
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クロック信号が供給され、このクロック信号を遅延する遅延回路と、
　前記遅延回路の出力信号及び前記クロック信号が供給される論理回路と、
　前記遅延回路に設けられ、前記クロック信号に応じて反転されるインバータ回路と、
　前記インバータ回路の動作に応じて充放電される容量と、
　前記容量と前記インバータ回路の出力端間に接続されたＰチャネルＭＯＳトランジスタ
とを具備し、
　前記容量は、ＮチャネルＭＯＳトランジスタからなるＭＯＳキャパシタであり、前記Ｐ
チャネルＭＯＳトランジスタの閾値電圧｜Ｖｔｈｐ｜と前記ＮチャネルＭＯＳトランジス
タの閾値電圧Ｖｔｈｎの関係は｜Ｖｔｈｐ｜＞Ｖｔｈｎに設定されている
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
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クロック信号が供給され、このクロック信号を遅延する遅延回路と、
前記遅延回路の出力信号及び前記クロック信号が供給される論理回路と、
前記遅延回路に設けられ、前記クロック信号に応じて反転されるインバータ回路と、
前記インバータ回路の動作に応じて充放電される容量と、
前記容量と前記インバータ回路の出力端間に接続されたＰチャネルＭＯＳトランジスタ

とを具備し、
前記ＰチャネルＭＯＳトランジスタの閾値電圧｜Ｖｔｈｐ｜と前記インバータ回路の論



　
【請求項３】
　
　
　
　

　

　

　
【請求項４】
　

　

　
　
　

　
【請求項５】
　

【請求項６】
　

。
【請求項７】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えばＳＯＩ (Silicon on Insulator)若しくはＳＯＮ (Silicon on Nothing)技
術を用いた半導体装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、半導体装置は、高速動作を実現するため例えばＳＯＩ技術の導入が図られている。
ＳＯＩ基板の表面に形成されたＭＯＳトランジスタ（以下、ＳＯＩ素子と称す）は、電流
駆動能力が大きく、ジャンクション容量が小さく、バックゲート効果が存在しないという
特徴を有している。これらの特徴を活用することにより回路動作を高速化できる。
【０００３】
しかし、特に部分空乏化 (partial depletion)状態で動作するＰＤ－ＳＯＩ素子は、直前
の動作状態によりトランジスタの静特性が変化するというヒステリシス特性を有している
。このため、ＳＯＩ素子を用いてメモリセルのトランスファーゲートを構成すると、カッ
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理閾値電圧Ｖｔ＿ｉｎｖの関係が、｜Ｖｔｈｐ｜＜Ｖｔｈ＿ｉｎｖに設定されている
ことを特徴とする半導体装置。

クロック信号が供給され、このクロック信号を遅延する遅延回路と、
前記遅延回路の出力信号及び前記クロック信号が供給される論理回路と、
前記遅延回路に設けられ、前記クロック信号に応じて反転されるインバータ回路と、
前記インバータ回路の出力端と電源との間に配置され、前記インバータ回路の動作に応

じて充放電される容量と、
前記容量と前記インバータ回路の出力端間に接続されたＮチャネルＭＯＳトランジスタ

とを具備し、
前記ＮチャネルＭＯＳトランジスタの閾値電圧Ｖｔｈｎと前記論理回路の論理閾値電圧

Ｖｔ＿ｉｎｖ、及び電源電圧Ｖｄｄの関係が、Ｖｄｄ－Ｖｔｈｎ≧Ｖｔｈ＿ｉｎｖに設定
されている

ことを特徴とする半導体装置。

行及び列に配置され、ビット線及びワード線に接続された複数のメモリセルを含むメモ
リセルアレイと、

前記メモリセルアレイのビット線に接続され、前記ビット線の電位を増幅するセンスア
ンプと、

前記センスアンプを第１のデータ線に接続するカラム選択ゲートと、
前記ワード線を選択するワード線選択回路と、
前記論理回路の出力信号が供給され、前記カラム選択ゲートを選択するカラム選択回路

と
をさらに具備することを特徴とする請求項１記載の半導体装置。

前記メモリセルアレイ、前記センスアンプ、及び前記カラム選択ゲートは半導体基板の
バルク領域内に形成され、前記ワード線選択回路、前記カラム選択回路、及び前記論理回
路は、半導体基板のバルク領域以外の領域に形成されることを特徴とする請求項４記載の
半導体装置。

前記請求項１乃至３のいずれかに記載の半導体装置は、半導体基板内のバルク領域以外
の領域に形成されることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の半導体装置

前記バルク以外の領域は、前記半導体基板内の埋め込み絶縁膜若しくは空洞領域上に形
成された半導体領域であることを特徴とする請求項５又は６に記載の半導体装置。



トオフ特性が劣化し、メモリセルの保持特性が低下する。また、ＳＯＩ素子は素子のペア
性を保持することが困難である。このため、ＳＯＩ素子により相補型のラッチ回路や作動
アンプなどを構成することが非常に困難である。
【０００４】
一方、近年注目される技術としてロジック回路とＤＲＡＭを１つのチップ上に構成する混
載ＤＲＡＭ技術がある。混載ＤＲＡＭ技術によって大容量の記憶装置をロジック回路と同
一チップ上に設けることができる。また、演算装置と記憶装置を太いバス幅のデータパス
により接続することができるため、システムの高速動作が可能となる。ところが、ＤＲＡ
Ｍは、前記ＳＯＩ素子で構成することが困難なトランスファーゲートや相補型回路を多用
している。このため、ＳＯＩ技術を用いてＤＲＡＭを製造することが困難と考えられてき
た。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
最近、ＳＯＩウェハに対して部分的にバルク領域を形成し、そこに例えばＤＲＡＭ等の回
路を構成するという部分ＳＯＩ技術が提案されている。部分ＳＯＩ技術は、ＳＯＩウェハ
の一部に開口を形成し、その後、開口内に単結晶シリコンを成長させることにより開口を
塞ぎ、バルク領域を形成する半導体製造技術である。ところが、この技術を用いる場合、
ＳＯＩ領域とバルク領域の境界に数μｍの緩衝領域を設ける必要を有している。また、良
質な単結晶シリコンを成長させるため、バルク領域の形状や大きさをチップ内において統
一しなければならないという制約が生じる。
【０００６】
部分ＳＯＩ技術を用いて例えばロジック混載ＤＲＡＭチップを製造する場合の安易な設計
手法として、ＤＲＡＭマクロ全体を１つの大きなバルク領域に収めることが考えられる。
しかし、この場合、次のような新たな問題が生じる。先ず、ＤＲＡＭマクロ自体の性能を
向上させるために、ＳＯＩ素子の利点を活用することがきない。
【０００７】
また、バルク領域の形状や大きさを統一するため、ＤＲＡＭマクロの容量や構成が制限を
受ける。システム・オン・チップ (System on Chip)と呼ばれる高性能で高集積度の半導体
装置は、多様な機能を有する機能ブロックを多数寄せ集めて構成される。各機能ブロック
にはそれぞれに最適な容量や構成又は動作特性を有するメモリマクロが要求される。その
要求に答えるため、最近では、１Ｍｂｉｔから１２８Ｍｂｉｔまで幅広い記憶容量の混載
ＤＲＡＭマクロが用意されている。また、データバス幅も６４ｂｉｔから２５６ｂｉｔと
いうように用途に合わせて自由に選択できる。さらに、１４４ｂｉｔというようなパリテ
ィビットを有するＤＲＡＭマクロも利用可能である。また、アクセスタイムが５ｎｓに迫
るような、高速ＤＲＡＭマクロも提案されている。容量や構成はもちろんのこと、動作速
度が異なると、各ＤＲＡＭマクロの面積や形状はそれぞれ異なるものとなる。すなわち、
形状や面積の異なるバルク領域を形成する必要が生じる。しかし、形状や面積が異なるバ
ルク領域を形成するためには、バルク領域毎に製造工程を最適化しなければならずコスト
増となる。同一チップ上に異なる面積や形状のバルク領域を形成することは困難であるた
め、最悪の場合、極端な歩留まり低下を招くこともある。
【０００８】
上記課題は、部分ＳＯＩ技術について述べた。しかし、部分ＳＯＮ技術も部分ＳＯＩ技術
と同様の課題を有している。
【０００９】
本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、部
分ＳＯＩ若しくはＳＯＮ技術を用いて所用の特性を有する回路を構成することが可能な半
導体装置を提供しようとするものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明の半導体装置の第１の態様は、クロック信号が供給され、このクロック信号を遅
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延する遅延回路と、前記遅延回路の出力信号及び前記クロック信号が供給される論理回路
と、前記遅延回路に設けられ、前記クロック信号に応じて反転されるインバータ回路と、
前記インバータ回路の動作に応じて充放電される容量と、前記容量と前記インバータ回路
の出力端 に接続さ

【００１１】
　

　

【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。尚、各実施形態において、
同一部分には同一符号を付している。
【００１３】
（第１の ）
　図１は、本発明の第１の を示している。図１において、バルク領域１とＳＯＩ領
域６は、図示せぬ半導体基板内に形成されている。バルク領域１は、例えばほぼ矩形状と
され、ＳＯＩ領域６は、例えばバルク領域１の隣接する２つの辺に沿って配置されている
。バルク領域１は、例えば複数のメモリセグメント２９、及び複数のサブデータ線センス
アンプ５を含んでいる。各メモリセグメント２９は、例えば複数のＤＲＡＭセル２、ビッ
ト線の電位を増幅する複数のセンスアンプ３、及び複数のカラム選択ゲート４を含んでい
る。複数のＤＲＡＭセル２は行、列に配置され、メモリセルアレイを構成している。
【００１４】
また、ＳＯＩ領域６は、例えば複数のワード線選択回路７、複数のセンスアンプ制御回路
（ＳＡＣＣ）８、複数のカラム選択回路９、データ線アクセス制御回路（ＤＬＣＣ）１０
、複数のデータラッチ回路１１、複数のメインデータ線駆動回路１２、及び複数のサブデ
ータ線駆動回路１３を含んでいる。
【００１５】
メモリセグメント２９において、マトリクス状に配置されたＤＲＡＭセル２はワード線１
４により選択され、選択されたＤＲＡＭセル２はビット線対１５、１６の一方に接続され
る。ビット線対１５、１６にはそれぞれセンスアンプ３が接続されている。このセンスア
ンプ３は、データの読み出し時にビット線対１５、１６の間に発生する微小電位差を増幅
し、データのリストア時にビット線をフル電位に充電し、ＤＲＡＭセル２へデータを再書
き込みする。その後、カラム選択回路９により選択されたカラム選択ゲート４が動作し、
ビット線対１５、１６は、サブデータ線対１７に接続される。
【００１６】
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間 れたＰチャネルＭＯＳトランジスタとを具備し、前記容量は、Ｎチャ
ネルＭＯＳトランジスタからなるＭＯＳキャパシタであり、前記ＰチャネルＭＯＳトラン
ジスタの閾値電圧｜Ｖｔｈｐ｜と前記ＮチャネルＭＯＳトランジスタの閾値電圧Ｖｔｈｎ
の関係は｜Ｖｔｈｐ｜＞Ｖｔｈｎに設定されている。

