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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の記憶ノードにデータを相補的に記憶するメモリセルが配列されたメモリセルアレ
イと、
　前記メモリセルに一定のデータを保持させてから前記メモリセルに保持されるデータが
不定の状態に移行された後に、前記メモリセルに自律的に保持されたデータを読み出す入
出力回路と、
　前記メモリセルに自律的に保持されたデータの分布に基づいてトランジスタのしきい値
電圧の変動を診断する診断部とを備えることを特徴とする診断回路。
【請求項２】
　前記診断部にて診断される回路ブロックの動作時に前記メモリセルに一定のデータを保
持させることを特徴とする請求項１に記載の診断回路。
【請求項３】
　前記メモリセルに供給される電源を接地電位に落とすことにより、前記メモリセルに保
持されるデータを不定の状態に移行させる電源制御回路を備えることを特徴とする請求項
１または２に記載の診断回路。
【請求項４】
　前記一対の記憶ノードを互いにショートさせることにより、前記メモリセルに保持され
るデータを不定の状態に移行させるイコライズ制御回路を備えることを特徴とする請求項
１または２に記載の診断回路。
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【請求項５】
　前記メモリセルに一定のデータを保持させた後に前記メモリセルに逆のデータを保持さ
せてから、前記メモリセルに保持されるデータが不定の状態に移行された後に、前記メモ
リセルに自律的に保持されたデータを読み出すことを特徴とする請求項１から４のいずれ
か１項に記載の診断回路。
【請求項６】
　回路ブロックと、
　前記回路ブロックのトランジスタのしきい値電圧の変動を診断する診断回路とを備え、
　前記診断回路は、
　一対の記憶ノードにデータを相補的に記憶するメモリセルが配列されたメモリセルアレ
イと、
　前記メモリセルに一定のデータを保持させてから前記メモリセルに保持されるデータが
不定の状態に移行された後に、前記メモリセルに自律的に保持されたデータを読み出す入
出力回路と、
　前記メモリセルに自律的に保持されたデータの分布に基づいてトランジスタのしきい値
電圧の変動を診断し、前記診断結果を出力する診断部を備えることを特徴とする半導体集
積回路。
【請求項７】
　マルチコアが設けられた回路ブロックと、
　前記マルチコアのコアごとに設けられ、前記コアのトランジスタのしきい値電圧の変動
を診断する診断回路と、
　前記診断回路による診断結果に基づいて、前記コアに対するジョブの割り当てを制御す
る制御ブロックとを備え、
　前記診断回路は、
　一対の記憶ノードにデータを相補的に記憶するメモリセルが配列されたメモリセルアレ
イと、
　前記メモリセルに一定のデータを保持させてから前記メモリセルに保持されるデータが
不定の状態に移行された後に、前記メモリセルに自律的に保持されたデータを読み出す入
出力回路と、
　前記メモリセルに自律的に保持されたデータの分布に基づいてトランジスタのしきい値
電圧の変動を診断する診断部を備えることを特徴とする半導体集積回路。
【請求項８】
　前記制御ブロックは、前記トランジスタのしきい値電圧の変動が相対的に少ないコアに
優先的にジョブを割り当てることを特徴とする請求項７に記載の半導体集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は診断回路および半導体集積回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＭＯＳトランジスタは、ＮＢＴＩによって経時劣化することが知られている。このＮ
ＢＴＩによる経時劣化は、高温の条件下でＰＭＯＳトランジスタのオン状態が長時間継続
された場合、ＰＭＯＳトランジスタのしきい値電圧が上昇し、電流駆動能力が低下する現
象である。
【０００３】
　なお、ＮＭＯＳトランジスタは、ＰＢＴＩによって経時劣化することが知られているが
、ＰＢＴＩによる劣化の程度はＮＢＴＩによる劣化の程度よりも桁違いに小さい。
【０００４】
　ＰＢＴＩまたはＮＢＴＩによってしきい値電圧が変動すると、半導体集積回路の特性が
劣化する。このため、半導体集積回路の使用時において、ＰＢＴＩまたはＮＢＴＩによっ
