ信号
ＲＴ、ＷＴ、ＴＲ…制御信号
ＴＲ…選択信号
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【図３】 【図４】



(15) JP 2009-59735 A 2009.3.19

【図５】 【図６】
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【図１１】 【図１２】
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