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(57)【要約】
【課題】ワード線の活性化電圧を、半導体集積回路の製
造ばらつきや動作環境の変化に応じた適切な電圧に設定
する。
【解決手段】マトリクス状に配置された複数のメモリセ
ル（１０Ａ～１０Ｄ）と、複数のメモリセル（１０Ａ～
１０Ｄ）の各行にそれぞれ対応する複数のワード線（Ｗ
Ｌ１、ＷＬ２）と、複数のワード線（ＷＬ１、ＷＬ２）
をそれぞれ駆動する複数のワード線ドライバ（１２Ａ、
１２Ｂ）を有するメモリマクロ（１０）において、半導
体集積回路（１）は、ワード線（ＷＬ１、ＷＬ２）が活
性状態のときの、ワード線（ＷＬ１、ＷＬ２）の電圧を
、Ｐｃｈトランジスタ（３１Ａ）およびＮｃｈトランジ
スタ（３１Ｂ）の閾値電圧特性によって異なる設定とす
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
マトリクス状に配置された複数のメモリセルと、
前記複数のメモリセルの各行にそれぞれ対応する複数のワード線と、
前記複数のワード線をそれぞれ駆動する複数のワード線ドライバを有するメモリマクロに
おいて、
前記ワード線が活性状態のときの、ワード線の電圧を、
ＰｃｈトランジスタおよびＮｃｈトランジスタの閾値電圧特性によって
異なる設定とする半導体集積回路。
【請求項２】
請求項１記載の半導体集積回路において、
前記ワード線の電圧は、
前記Ｎｃｈトランジスタの閾値電圧が所定電圧より低い場合は第１の電圧に、
前記Ｎｃｈトランジスタの閾値電圧が前記所定電圧より高い場合は第２の電圧に、
前記Ｎｃｈトランジスタの閾値電圧が前記所定電圧と同じ場合は前記第１又は前記第２の
電圧に、
設定されており、
前記所定電圧は前記Ｐｃｈトランジスタの閾値電圧の絶対値の増加にともなって直線的若
しくは曲線的に増加することを特徴とする
半導体集積回路。
【請求項３】
請求項２記載の半導体集積回路において、
第１の電圧は第２の電圧よりも低い設定とする事を特徴とする半導体集積回路。
【請求項４】
マトリクス状に配置された複数のメモリセルと、
前記複数のメモリセルの各行にそれぞれ対応する複数のワード線と、
前記複数のワード線をそれぞれ駆動する複数のワード線ドライバを有するメモリマクロに
おいて、
前記ワード線が活性状態のときの、ワード線の電圧を、
ＰｃｈトランジスタおよびＮｃｈトランジスタの飽和電流特性によって
異なる設定とする半導体集積回路。
【請求項５】
請求項４記載の半導体集積回路において、
前記ワード線の電圧は、
前記Ｎｃｈトランジスタの飽和電流が所定電流値より低い場合は第１の電圧に、
前記Ｎｃｈトランジスタの飽和電流が前記所定電流値より高い場合は第２の電圧に、
前記Ｎｃｈトランジスタの飽和電流が前記所定電流値と同じ場合は前記第１又は前記第２
の電圧に、
設定されており、
前記所定電流値は前記Ｐｃｈトランジスタの飽和電流値の絶対値の増加にともなって直線
的若しくは曲線的に増加することを特徴とする
半導体集積回路。
【請求項６】
請求項５記載の半導体集積回路において、
前記第１の電圧は第２の電圧よりも高い設定とする事を特徴とする半導体集積回路。
【請求項７】
マトリクス状に配置された複数のメモリセルと、
前記複数のメモリセルの各行にそれぞれ対応する複数のワード線と、
前記複数のワード線をそれぞれ駆動する複数のワード線ドライバを有するメモリマクロに
おいて、
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前記ワード線が活性状態のときの、ワード線の電圧を、
ＰｃｈトランジスタおよびＮｃｈトランジスタのドレインソース間リーク電流特性によっ
て
異なる設定とする半導体集積回路。
【請求項８】
請求項７記載の半導体集積回路において、
前記ワード線の電圧は、
前記Ｎｃｈトランジスタのドレインソース間リーク電流が所定電流値より低い場合は第１