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てしきい値電圧がどの程度だけ変動したかを診断できるようにすることが重要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１７６３４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の一つの実施形態の目的は、ＰＢＴＩまたはＮＢＴＩによってトランジスタのし
きい値電圧がどの程度だけ変動したかを診断することが可能な診断回路および半導体集積
回路を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態の診断回路によれば、メモリセルアレイと、入出力回路と、診断部とが設けら
れている。メモリセルアレイは、一対の記憶ノードにデータを相補的に記憶するメモリセ
ルが配列されている。入出力回路は、前記メモリセルに一定のデータを保持させてから前
記メモリセルに保持されるデータが不定の状態に移行された後に、前記メモリセルに自律
的に保持されたデータを読み出す。診断部は、前記メモリセルに自律的に保持されたデー
タの分布に基づいてトランジスタのしきい値電圧の変動を診断する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、第１実施形態に係る診断回路の概略構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、図１の診断回路のメモリセルの回路構成を示す図である。
【図３】図３は、図２のメモリセルの各部の電圧波形を示すタイミングチャートである。
【図４】図４は、第１実施形態に係る診断回路のメモリセルから読み出された読み出しデ
ータの初期状態およびストレス印加後の分布を示す図である。
【図５】図５は、第２実施形態に係る診断回路のメモリセルの各部の電圧波形を示すタイ
ミングチャートである。
【図６】図６は、第２実施形態に係る診断回路のメモリセルから読み出された読み出しデ
ータの初期状態およびストレス印加後の分布を示す図である。
【図７】図７は、第３実施形態に係る診断回路の概略構成を示すブロック図である。
【図８】図８は、図７の診断回路のメモリセルの回路構成を示す図である。
【図９】図９は、図８のメモリセルの各部の電圧波形を示すタイミングチャートである。
【図１０】図１０は、第４実施形態に係る診断回路が適用される半導体集積回路の概略構
成を示すブロック図である。
【図１１】図１１は、第５実施形態に係る診断回路が適用される半導体集積回路の概略構
成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、実施形態に係る診断回路について図面を参照しながら説明する。なお、これらの
実施形態により本発明が限定されるものではない。
【００１０】
（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態に係る診断回路の概略構成を示すブロック図である。
　図１において、この診断回路には、メモリセルアレイ１０、電源制御回路２、ロウデコ
ーダ３、入出力回路４、シフトレジスタ５、カウンタ６および診断部７が設けられている
。
【００１１】
　メモリセルアレイ１０には、メモリセル１がロウ方向およびカラム方向にマトリクス状
に配置されている。メモリセル１は、一対の記憶ノードにデータを相補的に記憶すること
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ができ、例えば、ＳＲＡＭセルを用いることができる。
【００１２】
　電源制御回路２は、メモリセル１に電源を供給することで、メモリセル１に保持される
データを確定させたり、メモリセル１に供給される電源を接地電位に落とすことにより、
メモリセル１に保持されるデータを不定の状態に移行させたりすることができる。ロウデ
コーダ３は、メモリセル１をロウ方向に選択することができる。
【００１３】
　入出力回路４は、メモリセル１にデータを書き込んだり、メモリセル１からデータを読
み出したりすることができる。なお、入出力回路４には、メモリセル１をカラム方向に選
択するカラムデコーダおよびメモリセル１から読み出されたデータが‘０’か‘１’かを
検出するセンスアンプを設けることができる。
【００１４】
　シフトレジスタ５は、メモリセル１から読み出されたデータを記憶することができる。