本発明の半導体装置の第２の態様は、クロック信号が供給され、このクロック信号を遅
延する遅延回路と、前記遅延回路の出力信号及び前記クロック信号が供給される論理回路
と、前記遅延回路に設けられ、前記クロック信号に応じて反転されるインバータ回路と、
前記インバータ回路の動作に応じて充放電される容量と、前記容量と前記インバータ回路
の出力端間に接続されたＰチャネルＭＯＳトランジスタとを具備し、前記ＰチャネルＭＯ
Ｓトランジスタの閾値電圧｜Ｖｔｈｐ｜と前記インバータ回路の論理閾値電圧Ｖｔ＿ｉｎ
ｖの関係が、｜Ｖｔｈｐ｜＜Ｖｔｈ＿ｉｎｖに設定されている。

本発明の半導体装置の第３の態様は、クロック信号が供給され、このクロック信号を遅
延する遅延回路と、前記遅延回路の出力信号及び前記クロック信号が供給される論理回路
と、前記遅延回路に設けられ、前記クロック信号に応じて反転されるインバータ回路と、
前記インバータ回路の出力端と電源との間に配置され、前記インバータ回路の動作に応じ
て充放電される容量と、前記容量と前記インバータ回路の出力端間に接続されたＮチャネ
ルＭＯＳトランジスタとを具備し、前記ＮチャネルＭＯＳトランジスタの閾値電圧Ｖｔｈ
ｎと前記論理回路の論理閾値電圧Ｖｔ＿ｉｎｖ、及び電源電圧Ｖｄｄの関係が、Ｖｄｄ－
Ｖｔｈｎ≧Ｖｔｈ＿ｉｎｖに設定されている。