の電圧に、
前記Ｎｃｈトランジスタのドレインソース間リーク電流が前記所定電流値より高い場合は
第２の電圧に、
前記Ｎｃｈトランジスタのドレインソース間リーク電流が前記所定電流値と同じ場合は前
記第１又は前記第２の電圧に、
設定されており、
前記所定電流値は前記Ｐｃｈトランジスタのドレインソース間リーク電流の絶対値の増加
にともなって直線的若しくは曲線的に増加することを特徴とする
半導体集積回路。
【請求項９】
請求項８記載の半導体集積回路において、
前記第１の電圧は第２の電圧よりも高い設定とする事を特徴とする半導体集積回路。
【請求項１０】
マトリクス状に配置された複数のメモリセルと、
前記複数のメモリセルの各行にそれぞれ対応する複数のワード線と、
前記複数のワード線をそれぞれ駆動する複数のワード線ドライバを有するメモリマクロに
おいて、
前記ワード線が活性状態のときの、ワード線の電圧を、
任意のチップ温度によって
異なる設定とする半導体集積回路。
【請求項１１】
請求項１０記載の半導体集積回路において、
ワード線が活性状態のときに、そのワード線の電圧は、
前記あるチップ温度を境にして、チップ温度が低い順に
第７の電圧、第８の電圧とする事を特徴とする半導体集積回路。
【請求項１２】
請求項１１記載の半導体集積回路において、
第７の電圧は第８の電圧よりも高い設定とする事を特徴とする半導体集積回路。
【請求項１３】
請求項１、４、７のうちいずれか１つに記載の前記Ｐｃｈトランジスタ、およびＮｃｈト
ランジスタは
半導体集積回路を構成するトランジスタである事を特徴とする半導体集積回路。
【請求項１４】
請求項１、４、７のうちいずれか１つに記載の前記Ｐｃｈトランジスタ、およびＮｃｈト
ランジスタは
メモリマクロを構成するトランジスタである事を特徴とする半導体集積回路。
【請求項１５】
請求項１、４、７のうちいずれか１つに記載の前記Ｐｃｈトランジスタ、およびＮｃｈト
ランジスタは
メモリセルを構成するトランジスタである事を特徴とする半導体集積回路。
【請求項１６】
請求項１、４、７のうちいずれか１つに記載の前記Ｐｃｈトランジスタ、およびＮｃｈト
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ランジスタは
メモリセル特性を測定するためのトランジスタである事を特徴とする半導体集積回路。
【請求項１７】
請求項１６記載の前記メモリセル特性を測定するためのトランジスタは
半導体集積回路毎に搭載する事を特徴とする半導体集積回路。
【請求項１８】
請求項１６記載の前記メモリセル特性を測定するためのトランジスタは
ウエハ上のスクライブレーン上に搭載する事を特徴とする半導体集積回路。
【請求項１９】
請求項１、４、７のうちいずれか１つに記載の前記ワード線が活性状態のときの、ワード
線の電圧
はチップ毎に異なる事を特徴とする半導体集積回路。
【請求項２０】
請求項１、４、７のうちいずれか１つに記載の前記ワード線が活性状態のときの、ワード
線の電圧
は前記メモリマクロ毎に異なる事を特徴とする半導体集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体集積回路に関し、特に、メモリマクロを有する半導体集積回路に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体プロセスの微細化に伴い、半導体集積回路の小面積化、電源電圧の低電圧
化が急速に進んでいる。一般に、トランジスタの閾値電圧Ｖｔは、トランジスタのゲート
幅Ｗ、ゲート長Ｌに対して１／√（Ｌ×Ｗ）に従ってばらつくことが知られている。その
ため、トランジスタのゲート幅Ｗ、ゲート長Ｌを微細化すればその分トランジスタの閾値
電圧Ｖｔのばらつきは増加する。
【０００３】
　ＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）のようなフリップフロップ型のメモリセル
を備えた半導体集積回路では、メモリセルを構成する各トランジスタの特性ばらつきや電
源電圧の低電圧化のため、メモリセルの安定した特性を維持することが困難になってきて
いる。その結果、半導体集積回路の歩留が低下している。微細化されたプロセスで安定し
た特性を有する半導体集積回路を製造するためには、半導体集積回路を構成する各素子の
特性のばらつきを抑制することが重要である。
【０００４】
　ＳＲＡＭの特性を示す指標として、スタティックノイズマージン（以下、ＳＮＭと称す
る。）とライトレベルがある。ＳＮＭは、メモリセルのビット線対が活性化され、ワード
線が活性化した場合のメモリセルの保持特性を示す。ＳＮＭ値が大きいほど、メモリセル
の保持特性が良い。ライトレベルは、ワード線が活性化した場合にメモリセルの情報が書
き換わるビット線電圧を示す。ライトレベル値が大きいほどライト特性が良い。
【０００５】
　ＳＮＭとライトレベルとはトレードオフの関係にある。すなわち、ＳＮＭが良い場合は
書き込みが行いにくいためライトレベルが低く、逆に、ライトレベル特性が良い場合は書
き込みが行いやすいためＳＮＭが低い。
【０００６】
　従来、ＳＲＡＭにおけるワード線にプルダウン回路を接続し、ワード線の活性化電圧を
低下させることで、メモリセルのアクセストランジスタのコンダクタンスを下げてＳＮＭ
を改善している（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－２６２６３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述したように、ＳＮＭとライトレベルとはトレードオフの関係にあるため、ワード線
の活性化電圧を下げ過ぎると逆にライトレベルが悪化する。したがって、ＳＮＭおよびラ
イトレベルの両者を好適に保つためには、ワード線の活性化電圧を適切に設定すべきであ
るが、具体的に何に基づいて活性化電圧を決定すべきかということはまだ確立されていな
い。
【０００９】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、ワード線の活性化電圧を、半導体集
積回路の製造ばらつきや動作環境の変化に応じた適切な電圧に設定することを課題とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため本発明によって次のような解決手段を講じた。すなわち、半導
体集積回路として、マトリクス状に配置された複数のメモリセルと、前記複数のメモリセ
ルの各行にそれぞれ対応する複数のワード線と、前記複数のワード線をそれぞれ駆動する
複数のワード線ドライバを有するメモリマクロにおいて、前記ワード線が活性状態のとき
の、ワード線の電圧を、ＰｃｈトランジスタおよびＮｃｈトランジスタの閾値電圧特性に
よって異なる設定とする。
【００１１】
　また、半導体集積回路は、マトリクス状に配置された複数のメモリセルと、前記複数の
メモリセルの各行にそれぞれ対応する複数のワード線と、前記複数のワード線をそれぞれ
駆動する複数のワード線ドライバを有するメモリマクロにおいて、前記ワード線が活性状
態のときの、ワード線の電圧を、ＰｃｈトランジスタおよびＮｃｈトランジスタの飽和電
流特性によって異なる設定とする。
【００１２】
　また、半導体集積回路は、マトリクス状に配置された複数のメモリセルと、前記複数の
メモリセルの各行にそれぞれ対応する複数のワード線と、前記複数のワード線をそれぞれ
駆動する複数のワード線ドライバを有するメモリマクロにおいて、前記ワード線が活性状
態のときの、ワード線の電圧を、ＰｃｈトランジスタおよびＮｃｈトランジスタのドレイ
ンソース間リーク電流特性によって異なる設定とする。
【００１３】
　また、マトリクス状に配置された複数のメモリセルと、前記複数のメモリセルの各行に