カウンタ６は、メモリセル１から読み出されたデータが‘０’である個数または‘１’で
ある個数をカウントすることができる。診断部７は、カウンタ６にてカウントされたカウ
ント結果に基づいてトランジスタのしきい値電圧の変動を診断することができる。
【００１５】
　図２は、図１の診断回路のメモリセルの回路構成を示す図である。なお、このメモリセ
ルは、６トランジスタで構成されるＳＲＡＭセルを例にとった。
　図２において、メモリセル１には、Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ１、ＭＰ２
およびＮチャンネル電界効果トランジスタＭＮ１～ＭＮ４が設けられている。
【００１６】
　そして、Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ１とＮチャンネル電界効果トランジス
タＭＮ１とは互いに直列接続されることでＣＭＯＳインバータが構成されるとともに、Ｐ
チャンネル電界効果トランジスタＭＰ２とＮチャンネル電界効果トランジスタＭＮ２とは
互いに直列接続されることでＣＭＯＳインバータが構成されている。そして、これらの一
対のＣＭＯＳインバータの出力と入力とが互いにクロスカップリングされることでフリッ
プフロップが構成されている。また、Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ１、ＭＰ２
のソースは電源線ＰＬに接続され、Ｎチャンネル電界効果トランジスタＭＮ１、ＭＮ２の
ソースは接地されている。
【００１７】
　そして、ワード線ＷＬは、Ｎチャンネル電界効果トランジスタＭＮ３、ＭＮ４のゲート
に接続されている。また、ビット線ＢＬは、Ｎチャンネル電界効果トランジスタＭＮ３を
介して、Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ２のゲート、Ｎチャンネル電界効果トラ
ンジスタＭＮ２のゲート、Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ１のドレインおよびＮ
チャンネル電界効果トランジスタＭＮ１のドレインに接続されている。また、ビット線Ｂ
ＬＢは、Ｎチャンネル電界効果トランジスタＭＮ４を介して、チャンネル電界効果トラン
ジスタＭＰ２のドレイン、Ｎチャンネル電界効果トランジスタＭＮ２のドレイン、Ｐチャ
ンネル電界効果トランジスタＭＰ１のゲートおよびＮチャンネル電界効果トランジスタＭ
Ｎ１のゲートに接続されている。
【００１８】
　ここで、Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ１のドレインとＮチャンネル電界効果
トランジスタＭＮ１のドレインとの接続点は記憶ノードｎｔを構成し、Ｐチャンネル電界
効果トランジスタＭＰ２のドレインとＮチャンネル電界効果トランジスタＭＮ２のドレイ
ンとの接続点は記憶ノードｎｃを構成することができる。
【００１９】
　図３は、図２のメモリセルの各部の電圧波形を示すタイミングチャートである。
　図３において、書き込み期間Ｒ１では、電源線ＰＬが接地電位ＶＳＳから電源電位ＶＤ
Ｄに設定される。そして、ビット線ＢＬがロウレベル、ビット線ＢＬＢがハイレベルにさ
れた状態で、ワード線ＷＬがハイレベルにされることで、記憶ノードｎｔがロウレベル、
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記憶ノードｎｃがハイレベルに移行される。
【００２０】
　次に、ストレス印加期間Ｒ２では、電源線ＰＬが電源電位ＶＤＤに設定されたまま、ワ
ード線ＷＬがロウレベルに移行され、記憶ノードｎｔがロウレベル、記憶ノードｎｃがハ
イレベルに維持される。
【００２１】
　このため、Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ２のゲート電位はロウレベルになり
、ＮＢＴＩによってＰチャンネル電界効果トランジスタＭＰ２のしきい値電圧が上昇する
。また、Ｎチャンネル電界効果トランジスタＭＮ１のゲート電位はハイレベルになり、Ｐ
ＢＴＩによってＮチャンネル電界効果トランジスタＭＮ１のしきい値電圧が上昇する。
【００２２】
　一方、Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ１のゲート電位はハイレベルになり、Ｎ
ＢＴＩによるＰチャンネル電界効果トランジスタＭＰ１のしきい値電圧の上昇は発生しな