参考例
参考例



ここで、ビット線対１５、１６は高集積度を実現するためにリソグラフィ技術が許す限り
の狭ピッチで形成される。これに対して、サブデータ線対１７は高速動作を可能とするた
め、広い配線幅を設定することが可能なビット線より上層の配線領域に敷設される。例え
ば１０２４対のビット線に対して、１２８対のサブデータ線が敷設される。
【００１７】
サブデータ線対１７にはそれぞれサブデータ線センスアンプ５が接続されている。このサ
ブデータ線センスアンプ５は、データの読み出し動作時に、サブデータ線対に生じた微小
電位差を増幅する。このサブデータ線センスアンプ５の出力信号は、データラッチ回路１
１に保持される。データラッチ回路１１に保持されたデータは、トライステートバッファ
により構成されたメインデータ線駆動回路１２を経て読み出しメインデータ線１８へ伝達
される。また、書き込み動作時において、サブデータ線駆動回路１３は、書き込みメイン
データ線１９から書き込みデータを受け、サブデータ線１７をフル電位に充電する。サブ
データ線１７の電位は、カラム選択ゲート４を介してセンスアンプ３の状態を強制的に反
転させる。
【００１８】
ここで、ＤＲＡＭセル２及びカラム選択ゲート４は、トランスファーゲートである。この
トランスファーゲートを構成するトランジスタをＳＯＩ領域６に形成した場合、基板浮遊
効果の影響により、良好なカットオフ特性を得ることができない。したがって、ＤＲＡＭ
セル２及びカラム選択ゲート４はバルク領域１に形成する。また、センスアンプ３とサブ
データ線センスアンプ５は相補型のラッチ回路により構成され、アナログ動作によって微
小電位差を増幅している。このような相補型回路をＳＯＩ領域６に形成した場合、良好な
増幅特性を得ることができない。この理由は、ＳＯＩ領域６に形成されたトランジスタは
、基板浮遊効果により、直前の電位状態によって回路特性が変化する所謂「ヒステリシス
特性」を有しているからである。したがって、センスアンプ３とサブデータ線センスアン
プ５は、供にバルク領域１に形成されている。
【００１９】
上記以外の回路は、ＳＯＩ素子の利点、ウェル領域を必要としないことよる高密度性、基
板浮遊効果による高電流駆動能力、チャネル領域以外にＰＮジャンクションを持たないこ
とによる低ソースドレイン容量などを活用するため、ＳＯＩ領域６に形成される。
【００２０】
上記メモリセグメント２９以外の回路において、ＳＯＩ素子を利用する利点についてさら
に説明する。
【００２１】
図２は、図１に示すワード線選択回路７の一例を示している。通常、ＤＲＡＭセルは高集
積度を実現するため、１つのＮチャネルＭＯＳトランジスタ（以下、ＮＭＯＳトランジス
タと称す）と、１つのキャパシタとにより構成されている。ＤＲＡＭセルが選択状態のと
き、ビット線とキャパシタのストレージノードとを良好な状態で接続する必要がある。こ
のため、ワード線選択回路には、例えば電源電圧より高い昇圧電源２１が供給されること
が普通である。このように、電源電圧及びこれ以外の電源を扱う回路において、ウェルを
必要としないＳＯＩ素子は、レイアウトの高密度化に有利である。
【００２２】
また、通常、ワード線には多数のメモリセルが接続されている。例えば１Ｍｂｉｔのセル
アレイの場合、１つのワード線には、２Ｋ個のメモリセルが接続されている。このため、
配線容量などを含めると１つのワード線の容量はほぼ１ｐＦになる。高速動作を可能とす
るため、ワード線選択回路は高い電流駆動能力が要求され、ワード線選択回路に単位ゲー
ト幅あたりの電流駆動能力が大きなＳＯＩ素子を用いることが有利である。
【００２３】
さらに、一般にワード線は高集積度化のためにリソグラフィ技術が許す限り狭いピッチで
形成される。このため、ワード線を駆動する回路も狭ピッチで配置しなければならない。
それを実現するため、ワード線駆動回路は図２に示すような、特殊な構成のＡＮＤ回路と
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なる場合がある。この場合、選択ソースノード２０には多数のトランジスタのソースが接
続されることになる。例えば１Ｍｂｉｔのセルアレイの場合、ワード線の本数は５１２本
にもなり、図２に示すように、４本の選択ソースノード２０を設ける場合、各選択ソース
ノード２０に、１２８個のソース端子が接続されることになる。このワード線駆動回路を
バルク素子を用いて構成した場合、選択ソースノード２０の寄生容量は５ｐＦにもなり、
回路の高速化または低消費電力化の妨げになる。ＳＯＩ素子をワード線選択回路に用いる
ことは、ジャンクション容量を抑えることができる。このため、回路の高速化又は低消費
電力化において有利である。
【００２４】
図３は、図１に示すカラム選択回路９の一例を示している。図３は説明の便宜上、４個の
カラム選択回路９のみを示している。実際のＤＲＡＭの場合、１６個乃至２５６個程度の
カラム選択回路が存在することが普通である。例えば６４個のカラム選択回路が存在する
場合、そのうち１つを選択するためには６ビットのカラムアドレスが必要である。図３に
示すカラム選択回路９は、ドミノ回路により構成した例を示している。このドミノ回路は
、６入力のＮＡＮＤ回路を構成する６個のＮＭＯＳトランジスタを具備している。６入力
のＮＡＮＤ回路には、６ビットのカラムアドレスＣＡ＜０＞～ＣＡ＜５＞、又はこれらの
反転信号が供給されている。各ＮＡＮＤ回路の電流通路の一端には、遅延回路２６から出
力されるパルス信号２７に応じて電位が供給される。すなわち、カラム選択タイミング信
号ＣＳＬＥｐは、非選択時、低電位であり、遅延回路２６から出力されるパルス信号２７
は高電位である。このため、各カラム選択回路９のソース電極２８ａは高電位に充電され
ている。
【００２５】
カラム選択タイミング信号ＣＳＬＥｐが高電位へ遷移すると、６入力のＮＡＮＤ回路のド
レイン電極２８ｂが高電位から低電位へと遷移する。この時、カラムアドレスによって選
択状態にあるカラム選択回路９は、６個のＮＭＯＳトランジスタが全て導通状態となる。
このため、カラム選択信号ＣＳＬ＜０＞～ＣＳＬ＜６３＞のいずれか１つが高電位へと変
化する。その後、カラム選択タイミング信号ＣＳＬＥｐが高電位の期間において、選択さ
れたカラム選択信号ＣＳＬ＜０＞～ＣＳＬ＜６３＞は高電位を維持し、カラム選択タイミ
ング信号ＣＳＬＥｐが低電位へ遷移するとカラム選択信号ＣＳＬ＜０＞～ＣＳＬ＜６３＞
も低電位へと遷移する。
【００２６】
一方、カラムアドレスにより選択されなかったカラム選択回路９の出力は常に低電位状態
を保持する。また、遅延回路２６の出力信号２７は、カラム選択タイミング信号ＣＳＬＥ
ｐが高電位になってから、カラム選択信号ＣＳＬ＜０＞～ＣＳＬ＜６３＞が高電位になっ
た後、低電位に遷移する。したがって、カラム選択タイミング信号ＣＳＬＥｐが高電位に
なってから、遅延回路の出力信号２７が低電位になるまでの僅かな期間だけ、カラムアド
レスＣＡ＜０＞～ＣＡ＜５＞がカラム選択回路９に取り込まれる。
【００２７】
カラム選択回路９を構成するドミノ回路は、素子数を少なく抑えることができ、高速な動
作を実現できる回路方式である。しかし、通常のバルク素子を用いて６段もの多入力ＮＡ
ＮＤ回路を構成した場合、上段に接続されたＮＭＯＳトランジスタのドレイン端子２８ａ
の電位が浮き上がる。このため、バックゲート効果が発生して、電流駆動能力が極端に低
下する。また、多段に接続されたＮＭＯＳトランジスタの中間端子に寄生するジャンクシ
ョン容量の充放電の終了を待たなければならない。したがって、回路動作が遅くなる。最
悪の場合、ジャンクション容量の充電電流により、入力されたカラムアドレスの状態は非
選択であるにも関わらず、カラム選択信号が出力されるという不具合が発生する。
【００２８】
一方、ＳＯＩ素子を用いて多入力のＮＡＮＤゲートを構成した場合、ＳＯＩ素子は基本的
にバックゲート効果が発生しない。このため、電流駆動能力が極端に低下することはない
。さらに、ＳＯＩ素子のジャンクション容量は小さいため、中間端子の充電電流による問
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題も発生しない。つまり、ＳＯＩ素子を用いることにより、誤動作が発生せず、高速動作
が可能なカラム選択回路を少ない素子数で構成することができる。
【００２９】
図４は、図３に示す回路と比較するため、バルク素子を用いたＣＭＯＳ型のカラム選択回
路を示している。詳しい説明は省略するが、図４に示すカラム選択回路９－１はＳＯＩ素
子を用いたカラム選択回路と比べて、素子数及びゲート段数が多いことが分かる。
【００３０】
　上記第１の によれば、ＤＲＡＭセル２、センスアンプ３及びカラム選択ゲート４
をバルク領域１に形成している。このため、ＤＲＡＭセル２及びカラム選択ゲート４を構
成するトランスファーゲートは良好なカットオフ特性を得ることができる。また、センス
アンプ３は良好な増幅特性を得ることができる。
【００３１】
さらに、複数のワード線選択回路７、複数のセンスアンプ制御回路８、複数のカラム選択
回路９、データ線アクセス制御回路１０、複数のデータラッチ回路１１、複数のメインデ
ータ線駆動回路１２、及び複数のサブデータ線駆動回路１３は、ＳＯＩ領域６に形成して
いる。このため、これらの回路は、高電流駆動能力、低消費電力、及び高速動作が可能で
ある。
【００３２】
　上記第１の において、ＤＲＡＭマクロ全てをバルク領域１内に形成しない理由は
、ＤＲＡＭの容量に応じてバルク領域１の大きさが異なることを避け、バルク領域１のサ
イズをほぼ同一とするためである。さらに、ＤＲＡＭセルのみをバルク領域に形成するの
ではなく、センスアンプ３やカラム選択ゲート４を一緒に形成する理由は、バルク領域１
が細分化することにより緩衝領域が増加することを避けるためである。緩衝領域はＳＯＩ
素子もバルク素子も形成されていない領域であり、数μｍの幅を有している。このため、
緩衝領域が増加するとチップサイズが大きくなるという問題が生じる。
【００３３】
　さて、同一チップ中に複数の良質なバルク領域を形成するためには、バルク領域の形状
と大きさをほぼ統一する必要がある。このため、次に、第２の を用いて、バルク領
域１のサイズをほぼ同一とする理由について説明する。
【００３４】
（第２の ）
　図５は、本発明の第２の を示すものであり、大容量のＤＲＡＭマクロを構成する
場合を示している。
【００３５】
　第２の は、半導体基板内に４つのバルク領域１を、形成する場合を示している。
矩形状の１つのバルク領域１内には、例えば４つのメモリセグメント２９が配置されてい
る。各メモリセグメント２９は、メモリセルアレイを構成する１Ｍｂｉｔ程度のＤＲＡＭ
セル２と、複数のセンスアンプ３、複数のカラム選択ゲート４を含んでいる。この１Ｍｂ
ｉｔのメモリセグメントはビット線１５、１６方向に配置されている。これらメモリセグ
メント２９の上層の配線領域には、例えば１２８個のデータ線対１７が配置されている。
これらデータ線対１７に１２８個サブデータ線センスアンプ５が接続されている。
【００３６】
さらに、バルク領域１に隣接するＳＯＩ領域６は、ワード線選択回路７と、センスアンプ
制御回路８と、カラム選択回路９と、データ線アクセス制御回路１０と、複数のデータラ
ッチ回路１１と、複数のメインデータ線駆動回路１２と、サブデータ線駆動回路１３とを
含んでいる。
【００３７】
上記４個のメモリセグメント２９を含むバルク領域１と、ＳＯＩ領域６とにより、メモリ
領域としての４ＭｂｉｔのＤＲＡＭサブマクロ３０が構成される。このＤＲＡＭサブマク
ロ３０を４つ並べて１つの高集積度１６ＭｂｉｔＤＲＡＭマクロを構成している。
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【００３８】
図６は、上記ＤＲＡＭサブマクロ３０を用いてシステム・オン・チップを構成した場合を
