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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体層の一部に設けられた拡散領域と前記拡散領域の上に設けられたゲートとを有す
る複数のトランジスタを有する標準セルであって、
　前記複数のトランジスタのうち少なくとも一つの第１のトランジスタのゲート長が他の
トランジスタのゲート長より大きく、
　前記第１のトランジスタの両隣のトランジスタのうち少なくとも一方の第２のトランジ
スタは前記第１のトランジスタの拡散領域とは離間した拡散領域を有し、前記半導体層の
うち前記第１のトランジスタと前記第２のトランジスタとの間の上にはダミーゲートが設
けられている、標準セル。
【請求項２】
　前記第１のトランジスタの両隣のトランジスタは共に前記第２のトランジスタである、
請求項１記載の標準セル。
【請求項３】
　前記複数のトランジスタにおける前記ゲートおよび前記ダミーゲートは等間隔で配置さ
れている、請求項１または２に記載の標準セル。
【請求項４】
　半導体層の一部に設けられた拡散領域と前記拡散領域の上に設けられたゲートとを有す
る複数のトランジスタを有する標準セルであって、
　前記複数のトランジスタのうち少なくとも一つの第１のトランジスタのゲート長が他の
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トランジスタのゲート長より大きく、
　前記第１のトランジスタは、前記第１のトランジスタの両隣のトランジスタのうち少な
くとも一方の第２のトランジスタと拡散領域を共有しており、前記第２のトランジスタの
ソースおよびドレインは電源に接続されているかまたは接地されている、標準セル。
【請求項５】
　前記第２のトランジスタは常にオン状態とされている、請求項４記載の標準セル。
【請求項６】
　半導体層の一部に設けられた拡散領域と前記拡散領域の上に設けられたゲートとを有す
る複数のトランジスタを有する標準セルであって、
　前記複数のトランジスタとはゲート長の異なるトランジスタを有する第２の標準セルと
隣接し、
　隣接する前記第２の標準セルとの間にセル間ダミーゲートが設けられ、前記複数のトラ
ンジスタのうち前記セル間ダミーゲートに隣接するトランジスタの少なくとも一つである
第１のトランジスタはオフ状態とされている、標準セル。
【請求項７】
　前記複数のトランジスタのうち前記セル間ダミーゲートに隣接するトランジスタが全て
オフ状態とされている前記第１のトランジスタである、請求項６記載の標準セル。
【請求項８】
　半導体層の一部に設けられた拡散領域と前記拡散領域の上に設けられたゲートとを有す
る複数のトランジスタを有する標準セルであって、
　前記標準セルの両端にはセル間ダミーゲートが設けられ、前記複数のトランジスタのう
ち前記セル間ダミーゲートに隣接するトランジスタの少なくとも一つである第１のトラン
ジスタのソースおよびドレインは電源に接続されているか接地されている、標準セル。
【請求項９】
　前記複数のトランジスタのうち前記セル間ダミーゲートに隣接するトランジスタのソー
スおよびドレインは全て、電源に接続されているか接地されている第１のトランジスタで
ある、請求項８記載の標準セル。
【請求項１０】
　前記第１のトランジスタは全てオン状態とされている、請求項８または９記載の標準セ
ル。
【請求項１１】
　前記セル間ダミーゲートのゲート長が他のトランジスタのゲート長より大きい、請求項
６～１０のうちいずれか１項に記載の標準セル。
【請求項１２】
　前記複数のトランジスタにおける前記ゲートおよび前記セル間ダミーゲートは等間隔で
配置されている、請求項６～１０のうちいずれか１項に記載の標準セル。
【請求項１３】
　半導体層の一部に設けられた拡散領域と前記拡散領域の上に設けられたゲートとを有す
る複数のトランジスタを有する標準セルであって、
　前記複数のトランジスタは、
　ゲート長が他のトランジスタのゲート長より大きい少なくとも１つの第１のトランジス
タと、
　前記第１のトランジスタの両隣のトランジスタのうち少なくとも一方であり、前記第１
のトランジスタと拡散領域を共有する第２のトランジスタと、
　前記第１のトランジスタとは拡散領域を共有しない第３のトランジスタとを有し、
　前記第２のトランジスタのトランジスタサイズがばらついた場合に受ける影響が、前記
第３のトランジスタのトランジスタサイズがばらついた場合に受ける影響よりも小さく、
　前記第２のトランジスタは出力ピンを直接駆動しない、標準セル。
【請求項１４】
　前記第１のトランジスタの両隣に設けられた前記トランジスタは、共に前記第１のトラ
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ンジスタと拡散領域を共有している前記第２のトランジスタである、請求項１３記載の標
準セル。
【請求項１５】
　請求項１～１４のうちいずれか１項に記載の標準セルを少なくとも１つ備える、標準セ
ルライブラリ。
【請求項１６】
　請求項１～１４のうちいずれか１項に記載の標準セルを少なくとも１つ備える、半導体
集積回路。
【請求項１７】
　半導体層の一部に設けられた拡散領域と前記拡散領域の上に設けられたゲートとを有す
る複数のトランジスタを有する複数の標準セルを有する標準セルライブラリであって、
　前記複数の標準セルのうちゲート長が他のトランジスタより大きいトランジスタを含む
標準セルは全て、請求項１～１４のうちいずれか１項に記載の標準セルである、標準セル
ライブラリ。
【請求項１８】
　半導体層の一部に設けられた拡散領域と前記拡散領域の上に設けられたゲートとを有す
る複数のトランジスタを有する複数の標準セルを有する半導体集積回路であって、
　前記複数の標準セルのうちゲート長が他のトランジスタより大きいトランジスタを含む
標準セルは全て、請求項１～１４のうちいずれか１項に記載の標準セルである、半導体集
積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体集積回路に使用される標準セル、標準セルライブラリおよびそれを使
用した半導体集積回路に関し、特にそのレイアウト構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、半導体集積回路を、標準セルと呼ばれるその高さや電源配線構造が統一され
ている機能ブロックを複数組み合わせて設計することが広く行われている。
【０００３】
　近年、半導体集積回路の微細化によって、各パターンの仕上がり寸法のばらつきが問題
となってきている。特に、トランジスタのゲートの仕上がり寸法にばらつきが発生すると
、そのトランジスタ特性が大きく影響を受ける。具体的には、トランジスタのゲート長が
大きくなった場合にはトランジスタの駆動能力が低下し、ゲート長が小さくなった場合に
は駆動能力が上昇することになる。このように駆動能力が変動すると、標準セルの特性も
ばらつくこととなり、その結果、半導体集積回路の特性のばらつきが生じて、半導体集積
回路の歩留まり低下や信頼性低下へとつながる。
【０００４】
　ところで、トランジスタのゲートの仕上がり寸法がばらつくのは、ゲートのパターンの
不規則性がその一因となっている。以下に、それについて図８を参照しながら説明する。
図８は、従来の標準セルの一例を示す平面図である。図８に示すように、従来の標準セル
８００には、半導体層８０１と、半導体層８０１の一端の上に設けられた電源配線８０２
と、半導体層８０１のうち電源配線８０２と対向する一端の上に設けられた接地配線８０
３と、半導体層８０１内に設けられたｐ型拡散領域８０４, ８０５と、同じく半導体層８
０１内に設けられたｎ型拡散領域８０６, ８０７と、ｐ型拡散領域８０４, ８０５の上に
設けられたゲート８０８, ８０９, ８１０, ８１１（本明細書では拡散領域と重なった部
分のみをゲートと記述する）と、ｎ型拡散領域８０６, ８０７の上に設けられたゲート８
１２, ８１３, ８１４, ８１５とを備えている。ここで、ｐ型拡散領域８０４, ８０５と
、その上に設けられたゲート８０８, ８０９, ８１０, ８１１とは、それぞれｐチャネル
型トランジスタＴｒ８０８, Ｔｒ８０９, Ｔｒ８１０, Ｔｒ８１１を構成し、ｎ型拡散領
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域８０６, ８０７と、その上に設けられたゲート８１２, ８１３, ８１４, ８１５とは、
それぞれｎチャネル型トランジスタＴｒ８１２, Ｔｒ８１３, Ｔｒ８１４, Ｔｒ８１５と