い。また、Ｎチャンネル電界効果トランジスタＭＮ２のゲート電位はロウレベルになり、
ＰＢＴＩによってＮチャンネル電界効果トランジスタＭＮ２のしきい値電圧の上昇は発生
しない。
【００２３】
　次に、書き換え期間Ｒ３では、電源制御回路２にイコライズ信号Ｓ１が入力され、メモ
リセル１に供給される電源が接地電位ＶＳＳに落とされることにより、メモリセル１に保
持されるデータが不定の状態に移行される。その後、メモリセル１に供給される電源が接
地電位ＶＳＳから電源電位ＶＤＤに立ち上げられる。この時、ビット線ＢＬ、ＢＬＢを介
して書き込みデータが与えられない場合においても、メモリセル１には自律的にデータが
保持される。ここで、Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ２およびＮチャンネル電界
効果トランジスタＭＮ１のしきい値電圧は上昇しているので、記憶ノードｎｔはハイレベ
ル、記憶ノードｎｃがロウレベルに動きやすくなっている。このため、メモリセル１に自
律的にデータが保持される場合、記憶ノードｎｔはハイレベル、記憶ノードｎｃがロウレ
ベルに維持される確率が高くなる。
【００２４】
　次に、読み出し期間Ｒ４では、ワード線ＷＬがハイレベルにされることで、メモリセル
１に記憶されたデータがビット線ＢＬ、ＢＬＢを介して入出力回路４に伝送される。そし
て、入出力回路４において、メモリセル１に記憶されたデータが０’か‘１’かが検出さ
れ、読み出しデータＤｒとしてシフトレジスタ５に一旦記憶される。そして、カウンタ６
において、読み出しデータＤｒが‘０’である個数および‘１’である個数がカウントさ
れ、診断部７に送られる。
【００２５】
　なお、書き込み期間Ｒ１およびストレス印加期間Ｒ２における動作は、診断回路にて診
断される回路ブロックの動作時に行わせることができる。
【００２６】
　そして、診断部７において、読み出しデータＤｒが‘０’である個数と‘１’である個
数との割合に基づいて、トランジスタのしきい値電圧の上昇分が判定される。ここで、読
み出しデータＤｒが‘０’である個数と‘１’である個数との割合と、トランジスタのし
きい値電圧の上昇分との間には相関関係があり、読み出しデータＤｒが‘１’である個数
が‘０’である個数に比べて多くなるほど、トランジスタのしきい値電圧の上昇分は大き
くなる。
【００２７】
　なお、読み出しデータＤｒが‘０’である個数と‘１’である個数との割合と、トラン
ジスタのしきい値電圧の上昇分との間の定量的な関係は、シミュレーションまたは実測に
て予め求めることができる。
【００２８】
　これにより、ＰＢＴＩまたはＮＢＴＩによってトランジスタのしきい値電圧がどの程度
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だけ変動したかを診断することが可能となり、半導体集積回路の使用時に半導体集積回路
の特性がどの程度劣化しているかを見積もることができる。
【００２９】
　図４は、第１実施形態に係る診断回路のメモリセルから読み出された読み出しデータの
初期状態およびストレス印加後の分布を示す図である。
　図４において、初期状態では、ＮＢＴＩによるＰチャンネル電界効果トランジスタＭＰ
２の劣化が発生してない。このため、Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ１、ＭＰ２
のしきい値電圧は互いに等しくなる。同様に、初期状態では、ＰＢＴＩによるＮチャンネ
ル電界効果トランジスタＭＮ１の劣化が発生してない。このため、Ｎチャンネル電界効果
トランジスタＭＮ１、ＭＮ２のしきい値電圧は互いに等しくなる。このため、読み出しデ
ータＤｒが‘０’である個数と‘１’である個数とは互いに等しくなり、読み出しデータ
の分布はＬデータとＨデータとで対称になる。
【００３０】
　そして、図３のストレス印加期間Ｒ２でのストレス印加後では、ＮＢＴＩによってＰチ
ャンネル電界効果トランジスタＭＰ２の劣化が発生する。このため、Ｐチャンネル電界効
果トランジスタＭＰ２のしきい値電圧はＰチャンネル電界効果トランジスタＭＰ１のしき
い値電圧よりも大きくなる。同様に、ストレス印加後では、ＰＢＴＩによるＮチャンネル
電界効果トランジスタＭＮ１の劣化が発生する。このため、Ｎチャンネル電界効果トラン
ジスタＭＮ１のしきい値電圧はＮチャンネル電界効果トランジスタＭＮ２のしきい値電圧