それぞれ対応する複数のワード線と、前記複数のワード線をそれぞれ駆動する複数のワー
ド線ドライバを有するメモリマクロにおいて、前記ワード線が活性状態のときの、ワード
線の電圧を、任意のチップ温度によって異なる設定とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によると、半導体集積回路の製造ばらつきや動作環境の変化に応じて、ワード線
の活性化電圧が適切な電圧に設定されるため、ＳＮＭおよびライトレベルの両者を好適に
保つことができる。これにより、半導体集積回路の歩留を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１の実施形態に係る半導体集積回路の構成を示すブロック図である。
【図２】Ｐｃｈトランジスタ特性測定回路の回路図である。
【図３】Ｎｃｈトランジスタ特性測定回路の回路図である。
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【図４】メモリセルの構成を示す回路図である。
【図５】ＰｃｈおよびＮｃｈトランジスタの閾値電圧とＳＮＭの等高線との関係を示すグ
ラフである。
【図６】ＰｃｈおよびＮｃｈトランジスタの閾値電圧とライトレベルの等高線との関係を
示すグラフである。
【図７】グローバルウインドウと好適なワード線活性化電圧の範囲との関係を示すグラフ
である。
【図８】ＰｃｈおよびＮｃｈトランジスタのドレイン－ソース間の飽和電流とＳＮＭの等
高線との関係を示すグラフである。
【図９】ＰｃｈおよびＮｃｈトランジスタのドレイン－ソース間の飽和電流とライトレベ
ルの等高線との関係を示すグラフである。
【図１０】グローバルウインドウと好適なワード線活性化電圧の範囲との関係を示す別の
グラフである。
【図１１】ＰｃｈおよびＮｃｈトランジスタのドレイン－ソース間のオフリーク電流とＳ
ＮＭの等高線との関係を示すグラフである。
【図１２】ＰｃｈおよびＮｃｈトランジスタのドレイン－ソース間のオフリーク電流とラ
イトレベルの等高線との関係を示すグラフである。
【図１３】グローバルウインドウと好適なワード線活性化電圧の範囲との関係を示すさら
に別のグラフである。
【図１４】Ｐｃｈトランジスタ特性測定回路の別の回路図である。
【図１５】Ｎｃｈトランジスタ特性測定回路の別の回路図である。
【図１６】第２の実施形態に係る半導体集積回路の構成を示すブロック図である。
【図１７】一般的な半導体集積回路の温度とＳＮＭおよびライトレベルとの関係を示すグ
ラフである。
【図１８】第２の実施形態に係る半導体集積回路の温度とＳＮＭおよびライトレベルとの
関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１７】
　＜第１の実施形態＞
　図１は、第１の実施形態に係る半導体集積回路１の構成を示すブロック図である。ＳＲ
ＡＭマクロ１０は、メモリセル１０Ａ～１０Ｄ、ワード線ドライバ１１Ａおよび１１Ｂ、
プルダウン回路１２Ａおよび１２Ｂを有している。メモリセル１０Ａ、１０Ｂには、ビッ
ト線対ＢＬ１、／ＢＬ１が接続され、メモリセル１０Ｃ、１０Ｄには、ビット線対ＢＬ２
、／ＢＬ２が接続されている。メモリセル１０Ａ、１０Ｃには、ワード線ＷＬ１が接続さ
れ、メモリセル１０Ｂ、１０Ｄには、ワード線ＷＬ２が接続されている。なお、メモリセ
ル１０Ａ～１０Ｄは、図示しないがビット線対、ワード線およびマトリクス状に配置され
たメモリセルをさらに備えている。これらのメモリセルはデータを記憶し、メモリアレイ
を構成する。
【００１８】
　ワード線ドライバ１１Ａ、１１Ｂは、いずれもＰｃｈトランジスタ１０１とＮｃｈトラ
ンジスタ１０２とでインバータ構成になっている。ワード線ドライバ１１Ａ、１１Ｂは、
ロウアドレス信号／ＲＡＤ１、／ＲＡＤ２を反転させてワード線ＷＬ１、ＷＬ２にそれぞ