を構成する。
【０００５】
　例えば、ｐチャネル型トランジスタＴｒ８０８とｐチャネルトランジスタＴｒ８０９と
は、その拡散領域を共有しており、トランジスタ同士の他の組み合わせにおいても拡散領
域が共有されているものがある。なお、標準セル８００内には、図示しているものの他に
も拡散領域、配線層および基板等のそれぞれを電気的に接続するためのコンタクトや、セ
ル内配線や入出力ピンが存在するが、これらは図示していない。
【０００６】
　図８に示す標準セル８００において、ｐチャネルトランジスタ８０８～８１１、ｎチャ
ネルトランジスタ８１２～８１５の各ゲートの左右方向は、具体的には下記のようになる
。
（１）                                                                          
ゲート８０８の左側（向かって左側）にはゲートが存在せず、右側（向かって右側）には
距離Ｓ１だけ離れた位置にゲート８０９が存在する。
（２）                                                                          
ゲート８０９の左右には、共に距離Ｓ１だけ離れた位置にゲート８０８, ８１０が存在す
る。
（３）                                                                          
ゲート８１０の左側には距離Ｓ１だけ離れた位置にゲート８０９が存在し、右側にはＳ２
＞Ｓ１となる距離Ｓ２だけ離れた位置にゲート８１１が存在する。
（４）                                                                          
ゲート８１１の左側のうちの上部には距離Ｓ２だけ離れた位置にゲート８１０が存在し、
左側のうちの下部にはゲートが存在せず、右側にはゲートが存在しない。
（５）                                                                          
ｎチャネルトランジスタ８１２のゲートの左側にはゲートが存在せず、右側にはＳ３＜Ｓ
１となる距離Ｓ３だけ離れた位置にゲート８１３が存在する。
（６）                                                                          
ゲート８１３の左右には、距離Ｓ３だけ離れた位置にゲート８１２, ８１４が存在する。
（７）                                                                          
ゲート８１４の左側には、距離Ｓ３だけ離れた位置にゲート８１３が存在し、右側にはＳ
４＞Ｓ２となる距離Ｓ４だけ離れた位置にゲート８１５が存在する。
（８）                                                                          
ゲート８１５の左側のうちの上部には、距離Ｓ４だけ離れた位置にゲート８１４が存在し
、左側のうちの下部にはゲートが存在せず、右側にはゲートが存在しない。
【０００７】
　このように、ゲート８０８～８１１およびゲート８１２～８１５のそれぞれの周囲の配
置は互いに異なるものであり、これが、ゲートの仕上がり寸法のばらつき、すなわち標準
セルの特性のばらつきの原因となっている。
【０００８】
　以上のような不具合を改善する従来の技術として、例えば特許文献１に示されるものが
ある。図９は、特許文献１に開示されている従来の標準セルの構造を示す平面図である。
図９に示す標準セル９００には、電源配線９０２と、電源配線９０２とは半導体層９０１
を挟んで互いに離間して設けられた接地配線９０３と、半導体層９０１内に設けられたｐ
型拡散領域９０４と、同じく半導体層９０１内に設けられたｎ型拡散領域９０５と、ｐ型
拡散領域９０４の上に設けられたゲート９０６～９１２と、ｎ型拡散領域９０５の上に設
けられたゲート９１３～９１９とが設けられている。
【０００９】
　これらのゲート９０６～９１２, ９１３～９１９のうち、ゲート９０７～９０９, ９１
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１のそれぞれは、ｐ型拡散領域９０４とｐチャネルトランジスタＴｒ９０７～Ｔｒ９０９
, Ｔｒ９１１を構成し、ゲート９１４～９１６, ９１８のそれぞれは、ｎ型拡散領域９０
５とｎチャネル型トランジスタＴｒ９１４～Ｔｒ９１６, Ｔｒ９１８を構成する。
【００１０】
　一方、ゲート９０６，９１０，９１２は、電源配線９０２の方に延長され、コンタクト
９２０，９２１，９２２によって電源配線と接続されてオフ状態となっており、ゲート９
１３，９１７，９１９は、接地配線９０３方向に延長され、コンタクト９２３，９２４，
９２５によって接地配線９０３と接続されてオフ状態となっている。
【００１１】
　図９の標準セル９００では、図８の標準セルにおいて拡散領域上のゲート間隔が不規則
であったものを等間隔にし、かつ、独立して拡散領域を設けるかわりとして、オフ状態と
なったトランジスタをゲート間隔が同じ間隔になるように導入したことにより、ゲート９
０７～９１１, ９１４～９１８のゲートは、それぞれ同じ間隔Ｓ１で他のゲートと隣接し
ている。このため、図８に示す標準セル８００と比較してゲートの不規則性が改善され、
その結果、パターンの粗密の差が小さくなるため、ゲートの仕上がり寸法のばらつきが抑
制され、標準セルの特性のばらつきが抑制されることになる。
【００１２】
　また、従来のゲートのパターンの不規則性を改善する別の技術として、特許文献２に示
されるものがある。図１０は、特許文献２に開示されている従来の標準セルの構造を示す
平面図である。図１０に示す標準セル１０００には、電源配線１００２と、電源配線１０
０２とは半導体層１００１を挟んで互いに離間して設けられた接地配線１００３と、半導
体層１００１内に設けられたｐ型拡散領域１００４, １００５と、同じく半導体層１００
１内に設けられたｎ型拡散領域１００６, １００７と、ｐ型拡散領域１００４, １００５
の上に設けられたゲート１００９～１０１１, １０１３と、ｎ型拡散領域１００６, １０
０７の上に設けられたゲート１０１６～１０１８, １０２０と、半導体層１００１の上の
うちｐ型拡散領域１００４, １００５の左右に位置する領域にそれぞれ設けられたダミー
ゲート１００８, １０１２, １０１４と、ｎ型拡散領域１００６, １００７の左右に位置
する領域にそれぞれ設けられたダミーゲート１０１５, １０１９, １０２１とが設けられ
ている。
【００１３】
　これらのゲートのうちゲート１００９～１０１１, １０１３は、ｐ型拡散領域１００４
, １００５とｐチャネルトランジスタＴｒ１００９～Ｔｒ１０１１, Ｔｒ１０１３を構成
し、ゲート１０１６～１０１８, １０２０は、ｎ型拡散領域１００６, １００７とｎチャ
ネルトランジスタＴｒ１０１６～Ｔｒ１０１８, Ｔｒ１０２０を構成する。
【００１４】
　一方、ダミーゲート１００８, １０１２, １０１４, １０１５, １０１９, １０２１は
、半導体層１００１のうち拡散領域以外の領域の上に設けられており、これらは、トラン
ジスタの動作に寄与しない。
【００１５】
　図１０の標準セル１０００では、図８の標準セルにおいて拡散領域上のゲート間隔が不
規則であったものを等間隔にし、ゲートと同じ間隔で配置するダミーゲートを設けたこと
により、ゲート１００９～１０１１, １０１３およびゲート１０１６～１０１８, １０２
０は、それぞれ同じ間隔で他のゲートと隣接している。
【００１６】
　さらに、ゲート１０１３の左側に配置されるダミーゲート１０１２のゲート幅をゲート
１０１３のゲート幅以上とすることにより、ゲート１０１３の左側には全体にわたってダ
ミー電極が距離Ｓ１だけ離間して存在することになる。これはゲート１０２０についても
同様である。これにより、ゲートの不規則性はさらに改善されており、ゲートの仕上がり
寸法のばらつきがさらに抑制され、標準セルの特性のばらつきがさらに抑制されることに
なる。
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【００１７】
　ところで、特許文献２には、従来のゲートのパターンの不規則性を改善するさらに別の
技術も開示されている。図１１は、特許文献２に開示されている従来の標準セルの構造を
示す平面図である。図１１に示す標準セルにおいて、図１０に示す標準セルと異なる点は