よりも大きくなる。このため、読み出しデータＤｒが‘１’である個数が‘０’である個
数よりも多くなり、読み出しデータの分布はＨデータ側に片寄る。
【００３１】
　そして、読み出しデータの分布がＨデータ側にどれだけ片寄っているかを計測すること
で、ＮＢＴＩおよびＰＢＴＩによるトランジスタのしきい値電圧の上昇分を見積ることが
できる。
【００３２】
　なお、しきい値電圧の変動の診断時間を短くするために、ロウ方向でメモリセル１から
データを一括して読み出すようにしてもよい。
【００３３】
　また、メモリセル１の電源を落としたり回復させたりする場合、ロウ方向のメモリセル
１´対して一括して行うようにしてもよいし、カラム方向のメモリセル１に対して一括し
て行うようにしてもよいし、全てのメモリセル１に対して一括して行うようにしてもよい
。
【００３４】
（第２実施形態）
　図５は、第２実施形態に係る診断回路のメモリセルの各部の電圧波形を示すタイミング
チャートである。
　図５において、書き込み期間Ｒ１１では、電源線ＰＬが接地電位ＶＳＳから電源電位Ｖ
ＤＤに設定される。そして、ビット線ＢＬがハイレベル、ビット線ＢＬＢがロウレベルに
された状態で、ワード線ＷＬがハイレベルにされることで、記憶ノードｎｔがハイレベル
、記憶ノードｎｃがロウレベルに移行される。
【００３５】
　次に、ストレス印加期間Ｒ１２では、電源線ＰＬが電源電位ＶＤＤに設定されたまま、
ワード線ＷＬがロウレベルに移行され、記憶ノードｎｔがハイレベル、記憶ノードｎｃが
ロウレベルに維持される。
【００３６】
　このため、Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ１のゲート電位はロウレベルになり
、ＮＢＴＩによってＰチャンネル電界効果トランジスタＭＰ１のしきい値電圧が上昇する
。また、Ｎチャンネル電界効果トランジスタＭＮ２のゲート電位はハイレベルになり、Ｐ
ＢＴＩによってＮチャンネル電界効果トランジスタＭＮ２のしきい値電圧が上昇する。
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　なお、ストレス印加期間Ｒ１２では、メモリセル１に記憶されるデータの偏りが‘１’
と‘０’とで半々になった時を寿命と判定できるようにストレスを印加することが好まし
い。
【００３７】
　次に、書き込み期間Ｒ１３では、ビット線ＢＬがロウレベル、ビット線ＢＬＢがハイレ
ベルにされた状態で、ワード線ＷＬがハイレベルにされることで、記憶ノードｎｔがロウ
レベル、記憶ノードｎｃがハイレベルに移行される。
【００３８】
　次に、逆ストレス印加期間Ｒ１４では、電源線ＰＬが電源電位ＶＤＤに設定されたまま
、ワード線ＷＬがロウレベルに移行され、記憶ノードｎｔがロウレベル、記憶ノードｎｃ
がハイレベルに維持される。
【００３９】
　このため、Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ２のゲート電位はロウレベルになり
、ＮＢＴＩによってＰチャンネル電界効果トランジスタＭＰ２のしきい値電圧が上昇する
。また、Ｎチャンネル電界効果トランジスタＭＮ１のゲート電位はハイレベルになり、Ｐ
ＢＴＩによってＮチャンネル電界効果トランジスタＭＮ１のしきい値電圧が上昇する。
【００４０】
　次に、書き換え期間Ｒ１５では、メモリセル１に供給される電源が接地電位ＶＳＳに落
とされることにより、メモリセル１に保持されるデータが不定の状態に移行される。その
後、メモリセル１に供給される電源が接地電位ＶＳＳから電源電位ＶＤＤに立ち上げられ
る。ここで、Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ１、ＭＰ２およびＮチャンネル電界
効果トランジスタＭＮ１、ＭＮ２のしきい値電圧は共に上昇している。このため、メモリ
セル１に自律的にデータが保持される場合、記憶ノードｎｔはハイレベルもしくはロウレ
ベルに維持される確率はほぼ等しくなる。
【００４１】
　次に、読み出し期間Ｒ１６では、ワード線ＷＬがハイレベルにされることで、メモリセ
ル１に記憶されたデータがビット線ＢＬ、ＢＬＢを介して入出力回路４に伝送される。そ
して、入出力回路４において、メモリセル１に記憶されたデータが０’か‘１’かが検出
され、読み出しデータＤｒとしてシフトレジスタ５に一旦記憶される。そして、カウンタ
６において、読み出しデータＤｒが‘０’である個数および‘１’である個数がカウント