示している。チップ３１には、４個のＤＲＡＭサブマクロ３０を用いた１６ＭｂｉｔＤＲ
ＡＭマクロと、２個のＤＲＡＭサブマクロ３０を用いた８ＭｂｉｔＤＲＡＭマクロと、１
個のＤＲＡＭサブマクロ３０を用いた４ＭｂｉｔＤＲＡＭマクロとが配置されている。こ
れらＤＲＡＭマクロの相互間に例えばロジック回路が配置されている。
【００３９】
１６ＭｂｉｔＤＲＡＭマクロ、及び８ＭｂｉｔＤＲＡＭマクロは、各ＤＲＡＭサブマクロ
３０が、図示せぬ読み出しメインデータ線１８、及び書き込みメインデータ線１９方向に
配置されている。図６において、１６ＭｂｉｔＤＲＡＭマクロ内におけるＤＲＡＭサブマ
クロ３０の配置方向は、８ＭｂｉｔＤＲＡＭマクロ内におけるＤＲＡＭサブマクロ３０の
配置方向と並行している。しかし、これに限定されるものではなく、破線の丸印内に示す
ように、例えば８ＭｂｉｔＤＲＡＭマクロ内におけるＤＲＡＭサブマクロ３０の配置方向
を、１６ＭｂｉｔＤＲＡＭマクロ内におけるＤＲＡＭサブマクロ３０の配置方向と直交さ
せてもよい。すなわち、この場合、８ＭｂｉｔＤＲＡＭマクロの図示せぬ読み出しメイン
データ線１８、及び書き込みメインデータ線１９は、１６ＭｂｉｔＤＲＡＭマクロの図示
せぬ読み出しメインデータ線１８、及び書き込みメインデータ線１９に対して直交方向に
配置されている。
【００４０】
さらに、各ＤＲＡＭマクロ内のＤＲＡＭサブマクロの数は上記例に限定されるものではな
い。すなわち、各ＤＲＡＭマクロ内のＤＲＡＭサブマクロの数は、チップの仕様に応じて
、１つ以上で、各ＤＲＡＭマクロ毎に異なる数であっても、同数であってもよい。
【００４１】
このように、多彩な記憶容量のＤＲＡＭマクロを１つのチップに搭載したシステム・オン
・チップの場合においても、各ＤＲＡＭサブマクロ３０のバルク領域の大きさをほぼ統一
することができる。
【００４２】
図７は、ＤＲＡＭサブマクロ３０をキャシュメモリに適用した例を示している。大容量Ｄ
ＲＡＭマクロが必要とされるキャシュメモリにおいて、チップ３１の大部分はバルク領域
になってしまう。しかし、ＤＲＡＭサブマクロ３０を用いることにより、適切にＳＯＩ領
域を設けることができる。したがって、ＳＯＩ素子の特徴を効果的に利用することにより
、高速動作が可能となる。
【００４３】
図８は、ＤＲＡＭサブマクロ３０を画像処理専用ＬＳＩに適用した例を示している。４Ｍ
ｂｉｔ程度の比較的小規模の画像用バッファメモリとしてＤＲＡＭサブマクロ３０と、Ｓ
ＯＩ素子を用いた高速な画像処理論理回路（ graphic engin）３２とを１チップに搭載し
ている。このような、画像処理専用ＬＳＩにも、ＤＲＡＭ混載が可能になる。その際、チ
ップの一部に小面積のバルク領域を形成することになる。
【００４４】
上記３つの例において、ＤＲＡＭマクロの記憶容量は大きく異なっている。しかし、いず
れの場合においても、各バルク領域の形状や面積をほぼ等しくすることができる。
【００４５】
　上記第２の によれば、各バルク領域１の面積と形状を統一している。形状や面積
が異なるバルク領域を形成するためには、バルク領域毎に製造工程を最適化しなければな
らずコスト増となる。しかし、各バルク領域１の面積と形状を統一することにより、製造
コストを低減できる。
【００４６】
しかも、各バルク領域１の面積と形状を統一することにより、エピタキシャル層からなる
バルク領域１の膜質を均一化できる。このため、部分ＳＯＩ技術を用いた混載ＤＲＡＭチ
ップの歩留まりを向上できる。
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【００４７】
図９は、図５のＩＸ－ＩＸ線に沿った断面図を示している。図９において、図５と同一部
分には同一符号を付す。図９は、簡単化するため、素子を摸式化して記載している。さら
に、半導体基板の上層の配線層も一部省略しているため、図５に示す回路構成と完全に一
致していない。
【００４８】
図９において、半導体基板（ｓｕｂ）は、例えば予め埋め込み絶縁膜が形成されたＳＯＩ
基板である。しかし、これに限定されるものではない。このＳＯＩ基板に部分ＳＯＩ技術
を用いてバルク領域１が形成される。すなわち、部分ＳＯＩ技術は、ＳＯＩ基板のバルク
形成領域に埋め込み絶縁膜より深い開口を形成し、この開口内に単結晶シリコンを成長さ
せて開口を塞ぐことによりバルク領域を形成する。
【００４９】
このようにしてバルク領域１と、ＳＯＩ領域６が形成される。バルク領域１内には、トレ
ンチ型キャパシタ２－１を有するＤＲＡＭセル２と、センスアンプ３と、カラム選択ゲー
ト４と、サブデータ線センスアンプ５を構成するＭＯＳトランジスタが形成されている。
【００５０】
また、ＳＯＩ領域６において、基板内に形成された埋め込み絶縁膜６－１上の半導体層６
－２内には、データラッチ回路１１とメインデータ線駆動回路１２を構成するＭＯＳトラ
ンジスタが形成されている。
【００５１】
（第３の ）
　図１０は、本発明の第３の を示している。第３の は、ＳＯＩ素子をさらに
活用して高速なデータパス構造を構築し、高速な半導体記憶装置を低コストで提供する。
【００５２】
　第３の において、バルク領域１に形成されるメモリセルとしてのＤＲＡＭセル２
と、センスアンプ３と、カラム選択ゲート４と、サブデータ線センスアンプ５は、第１、
第２の実施形態と同一である。このため、バルク領域１のみを示し、詳細な回路構成は省
略している。
【００５３】
一方、各ＳＯＩ領域６には、複数のデータラッチ回路１１と、複数のメインデータ線駆動
回路１２及びサブデータ線駆動回路１３が配置され、さらに、不良救済回路を構成するス
イッチ回路３３が配置されている。このスイッチ回路３３は、不良のメモリセル又はビッ
ト線又はサブデータ線が存在する場合、不良サブデータ線をスペアのサブデータ線に切り
替え、スペアのサブデータ線をメインデータ線に接続する。図１０に示す回路は、不良サ
ブデータ線に対してアクセスする場合、スイッチ回路３３によりサブデータ線が図示右側
又は左側にシフトされる。このため、不良サブデータ線とメインデータ線との接続が解除
され、正常なサブデータ線とメインデータ線とが接続される。
【００５４】
　図１１は、第３の に適用されるスイッチ回路３３の一例を示している。スイッチ
回路３３は１ビットのシフトレジスタ３４と、キャリー制御回路３５と、読み出しデータ
線スイッチ３６と、書き込みデータ線スイッチ３７とから構成されている。シフトレジス
タ３４にはそのサブデータ線が不良であることを示す情報が蓄えられる。シフトレジスタ
３４の出力端はキャリー制御回路３５に接続されている。キャリー制御回路３５は、隣接
するスイッチ回路３３から供給される信号を論理演算し、この演算結果に基づき読み出し
データ線スイッチ３６と書き込みデータ線スイッチ３７を制御する。
【００５５】
図１２は、図１０に示すサブデータ線駆動回路１３の一例を示している。サブデータ線駆
動回路１３のデータ入力端子には、図１１に示す書き込みデータ線スイッチ３７の出力信
号ＷＤＯと、書き込み動作のタイミングを制御するクロック信号ＤＳＥｐと、読み出し動
作のタイミングを制御するクロック信号ＤＱＨＺｐが供給される。
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【００５６】
上記構成において、データの書き込み動作時、クロック信号ＤＳＥｐが低電位から高電位
に遷移すると、入力データラッチ回路４０は、書き込みデータ線スイッチ３７の出力信号
ＷＤＯを取り込む。これに応じて、駆動回路４２が動作し、一対のサブデータ線１７の一
方が低電位へ遷移する。その後、クロック信号ＤＳＥｐが高電位である期間、入力データ
ラッチ回路４０は受けた信号を保持し続ける。この後、クロック信号ＤＳＥｐが低電位に
なると、一対のサブデータ線１７が両方とも高電位状態にプリチャージされる。
【００５７】
上記サブデータ線１７は、ほぼ１ｍｍ程度の長さである。このサブデータ線１７には、１
６個から１２８個程度の図示せぬカラム選択ゲートが接続されている。このため、サブデ
ータ線１７の負荷容量は、例えば０．５ｐＦ程度の大きな値になる。サブデータ線１７を
駆動するトランジスタ４１は、この負荷容量を高速に充放電できるような高い電流駆動能
力が要求される。
【００５８】
ＳＯＩ素子は基板浮遊効果によりバルク素子に比べて電流駆動能力が高い。したがって、
サブデータ線駆動回路１３をＳＯＩ素子で構成することにより、データパスの高速化とレ
イアウトの縮小を実現できる。なお、クロック信号ＤＱＨＺｐは読み出し動作時に動作す
る信号であり、書き込み動作時は低電位に固定されている。
【００５９】
図１３は、前記メイン読み出しデータ線駆動回路１２の一例を示している。メイン読み出
しデータ線駆動回路１２のデータ入力端子には、図１１に示す読み出しデータ線スイッチ
３６の出力信号ＲＤＯと、読み出し動作のタイミングを制御するクロック信号ＲＤＥｐが
供給される。
【００６０】
読み出し動作時において、信号ＲＤＥｐが低電位から高電位へ遷移すると、読み出しデー
タラッチ回路４４はデータ入力端子の状態を取り込む。これと同時にメイン読み出しデー
タ線駆動トランジスタ４５はメイン読み出しデータ線１８を駆動する。その後、クロック
信号ＲＤＥｐが高電位である期間、入力データラッチ４４は状態を保持し続け、クロック
信号ＲＤＥｐが低電位になるとメイン読み出しデータ線駆動トランジスタ４５はハイイン
ピーダンス状態となる。
【００６１】
メイン読み出しデータ線１８は、ほぼ４ｍｍ程度の長さになる。さらに、図１０に示す例
では、４つのバルク領域にそれぞれ配置された４つのデータ線駆動トランジスタがメイン
読み出しデータ線１８に並列接続される。このため、メイン読み出しデータ線１８の負荷
容量は、例えば１ｐＦ以上となる。
【００６２】
したがって、図１３に示す読み出しデータ線駆動トランジスタ４５は、この負荷容量を高
速に充放電できるような高い電流駆動能力が要求される。ＳＯＩ素子は基板浮遊効果によ
りバルク素子に比べて電流駆動能力が高い。メイン読み出しデータ線駆動回路１２をＳＯ
Ｉ素子で構成することにより、データパスを高速化できるとともに、レイアウトの縮小を
実現できる。
【００６３】
　上記第３の によれば、データパスを構成するサブデータ線駆動回路１３、メイン
読み出しデータ線駆動回路１２、及び不良救済回路としてのスイッチ回路３３をＳＯＩ素
子により構成している。これらデータパスを構成する回路は、多くのトランジスタを含ん
でいる。このため、これらトランジスタをＳＯＩ素子により構成することにより、ＳＩＯ
素子の小面積、高駆動能力という利点を活用することができ、半導体装置の低コスト化と
高速化を実現することができる。
【００６４】
しかも、不良救済回路としてのスイッチ回路３３を設けることにより、高い歩留まりを期
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待できる。
【００６５】
（第４の ）
　図１４は、本発明の第４の を示すものであり、高速動作が可能なＤＲＡＭマクロ
を構成する場合の例を示している。一般に高速動作が可能なＤＲＡＭマクロを構成する場
合、ビット線とワード線の長さを短くし、寄生容量や配線抵抗の影響を抑える必要がある
。このため、高速動作が可能なＤＲＡＭマクロのメモリセルは、同じ容量を有する通常の
ＤＲＡＭマクロと比べて細かく分割されている。
【００６６】
したがって、仮にＤＲＡＭセルだけをバルク領域に形成すると、メモリセルを細かく分割
するに従いバルク領域の形状が小さくなる。すると、ＳＯＩ領域とバルク領域間の緩衝領
域の数が多くなり、緩衝領域の面積が大きくなる。したがって、チップサイズが増大し、
コスト高となる。
【００６７】
　そこで、第４の は、例えば１２８Ｋｂｉｔ程度のＤＲＡＭセル２と、１Ｋ個程度