、ダミーゲート１１１２, １１１９のゲート長が他のゲート、ダミーゲートより大きくな
っていることである。この例においても、ゲートおよびダミーゲートの不規則性は改善さ
れているため、ゲートの仕上がり寸法のばらつきは抑制され、標準セルの特性のばらつき
が抑制されることになる。
【特許文献１】特開平９－２８９２５１号公報
【特許文献２】特開２００２－２６１２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　しかしながら、上述のように、隣接するゲート同士の間隔だけを揃えても、ゲートもし
くはダミーゲートの一部のゲート長が長いなどの不規則性がある場合には、ゲートの仕上
がり寸法がばらつき、それによってトランジスタの駆動能力がばらつき、標準セルの特性
がばらつくという不具合があった。ところが、上述の従来の技術では、標準セルの機能を
構成するためのトランジスタのゲート長が他のトランジスタより大きいものが存在する場
合について述べられておらず、そのような場合における標準セルの特性のばらつきの抑制
については何ら言及されていない。
【００１９】
　ところで、ゲート長の大きなトランジスタは、そのトランジスタの駆動能力を低く抑え
たい場合などに使用されることがある。例えば、図１２（ａ）に示されるようなＡ入力と
Ｙ出力を持つ、４段のインバータ１３０１～１３０４からなる回路の標準セルにおいて、
Ａ入力からＹ出力へ比較的大きな遅延を得たい場合において、この標準セルを構成するイ
ンバーターの一部のゲート長を大きくすることがある。また、図１２（ｂ）に示されるよ
うなＡ入力を持つ、２つのインバータ１３０５, １３０６からなる回路の標準セルは、Ａ
入力の値を保持するためのバス保持機能を有するが、Ａ入力を駆動するインバータ１３０
６の駆動能力を低く抑えたい場合には、そのゲート長を大きくすることがある。また、図
１３に示されるような、データ入力Ｄ、スキャンデータ入力ＤＴ、スキャンイネーブル信
号ＮＴおよびクロック信号ＣＫを入力とし、データ出力Ｑ，スキャンデータ出力ＳＱを出
力とするフリップフロップ回路ＦＦの標準セルにおいて、この標準セルはスキャンデータ
のやりとりにおいて、他のフリップフロップと直結する場合が多く、ホールド時間違反を
起こしやすい。このホールド時間違反を抑制するため、スキャンデータ入力ＤＴからのデ
ータの取り込みや、スキャンデータ出力ＳＱへのデータの出力の遅延をかせぐために、ス
キャンデータ入力ＤＴやスキャンデータ出力ＳＱに接続されるトランジスタのゲート長を
大きくすることがある。
【００２０】
　また、一般的に標準セルはある単位長さ（グリッド）の整数倍のサイズによってその大
きさが規定される。そのような場合、標準セルの幅をグリッドの整数倍に合わせる必要が
あり、このため標準セル端に設けるダミーゲートの幅が他のゲートと異なる場合がある。
例えば図１０に示される従来の標準セル１０００の幅がグリッドの整数倍になっていない
場合には、標準セルの幅をグリッドの整数倍に拡大する必要があるが、その場合、ダミー
ゲート１００８，１００６，１０１４，１０２１のゲート長を大きくする場合がある。こ
のような場合に、標準セル端のダミーゲートを隣接する標準セル間で共有すると、隣接す
る標準セルにおいて共有されたダミーゲートと隣接するトランジスタのゲートの仕上がり
寸法がばらつき、それによってトランジスタの駆動能力がばらつき、標準セルの特性がば
らついてしまうという不具合もある。
【００２１】
　本発明は、ゲートもしくはダミーゲートのゲート長が不規則な場合にも、標準セルの特
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性のばらつきを低減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明の第１の標準セルは、半導体層の一部に設けられた拡散領域と前記拡散領域の上
に設けられたゲートとを有する複数のトランジスタを有する標準セルであって、前記複数
のトランジスタのうち少なくとも一つの第１のトランジスタのゲート長が他のトランジス
タのゲート長より大きく、前記第１のトランジスタは、前記第１のトランジスタの両隣に
設けられたトランジスタのうち少なくとも一方である第２のトランジスタと拡散領域を共
有しており、前記第２のトランジスタはオフ状態とされている。
【００２３】
　これにより、ゲート長が他より大きなトランジスタと拡散領域を共有して隣接するのは
標準セルの動作とは関係のないオフ状態のトランジスタとなるため、ゲート長が大きなト
ランジスタを含んだセルにおいても標準セルの特性のばらつきを抑制することができる。
【００２４】
　前記標準セルでは、前記第１のトランジスタの両隣に設けられた前記トランジスタは、
共に前記第１のトランジスタと拡散領域を共有している前記第２のトランジスタであって
もよい。この場合には、より確実に特性のばらつきを抑制することができる。
【００２５】
　また、前記複数のトランジスタにおける前記ゲートは等間隔で配置していてもよい。こ
れにより、ゲート長だけでなく、ゲート間隔の不規則性に起因する標準セルの特性のばら
つきも抑制することができる。
【００２６】
　本発明の第２の標準セルは、半導体層の一部に設けられた拡散領域と前記拡散領域の上
に設けられたゲートとを有する複数のトランジスタを有する標準セルであって、前記複数
のトランジスタのうち少なくとも一つの第１のトランジスタのゲート長が他のトランジス
タのゲート長より大きく、前記第１のトランジスタの両隣のトランジスタのうち少なくと
も一方の第２のトランジスタは前記第１のトランジスタの拡散領域とは離間した拡散領域
を有し、前記半導体層のうち前記第１のトランジスタと前記第２のトランジスタとの間の
上にはダミーゲートが設けられていてもよい。
【００２７】
　これにより、ゲート長が他より大きなトランジスタとに隣接するのが標準セルの動作と
は関係のないダミーゲートとなるため、ゲート長が大きなトランジスタを含んだセルにお
いても標準セルの特性のばらつきを抑制することができる。
【００２８】
　前記標準セルでは、前記第１のトランジスタの両隣のトランジスタは共に前記第２のト
ランジスタであってもよい。この場合には、より確実に特性のばらつきを抑制することが
できる。
【００２９】
　前記複数のトランジスタにおける前記ゲートおよび前記ダミーゲートは等間隔で配置さ
れていてもよい。これにより、ゲート長だけでなく、ゲート間隔の不規則性に起因する標
準セルの特性のばらつきも抑制することができる。
【００３０】
　本発明の第３の標準セルは、半導体層の一部に設けられた拡散領域と前記拡散領域の上
に設けられたゲートとを有する複数のトランジスタを有する標準セルであって、前記複数
のトランジスタのうち少なくとも一つの第１のトランジスタのゲート長が他のトランジス
タのゲート長より大きく、前記第１のトランジスタは、前記第１のトランジスタの両隣の
トランジスタのうち少なくとも一方の第２のトランジスタと拡散領域を共有しており、前
記第２のトランジスタのソースおよびドレインは電源に接続されているかまたは接地され
ている。
【００３１】
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　これにより、ゲート長が他より大きなトランジスタに隣接するのを標準セルの動作とは
関係のない、ソース、ドレインがともに電源に接続されているか、ともに接地されている
トランジスタとすることができ、ゲート長が大きなトランジスタを含んだセルにおいても
標準セルの特性のばらつきを抑制することができる。
【００３２】
　前記標準セルにおいて、前記第２のトランジスタは常にオン状態とされていてもよい。
この場合には、トランジスタが電源容量として働き、電源ノイズの削減にも効果がある。
【００３３】
　本発明の第４の標準セルは半導体層の一部に設けられた拡散領域と前記拡散領域の上に
設けられたゲートとを有する複数のトランジスタを有する標準セルであって、前記複数の
トランジスタとはゲート長の異なるトランジスタを有する第２の標準セルと隣接し、隣接
する前記第２の標準セルとの間にセル間ダミーゲートが設けられ、前記複数のトランジス
タのうち前記セル間ダミーゲートに隣接するトランジスタの少なくとも一つである第１の
トランジスタはオフ状態とされている。
【００３４】
　このとき、セル間ダミーゲートのゲート長は、標準セルの端に設けられたダミーゲート
および隣接するセルの端に設けられたダミーゲートによって定まる。これにより定まった
ダミーゲートの幅が隣接する標準セル内のゲート幅と異なる場合、セル間ダミーゲートと