され、診断部７に送られる。
【００４２】
　なお、書き込み期間Ｒ１１およびストレス印加期間Ｒ１２における動作は、診断回路に
て診断される回路ブロックの非動作時に予め行わせ、書き込み期間Ｒ１３および逆ストレ
ス印加期間Ｒ１４における動作は、診断回路にて診断される回路ブロックの動作時に行わ
せることができる。
【００４３】
　そして、診断部７において、読み出しデータＤｒが‘０’である個数と‘１’である個
数とが等しいかどうかが判定される。そして、読み出しデータＤｒが‘０’である個数と
‘１’である個数とが等しい場合、ストレス印加期間Ｒ１２におけるトランジスタのしき
い値電圧の上昇分が逆ストレス印加期間Ｒ１４におけるトランジスタのしきい値電圧の上
昇分と判定される。
【００４４】
　これにより、ストレス印加期間Ｒ１２におけるトランジスタのしきい値電圧の上昇分を
予め求めておくことにより、ＰＢＴＩまたはＮＢＴＩによってトランジスタのしきい値電
圧がどの程度だけ変動したかを診断することが可能となり、半導体集積回路の使用時に半
導体集積回路の特性がどの程度劣化しているかを見積もることができる。
【００４５】
　図６は、第２実施形態に係る診断回路のメモリセルから読み出された読み出しデータの
初期状態およびストレス印加後の分布を示す図である。
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　図６において、図５のストレス印加期間Ｒ１２でのストレス印加後では、ＮＢＴＩによ
ってＰチャンネル電界効果トランジスタＭＰ１の劣化が発生する。このため、Ｐチャンネ
ル電界効果トランジスタＭＰ１のしきい値電圧はＰチャンネル電界効果トランジスタＭＰ
２のしきい値電圧よりも大きくなる。同様に、ストレス印加期間Ｒ１２でのストレス印加
後では、ＰＢＴＩによるＮチャンネル電界効果トランジスタＭＮ２の劣化が発生する。こ
のため、Ｎチャンネル電界効果トランジスタＭＮ２のしきい値電圧はＮチャンネル電界効
果トランジスタＭＮ１のしきい値電圧よりも大きくなる。このため、読み出しデータＤｒ
が‘０’である個数が‘１’である個数よりも多くなり、読み出しデータの分布はＬデー
タ側に片寄る。
【００４６】
　そして、図５の逆ストレス印加期間Ｒ１４での逆ストレス印加後では、ＮＢＴＩによっ
てＰチャンネル電界効果トランジスタＭＰ２の劣化が発生する。このため、Ｐチャンネル
電界効果トランジスタＭＰ１のしきい値電圧はＰチャンネル電界効果トランジスタＭＰ２
のしきい値電圧と等しくなる。同様に、逆ストレス印加期間Ｒ１４での逆ストレス印加後
では、ＰＢＴＩによるＮチャンネル電界効果トランジスタＭＮ１の劣化が発生する。この
ため、Ｎチャンネル電界効果トランジスタＭＮ２のしきい値電圧はＮチャンネル電界効果
トランジスタＭＮ２のしきい値電圧と等しくなる。このため、読み出しデータＤｒが‘０
’である個数と‘１’である個数とは互いに等しくなり、読み出しデータの分布はＬデー
タとＨデータとで対称になる。
【００４７】
　そして、ストレス印加期間Ｒ１２におけるトランジスタのしきい値電圧の上昇分を予め
求めておくことで、逆ストレス印加期間Ｒ１４後にＮＢＴＩおよびＰＢＴＩによるトラン
ジスタのしきい値電圧の上昇分を見積ることができる。
【００４８】
（第３実施形態）
　図７は、第３実施形態に係る診断回路の概略構成を示すブロック図である。
　図７において、この診断回路には、図１の診断回路のメモリセルアレイ１０の代わりに
メモリセルアレイ１０´が設けられ、図１の診断回路の電源制御回路２およびロウデコー
ダ３の代わりにロウデコーダ＆イコライズ制御回路８が設けられている。メモリセルアレ
イ１０´には、図１のメモリセル１の代わりにメモリセル１´が設けられている。
【００４９】
　図８は、図７の診断回路のメモリセルの回路構成を示す図である。
　図８において、メモリセル１´には、Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ３が追加
されている。Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ３のドレインは記憶ノードｎｔに接
続され、Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ３のソースは記憶ノードｎｃに接続され
ている。Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ３のゲートはイコライズ線ＥＱに接続さ