れ出力する。
【００１９】
　プルダウン回路１２Ａ、１２Ｂは、制御信号ＡＤＪ１、ＡＤＪ２をそれぞれＰｃｈトラ
ンジスタ１２１、１２２に受けて、対応するワード線ドライバ１１Ａ、１１Ｂの出力電圧
をプルダウンする。なお、プルダウン回路１２Ａ、１２Ｂによってプルダウンされる電圧
をそれぞれ異なる電圧とするために、Ｐｃｈトランジスタ１２１、１２２のゲート幅は、
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それぞれ異なるように設定することが好ましい。
【００２０】
　制御回路２０は、ワード線活性化電圧を制御するために２ビットの制御信号ＡＤＪ１、
ＡＤＪ２を出力する。制御回路２０は、例えば制御信号ＡＤＪ１、ＡＤＪ２のそれぞれを
固定信号として出力するｅＦＵＳＥ（Electrically Programmable Fuse）等で構成するこ
とができる。あるいは、制御回路２０は、例えばＦｌａｓｈメモリ等に設定された制御値
を読み込んで、その制御値の制御信号を出力するようにしてもよい。
【００２１】
　図２は、Ｐｃｈトランジスタ特性測定回路３０Ａの回路図である。Ｐｃｈトランジスタ
３１Ａは図１のメモリセル１０Ａ～１０Ｄを構成する後述のロードトランジスタ１１１、
１１２と同形状とすることが望ましい。
【００２２】
　図３は、Ｎｃｈトランジスタ特性測定回路３０Ｂの回路図である。Ｎｃｈトランジスタ
３１Ｂは図１のメモリセル１０Ａ～１０Ｄを構成する後述のドライブトランジスタ１１３
、１１４、およびアクセストランジスタ１１５、１１６と同形状とすることが望ましい。
【００２３】
　これらトランジスタ特性測定回路３０Ａ、３０Ｂにおいて入力端子４０Ａ、４０Ｂにそ
れぞれ電圧を与え、入力端子４０Ａ、４０Ｂにそれぞれ流れる電流値を測定すればトラン
ジスタ３１Ａ、３１Ｂの平均的な特性を求めることができる。また、入力端子４０Ａ、４
０Ｂにそれぞれ電流を流し入力端子４０Ａ、４０Ｂのそれぞれの電圧を測定してもよい。
これらは半導体集積回路１を測定する検査装置等を使用すれば容易に行うことができる。
なお、トランジスタ特性測定回路３０Ａ、３０Ｂの入力端子として、ソース、ドレインお
よびゲートを独立した入力端子としてもよい。
【００２４】
　図４は、メモリセル１０Ａの構成を示す回路図である。メモリセル１０Ａはロードトラ
ンジスタ１１１、１１２と、ドライブトランジスタ１１３、１１４と、アクセストランジ
スタ１１５、１１６とを有している。
【００２５】
　ロードトランジスタ１１１とドライブトランジスタ１１３とがインバータを構成し、ロ
ードトランジスタ１１２とドライブトランジスタ１１４とがインバータを構成している。
これらのインバータによってフリップフロップが構成され、データが記憶される。なお、
メモリセル１０Ｂ～１０Ｄも同様の構成となっている。
【００２６】
　メモリセル１０Ａへのデータの書き込みは、ＢＬ１、／ＢＬ１のうち一方の電位をＨレ
ベルとし、他方の電位をＬレベルとしてワード線ＷＬ１を活性状態とすることで行われる
。また、メモリセル１０Ａからのデータの読み出しは、予めビット線ＢＬ１、／ＢＬ１を
Ｈレベルにプリチャージしておき、ワード線ＷＬ１を活性状態とし、メモリセル１０Ａの
フリップフロップの記憶状態に基づいてＢＬ１、／ＢＬ１のいずれか一方の電位がＨレベ
ルからＬレベルになることで行われる。
【００２７】
　図５は、ＰｃｈおよびＮｃｈトランジスタの閾値電圧とＳＮＭの等高線との関係を示す
グラフである。なお、等高線に記載したＳＮＭの値はプロセス条件やトランジスタサイズ
などによって異なる。また、図６と同様に横軸はＮｃｈトランジスタの閾値電圧を示し、
縦軸はＰｃｈトランジスタの閾値電圧の絶対値を示す。符号５は、一般的にトランジスタ
の特性として許容される閾値電圧の範囲を示す。符号５で参照される領域は、グローバル
な閾値電圧のばらつきを示しておりグローバルウインドウと呼ばれる。なお、閾値電圧の