のセンスアンプ３と、カラム選択ゲート４とにより１つの１２８Ｋセグメント２９を構成
している。
【００６８】
図１４に示すように、ほぼ矩形状の各バルク領域１内には、例えば３２個の１２８Ｋｂｉ
ｔセグメント２９と、１２８個のサブデータ線センスアンプ５が配置されている。各バル
ク領域１の隣接する３つの辺に対応してＳＯＩ領域６が配置されている。すなわち、この
ＳＯＩ領域６はバルク領域１の並行する２つの辺の一方に対応する第１の半導体領域部６
－ａと、他方の辺に対応する第２の半導体領域部６－ｂと、前記第１、第２の半導体領域
部６－ａ、６－ｂの間に位置する第３の半導体領域部６－ｃとを有している。
【００６９】
第１の半導体領域部６－ａには、例えばワード線選択回路（ＷＳＣ）７と、センスアンプ
制御回路８と、カラム選択回路９と、サブデータ線センス制御回路（ＳＳＣ）１０とが配
置される。図１４には、そのうちのワード線選択回路（ＷＳＣ）７、サブデータ線センス
制御回路１０のみを示している。第２の半導体領域部６－ａには、同様に例えばワード線
選択回路（ＷＳＣ）７と、センスアンプ制御回路８と、カラム選択回路９とが配置される
が、そのうちのワード線選択回路（ＷＳＣ）７のみを示している。第３の半導体領域部６
－ｃには、データラッチ回路（ＤＬＴ）１１と、メインデータ線駆動回路１２と、サブデ
ータ線駆動回路１３とが配置されている。
【００７０】
上記バルク領域１と、ＳＯＩ領域６とにより、１つの４ＭｂｉｔＤＲＡＭサブマクロ３０
－１が形成される。この４ＭｂｉｔＤＲＡＭサブマクロ３０－１を必要とされるだけ配置
することにより、所望の高速大容量のＤＲＡＭマクロを構成できる。
【００７１】
　上記第４の によれば、バルク領域１内のメモリセグメント２９を細かく分割し、
ビット線とワード線の長さを短くすることにより、寄生容量や配線抵抗の影響を抑えてい
る。さらに、バルク領域１の隣接する３つの辺に対応して形成されたＳＯＩ領域６のうち
、第１、第２の半導体領域６－ａ、６－ｂにワード線選択回路７等を配置している。この
ため、高速動作が可能なＤＲＡＭマクロを構成することができる。
【００７２】
　第４の により構成された高速１６ＭｂｉｔＤＲＡＭマクロは、第２の に示
す１６ＭｂｉｔＤＲＡＭマクロに比べて、面積が大きくなる。しかし、第２の に示
すＤＲＡＭマクロに比べて高速動作が可能であるという特徴がある。したがって、用途に
よって最適なＤＲＡＭマクロを選択するにより、性能とコストの最適化を図ることができ
る。ところで、同一チップ上に特性の異なる２つのＤＲＡＭマクロを実装する必要が生じ
る場合がある。
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【００７３】
　図１５は、同一チップに、例えば第２の におけるＤＲＡＭサブマクロ３０を用い
た３２Ｍｂｉｔの高集積度ＤＲＡＭマクロと、第４の におけるＤＲＡＭサブマクロ
３０－１を用いた２つの高速８ｂｉｔＤＲＡＭマクロを搭載した例を示している。
【００７４】
このような場合においても、バルク領域の面積をほぼ均等に保つことができる。このため
、安定して部分ＳＯＩ技術を用いることが可能となる。したがって、低コストで高速なシ
ステムＬＳＩチップを構成することができる。
【００７５】
（第５の ）
　図１６は、本発明の第５の を示すものであり、部分ＳＯＩ技術を活用して低電圧
化及び低消費電力化を実現した半導体記憶装置を示している。
【００７６】
図１６において、バルク領域１の構成は、図５と同様である。すなわち、バルク領域１内
には、例えば４つのメモリセグメント２９が形成されている。各メモリセグメント２９は
、メモリセルアレイを構成する複数のＤＲＡＭセル２と、これらＤＲＡＭセル２に接続さ
れるワード線１４と、ビット線１５、１６と、センスアンプ３と、カラム選択ゲート４と
、サブデータ線センスアンプ５とを含んでいる。
【００７７】
ＳＯＩ領域６は、ワード線選択回路（ＷＳＣ）７とセンスアンプ制御回路（ＳＡＣＣ）８
と、カラム選択回路（ＣＳＣ）９と、データ線アクセス制御回路（ＤＬＣＣ）１０と、デ
ータラッチ回路（ＤＬＴ）１１と、メインデータ線駆動回路１２と、サブデータ線駆動回
路１３を含んでいる。
【００７８】
さらに、ＳＯＩ領域６内には、後述する降圧回路４７の最終段ドライバ４６が配置されて
いる。この最終段ドライバ４６は、例えばＮＭＯＳトランジスタにより構成され、電源電
圧ＶＤＤを降圧して降圧電源ＶＡＡを生成する。この降圧電源ＶＡＡは、前記センスアン
プ３の電源である。
【００７９】
また、前記複数のバルク領域１のうち、例えば図示最上部に位置するバルク領域１は拡張
されたバルク領域４９を有し、このバルク領域４９内に降圧制御回路４８が形成される。
最終段ドライバ４６は、降圧制御回路４８の出力電圧により制御される。
【００８０】
図１７は、図１６に示す降圧回路４７の一例を示している。前述したように、降圧回路４
７は、降圧制御回路４８と最終段ドライバ４６により構成され、最終段ドライバ４６の出
力端は、センスアンプ３の電源端子に接続されている。降圧制御回路４８は、検出部４８
－１と、比較器４８－２と、電圧発生部４８－３とにより構成されている。検出部４８－
１は、最終段ドライバ４６のゲート電極に供給されるゲート電圧を検出する。比較器４８
－２は、検出部４８－１により検出されたゲート電圧と基準電圧ＶＲＥＦとを比較する。
電圧発生部４８－３は、比較器４８－２の出力信号に応じてゲート電圧を発生する。この
ゲート電圧は最終段ドライバ４６のゲート電極に供給される。
【００８１】
ここで、特徴的なことは、降圧降圧制御回路４８とセンスアンプ３はアナログ的な動作を
するため、バルク素子により構成され、最終段ドライバ４６のみがＳＯＩ素子により構成
されていることである。
【００８２】
最終段ドライバ４６としてのＮＭＯＳトランジスタは、ソースフォロアのバイアス条件に
て動作している。また、ＮＭＯＳトランジスタはサブスレッショルド領域で動作するよう
総チャネル幅が、例えば２０ｍｍに及ぶような巨大なトランジスタである。
【００８３】
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図１８は、上記ＮＭＯＳトランジスタのＶｇｓ－Ｉｄｓ特性を示している。通常、Ｖｇ－
Ｉｄ特性は横軸をゲート電圧（Ｖｇｓ）、縦軸をドレイン電流（Ｉｄｓ）として示される
。しかし、図１７は、縦軸が負のゲート電圧（－Ｖｇｓ）、横軸がドレイン電流の対数（
ｌｏｇ（Ｉｄｓ））となっている。
【００８４】
このＮＭＯＳトランジスタの静特性は、降圧回路７４の負荷特性と考えることができ、横
軸は降圧電源の負荷電流、縦軸はその条件における出力電圧となる。このため、ＮＭＯＳ
トランジスタのゲート電圧をＶｇとした場合、降圧電圧ＶＡＡは、
ＶＡＡ＝Ｖｇ－Ｖｇｓ
を表すことができる。
【００８５】
ＤＲＡＭの読み出し書き込み動作において、複数のセンスアンプ３が同時に動作する。こ
のため、読み出し書き込み電流は、大きなピークを示す。例えば１００ｆＦの寄生容量を
持つ２Ｋ本のビット線対を電圧１Ｖまで、１ｎｓ以内の時間で駆動するためには、例えば
２００ｍＡのピーク電流が必要とされる。このような負荷電流が流れた場合においても、
図１７に示す回路によれば、総チャネル幅２０ｍｍの最終段ドライバ４６はサブスレッシ
ョルド特性領域で動作していると見なすことができる。したがって、ゲート電圧Ｖｇで一
定とした場合、電流２００ｍＡにおける最終段ドライバ４６の出力電圧ＶＡＡ ( 2 0 0 m A )は
、
ＶＡＡ ( 2 0 0 m A )＝Ｖｇ－０．７Ｖ
となる。
【００８６】
一方、センスアンプ３が動作していないとき、又はビット線がフル振幅して安定状態にな
った時、負荷電流は殆んど流れず、例えば１０μＡ程度となる。図１８から、この時の出
力電圧ＶＡＡ ( 1 0 μ A )は、
ＶＡＡ ( 1 0 μ A )＝Ｖｇ－０．４５Ｖ
となる。
【００８７】
図１８に示すようなソースフォロア型の最終段ドライバ４６を有する降圧回路４７は、広
い範囲の負荷電流を許容するという利点がある。しかし、その一方、最終段ドライバ４６
の出力電圧を降圧制御回路４８が参照していないため、負荷電流によって出力電圧が変化
するという弱点がある。その変動量は最終段ドライバ４６のサブスレッショルド特性に依
存する。このため、出力電位の変動量を抑えるためには、最終段ドライバ４６にサブスレ
ッショルド特性の小さいトランジスタを用いる必要がある。
【００８８】
ここで、ＳＯＩ素子のサブスレッショルド特性は６０ｍＶ／ｄｅｃであり、バルク素子の
１００ｍＶ／ｄｅｃに比べて小さい。つまり、最終段ドライバ４６にＳＯＩ素子を用いる
ことは半導体記憶装置に適した降圧回路を構成するために有効である。
【００８９】
　第５の によれば、降圧回路７４を構成する降圧制御回路４８をバルク領域１に配
置し、最終段ドライバ４６をＳＯＩ領域６内に配置している。すなわち、最終段ドライバ
４６は、隣接する２つのバルク領域１を分離するＳＯＩ領域６に形成されている。しかも
、最終段ドライバ４６を分散し、降圧電圧が必要な回路、例えばセンスアンプ３に近傍に
配置している。このため、最終段ドライバ４６からセンスアンプ３までの電源配線の寄生
抵抗の影響による電源電位の電圧降下を最小限に抑えることができる。
【００９０】
また、電位制御回路４８は最上部の拡張したバルク領域４９に１つだけ配置されている。
一般に、半導体記憶装置にはアナログ動作する電源制御回路が必要とされる。この面積は
メモリセルアレイの面積に比べて非常に小さい。したがって、この例のように最上部のバ
ルク領域１を部分ＳＯＩ工程の安定性に問題が発生しない程度に若干拡張することにより
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、必要なアナログ回路用のバルク領域を確保することができる。
【００９１】
（第 の実施形態）
　次に、本発明の第 の実施形態について説明する。半導体装置は、その動作に種々の内
部パルス信号を必要とする。この内部パルス信号は、クロック信号ＣＬＫに基づきパルス
発生器により生成される。このパルス発生器は、一般に、容量Ｃと抵抗Ｒとから構成され
るＣＲ遅延回路と、ＣＲ遅延回路の出力信号が供給される論理回路とにより構成されてい
る。このようなパルス発生器は、発生されるパルス信号が電源電圧に依存して変化せず、
さらに、近時、高周波化されているクロック信号ＣＬＫから正確な内部パルス信号を発生
できる特性が必要である。
【００９２】
　図１９は、本発明の第 の実施形態を示しており、図１、図３と同一部分には同一符号
を付している。図１９は、例えば図３に示すカラム選択タイミング信号ＣＳＬＥｐを発生
するパルス発生器５１を示している。パルス発生器５１は、ワード線選択回路７、カラム
選択回路９、ロウデコーダ５２、カラムデコーダ５３とともに、ＳＯＩ領域６内に形成さ
れている。メモリセグメント２９、複数のセンスアンプ３、複数のカラム選択ゲート４は
バルク領域１に形成されている。
【００９３】
パルス発生器５１は、クロック信号ＣＬＫに基づいて、カラム選択タイミング信号ＣＳＬ
Ｅｐを発生する。このカラム選択タイミング信号ＣＳＬＥｐはカラムデコーダ５３の出力
信号とともに、カラム選択回路９に供給される。カラム選択回路９から出力されるカラム
選択信号ＣＳＬ（０）～ＣＳＬ（ｎ－１）は、複数のカラム選択ゲート４に供給される。
パルス発生回路５１から幅の狭い高精度のパルス信号を出力し、カラムデコーダの出力信
号に応じてカラム選択信号ＣＳＬ（０）～ＣＳＬ（ｎ－１）を順次出力することにより、
メモリセグメント２９から読み出されたデータをバースト転送することができる。尚、図
１９において、ロウ系の具体的な回路は省略している。
【００９４】
図２０は、上記パルス発生器５１の実施形態を示している。
【００９５】
図２０に示すパルス発生器５１は、クロック信号ＣＬＫが供給される遅延回路６１、ナン