れている。
【００５０】
　また、図７において、ロウデコーダ＆イコライズ制御回路８は、メモリセル１´をロウ
方向に選択したり、記憶ノードｎｔ、ｎｃを互いにショートさせることにより、メモリセ
ル１´に保持されるデータを不定の状態に移行させたりすることができる。
【００５１】
　図９は、図８のメモリセルの各部の電圧波形を示すタイミングチャートである。
　図９において、書き込み期間Ｒ２１では、電源線ＰＬが接地電位ＶＳＳから電源電位Ｖ
ＤＤに設定される。また、イコライズ線ＥＱはハイレベルに維持される。そして、ビット
線ＢＬがロウレベル、ビット線ＢＬＢがハイレベルにされた状態で、ワード線ＷＬがハイ
レベルにされることで、記憶ノードｎｔがロウレベル、記憶ノードｎｃがハイレベルに移
行される。
【００５２】
　次に、ストレス印加期間Ｒ２２では、電源線ＰＬが電源電位ＶＤＤに設定されたまま、
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ワード線ＷＬがロウレベルに移行され、記憶ノードｎｔがロウレベル、記憶ノードｎｃが
ハイレベルに維持される。
【００５３】
　このため、Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ２のゲート電位はロウレベルになり
、ＮＢＴＩによってＰチャンネル電界効果トランジスタＭＰ２のしきい値電圧が上昇する
。また、Ｎチャンネル電界効果トランジスタＭＮ１のゲート電位はハイレベルになり、Ｐ
ＢＴＩによってＮチャンネル電界効果トランジスタＭＮ１のしきい値電圧が上昇する。
【００５４】
　次に、書き換え期間Ｒ２３では、ロウデコーダ＆イコライズ制御回路８にイコライズ信
号Ｓ２が入力され、イコライズ線ＥＱがロウレベルに移行される。このため、Ｐチャンネ
ル電界効果トランジスタＭＰ３がオンされ、記憶ノードｎｔ、ｎｃが互いにショートされ
ることにより、メモリセル１´に保持されるデータが不定の状態に移行される。その後、
イコライズ線ＥＱがハイレベルに移行され、Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ３が
オフされることにより、記憶ノードｎｔ、ｎｃが互いに切り離される。この時、ビット線
ＢＬ、ＢＬＢを介して書き込みデータが与えられない場合においても、メモリセル１´に
は自律的にデータが保持される。ここで、Ｐチャンネル電界効果トランジスタＭＰ２およ
びＮチャンネル電界効果トランジスタＭＮ１のしきい値電圧は上昇しているので、記憶ノ
ードｎｔはハイレベル、記憶ノードｎｃがロウレベルに動きやすくなっている。このため
、メモリセル１´に自律的にデータが保持される場合、記憶ノードｎｔはハイレベル、記
憶ノードｎｃがロウレベルに維持される確率が高くなる。
【００５５】
　次に、読み出し期間Ｒ２４では、ワード線ＷＬがハイレベルにされることで、メモリセ
ル１´に記憶されたデータがビット線ＢＬ、ＢＬＢを介して入出力回路４に伝送される。
そして、入出力回路４において、メモリセル１´に記憶されたデータが０’か‘１’かが
検出され、読み出しデータＤｒとしてシフトレジスタ５に一旦記憶される。そして、カウ
ンタ６において、読み出しデータＤｒが‘０’である個数および‘１’である個数がカウ
ントされ、診断部７に送られる。そして、診断部７において、読み出しデータＤｒが‘０
’である個数と‘１’である個数との割合に基づいて、トランジスタのしきい値電圧の上
昇分が判定される。
【００５６】
　次に、再書き込み期間Ｒ２５では、読み出しデータＤｒが読み出された後、元のデータ
がメモリセル１´に再書き込みされ、記憶ノードｎｔがロウレベル、記憶ノードｎｃがハ
イレベルに移行される。
【００５７】
　そして、再ストレス印加期間Ｒ２６では、イコライズ線ＥＱはハイレベルに維持された
まま、ワード線ＷＬがロウレベルに移行され、記憶ノードｎｔがロウレベル、記憶ノード
ｎｃがハイレベルに維持される。
【００５８】
　なお、書き込み期間Ｒ２１、ストレス印加期間Ｒ２２、書き換え期間Ｒ２３、読み出し
期間Ｒ２４、再書き込み期間Ｒ２５および再ストレス印加期間Ｒ２６における動作は、診
断回路にて診断される回路ブロックの動作時に行わせることができる。
【００５９】
　これにより、電源線ＰＬの電位を制御する方法に比べ、メモリセル１´に保持されるデ
ータを自律的に書き換えさせるのにかかる時間を短くすることができる。このため、Ｐチ