グローバルなばらつきとはチップ上に配置されるトランジスタの閾値電圧の平均値である
。
【００２８】
　図５に示すように、ＦＦ側は、Ｎｃｈトランジスタの閾値電圧がそのティピカル値（以
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下、ＴＹＰと称する。）よりも低く、Ｐｃｈトランジスタの閾値電圧の絶対値がＴＹＰよ
りも低い領域である。ＦＳ側は、Ｎｃｈトランジスタの閾値電圧がＴＹＰよりも低く、Ｐ
ｃｈトランジスタの閾値電圧の絶対値がＴＹＰよりも高い領域である。ＳＳ側は、Ｎｃｈ
トランジスタの閾値電圧がＴＹＰよりも高く、Ｐｃｈトランジスタの閾値電圧の絶対値が
ＴＹＰよりも高い領域である。ＳＦ側は、Ｎｃｈトランジスタの閾値電圧がＴＹＰよりも
高く、Ｐｃｈトランジスタの閾値電圧の絶対値がＴＹＰよりも低い領域である。
【００２９】
　ＦＳ側では、アクセストランジスタのコンダクタンスが高いためビット線からＨデータ
が流入し、Ｌ側のデータが保持できなくなり、メモリセルのＰｃｈトランジスタが保持し
ているＨデータが保持できなくなることから、ＳＮＭが悪化する。このＳＮＭを改善する
ためには、ワード線活性化電圧を低くしてアクセストランジスタのコンダクタンスを低下
させれば良い。逆に、ＳＦ側では、アクセストランジスタのコンダクタンスが低いためビ
ット線からＨデータが流入しにくくＬ側のデータの保持特性が良く、メモリセルのＰｃｈ
トランジスタが保持しているＨデータの保持特性が良いことからＳＮＭが良くなる。
【００３０】
　図６は、ＰｃｈおよびＮｃｈトランジスタの閾値電圧とライトレベルの等高線との関係
を示すグラフである。なお、等高線に記載したライトレベルの値はプロセス条件やトラン
ジスタサイズなどによって異なる。ＦＳ側では、アクセストランジスタのコンダクタンス
が高いためビット線からＬデータが流入しやすく、メモリセルのＰｃｈトランジスタの閾
値電圧の絶対値が高いため、保持しているＨデータを書き換えやすいことから、ライトレ
ベルが良くなる。逆に、ＳＦ側では、アクセストランジスタのコンダクタンスが低いため
ビット線からＬデータが流入しにくく、メモリセルのＰｃｈトランジスタの閾値電圧の絶
対値が低いため、保持しているＨデータを書き換えにくいことからライトレベルが悪化す
る。このライトレベルを改善するためにはワード線活性化電圧を高くする必要がある。
【００３１】
　ＳＮＭとライトレベルとはメモリセルの特性においてトレードオフの関係にあるため、
ＦＳ側ではワード線活性化電圧を低く、ＳＦ側ではワード線活性化電圧を高く設定すれば
ＦＳ側、ＳＦ側におけるＳＮＭ値、ライトレベル値のそれぞれを近づけることができる。
すなわち、ＳＮＭおよびライトレベルを改善することができる。以下、ワード線活性化電
圧を決定する方法についていくつか説明する。
【００３２】
　　－ワード線活性化電圧決定方法１－
　図７は、グローバルウインドウ５と好適なワード線活性化電圧の範囲との関係を示すグ
ラフである。ＳＮＭおよびライトレベルの両者を好適化するワード線活性化電圧は、Ｐｃ
ｈおよびＮｃｈトランジスタの閾値電圧に応じて変化し、例えばＳＰＩＣＥ（Simulation
 Program with Integrated Circuit Emphasis）シミュレーション等によって得ることが
できる。そこで、図７のグラフを例えば４つの領域Ａｒｅａ＿１～Ａｒｅａ＿４に分け、
ＰｃｈおよびＮｃｈトランジスタの閾値電圧がいずれの領域に属するかによってワード線
活性化電圧を決定する。領域Ａｒｅａ＿１～Ａｒｅａ＿４に対応するワード線活性化電圧
はそれぞれＶ１～Ｖ４である。なお、Ｖ１～Ｖ４の順に電圧が低くなる。Ｖ１は、例えば
図１のワード線ドライバ１１Ａ、１１Ｂに印可される電源電圧ＶＤＤである。また、各領
域Ａｒｅａ＿１～Ａｒｅａ＿４を区切る線は、直線的であっても、曲線的であってもよい