隣接するゲートの特性はばらつくことになる。しかしながら、本発明によれば、セル間ダ
ミーゲートと隣接するのは標準セルの動作とは関係のないオフ状態のトランジスタである
ため、標準セルの特性のばらつきを抑制することができる。
【００３５】
　前記標準セルにおいて、前記複数のトランジスタのうち前記セル間ダミーゲートに隣接
するトランジスタが全てオフ状態とされている前記第１のトランジスタであってもよい。
この場合には、より確実に特性のばらつきを抑制することができる。
【００３６】
　本発明の第５の標準セルは、半導体層の一部に設けられた拡散領域と前記拡散領域の上
に設けられたゲートとを有する複数のトランジスタを有する標準セルであって、前記標準
セルの両端にはセル間ダミーゲートが設けられ、前記複数のトランジスタのうち前記セル
間ダミーゲートに隣接するトランジスタの少なくとも一つである第１のトランジスタのソ
ースおよびドレインは電源に接続されているか接地されている。
【００３７】
　このとき、セル間ダミーゲートのゲート長は、標準セルの端に設けられたダミーゲート
および隣接するセルの端に設けられたダミーゲートによって定まる。これにより定まった
ダミーゲートの幅が隣接する標準セル内のゲート幅と異なる場合、セル間ダミーゲートと
隣接するゲートの特性はばらつくことになる。しかしながら、本発明によれば、セル間ダ
ミーゲートと隣接するのは標準セルの動作とは関係のない状態のトランジスタであるため
、標準セルの特性のばらつきを抑制することができる。
【００３８】
　前記標準セルにおいて、前記複数のトランジスタのうち前記セル間ダミーゲートに隣接
するトランジスタのソースおよびドレインは全て、電源に接続されているか接地されてい
る第１のトランジスタであってもよい。この場合には、より確実に特性のばらつきを抑制
することができる。
【００３９】
　また、前記第１のトランジスタは全てオン状態とされていてもよい。この場合には、第
１のトランジスタが電源容量として働き、電源ノイズの削減にも効果がある。
【００４０】
　また、前記セル間ダミーゲートのゲート長が他のトランジスタのゲート長より大きくて
もよい。
【００４１】
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　また、前記複数のトランジスタにおける前記ゲートおよび前記セル間ダミーゲートは等
間隔で配置されていてもよい。これにより、ゲート長だけでなく、ゲート間隔の不規則性
に起因する標準セルの特性のばらつきも抑制することができる。
【００４２】
　本発明の第６の標準セルは、半導体層の一部に設けられた拡散領域と前記拡散領域の上
に設けられたゲートとを有する複数のトランジスタを有する標準セルであって、前記複数
のトランジスタは、ゲート長が他のトランジスタのゲート長より大きい少なくとも１つの
第１のトランジスタと、前記第１のトランジスタの両隣のトランジスタのうち少なくとも
一方であり、前記第１のトランジスタと拡散領域を共有する第２のトランジスタと、前記
第１のトランジスタとは拡散領域を共有しない第３のトランジスタとを有し、前記第２の
トランジスタのトランジスタサイズがばらついた場合に受ける影響が、前記第３のトラン
ジスタのトランジスタサイズがばらついた場合に受ける影響よりも小さい。
【００４３】
　これにより、ゲート長が他より大きなトランジスタと拡散領域を共有する隣接したトラ
ンジスタのトランジスタサイズがばらついても、標準セルの特性に与える影響が少ないた
め、標準セル特性のばらつきを抑制することができる。
【００４４】
　前記第２のトランジスタは出力ピンを直接駆動しないトランジスタであってもよい。こ
れにより、第２のトランジスタが出力ピンを駆動するトランジスタである場合と比較して
、第２のトランジスタのトランジスタサイズがばらついた場合の標準セルの特性のばらつ
きを低減することができる。
【００４５】
　また、前記標準セルがフィードバックをさらに備える場合には、前記第１のトランジス
タは前記フィードバック部を構成するトランジスタであってもよい。
【００４６】
　これにより、ゲート長を大きく設定したフィードバックを構成するトランジスタを含む
標準セルの特性のばらつきを抑制することができる。
【００４７】
　また、前記標準セルがバス保持もしくはフリップフロップ機能を有していてもよく、こ
の場合には、ゲート長を大きく設定したトランジスタを含むバス保持もしくはフリップフ
ロップ機能を有した標準セルの特性のばらつきを抑制することができる。
【００４８】
　前記第１～第６の標準セルを有する標準セルライブラリでは、特性のばらつきが抑制さ
れる。
【００４９】
　前記第１～第６の標準セルを有する半導体集積回路では、特性のばらつきが抑制される
。
【００５０】
　半導体層の一部に設けられた拡散領域と前記拡散領域の上に設けられたゲートとを有す
る複数のトランジスタを有する複数の標準セルを有する標準セルライブラリであって、前
記複数の標準セルのうちゲート長が他のトランジスタより大きいトランジスタを含む標準
セルは全て、前記第１～第６の標準セルであることが好ましい。
【００５１】
　半導体層の一部に設けられた拡散領域と前記拡散領域の上に設けられたゲートとを有す
る複数のトランジスタを有する複数の標準セルを有する半導体集積回路であって、前記複
数の標準セルのうちゲート長が他のトランジスタより大きいトランジスタを含む標準セル
は全て、前記第１～第６の標準セルであることが好ましい。
【発明の効果】
【００５２】
　本発明の標準セル、標準セルライブラリおよび半導体集積回路は、ゲート長に不規則性
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がある場合にもその特性がばらつきを抑制できる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００５４】
　　（第１の実施の形態）
　図１は本発明の第１の実施形態における標準セルを示す平面図である。図１に示すよう
に、本実施形態の標準セル１００は、半導体層１０１と、半導体層１０１の一端の上に設
けられた電源配線１０２と、半導体層１０１のうち電源配線１０２と対向する一端の上に
設けられた接地配線１０３と、半導体層１０１のうち電源配線１０２と接地配線１０３と
の間に位置する領域に設けられたｐ型拡散領域１０４と、半導体層１０１のうちｐ型拡散
領域１０４とは異なる領域に設けられたｎ型拡散領域１０５と、ｐ型拡散領域１０４の上
に互いに離間して設けられたゲート１０７～１１１と、ｎ型拡散領域１０５の上に互いに
距離Ｓ１だけ離間して設けられたゲート１１４～１１８と、半導体層１０１のうちｐ型拡
散領域１０４の両側方に位置する部分の上に、ゲート１０７, １１１からそれぞれ距離Ｓ
１だけ離間して設けられたダミーゲート１０６, １１２と、ｎ型拡散領域１０５の両側方
に位置する部分の上に、ゲート１１４, １１８からそれぞれ距離Ｓ１だけ離間して設けら
れたダミーゲート１１３, １１９とを備えている。
【００５５】
　ゲート１０７～１１１は、ｐ型拡散領域１０４とｐチャネルトランジスタＴｒ１０７～
Ｔｒ１１１を構成し、ゲート１１４～１１８は、ｎ型拡散領域１０５とｎチャネルトラン
ジスタＴｒ１１４～Ｔｒ１１８を構成する。
【００５６】
　また、ゲート１０７～１１１のそれぞれは距離Ｓ１だけ離間し、ダミーゲート１０６，
１１２は、ゲート１０７, １１１から距離Ｓ１だけ離間していることから、ゲート１０７
～１１１とダミーゲート１０６, １１２とは、それぞれ等間隔に配置している。ゲート１
１４～１１８とダミーゲート１１３, １１９とも同様に等間隔に配置している。
【００５７】
　これらのゲートのうち、ゲート１０９, １１６のゲート長は他のゲートに比べて大きく
設けられている。また、ゲート１０９の両隣に設けられたゲート１０８, １１０は、電源
配線１０２方向に延長され、コンタクト１２０，１２１によって電源配線１０２と接続さ
れて電源電位に固定されている。一方、ゲート１１６の両隣に設けられたゲート１１５，
１１７は、接地配線１０３方向に延長され、コンタクト１２２，１２３によって接地配線
１０３と接続されて接地電位に固定されている。なお、標準セル１００内には図示してい
るものの他にも拡散領域、配線層および基板間を接続されるためのコンタクトや、セル内
配線や入出力ピンが存在するが、これらの図示は省略する（第２の実施の形態以降におい
ても同様である）。
【００５８】
　以下に、上述のように構成された第１の実施形態の標準セルの働きを示す。標準セル１