ャンネル電界効果トランジスタＭＰ２およびＮチャンネル電界効果トランジスタＭＮ１が
ストレスフリーとなる時間を短くすることができ、ストレスフリーによりＰＢＴＩまたは
ＮＢＴＩによるしきい値電圧の変動が回復するのを抑制することが可能となることから、
ＰＢＴＩまたはＮＢＴＩによるしきい値電圧の変動幅の診断精度を向上させることができ
る。
【００６０】
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　なお、しきい値電圧の変動の診断時間を短くするために、ロウ方向でメモリセル１´か
らデータを一括して読み出すようにしてもよいし、ロウ方向でメモリセル１´にデータを
一括して再書き込みするようにしてもよい。
【００６１】
　また、記憶ノードｎｔ、ｎｃを互いにショートさせたり切り離したりする場合、ロウ方
向のメモリセル１´に対して一括して行うようにしてもよいし、カラム方向のメモリセル
１´に対して一括して行うようにしてもよいし、全てのメモリセル１´に対して一括して
行うようにしてもよい。
【００６２】
（第４実施形態）
　図１０は、第４実施形態に係る診断回路が適用される半導体集積回路の概略構成を示す
ブロック図である。
　図１０において、半導体チップ１１には、回路ブロック１２および診断回路１３が搭載
されている。なお、診断回路１３としては、図１の構成を用いるようにしてもよいし、図
７の構成を用いるようにしてもよい。また、回路ブロック１２としては、ＳＲＡＭなどの
半導体メモリであってもよいし、フリップフリップやインバータなどの論理回路であって
もよい。
【００６３】
　回路ブロック１２のトランジスタがＰＢＴＩまたはＮＢＴＩによって劣化する状況では
、診断回路１３のメモリセルのトランジスタに対しても、ＰＢＴＩまたはＮＢＴＩによる
ストレスが印加される。そして、診断回路１３において、メモリセルに自律的に保持され
たデータの分布に基づいてトランジスタのしきい値電圧の変動が適宜診断され、トランジ
スタの寿命がきたら診断信号Ｓ３が外部に出力される。
【００６４】
（第５実施形態）
　図１１は、第５実施形態に係る診断回路が適用される半導体集積回路の概略構成を示す
ブロック図である。
　図１１において、半導体チップ２１には、制御ブロック２２およびマルチコア群２３が
搭載されている。マルチコア群２３には複数のコア２４が設けられている。各コア２４に
は、回路ブロック２５および診断回路２６が設けられている。なお、診断回路２６として
は、図１の構成を用いるようにしてもよいし、図７の構成を用いるようにしてもよい。ま
た、回路ブロック２５としては、ＳＲＡＭなどの半導体メモリであってもよいし、フリッ
プフリップやインバータなどの論理回路であってもよい。
【００６５】
　そして、各コア２４において、回路ブロック２５のトランジスタがＰＢＴＩまたはＮＢ
ＴＩによって劣化する状況では、診断回路２６のメモリセルのトランジスタに対しても、
ＰＢＴＩまたはＮＢＴＩによるストレスが印加される。そして、診断回路２６において、
メモリセルに自律的に保持されたデータの分布に基づいてトランジスタのしきい値電圧の
変動が適宜診断され、その診断結果が制御ブロック２２に出力される。
【００６６】
　そして、制御ブロック２２において、トランジスタのしきい値電圧の変動が相対的に少
ないコア２４に優先的にジョブが割り当てられることで、各コア２４のトランジスタの劣
化が均一化される。
【００６７】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。



(11) JP 5319641 B2 2013.10.16

【符号の説明】
【００６８】
　１、１´　メモリセル、２　電源制御回路、３　ロウデコーダ、４　入出力回路、５　
シフトレジスタ、６　カウンタ、７　診断部、８　ロウデコーダ＆イコライズ制御回路、
１０、１０´　メモリセルアレイ、ＭＰ１～ＭＰ３　Ｐチャンネル電界効果トランジスタ
、ＭＮ１～ＭＮ４　Ｎチャンネル電界効果トランジスタ、１１、２１　半導体チップ、１
２、２５　回路ブロック、１３、２６　診断回路、２２　制御ブロック、２３　マルチコ
ア群、２４　コア

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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