。
【００３３】
　具体的には次の手順でワード線活性化電圧を決定する。まず、図１のＰｃｈトランジス
タ特性測定回路３０ＡでＰｃｈトランジスタ３１Ａの閾値電圧を、Ｎｃｈトランジスタ特
性測定回路３０ＢでＮｃｈトランジスタ３１Ｂの閾値電圧を測定する。Ｐｃｈトランジス
タ３１Ａの閾値電圧が決まることで、Ｎｃｈトランジスタに関する複数の閾値電圧範囲が
一意に決まる。そして、Ｎｃｈトランジスタ３１Ｂの閾値電圧が、いずれの閾値電圧範囲
に属するかによってワード線活性化電圧が決まる。
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【００３４】
　　－ワード線活性化電圧決定方法２－
　図８および図９のそれぞれの横軸は、Ｎｃｈトランジスタのドレイン－ソース間の飽和
電流を示し、縦軸はＰｃｈトランジスタのドレイン－ソース間の飽和電流を示す。図８に
示すように、ＳＮＭはＦＳ側で悪化する。そのため、ＦＳ側においてＳＮＭを改善するた
めには、ワード線活性化電圧を低く設定すればよい。また、図９に示すように、ライトレ
ベルはＳＦ側で悪化する。そのため、ＳＦ側においてライトレベルを改善するためには、
ワード線活性化電圧を高く設定すればよい。
【００３５】
　図１０は、グローバルウインドウ５Ａと好適なワード線活性化電圧の範囲との関係を示
すグラフである。ＳＮＭおよびライトレベルの両者を好適化するワード線活性化電圧は、
ＰｃｈおよびＮｃｈトランジスタのドレイン－ソース間の飽和電流に応じて変化し、例え
ばＳＰＩＣＥシミュレーション等によって得ることができる。そこで、図１０のグラフを
例えば４つの領域Ａｒｅａ＿１Ａ～Ａｒｅａ＿４Ａに分け、ＰｃｈおよびＮｃｈトランジ
スタのドレイン－ソース間の飽和電流がいずれの領域に属するかによってワード線活性化
電圧を決定する。領域Ａｒｅａ＿１Ａ～Ａｒｅａ＿４Ａに対応するワード線活性化電圧は
それぞれＶ１～Ｖ４である。なお、Ｖ１～Ｖ４の順に電圧が低くなる。また、各領域Ａｒ
ｅａ＿１～Ａｒｅａ＿４を区切る線は、直線的であっても、曲線的であってもよい。
【００３６】
　ワード線活性化電圧決定方法について具体的に説明する。まず、図１のＰｃｈトランジ
スタ特性測定回路３０ＡでＰｃｈトランジスタ３１Ａのドレイン－ソース間の飽和電流を
、Ｎｃｈトランジスタ特性測定回路３０ＢでＮｃｈトランジスタ３１Ｂのドレイン－ソー
ス間の飽和電流を測定する。Ｐｃｈトランジスタ３１Ａのドレイン－ソース間の飽和電流
が決まることで、Ｎｃｈトランジスタに関する複数の飽和電流範囲が一意に決まる。そし
て、Ｎｃｈトランジスタ３１Ｂのドレイン－ソース間の飽和電流が、いずれの飽和電流範
囲に属するかによってワード線活性化電圧が決定する。
【００３７】
　　－ワード線活性化電圧決定方法３－
　図１１および図１２のそれぞれの横軸は、Ｎｃｈトランジスタのドレイン－ソース間の
オフリーク電流を示し、縦軸はＰｃｈトランジスタのドレイン－ソース間のオフリーク電
流を示す。図１１に示すように、ＳＮＭはＦＳ側で悪化する。そのため、ＦＳ側において
ＳＮＭを改善するためには、ワード線活性化電圧を低く設定すればよい。また、図１２に
示すように、ライトレベルはＳＦ側で悪化する。そのため、ＳＦ側においてライトレベル
を改善するためには、ワード線活性化電圧を高く設定すればよい。
【００３８】
　図１３は、グローバルウインドウ５Ｂと好適なワード線活性化電圧の範囲との関係を示
すグラフである。ＳＮＭおよびライトレベルの両者を好適化するワード線活性化電圧は、
ＰｃｈおよびＮｃｈトランジスタのドレイン－ソース間のオフリーク電流に応じて変化し
、例えばＳＰＩＣＥシミュレーション等によって得ることができる。そこで、図１３のグ
ラフを例えば４つの領域Ａｒｅａ＿１Ｂ～Ａｒｅａ＿４Ｂに分け、ＰｃｈおよびＮｃｈト
ランジスタのドレイン－ソース間のオフリーク電流がいずれの領域に属するかによってワ