ド回路６２、インバータ回路６３とにより構成されている。クロック信号ＣＬＫはナンド
回路６２の第１の入力端に供給されるとともに、遅延回路６１に供給される。この遅延回
路６１から出力される遅延信号ＤＬＳは前記ナンド回路６２の第２の入力端に供給される
。このナンド回路６２の出力端にはインバータ回路６３の入力端が接続される。このイン
バータ回路６３の出力端からカラム選択タイミング信号ＣＳＬＥｐが出力される。尚、以
下の説明において、カラム選択タイミング信号ＣＳＬＥｐを単にパルス信号ＣＳＬＥｐと
称す。
【００９６】
前記遅延回路６１は、ＰチャネルＭＯＳトランジスタＰＴ１、ＰＴ２、抵抗Ｒ、Ｎチャネ
ルＭＯＳトランジスタＮＴ１及び容量Ｃとにより構成されている。トランジスタＰＴ１、
抵抗Ｒ、トランジスタＮＴ１は電源と接地間に直列接続され、インバータ回路ＩＮＶを構
成する。トランジスタＰＴ１、ＮＴ１のゲートにはクロック信号ＣＬＫが供給される。遅
延回路６１の出力端としてのトランジスタＰＴ１と抵抗Ｒの接続ノードＣＮは、ナンド回
路６２の第２の入力端に接続される。さらに接続ノードＣＮと接地間には、トランジスタ
ＰＴ２及び容量Ｃが直列接続される。このトランジスタＰＴ２のゲートは接地され、基板
には電源が供給されている。
【００９７】
図２１を参照して、上記パルス発生器５１の動作について説明する。
【００９８】
クロック信号ＣＬＫがローレベルの時、遅延回路６１内のインバータ回路ＩＮＶにローレ
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ベルが入力され、トランジスタＰＴ１がオン状態、トランジスタＮＴ１がオフ状態となる
。このため、トランジスタＰＴ１及びトランジスタＰＴ２を介して容量Ｃが充電される。
このとき、ナンド回路６２の第１の入力端はローレベル、第２の入力端はハイレベルであ
る。このため、ナンド回路６２の出力信号はハイレベルであり、インバータ回路６３から
出力されるパルス信号ＣＳＬＥｐはローレベルとなる。
【００９９】
その後、クロック信号ＣＬＫがハイレベルになると、ナンド回路６２の出力信号がローレ
ベルとなり、パルス信号ＣＳＬＥｐはハイレベルとなる。
【０１００】
さらに、クロック信号ＣＬＫがハイレベルになると、遅延回路６１内のインバータ回路に
ハイレベルが供給される。このため、トランジスタＰＴ１がオフ状態、トランジスタＮＴ
１がオン状態となり容量Ｃの放電が開始される。放電開始当初において、遅延信号ＤＬＳ
はハイレベルのままである。このため、トランジスタＰＴ２は、線形領域のオン状態にあ
る。その後、容量Ｃの放電が進むに従い遅延信号ＤＬＳの電位が下がり、ナンド回路６２
により遅延信号ＤＬＳがローレベルと判定される。さらに、インバータ回路６３によって
ローレベルと判定される閾値電圧Ｖｔｈ＿ｉｎｖ以下にまで、遅延信号ＤＬＳの電位が下
がると、パルス信号ＣＳＬＥｐはローレベルとなる。
【０１０１】
さらに、遅延信号ＤＬＳの電位が低下し、トランジスタＰＴ２の閾値電圧の絶対値｜Ｖｔ
ｈｐ｜（＜Ｖｔｈ＿ｉｎｖ）にまで下がると、トランジスタＰＴ２はオフ状態となる。ト
ランジスタＰＴ２がオフ状態となると、容量Ｃは接続ノードＣＮから切り離される。した
がって、インバータ回路ＩＮＶにより接続ノードＣＮの電位は急速に接地電位へと近づく
。つまり、遅延信号ＤＬＳの電位がインバータ回路ＩＮＶの閾値電圧Ｖｔｈ＿ｉｎｖより
低下すると、遅延信号ＤＬＳの電位が急速に低下し、パルス信号ＣＳＬＥｐのエッジ（図
２０に破線で囲った部分の実線で示す部分）をより急峻にする。
【０１０２】
ナンド回路６２、及びインバータ回路６３により構成された論理回路の動作は電源電圧依
存性が大きい。論理回路は、遅延信号ＤＬＳの急峻なエッジ（図２０に実線で示す）が入
力された場合、遅延信号ＤＬＳのなだらかなエッジ（図２０に破線で示す）が入力された
場合に比べて、パルス信号ＣＳＬＥｐのパルス幅を高精度に設定できる。つまり、パルス
幅の電源電圧依存性を小さくできる。
【０１０３】
　上記第 の実施形態によれば、遅延回路６１を構成するインバータ回路ＩＮＶの接続ノ
ードＣＮと接地間にゲート電極が接地されたＰチャネルＭＯＳトランジスタＰＴ２を介し
て容量Ｃを接続している。このため、容量Ｃを放電する場合、遅延信号ＤＬＳの電位がト
ランジスタＰＴ２の閾値電圧より低下するとトランジスタＰＴ２がオフし、接続ノードＣ
Ｎから容量Ｃが切り離される。このため、インバータ回路ＩＮＶにより、遅延信号ＤＬＳ
の電位を高速に低下できる。したがって、ナンド回路６２及びインバータ回路６３により
構成された電源電圧依存性を有する論理回路の影響を低減して、パルス信号ＣＳＬＥｐの
下端を急峻なエッジとすることができる。
【０１０４】
しかも、このパルス発生器５１は、遅延信号ＤＬＳのレベルを高速に低下できる。このた
め、クロック信号ＣＬＫの周波数が高くなった場合においても、応答特性が低下すること
を防止でき、高速な動作が可能である。
【０１０５】
さらに、パルス発生器５１はＳＯＩ領域６内に形成されているため、高電流駆動能力、低
消費電力、及び高速動作が可能である。
【０１０６】
（第 の実施形態）
　図２２、図２３は、本発明の第 の実施形態を示すものであり、第 の実施形態と同一
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部分には同一符号を付す。
【０１０７】
図２０に示すパルス発生器５１は、容量Ｃの充電電位が電源電圧であった。これに対して
、図２２に示すパルス発生器５１は、容量Ｃの充電電位が接地電位である。
【０１０８】
図２２において、クロック信号ＣＬＫはインバータ回路７１を介してノア回路７２の第１
の入力端及び遅延回路６１に供給される。遅延回路６１から出力される遅延信号ＤＬＳは
ノア回路７２の第２の入力端に供給される。
【０１０９】
前記遅延回路６１において、抵抗ＲとトランジスタＮＴ１との接続ノードＣＮと電源間に
は、ＮチャネルＭＯＳトランジスタＮＴ２及び容量Ｃが接続されている。このトランジス
タＮＴ２のゲート電極には電源電圧が供給され、基板は接地されている。
【０１１０】
　図２３に示すように、上記パルス発生器５１は、クロック信号ＣＬＫがローレベルのと
き、容量Ｃが接地電位に充電される。上記パルス発生器５１の動作は、第 の実施形態と
ほぼ同様である。クロック信号ＣＬＫがハイレベルとなると、トランジスタＰＴ１がオン
状態となり、容量Ｃの放電が開始される。放電開始直後において、トランジスタＮＴ２は
、線形領域でオン状態である。トランジスタＮＴ２は、遅延信号ＤＬＳの電位がノア回路
７２によってハイレベルと判定される閾値電圧Ｖｔｈ＿ｉｎｖ以上の、Ｖｄｄ－Ｖｔｈｎ
電位にまで上昇すると、オフ状態となる。ここで、Ｖｄｄは電源電圧、Ｖｔｈｎはトラン
ジスタＮＴ２の閾値電圧である。トランジスタＮＴ２がオフ状態となると、遅延信号ＤＬ
Ｓの電位は急峻に上昇する。このため、パルス信号ＣＳＬＥｐの下端のエッジが急峻とな
る。
【０１１１】
　上記第 の実施形態によっても第 の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１１２】
（第 の実施形態）
　図２４は、本発明の第 の実施形態を示すものであり、図２０と同一部分には同一符号
を付し、異なる部分についてのみ説明する。
【０１１３】
図２４において、容量ＣはＮチャネルＭＯＳトランジスタを利用したＭＯＳキャパシタに
より構成されている。ＮチャネルＭＯＳトランジスタを利用したＭＯＳキャパシタの容量
値は、ｎＭＯＳトランジスタの閾値電圧Ｖｔｈｎ以上の電圧がゲート電極に印加された場
合一定値を保つ。しかし、ゲート電極に印加される電圧が閾値電圧Ｖｔｈｎ以下である場
合、急速に容量値が小さくなる。ＮチャネルＭＯＳトランジスタを利用したＭＯＳキャパ
シタは、このような電源依存性を有している。しかし、ＰチャネルＭＯＳトランジスタＰ
Ｔ２がオフとなるタイミングを、ＭＯＳキャパシタの容量値が急速に小さくなるタイミン
グより速くすることにより、容量値が一定値である領域のみを使用できる。このようなタ
イミングを設定するには、ＰチャネルＭＯＳトランジスタＰＴ２とＭＯＳキャパシタの閾
値電圧の関係を｜Ｖｔｈｐ｜＞Ｖｔｈｎと設定すればよい。閾値電圧の関係をこのように
設定することにより、ＰチャネルＭＯＳトランジスタＰＴ２がオフするタイミングをＭＯ
Ｓキャパシタの容量値が急速に小さくなるタイミングより速くできる。
【０１１４】
　図２４に示すパルス発生器５１の動作は、図２０に示す第 の実施形態と同様であるた
め、説明を省略する。
【０１１５】
　上記第 によっても、第 の実施形態と同様の効果を得ることができる。し
かも、ＭＯＳキャパシタを用いることにより、キャパシタの製造工程を削減できる利点を
有している。
【０１１６】
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（第 の実施形態）
　図２５は、本発明の第 の実施形態を示すものであり、第 の実施形態と同一部分には
同一符号を付す。
【０１１７】
図２５に示すパルス発生器５１において、クロック信号ＣＬＫは第１、第２のフリップフ
ロップ回路ＦＦ１、ＦＦ２の第１の入力端に供給される。第１のフリップフロップ回路Ｆ
Ｆ１はナンド回路７１、７２により構成され、第２のフリップフロップ回路ＦＦ２はノア
回路７３、７４により構成されている。第１のフリップフロップ回路ＦＦ１の第２の入力
端は遅延回路６１の出力端としての接続ノードＣＮに接続されている。第１のフリップフ
ロップ回路ＦＦ１の出力端は、第２のフリップフロップ回路ＦＦ２の第２の入力端に接続
されている。第２のフリップフロップ回路ＦＦ２の出力端は遅延回路６１の入力端に接続
されている。遅延回路６１において、接続ノードＣＮと接地間には容量Ｃが接続されてい
る。
【０１１８】
図２５に示すパルス発生器５１において、容量Ｃは第２のフリップフロップ回路ＦＦ２か
ら出力されるパルス信号ＣＳＬＥｐを利用して充電される。すなわち、第２のフリップフ
ロップ回路ＦＦ２において、クロック信号ＣＬＫと逆極性の出力ノードであるノア回路７
３の出力信号が遅延回路６１に供給される。遅延回路６１と第２のフリップフロップ回路
ＦＦ２の間に接続された第１のフリップフロップ回路ＦＦ１は、ネガティブフィードバッ
クによる出力パルス信号の発振を防止している。
【０１１９】
図２６（ａ）を参照して上記パルス発振器５１の動作について説明する。先ず、クロック
信号ＣＬＫがローレベルの時、ナンド回路７２の出力信号は必ずハイレベルとなる。この
ため、ナンド回路７１は遅延信号ＤＬＳの反転信号を出力するインバータ回路になる。同
様に、ノア回路７４はパルス信号ＣＳＬＥｐの反転信号を出力するインバータ回路になる
。この状態において、ノア回路７３の２つの入力端のうち、一方の入力端にはノア回路７
４からの反転されたパルス信号ＣＳＬＥｐが供給され、他方の入力端には遅延回路６１内
のインバータ回路ＩＮＶとナンド回路７１を通ったパルス信号ＣＳＬＥｐがそのまま供給
される。ノア回路７３の両入力端に互いに反転した信号が供給されるため、ノア回路７３
から出力されるパルス信号ＣＳＬＥｐはローレベルに初期化される。このとき、遅延回路
６１内の容量Ｃが充電され遅延信号ＤＬＳはハイレベルとなる。
【０１２０】
その後、クロック信号ＣＬＫがハイレベルになると、第１のフリップフロップ回路ＦＦ１
は、クロック信号ＣＬＫがローレベルの時、ナンド回路７１の出力信号をローレベルに保
持する。
【０１２１】
一方、クロック信号ＣＬＫがハイレベルになると、ノア回路７４の出力信号はローレベル
に反転する。このため、ノア回路７３の両入力端がともにローレベルとなり、パルス信号
ＣＳＬＥｐがハイレベルとなる。パルス信号ＣＳＬＥｐがハイレベルになると、遅延回路
６１のインバータ回路ＩＮＶを構成するトランジスタＮＴ１がオンし、容量Ｃの放電が開