００には、他のゲート（ゲート１０７, １１４等）と比較してゲート長の大きなゲート１
０９, １１６がある。このように標準セル１００のゲート長に不規則性がある場合には、
ゲート１０９, １１６の隣のゲート１０８，１１０, １１５，１１７のゲートの仕上がり
寸法がばらつくことになる。本実施形態では、ゲート１０８，１１０, １１５，１１７の
ゲート端子の電位が固定されてトランジスタＴｒ１０８，Ｔｒ１１０, Ｔｒ１１５，Ｔｒ
１１７はオフ状態となる。つまり、たとえゲート１０８，１１０, １１５，１１７の仕上
がり寸法がばらついても、トランジスタＴｒ１０８，Ｔｒ１１０, Ｔｒ１１５，Ｔｒ１１
７は、標準セル１００の動作とは関係がなくなっているため、これらの駆動能力がばらつ
いても、標準セル１００の特性に影響を与えることがない。また、ダミーゲート１０６, 
１１２, １１３, １１９を設けることにより、標準セル１００の特性に影響を与える全て
のゲートの両隣に等間隔でゲートを配置することができるので、特性のばらつきをより改
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善することができる。
【００５９】
　なお、本実施形態では、ゲート長が大きいトランジスタがｐチャネルトランジスタとｎ
チャネルトランジスタと１つずつである場合について説明したが、ゲート長が大きいｐチ
ャネルトランジスタまたはｎチャネルトランジスタが１つ以上あればいくつあってもよい
。また、ゲート長が他よりも大きい場合だけでなく、小さい場合にも本発明を適用するこ
とができる。
【００６０】
　また、本実施形態では、ゲート長が大きなトランジスタの左右のトランジスタを全てオ
フ状態である場合について説明したが、これらのトランジスタのうちの少なくとも一つが
オフ状態であればよい。その場合にも、駆動能力がばらついた場合に、標準セルの特性に
影響を与えるトランジスタの数を削減することができるからである。
【００６１】
　また、本実施形態では、他と異なるゲート長を有するゲートの隣のゲートをオフの状態
とし、かつ、ｐ型拡散領域１０４およびｎ型拡散領域１０５の両端に位置するトランジス
タに隣接するダミーゲート１０６, １１２, １１３, １１９を設ける場合について説明し
た。しかしながら、必ずしもダミーゲート１０６, １１２, １１３, １１９を設けなくて
もよいし、また、ダミーゲート１０６, １１２, １１３, １１９をｐ型拡散領域１０４お
よびｎ型拡散領域１０５の両端に位置するゲート１０７, １１１, １１４, １１８から、
距離Ｓ１とは異なる間隔で離間させて設けてもよい。これらの場合にも、ゲート長の不規
則性に起因する標準セルの特性のばらつきを抑制することができるからである。
【００６２】
　　（第２の実施の形態）
　図２は本発明の第２の実施形態における標準セルを示す平面図である。図２に示すよう
に、本実施形態の標準セル２００は、半導体層２０１と、半導体層２０１の一端の上に設
けられた電源配線２０２と、半導体層２０１のうち電源配線２０２と対向する一端の上に
設けられた接地配線２０３と、半導体層２０１のうち電源配線２０２と接地配線２０３と
の間に位置する領域に設けられたｐ型拡散領域２０４ａ, ２０４ｂ, ２０４ｃと、半導体
層２０１のうちｐ型拡散領域２０４ａ, ２０４ｂ, ２０４ｃとは異なる領域に設けられた
ｎ型拡散領域２０５ａ, ２０５ｂ, ２０５ｃと、ｐ型拡散領域２０４ａ, ２０４ｂ, ２０
４ｃのそれぞれの上に設けられたゲート２０７, ２０９, ２１１と、ｎ型拡散領域２０５
ａ, ２０５ｂ, ２０５ｃのそれぞれの上に設けられたゲート２１４, ２１６, ２１８と、
半導体層２０１のうちｐ型拡散領域２０４ａ, ２０４ｂ, ２０４ｃのそれぞれの間や側方
の上に設けられたダミーゲート２０６, ２０８, ２１０, ２１２と、半導体層２０１のう
ちｎ型拡散領域２０５ａ, ２０５ｂ, ２０５ｃのそれぞれの間や側方の上に設けられたダ
ミーゲート２１３, ２１５, ２１７, ２１９とを備えている。
【００６３】
　ゲート２０７, ２０９, ２１１とｐ型拡散領域２０４ａ, ２０４ｂ, ２０４ｃはｐチャ
ネルトランジスタＴｒ２０７, Ｔｒ２０９, Ｔｒ２１１を構成し、ゲート２１４, ２１６
, ２１８とｎ型拡散領域２０５ａ, ２０５ｂ, ２０５ｃはｎチャネルトランジスタＴｒ２
１４, ２１６, ２１８を構成している。
【００６４】
　ここで、ゲート２０９, ２１６のゲート長は他のゲートに比べて大きく設けられている
。また、ダミーゲート２０６、ゲート２０７、ダミーゲート２０８、ゲート２０９、ダミ
ーゲート２１０、ゲート２１１およびダミーゲート２１２は、この順に互いに距離Ｓ１だ
け離間して配列している。同様に、ダミーゲート２１３、ゲート２１４、ダミーゲート２
１５、ゲート２１６、ダミーゲート２１７、ゲート２１８およびダミーゲート２１９も、
この順に互いに距離Ｓ１だけ離間して配列している。
【００６５】
　以下に、上述のように構成された第２の実施形態の標準セルの働きを示す。標準セル２
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００には、他のゲートと比較してゲート長の大きなゲート２０９, ２１６がある。このよ
うに標準セル２００においてゲート長に不規則性がある場合には、ゲート２０９, ２１６
の隣のゲートの仕上がり寸法がばらつくことになる。本実施形態では、ゲート２０９, ２
１６がダミーゲート２０８，２１０，２１５，２１７に挟まれているため、たとえダミー
ゲート２０８，２１０，２１５，２１７の仕上がり寸法がばらついても、これらは標準セ
ルの動作とは関係なく、標準セル２００の特性に影響を与えることがない。また、ダミー
ゲート２０６, ２１２, ２１３, ２１９を設けることにより、標準セル２００の特性に影
響を与える全てのゲートの両隣に等間隔でゲートを配置することができるので、特性のば
らつきをより改善することができる。
【００６６】
　なお、本実施形態では、ゲート長が大きいトランジスタがｐチャネルトランジスタとｎ
チャネルトランジスタと１つずつである場合について説明したが、ゲート長が大きいｐチ
ャネルトランジスタまたはｎチャネルトランジスタが１つ以上あればいくつあってもよい
。また、ゲート長が他よりも大きい場合だけでなく、小さい場合にも本発明を適用するこ
とができる。
【００６７】
　また、本実施形態では、ゲート長が大きなトランジスタの左右のゲートを全てダミーゲ
ートとする場合について説明したが、少なくとも片側がダミーゲートであればよい。その
場合にも、ダミーゲートを設けた側ではトランジスタの駆動能力のばらつきが発生しない
ため、標準セル２００の特性への影響を軽減することができるからである。
【００６８】
　また、本実施形態では、必ずしもダミーゲート２０６, ２１２, ２１３, ２１９を設け
なくてもよいし、また、ダミーゲート２０６, ２１２, ２１３, ２１９を、ｐ型拡散領域
２０４ａ～２０４ｃおよびｎ型拡散領域２０５ａ～２０５ｃの両端に位置するゲート２０
７, ２１１, ２１４, ２１８から、距離Ｓ１とは異なる間隔で離間させて設けてもよい。
これらの場合にも、ゲート長の不規則性に起因する標準セルの特性のばらつきを抑制する
ことができるからである。
【００６９】
　　（第３の実施の形態）
　図３は本発明の第３の実施形態における標準セルを示す平面図である。図３に示すよう
に、本実施形態の標準セル３００は、半導体層３０１と、半導体層３０１の一端の上に設
けられた電源配線３０２と、半導体層３０１のうち電源配線３０２と対向する一端の上に
設けられた接地配線３０３と、半導体層３０１のうち電源配線３０２と接地配線３０３と
の間に位置する領域に設けられたｐ型拡散領域３０４と、半導体層３０１のうちｐ型拡散
領域３０４とは異なる領域に設けられたｎ型拡散領域３０５と、ｐ型拡散領域３０４の上
に互いに離間して設けられたゲート３０７～３１１と、ｎ型拡散領域３０５の上に互いに
離間して設けられたゲート３１４～３１８と、半導体層３０１のうちｐ型拡散領域３０４
の両側方に位置する部分の上に、ゲート３０７, ３１１と距離Ｓ１だけ離間して設けられ
たダミーゲート３０６, ３１２と、ｎ型拡散領域３０５の両側方に位置する部分の上に、
ゲート３１４, ３１８からそれぞれ距離Ｓ１だけ離間して設けられたダミーゲート３１３
, ３１９と、電源配線３０２に接するコンタクト３２０, ３２１と、ゲート３０８を有す
るトランジスタＴｒ３０８のソース領域およびドレイン領域に接するコンタクト３２２, 
３２３と、ゲート３１５を有するトランジスタＴｒ３１５のソース領域およびドレイン領