始される。
【０１２２】
容量Ｃの放電開始当初、遅延信号ＤＬＳはハイレベルを維持する。このため、クロック信
号ＣＬＫの状態に関わらずナンド回路７１の出力信号はローレベルを維持し、パルス信号
ＣＳＬＥｐをハイレベルに保持する。容量Ｃの放電が進み、ナンド回路７１により遅延信
号ＤＬＳがローレベルと判定されると、ナンド回路７１の出力信号はハイレベルになる。
ナンド回路７１の出力信号がハイレベルになるとノア回路７３出力信号であるパルス信号
ＣＳＬＥｐはローレベルとなる。パルス信号ＣＳＬＥｐがローレベルとなると、遅延回路
６１内の容量Ｃの充電が開始される。容量Ｃの充電が進み、ナンド回路７１により遅延信
号ＤＬＳがハイレベルと判定され、クロック信号ＣＬＫがハイレベルである場合、ナンド
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回路７２の出力信号は現在の状態、ローレベルを保持する。このため、ナンド回路７１の
出力信号はハイレベルを保持し、パルス信号ＣＳＬＥｐはローレベルを維持する。
【０１２３】
また、容量Ｃの充電が進み、ナンド回路７１により遅延信号ＤＬＳがハイレベルと判定さ
れ、クロック信号ＣＬＫがローレベルである場合、前述した回路の初期化が行われる。こ
れとともにパルス信号ＣＳＬＥｐをローレベルに保持し、容量Ｃの充電を行う。
【０１２４】
　　図２６（ｂ）は、ＭＯＳキャパシタ 特性を示している。ＭＯＳキャパシタは放電が
進んでＭＯＳキャパシタにかかる電圧がＭＯＳキャパシタの閾値電圧Ｖ th_capnに近づく
と、容量値が減少する。このため、ＭＯＳキャパシタの放電に伴い、放電出力電圧が低下
する。したがって、放電出力電圧がなだらかに減少することを防止できる。
【０１２５】
図２６（ｂ）において、破線はＭＯＳキャパシタをバルク領域内に形成した場合を示し、
実線はＭＯＳキャパシタをＳＯＩ領域内に形成した場合を示している。このように、ＭＯ
ＳキャパシタをＳＯＩ領域内に形成することにより、一層急峻に容量値を小さくすること
ができる。したがって、遅延回路６１内の容量ＣをＭＯＳキャパシタにより構成し、さら
に、このＭＯＳキャパシタをＳＯＩ領域内に形成することにより、図２４に示す回路のよ
うに、ＰチャネルＭＯＳトランジスタＰＴ２を用いることなく、高速に遅延信号を立ち下
げることができる。
【０１２６】
　上記第 の実施形態によれば、容量Ｃの充電にパルス発振器の出力パルス信号を利用し
ている。このため、十分な充電時間を確保でき、容量Ｃを高速に充電できる。したがって
、高い周波数のクロック信号ＣＬＫを用いて高速動作する半導体集積回路において、高精
度のパルス信号を発生することができる。
【０１２７】
（第 の実施形態）
　図２７は、本発明の第 の実施形態を示しており、図２５と同一部分には同一符号を付
し異なる部分についてのみ説明する。図２７に示すパルス発生器５１は、パルス信号ＣＳ
ＬＥｐを生成する論理回路において、ノア回路による第２のフリップフロップ回路ＦＦ２
に代えて、ナンド回路８１、８２により構成された第３のフリップフロップ回路ＦＦ３を
使用している。第３のフリップフロップ回路ＦＦ３の第１の入力端には、インバータ回路
８４を介してクロック信号ＣＬＫが供給され、第２の入力端には、インバータ回路８３を
介して第１のフリップフロップ回路ＦＦ１の出力信号が供給されている。第３のフリップ
フロップ回路ＦＦ３の出力端にはインバータ回路８５が接続され、このインバータ回路８
５の出力端からパルス信号ＣＳＬＥｐが出力される。このパルス信号ＣＳＬＥｐは遅延回
路６１に供給される。
【０１２８】
図２７に示すパルス発生器５１の動作波形は、図２６に示す波形と同様である。先ず、ク
ロック信号ＣＬＫがローレベルの時、ナンド回路７２の出力信号は必ずハイレベルとなり
、ナンド回路７１は遅延信号ＤＬＳの反転信号を出力するインバータ回路となる。また、
ナンド回路８２はナンド回路８１の出力信号を反転した信号を出力するインバータ回路に
なる。この状態において、ナンド回路８１の２つの入力端のうち、一方入力端にはナンド
回路８２により反転されたナンド回路８１の出力信号が供給され、他方入力端には３つの
インバータ回路８５、ＩＮＶ、８３とナンド回路７１を通ったナンド回路８１の出力信号
が供給される。ナンド回路８１の両入力端には、互いに反転された信号が供給される。こ
のため、ナンド回路８１の出力信号はハイレベルとなる。したがって、インバータ回路８
５から出力されるパルス信号ＣＳＬＥｐはローレベルに初期化される。
【０１２９】
このパルス信号ＣＳＬＥｐに応じて、遅延回路６１内のインバータ回路ＩＮＶを構成する
トランジスタＰＴ１がオンとなり、容量Ｃが充電される。このため、遅延信号ＤＬＳがハ
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イレベルになる。
【０１３０】
その後、クロック信号ＣＬＫがハイレベルになると、第１のフリップフロップ回路ＦＦ１
を構成するナンド回路７１の出力信号は、クロック信号ＣＬＫがローレベルの時、ローレ
ベルに保持される。
【０１３１】
一方、クロック信号ＣＬＫがハイレベルになると、ナンド回路８２の出力信号はハイレベ
ルに反転する。このため、ナンド回路８１の両入力信号がともにハイレベルとなり、出力
パルス信号ＣＬＳＥｐがハイレベルになる。パルス信号ＣＬＳＥｐがハイレベルになると
、遅延回路６１内のインバータ回路ＩＮＶを構成するトランジスタＮＴ１がオンとなる。
このため、容量Ｃの放電が開始される。
【０１３２】
放電開始当初、遅延信号ＤＬＳは、ハイレベルを維持する。このため、クロック信号ＣＬ
Ｋの状態に関わらずにナンド回路７１の出力信号はローレベルを維持する。したがって、
出力パルス信号ＣＬＳＥｐはハイレベルに維持される。
【０１３３】
容量Ｃの放電が進み、ナンド回路７１によって遅延信号ＤＬＳがローレベルと判定される
と、ナンド回路７１の出力信号はハイレベルになる。ナンド回路７１の出力信号がハイレ
ベルになると、ナンド回路８１の出力信号もハイレベルとなる。このため、出力パルス信
号ＣＬＳＥｐはローレベルとなる。出力パルス信号ＣＬＳＥｐがローレベルとなると、遅
延回路６１において、容量Ｃの充電が開始される。容量Ｃの充電が進み、ナンド回路７１
によって遅延信号ＤＬＳがハイレベルと判定され、クロック信号ＣＬＫがハイレベルであ
る場合、ナンド回路７２の出力信号は現在の状態ローレベルを維持する。このため、ナン
ド回路７１の出力信号はハイレベルを維持し、出力パルス信号ＣＬＳＥｐはローレベルを
維持する。
【０１３４】
また、容量Ｃの充電が進んでナンド回路７１により遅延信号ＤＬＳがハイレベルと判定さ
れ、クロック信号ＣＬＫがローレベルである場合、前述したように、回路の初期化が行わ
れる。すなわち、出力パルス信号ＣＬＳＥｐをローレベルに維持すると同時に容量Ｃが充
電される。
【０１３５】
　上記第 の実施形態によっても、第 の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１３６】
（第 の実施形態）
　図２８は、本発明の第 の実施形態を示している。第 の実施形態は第 の実施形態を
変形したものであり、図２７と同一部分には同一符号を付し、異なる部分についてのみ説
明する。
【０１３７】
図２８において、第３のフリップフロップ回路ＦＦ３は、３入力のナンド回路８６を有し
ている。このナンド回路８６の入力端には、ナンド回路８２の出力信号、インバータ回路
８３の出力信号が供給されるとともに、遅延回路６１の出力信号が直接供給されている。
【０１３８】
　第 の実施形態によれば、遅延回路６１から出力される遅延信号ＤＬＳが直接ナンド回
路８６に供給されている。このため、第３のフリップフロップ回路ＦＦ３の出力信号を反
転させるための信号はナンド回路７１、インバータ回路８３を通らない。したがって、出
力パルス信号ＣＳＬＥｐを立ち下げる場合、立ち上げエッジからの遅延時間が電源電圧に
大きく依存しない利点を有している。
【０１３９】
（第 の実施形態）
　図２９は、本発明の第 の実施形態を示すものであり、遅延回路６１の出力端にリセッ
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ト入力信号を有するマスタースレイブ型遅延フリップフロップ回路９１を接続している。
このマスタースレイブ型遅延フリップフロップ回路９１の出力信号としてのパルス信号Ｃ
ＳＬＥｐは遅延回路６１に供給されている。前記マスタースレイブ型遅延フリップフロッ
プ回路９１は、ナンド回路９１ａ、９１ｂ、インバータ回路９１ｃ、９１ｄ、９１ｅ、ク
ロックドインバータ回路９１ｆ、９１ｇ、９１ｈ、トランスファーゲート９１ｉを有して
いる。前記ナンド回路９１ａ及びクロックドインバータ回路９１ｆは、マスターセルを構
成し、ナンド回路９１ｂ、クロックドインバータ回路９１ｈは、スレイブセルを構成する
。また、遅延回路６１は遅延信号ＤＬＳを反転するインバータ回路９２を有している。
【０１４０】
図３０は、リセット入力信号を持つマスタースレイブ型遅延フリップフロップ回路の特性
を示している。すなわち、図３０は、リセット入力信号Ｒ、入力信号Ｄ、出力信号Ｑとク
ロック信号ＣＬＫの関係を示している。
【０１４１】
図３０を参照して図２９の動作について説明する。マスタースレイブ型遅延フリップフロ
ップ回路９１の入力信号Ｄはハイレベルに固定されている。このため、クロック信号ＣＬ
Ｋがローレベルからハイレベルとなる時、出力信号Ｑ（パルス信号ＣＳＬＥｐ）もハイレ
ベルとなる。ハイレベルの出力信号Ｑは、遅延回路６１により予め設定されたパルス幅分
だけ遅延されてリセット入力信号Ｒとなる。したがって、出力信号Ｑをパルス幅だけ遅延
してローレベルに立ち下げる。ローレベルとなった出力信号Ｑは、再び遅延回路６１を通
ってリセット入力信号Ｒとなる。その時、クロック信号ＣＬＫがハイレベルであってもマ
スタースレイブ型遅延フリップフロップ回路９１のマスターセルの出力信号は既に先程の
リセット信号Ｒにより初期化されている。このため、出力信号Ｑはローレベルを維持する
。また、クロック信号ＣＬＫがローレベルであっても、遅延フリップフロップ回路９１の
出力信号をローレベルに維持すると同時に容量Ｃの充電を行う。
【０１４２】
　上記第 の実施形態によれば、リセット入力信号を持つマスタースレイブ型遅延フリッ
プフロップを用いて、高速にパルス信号ＣＳＬＥｐを発生することができる。
【０１４３】
（第 の実施形態）
　図３１は、本発明の第 の実施形態を示している。第 の実施形態は、図２０に示す遅
延回路６１と、図２５に示す第１、第２のフリップフロップ回路ＦＦ１、ＦＦ２を組み合
わせたものであり、図３１において、図２０、図２５と同一部分には同一符号を付す。
【０１４４】
　図３１の動作は、図２５に示す第 の実施形態とほぼ同様である。しかし、第 の実施
形態は、第 の実施形態に比べて、さらに遅延信号ＤＬＳの立ち下がりエッジが急峻とな
る。
【０１４５】
すなわち、図３２に示すように、遅延回路６１において、容量Ｃを放電する場合、遅延信
号ＤＬＳの電位がＰチャネルＭＯＳトランジスタＰＴ２の閾値電圧｜Ｖｔｈｐ｜より低下
するとトランジスタＰＴ２がオフする。このため、接続ノードＣＮから容量Ｃが切り離さ
れ、インバータ回路ＩＮＶにより、遅延信号ＤＬＳの電位を高速に低下できる。したがっ
て、遅延信号ＤＬＳの立ち下がりエッジが急峻となるため、出力パルス信号幅の電源電圧
依存性を、立ち下がりエッジなだらかな場合に比べて小さくできる。
【０１４６】
　上記第 の実施形態によれば、第 、第 の実施形態の利点を組み合わせることにより
、一層高速で電源電圧の依存性が少ないパルス発生器を構成できる。
【０１４７】
（第 の実施形態）
　図３３は、本発明の第 の実施形態を示している。第１乃至