域に接するコンタクト３２６, ３２７と、接地配線３０３に接するコンタクト３２８, ３
２９と、ゲート３０８に接するコンタクト３２５と、ゲート３１５に接するコンタクト３
２４と、コンタクト３２０, ３２２, ３２４を接続する配線３５０と、コンタクト３２５
, ３２７, ３２９を接続する配線３５１と、コンタクト３２６, ３２８を接続する配線３
５２と、コンタクト３２１, ３２３を接続する配線３５３とを備えている。
【００７０】
  ゲート３０９, ３１６のゲート長は、他のゲートに比べて大きくなっている。また、ダ
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ミーゲート３０６、ゲート３０７～３１１およびダミーゲート３１２は、互いに距離Ｓ１
だけ離間してこの順に設けられている。同様に、ダミーゲート３１３、ゲート３１４～３
１８およびダミーゲート３１９は、互いに距離Ｓ１だけ離間してこの順に設けられている
。
【００７１】
　コンタクト３２０～３２９と配線３５０～３５３によって、トランジスタＴｒ３０８の
ソースおよびドレインと、トランジスタＴｒ３１５のゲート３１５とは、電源配線３０２
と電気的に接続され、トランジスタＴｒ３０８のゲート３０８と、トランジスタＴｒ３１
５のソースおよびドレインとは、接地配線３０３と電気的に接続される。
【００７２】
　以下に、上述のように構成された第３の実施形態の標準セルの働きを示す。標準セル３
００には、他のゲートと比較してゲート長の大きなゲート３０９, ３１６がある。このよ
うに標準セル３００においてゲート長に不規則性がある場合には、ゲート３０９, ３１６
の隣のゲートの仕上がり寸法がばらつくことになる。本実施形態では、ゲート３０９, ３
１９の隣のトランジスタＴｒ３０８, Ｔｒ３１５のソースおよびドレインがともに電源電
位もしくは接地電位に固定されている。そのため、たとえトランジスタＴｒ３０８, Ｔｒ
３１５の仕上がり寸法がばらついても、これらは標準セルの動作とは関係ないため、標準
セル３００の特性に影響を与えることがない。さらに、ｐチャネルトランジスタＴｒ３０
８は、そのソースおよびドレインが電源電位に固定され、ゲートが接地電位に固定されて
いることから、容量として働くことができる。したがって、電源電位の変動を抑制するこ
とにも効果がある。また、ダミーゲート３０６, ３１２, ３１３, ３１９を設けることに
より、標準セル３００の特性に影響を与える全てのゲートの両隣に等間隔でゲートを配置
することができるので、特性のばらつきをより改善することができる。
【００７３】
　なお、本実施形態では、ゲート長が大きいトランジスタがｐチャネルトランジスタとｎ
チャネルトランジスタと１つずつである場合について説明したが、ゲート長が大きいｐチ
ャネルトランジスタまたはｎチャネルトランジスタが１つ以上あればいくつあってもよい
。また、ゲート長が他よりも大きい場合だけでなく、小さい場合にも本発明を適用するこ
とができる。
【００７４】
  また、本実施形態では、ゲート長の大きなゲート３０９, ３１６の隣に設けられたゲー
ト３０８, ３１０, ３１５および３１７を備えたトランジスタＴｒ３０８、Ｔｒ３１０，
Ｔｒ３１５およびＴｒ３１７のうちＴｒ３０８, ３１５のソース、ドレインのみを固定す
る場合について説明した。しかしながら、これらのうちの少なくとも１つのトランジスタ
のソース、ドレインを固定すれば標準セルの特性のばらつきを抑制するという効果を得る
ことはできる。
【００７５】
　また、本実施形態では、ｐチャネルトランジスタが容量として働くように、ソースおよ
びドレインを電源電位に固定し、ゲートを接地電位に固定する場合について説明したが、
ソース、ドレインを接地電位に固定してゲートを電源電位に固定してもよい。その場合に
も標準セルの特性のばらつきを抑制することができるという効果を得ることができる。
【００７６】
　また、本実施形態では、ｐチャネルトランジスタＴｒ３０８およびｎチャネルトランジ
スタＴｒ３１５をオフ状態としてもよい。その場合にも標準セルの特性のばらつきを抑制
することができるという効果を得ることができる。
【００７７】
　また、本実施形態では、必ずしもダミーゲート３０６, ３１２, ３１３, ３１９を設け
なくてもよいし、また、ダミーゲート３０６, ３１２, ３１３, ３１９をｐ型拡散領域３
０４およびｎ型拡散領域３０５の両端に位置するゲート３０７, ３１１, ３１４, ３１８
から、距離Ｓ１とは異なる間隔で離間させて設けてもよい。これらの場合にも、ゲート長
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の不規則性に起因する標準セルの特性のばらつきを抑制することができるからである。
【００７８】
　　（第４の実施の形態）
　図４は本発明の第４の実施形態における標準セルを示す平面図である。図４に示すよう
に、本実施形態の標準セル４００の隣には別の標準セル４５０が設けられている。標準セ
ル４００, ４５０の境界に位置するダミーゲート４５２, ４５３は、標準セル４００の右
側の境界に位置したダミーゲートと標準セル４５０の左側の境界に位置したダミーゲート
が重なることによって構成されたダミーゲートであり、標準セル４００，４５０間で共有
されている。
【００７９】
　本実施形態の標準セル４００は、半導体層４０１と、半導体層４０１の一端の上に設け
られた電源配線４０２と、半導体層４０１の上に電源配線４０２と離間して設けられた接
地配線４０３と、半導体層４０１のうち電源配線４０２と接地配線４０３との間に位置す
る領域に設けられたｐ型拡散領域４０４と、半導体層４０１のうちｐ型拡散領域４０４と
は異なる領域に設けられたｎ型拡散領域４０５と、ｐ型拡散領域４０４の上に互いに離間
して設けられたゲート４０７～４１１と、ｎ型拡散領域４０５の上に互いに離間して設け
られたゲート４１４～４１８と、半導体層４０１のうちｐ型拡散領域４０４の両側方に位
置する部分の上に、ゲート４０７，４１１と距離Ｓ１だけ離間して設けられたダミーゲー
ト４０６, ４５２と、半導体層４０１のうちｎ型拡散領域４０５の両側方に位置する部分
の上に、ゲート４１４, ４１８と距離Ｓ１だけ離間して設けられたダミーゲート４１３, 
４５３と、ゲート４１１と電源配線４０２とを電気的に接続するコンタクト４２０と、ゲ
ート４１８と接地配線４０３とを電気的に接続するコンタクト４２１とを備えている。
【００８０】
　ゲート４０７～４１１は、ｐ型拡散領域４０４とｐチャネルトランジスタＴｒ４０７～
Ｔｒ４１１を構成し、ゲート４１４～４１８は、ｎ型拡散領域４０５とｎチャネルトラン
ジスタＴｒ４１４～Ｔｒ４１８を構成する。
【００８１】
  また、ダミーゲート４０６、ゲート４０７～４１１およびダミーゲート４５２は、互い
に距離Ｓ１だけ離間してこの順に等間隔に配置しており、ダミーゲート４１３、ゲート４
１４～４１８およびダミーゲート４５３も、互いに距離Ｓ１だけ離間してこの順に等間隔
に配置している。
【００８２】
　ゲート４１１は、他のゲート４０７～４１０よりも電源配線４０２方向に延長され、コ
ンタクト４２０によって電源配線４０２と接続されることにより、電源電位に固定されて
いる。一方、ゲート４２１も、他のゲート４１４～４１７よりも接地配線４０３方向に延
長され、コンタクト４２１によって接地配線４０３と接続されることにより、接地電位に
固定されている。
【００８３】
　ここで、標準セル４００の右側の境界に位置したダミーゲートはゲート４１１等と同じ
ゲート長であるが、標準セル４５０の左側の境界に位置したダミーゲートのゲート長がゲ
ート４１１等よりも大きく、標準セル４００，４５０のダミーゲートが重なることによっ
てダミーゲート４５２，４５３のゲート長は標準セル４００におけるゲートゲート４１１
等のゲート長よりも大きくなっている。なお、標準セル４５０には、ダミーゲート４５２
，４５３の他にもゲートを有する素子が設けられているが、これらは図示していない。
【００８４】
　以下に、上述のように構成された第４の実施形態の標準セルの働きを示す。標準セル４
００, ４５０の間には、標準セル４００におけるゲート４１１等よりもゲート長の大きな
ダミーゲート４５２, ４５３が設けられている。そのため、ダミーゲート４５２, ４５３
の隣に位置するゲート４１１, ４１８の仕上がり寸法がばらつくことになる。本実施形態
では、ゲート４１１, ４１８が電源電位または接地電位に固定されてトランジスタＴｒ４
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１１, Ｔｒ４１８がオフになるため、たとえゲート４１１, ４１８のゲート長がばらつい
ても、標準セル４００の特性に影響を与えることがない。また、ダミーゲート４０６, ４
１３を設けることにより、標準セル４００の特性に影響を与える全てのゲートの両隣に等
間隔でゲートを配置することができるので、特性のばらつきをより改善することができる
。
【００８５】
　なお、本実施形態では、オフ状態となるのは標準セル４００の右端のｐチャネルトラン
ジスタＴｒ４１１およびｎチャネルトランジスタＴｒ４１８であるとしたが、標準セル４
００の両端のｐチャネルトランジスタおよびｎチャネルトランジスタをオフ状態としても
よいし、標準セル４００の左右端のｐチャネルトランジスタおよびｎチャネルトランジス
タのうちのいずれか１つだけをオフ状態としてもよい。その場合にもオフ状態となるトラ
ンジスタのゲート長がばらついても、、標準セル４００の特性への影響を軽減することが
できるからである。
【００８６】
　また、本実施形態では、ゲート４１１, ４１８を電源電位または接地電位に固定したが
、第３の実施形態のように、ソース、ドレインを電源電位または接地電位に固定してもよ
い。さらに、トランジスタＴｒ４１１，４１８が容量として働くようにゲート４１１，４
１８およびＴｒ４１１、Ｔｒ４１８のソース、ドレインを固定してもよい。その場合にも
それらのトランジスタＴｒ４１１, ４１８は標準セルの動作とは関係のないトランジスタ
であるため、標準セルの特性のばらつきを抑制することができる。また、容量として働く
ようにすれば電源電位の変動を抑制する効果もある。
【００８７】
　また、本実施形態では、必ずしもダミーゲート４０６, ４１３を設けなくてもよいし、
また、ダミーゲート４０６, ４１３をｐ型拡散領域４０４およびｎ型拡散領域４０５の両
端に位置するゲート４０７, ４１４から、距離Ｓ１とは異なる間隔で離間させて設けても
よい。
【００８８】
　　（第５の実施の形態）
　図５は本発明の第５の実施形態における標準セルを示す平面図である。図５に示す標準
セル５００は、図１２（ａ）に示す４段のインバーターからなる回路を構成するものであ
り、半導体層５０１と、半導体層５０１の一端の上に設けられた電源配線５０２と、半導
体層５０１のうち電源配線５０２と対向する領域の上に設けられた接地配線５０３と、半
導体層５０１のうち電源配線５０２と接地配線５０３との間に位置する領域に設けられた
ｐ型拡散領域５０４ａ, ５０４ｂと、半導体層５０１のうちｐ型拡散領域５０４ａ, ５０
４ｂとは異なる領域に設けられたｎ型拡散領域５０５ａ, ５０５ｂと、ｐ型拡散領域５０
４ａからｎ型拡散領域５０５ａの上に亘って設けられた導体膜５５１, ５５２と、ｐ型拡
散領域５０４ｂからｎ型拡散領域５０５ｂの上に亘って設けられた導体膜５５３, ５５４
と、半導体層５０１のうちｐ型拡散領域５０４ａ, ５０４ｂの側方の上に設けられたダミ
ー電極５０６, ５０９, ５１２と、半導体層５０１のうちｎ型拡散領域５０５ａ, ５０５
ｂの側方の上に設けられたダミー電極５１３, ５１６, ５１９とを備えている。
【００８９】
　導体膜５５１は、ｐ型拡散領域５０４ａの上においてゲート５０７となり、ｎ型拡散領
域５０５ａの上においてゲート５１４となり、導体膜５５２は、ｐ型拡散領域５０４ａの
上においてゲート５０８となり、ｎ型拡散領域５０５ａの上においてゲート５１５となる
。また、導体膜５５３は、ｐ型拡散領域５０４ｂの上においてゲート５１０となり、ｎ型
拡散領域５０５ｂの上においてゲート５１７となり、導体膜５５４は、ｐ型拡散領域５０
４ｂの上においてゲート５１１となり、ｎ型拡散領域５０５ｂの上においてゲート５１８
となる。そして、ｐチャネルトランジスタ５０７とｎチャネルトランジスタ５１４とは対
になって図１２（ａ）のインバータ１３０１を構成し、ｐチャネルトランジスタ５０８と
ｎチャネルトランジスタ５１５でインバータ１３０２を構成し、ｐチャネルトランジスタ
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５１０とｎチャネルトランジスタ５１７でインバータ１３０３を構成し、ｐチャネルトラ
ンジスタ５１１とｎチャネルトランジスタ５１８でインバータ１３０４を構成している。
【００９０】
　また、ダミーゲート５０６、ゲート５０７, ５０８、ダミーゲート５０９、ゲート５１
０, ５１１およびダミーゲート５１２は、距離Ｓ１だけ離間してこの順に配列しており、
ダミーゲート５１３、ゲート５１４, ５１５、ダミーゲート５１６、ゲート５１７, ５１
８およびダミーゲート５１９も、距離Ｓ１だけ離間してこの順に配列している。
【００９１】
　以下に、上述のように構成された第５の実施形態の標準セルの働きを示す。標準セル５
００には、他のゲートと比較してゲート長の大きなゲート５０７, ５１４がある。このよ
うに標準セル５００においてゲート長に不規則性がある場合には、ゲート５０７, ５１４
の隣のゲート５０８, ５１５の仕上がり寸法がばらつくことになる。ところで、標準セル
の特性、特に標準セルの遅延特性に大きな影響を与えるのは出力ピンを駆動するトランジ
スタの特性である。図１２（ａ）に示す回路において、出力ピンを直接駆動するのはイン
バータ１３０４であって、インバータ１３０４は図５におけるｐチャネルトランジスタ５
１１およびｎチャネルトランジスタ５１８であることから、たとえゲート５０８, ５１５
の仕上がり寸法にばらつきが生じても、標準セル５００の遅延特性に与える影響は小さい
。つまり、本実施形態では、ゲート長が他より大きなトランジスタがあっても、それによ
ってゲートの仕上がり寸法がばらつくトランジスタを出力ピンを駆動しないトランジスタ
とすることによって、標準セルの特性のばらつきを抑制することができる。
【００９２】
　なお、本実施形態では、他よりもゲート長の大きなトランジスタＴｒ５０７, Ｔｒ５１
４とｐ型拡散領域５０４およびｎ型拡散領域５０５を共有するのがトランジスタＴｒ５０
８, Ｔｒ５１５のみである場合について説明したが、トランジスタＴｒ５０７, ５１４の
両側にトランジスタを配置して、この両側のトランジスタとｐ型拡散領域５０４およびｎ
型拡散領域５０５を共有させてもよい。この場合にも、両方のトランジスタが出力ピンを
駆動しない場合には、同様の効果を得ることができる。
【００９３】
　また、本実施形態では、図１２（ａ）に示す回路を構成する標準セルについて説明した
が、出力ピンを有し、ゲート長の異なるトランジスタを有する標準セルにも適用すること
ができる。
また、ゲートおよびダミーゲート間を等間隔で配置するとしたが、等間隔でなくてもよい
。その場合にも、ゲート長の不規則性に起因する標準セルの特性のばらつきは抑制するこ
とができる。
【００９４】
　また、本実施形態では、必ずしもダミーゲート５０６, ５０９，５１２, ５１３, ５１
６，５１９を設けなくてもよいし、また、ダミーゲート５０６, ５１２, ５１３, ５１９
をｐ型拡散領域５０４ａ, ５０４ｂおよびｎ型拡散領域５０５ａ, ５０５ｂの両端に位置
するゲート５０７, ５１１, ５１４, ５１８から、距離Ｓ１とは異なる間隔で離間させて
設けてもよい。
【００９５】
　　（第６の実施の形態）
　図６は本発明の第６の実施形態における標準セルを示す回路図である。図６の回路図は
、図１３に示すフリップフロップのデータ入力部およびデータ出力部の回路を詳細に書い
た回路図である。
【００９６】
　図６に示す回路は、ｐチャネルトランジスタ６０２～６０５と、ｎチャネルトランジス
タ６０６～６０９と、ｐチャネルトランジスタ６０３, ６０５のドレインおよびｎチャネ
ルトランジスタ６０６, ６０８のドレインにデータ入力が接続され、かつ、クロック信号
ＣＫがクロック入力に接続されるマスタースレーブフリップフロップ６０１と、マスター
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スレーブフリップフロップ６０１のデータ出力が接続されるインバータ６１０, ６１２と
、インバータ６１０からの出力を受けてデータ出力Ｑを出力するインバータ６１１と、イ
ンバータ６１２からの出力を受けてスキャンデータ信号ＳＱを出力するインバータ６１３
とを備えている。
【００９７】
　ｐチャネルトランジスタ６０２では、ゲートにスキャンイネーブル信号ＮＴが入力され
、ソースは電源に、ドレインはｐチャネルトランジスタ６０３のソースに接続されている
。ｐチャネルトランジスタ６０３のドレインはｎチャネルトランジスタ６０６のドレイン
に接続され、これら２つのトランジスタ６０３, ６０６のゲートにはデータ信号Ｄが入力