の実施形態において、ワード線選択回路７、カラム選択回路９、ロウデコーダ５２、
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カラムデコーダ５３、パルス発生器５１等は、ＳＯＩ領域６内に形成されている。しかし
、ＳＯＩに限定されるものではない。
【０１４８】
図３３は、本発明をＳＯＮ（ Silicon On Nothing）に適用した場合を示している。図３３
において、図９と同一部分には同一符号を付している。図３３において、基板１００内に
は、ＳＯＮ領域１０１が設けられている。このＳＯＮ領域１０１において、基板１００内
の半導体層６－２内には、データラッチ回路１１とメインデータ線駆動回路１２を構成す
るＭＯＳトランジスタが形成されている。これらＭＯＳトランジスタはＳＴＩにより分離
されている。これらＳＴＩにより分離された半導体層６－２の下方には、空洞領域１０２
がそれぞれ形成されている。
【０１４９】
上記ＳＯＮ構造によっても、前述したＳＯＩ構造と同様の効果を得ることができる。
【０１５０】
　尚、第 乃至第 の実施形態に示すパルス発生器５１は、カラム系パルス信号の発生に
適用した場合について説明した。しかし、これに限らず、半導体装置の他の部分に使用さ
れるパルス信号の発生に適用できることは言うまでもない。
【０１５１】
また、バルク領域１及びＳＯＩ領域６、ＳＯＮ領域１０１に配置する回路は、好ましくは
上記各実施形態で述べた構成である。しかし、最小限の構成として、メモリの読み出し系
回路をバルク領域１に形成し、メモリの書き込み系回路をＳＯＩ領域６、ＳＯＮ領域１０
１に形成してもよい。このような構成によっても、上記各実施形態とほぼ同様の効果を得
ることが可能である。
【０１５２】
さらに、上記各実施形態は、部分ＳＯＩ技術、部分ＳＯＮ技術を用いてＤＲＡＭマクロを
形成する場合について説明した。しかし、これに限定されるものではなく、本発明をＤＲ
ＡＭ以外のメモリ、例えばＳＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、強誘電体メモリ等に適
用することも可能である。
【０１５３】
その他、本発明の要旨を変えない範囲において種々変形実施可能なことは勿論である。
【０１５４】
【発明の効果】
以上、詳述したように本発明によれば、部分ＳＯＩ若しくはＳＯＮ技術を用いて所用の特
性を有する回路を構成することが可能な半導体装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の を示す回路図。
【図２】　図１に示すワード線選択回路７の一例を示す回路図。
【図３】　図１に示すカラム選択回路９の一例を示す回路図。
【図４】　バルク素子を用いたＣＭＯＳ回路型のカラム選択回路の一例を示す回路図。
【図５】　本発明の第２の を示す回路図。
【図６】　図５に示すＤＲＡＭサブマクロを用いてシステム・オン・チップを構成した例
を示す平面図。
【図７】　図５に示すＤＲＡＭサブマクロをキャシュメモリに適用した例を示す平面図。
【図８】　図５に示すＤＲＡＭサブマクロを画像処理専用ＬＳＩに適用した例を示す平面
図。
【図９】　図５のＩＸ－ＩＸ線に沿った断面図。
【図１０】　本発明の第３の を示す回路図。
【図１１】　図１０に示すスイッチ回路の一例を示す回路図。
【図１２】　図１０に示すサブデータ線駆動回路の一例を示す回路図。
【図１３】　図１０に示すメイン読み出しデータ線駆動回路の一例を示す回路図。
【図１４】　本発明の第４の を示す回路図。
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【図１５】　第４の と第２の のＤＲＡＭサブマクロを用いたチップの一例を
示す平面図。
【図１６】　本発明の第５の を示す回路図。
【図１７】　図１６に示す降圧回路の一例を示す回路図。
【図１８】　図１７に示す降圧回路の最終段ドライバの特性を示す図。
【図１９】　本発明の第 の実施形態を示す構成図。
【図２０】　図１９に示すパルス発生器の実施形態を示す回路図。
【図２１】　図２０に示す回路の動作を示す波形図。
【図２２】　本発明の第 の実施形態を示すものであり、パルス発生器を示す回路図。
【図２３】　図２２に示す回路の動作を示す波形図。
【図２４】　本発明の第 の実施形態を示すものであり、パルス発生器を示す回路図。
【図２５】　本発明の第 の実施形態を示すものであり、パルス発生器を示す回路図。
【図２６】　図２６（ａ）は図２５に示す回路の動作を示す波形図、図２６（ｂ）はＭＯ
Ｓキャパシタの特性を示す図。
【図２７】　本発明の第 の実施形態を示すものであり、パルス発生器を示す回路図。
【図２８】　本発明の第 の実施形態を示すものであり、パルス発生器を示す回路図。
【図２９】　本発明の第 の実施形態を示すものであり、パルス発生器を示す回路図。
【図３０】　図２９に示す回路の動作を示す図。
【図３１】　本発明の第 の実施形態を示すものであり、パルス発生器を示す回路図。
【図３２】　図３１に示す回路の動作を示す波形図。
【図３３】　本発明の第 の実施形態を示すものであり、ＤＲＡＭマクロの一部を示す断
面図。
【符号の説明】
　　１…バルク領域、
　　２…ＤＲＡＭセル、
　　３…センスアンプ、
　　４…カラム選択ゲート、
　　５…サブデータ線センスアンプ、
　　６…ＳＯＩ領域、
　　６－１…埋め込み絶縁膜、
　　６－２…半導体層、
　　６－ａ、６－ｂ、６－ｃ…ＳＯＩ領域、
　　７…ワード線選択回路（ＷＳＣ）、
　　８…センスアンプ制御回路（ＳＡＣＣ）、
　　９…カラム選択回路（ＣＳＣ）、
　　１０…データ線アクセス制御回路（ＤＬＣＣ）、
　　１１…データラッチ回路（ＤＬＴ）、
　　１２…メインデータ線駆動回路、
　　１３…サブデータ線駆動回路、
　　１４…ワード線、
　　１５…ビット線、
　　１６…補ビット線、
　　１７…サブデータ線対、
　　１８…読み出しメインデータ線、
　　１９…書き込みメインデータ線、
　　２０…選択ソースノード、
　　２１…昇圧電源、
　　２３…カラムアドレス、
　　２４…カラム選択タイミング信号、
　　２５…カラム選択信号、

10

20

30

40

50

(22) JP 3831277 B2 2006.10.11

参考例 参考例

参考例

１

２

３
４

５
６
７

８

９



　　２６…遅延回路、
　　２９…セグメント、
　　３０…４ＭｂｉｔＤＲＡＭサブマクロ、
　　３０－１…４ＭｂｉｔＤＲＡＭサブマクロ、
　　２－１…トレンチ型キャパシタ
　　３３…スイッチ回路、
　　４０…入力データラッチ回路、
　　４１…サブデータ線駆動トランジスタ、
　　４４…読み出しデータラッチ回路、
　　４５…メイン読み出しデータ線駆動トランジスタ、
　　４６…最終段ドライバ、
　　４７…降圧回路、
　　４８…降圧制御回路、
　　４９…バルク領域
　　５１…パルス発生器、
　　６１…遅延回路、
　　１０１…ＳＯＮ領域、
　　１０２…空洞領域、
　　ＰＴ１、ＰＴ２…ＰチャネルＭＯＳトランジスタ、
　　Ｒ…抵抗、
　　Ｃ…容量、
　　ＦＦ１～ＦＦ３…第１乃至第３のフリップフロップ回路。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】
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【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】 【 図 ３ ３ 】
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