される。そして、ｎチャネルトランジスタ６０７では、ドレインがｎチャネルトランジス
タ６０６のソースに接続され、ソースが接地され、ゲートに反転スキャンイネーブル信号
／ＮＴ’が入力される。
【００９８】
　ｐチャネルトランジスタ６０４のゲートには、反転スキャンイネーブル信号／ＮＴ’が
入力され、ソースは電源に接続され、ドレインはｐチャネルトランジスタ６０５のソース
に接続されている。ｐチャネルトランジスタ６０５のドレインはｎチャネルトランジスタ
６０８のドレインに接続され、これらのトランジスタ６０５, ６０８のゲートには、スキ
ャンデータ信号ＤＴが入力される。ｎチャネルトランジスタ６０９では、ドレインがｎチ
ャネルトランジスタ６０８のソースに接続され、ソースが接地され、ゲートにスキャンイ
ネーブル信号ＮＴが入力される。
【００９９】
　本実施形態の回路では、ｐチャネルトランジスタ６０２～６０５およびｎチャネルトラ
ンジスタ６０６～６０９によって、スキャンイネーブル信号ＮＴが１のときにスキャンデ
ータ入力ＤＴがマスタースレーブフリップフロップ６０１へ入力され、スキャンイネーブ
ル信号ＮＴが０のときにデータ入力Ｄがマスタースレーブフリップフロップ６０１へ入力
される。
【０１００】
　ここで、図６には示していないが、ｐチャネルトランジスタ６０４, ６０５、ｎチャネ
ルトランジスタ６０８，６０９およびインバータ６１２を構成するトランジスタのゲート
長は、他のトランジスタより大きくなっている。そして、ｐチャネルトランジスタ６０４
, ６０５、ｎチャネルトランジスタ６０８，６０９およびインバータ６１２を構成するト
ランジスタは、ｐチャネルトランジスタ６０２, ６０３、ｎチャネルトランジスタ６０６
，６０７およびインバータ６１１，６１３を構成するトランジスタと拡散領域を共有しな
いように、つまり隣接せずに設けられている。
【０１０１】
　以下に、上述のように構成された第６の実施形態の標準セルの働きを示す。本実施形態
の標準セルには、他のゲートと比較してゲート長の大きなｐチャネルトランジスタ６０４
, ６０５、ｎチャネルトランジスタ６０８，６０９およびインバータ６１２を構成するト
ランジスタがあり、これらのトランジスタの周囲のゲートの仕上がり寸法がばらつくこと
になる。ここで、これらのトランジスタが設けられる領域と、ｐチャネルトランジスタ６
０２, ６０３、ｎチャネルトランジスタ６０６，６０７およびインバータ６１１，６１３
を構成するトランジスタが設けられる領域とは隣接しておらず、かつ拡散領域を共通には
していない。もし、ｐチャネルトランジスタ６０２, ６０３およびｎチャネルトランジス
タ６０６，６０７の仕上がり寸法がばらつくと、標準セルのデータ信号Ｄのセットアップ
時間やホールド時間に与える影響が大きく、また、インバータ６１１，６１３を構成する
トランジスタの仕上がり寸法がばらつくと標準セルのデータ出力Ｑおよびスキャンデータ
出力ＳＱへの遅延特性に与える影響が大きい。本実施形態では、これらのトランジスタの
仕上がり寸法のばらつきがないため、本発明の標準セルの特性に与える影響が小さいこと
になる。
【０１０２】
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　また、本実施形態では、フリップフロップにおいて、ゲート長が他より大きなトランジ
スタをスキャンデータ入力部およびスキャンデータ出力部である場合について説明したが
、その他の部分にあっても本発明を適用することができる。たとえば、図６のマスタース
レーブフリップフロップ６０１内の回路の例を図７に示す。この中のインバーター７０１
，７０２は回路内でフィードバック部を構成しているが、このインバーターの駆動能力を
下げるために、ゲート長を大きくする場合があり、その際にも本発明を同様に適用できる
。
【０１０３】
　なお、第１から第６の実施例では標準セルについて記述したが、これらの標準セルを含
んだ標準セルライブラリや半導体集積回路についても同様の効果があることは言うまでも
ない。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　本発明にかかる標準セル、標準セルライブラリおよび半導体集積回路はその特性のばら
つきを抑制する特長を有し、標準セル、標準セルライブラリおよび半導体集積回路の歩留
まり向上、信頼性向上等に有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】本発明の第１の実施形態における標準セルを示す平面図である。
【図２】本発明の第２の実施形態における標準セルを示す平面図である。
【図３】本発明の第３の実施形態における標準セルを示す平面図である。
【図４】本発明の第４の実施形態における標準セルを示す平面図である。
【図５】本発明の第５の実施形態における標準セルを示す平面図である。
【図６】本発明の第６の実施形態における標準セルを示す回路図である。
【図７】第６の実施形態におけるマスタースレーブフリップフロップの例を示す回路図で
ある。
【図８】従来の標準セルの一例を示す平面図である。
【図９】特許文献１に開示されている従来の標準セルの構造を示す平面図である。
【図１０】特許文献２に開示されている従来の標準セルの構造を示す平面図である。
【図１１】特許文献２に開示されている従来の標準セルの構造を示す平面図である。
【図１２】（ａ）, （ｂ）は、従来の標準セルの構造を示す回路図である。
【図１３】従来の標準セルの構造を示す回路図である。
【符号の説明】
【０１０６】
　　　　１００　　　　　　　　　　　　　　標準セル
　　　　１０１　　　　　　　　　　　　　　半導体層
　　　　１０４　　　　　　　　　　　　　　ｐ型拡散領域
　　　　１０５　　　　　　　　　　　　　　ｎ型拡散領域
　　　　１０６，１１２, １１３, １１９　　ダミーゲート
　　　　１０７～１１１, １０４～１１８　　ゲート
　　　　Ｔｒ１０７～Ｔｒ１１８            トランジスタ
　　　　２００　　　　　　　　　　　　　　標準セル
　　　　２０１　　　　　　　　　　　　　　半導体層
　　　　２０４ａ～２０４ｃ　　　　　　　　ｐ型拡散領域
　　　　２０５ａ～２０５ｃ　　　　　　　　ｎ型拡散領域
　　　　２０６, ２０８, ２１０,
　　　　２１３, ２１５, ２１７, ２１９　　ダミーゲート
　　　　２０７, ２０９, ２１１, ２１４,
　　　　２１６, ２１８　　　　　　　　　　ゲート
　　　　Ｔｒ２０７～Ｔｒ２１８　　　　　　トランジスタ
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　　　　３００　　　　　　　　　　　　　　標準セル
　　　　３０１　　　　　　　　　　　　　　半導体層
　　　　３０２　　　　　　　　　　　　　　電源配線
　　　　３０３　　　　　　　　　　　　　　接地配線
　　　　３０４　　　　　　　　　　　　　　ｐ型拡散領域
　　　　３０５　　　　　　　　　　　　　　ｎ型拡散領域
　　　　３０６, ３１２, ３１３, ３１９　　ダミーゲート
　　　　３０７～３１１, ３０４～３１８　　ゲート
　　　　Ｔｒ３０７～Ｔｒ３１８　　　　　　トランジスタ
　　　　３２０～３２９　　　　　　　　　　コンタクト
　　　　３５０～３５３　　　　　　　　　　配線
　　　　４００　　　　　　　　　　　　　　標準セル
　　　　４０１　　　　　　　　　　　　　　半導体層
　　　　４０４　　　　　　　　　　　　　　ｐ型拡散領域
　　　　４０５　　　　　　　　　　　　　　ｎ型拡散領域
　　　　４０６, ４１３, ４５２, ４５３　　ダミーゲート
　　　　４０７～４１１, ４１３～４２１　　ゲート
　　　　Ｔｒ４０７～Ｔｒ４２１　　　　　　トランジスタ
　　　　４５０　　　　　　　　　　　　　　標準セル
　　　　５００　　　　　　　　　　　　　　標準セル
　　　　５０１　　　　　　　　　　　　　　半導体層
　　　　５０４ａ, ５０４ｂ　　　　　　　　ｐ型拡散領域
　　　　５０５ａ, ５０５ｂ　　　　　　　　ｎ型拡散領域
　　　　５０６, ５１２, ５１３, ５１９　　ダミーゲート
　　　　５０７～５１１, ５１４～５１８　　ゲート
　　　　Ｔｒ５１７～Ｔｒ５１８　　　　　　トランジスタ
　　　　５５１～５５４　　　　　　　　　　導体膜
　　　　６０１　　　　　　　　　　　　　　マスタースレーブフリップフロップ
　　　　６０６～６０９　　　　　　　　　　ｎチャネルトランジスタ
　　　　６１０～６１３, ７０１, ７０２　　インバータ
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