ード線活性化電圧を決定する。領域Ａｒｅａ＿１Ｂ～Ａｒｅａ＿４Ｂに対応するワード線
活性化電圧はそれぞれＶ１～Ｖ４である。なお、Ｖ１～Ｖ４の順に電圧が低くなる。また
、各領域Ａｒｅａ＿１～Ａｒｅａ＿４を区切る線は、直線的であっても、曲線的であって
もよい。
【００３９】
　ワード線活性化電圧決定方法について具体的に説明する。まず、図１のＰｃｈトランジ
スタ特性測定回路３０ＡでＰｃｈトランジスタ３１Ａのドレイン－ソース間のオフリーク
電流を、Ｎｃｈトランジスタ特性測定回路３０ＢでＮｃｈトランジスタ３１Ｂのドレイン
－ソース間のオフリーク電流を測定する。Ｐｃｈトランジスタ３１Ａのドレイン－ソース
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間のオフリーク電流が決まることで、Ｎｃｈトランジスタに関する複数のオフリーク電流
範囲が一意に決まる。そして、Ｎｃｈトランジスタ３１Ｂのドレイン－ソース間のオフリ
ーク電流が、いずれのオフリーク電流範囲に属するかによってワード線活性化電圧が決定
する。
【００４０】
　なお、オフリーク電流を測定するために、トランジスタ特性測定回路３０Ａ、３０Ｂを
図１４および図１５のように構成してもよい。この場合、例えば各入力端子４０Ａ、４０
Ｂに電圧を印加して流れる電流を測定する。あるいは、各入力端子４０Ａ、４０Ｂに電流
を流したときの電圧を測定する。
【００４１】
　上記の各方法によって、ワード線活性化電圧が決まることで制御信号ＡＤＪ１、ＡＤＪ
２の制御値は一意に決まる（表１参照）。したがって、ｅＦＵＳＥなどを適宜切断して制
御信号ＡＤＪ１、ＡＤＪ２の制御値が所定の値となるようにする。なお、トランジスタ特
性測定回路３０Ａ、３０Ｂによる測定および制御信号ＡＤＪ１、ＡＤＪ２の制御値の設定
は、半導体集積回路１を測定する検査装置等により一連として容易に行うことができる。
【００４２】
【表１】

【００４３】
　以上のように、ＰｃｈおよびＮｃｈトランジスタの特性に応じてワード線活性化電圧を
決定することにより、ＳＮＭおよびライトレベルのいずれか一方の特性が悪化するのを抑
制し、双方の特性を改善することができる。さらに、ＳＳ点の特性を有するメモリセルに
ついて、ワード線活性化電圧をＶＤＤに設定することでアクセストランジスタがオンオフ
する速度が増すため、リードレベルを向上させることができる。
【００４４】
　また、トランジスタ特性測定回路３０Ａ、３０Ｂを、例えばウエハ上のスクライブレー
ン上に配置してもよい。また、トランジスタの形状、注入量等が異なる複数のメモリマク
ロを配置する場合は、それぞれに応じたトランジスタ特性測定回路を複数配置してもよい
。
【００４５】
　また、各トランジスタ１１１～１１６とそれ以外のロジック部に使用されるＰｃｈおよ
びＮｃｈトランジスタの注入量が同一である場合やほぼ同一である場合、双方のトランジ
スタはグローバルな閾値電圧に相関がある。そのため、トランジスタ特性測定回路３０Ａ
、３０Ｂで各トランジスタ１１１～１１６の特性を測定しなくてもよい。ロジック部のト
ランジスタの特性を測定することで各トランジスタ１１１～１１６の特性を測定したこと
に相当するからである。
【００４６】
　また、ワード線活性化電圧は、半導体集積回路毎に異なっていてもよい。あるいは、半
導体集積回路に配置されるメモリマクロ毎に異なっていてもよい。
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【００４７】
　また、図１の１２Ａ、１２Ｂは、それぞれ２つのＰｃｈトランジスタ１２１、１２２を
用いてワード線活性化電圧を４段階に設定可能としているが、Ｐｃｈトランジスタの数を
増やしてワード線活性化電圧をより多い段数に設定可能としても良い。また、プルダウン
トランジスタをＮｃｈトランジスタで構成しても同様の効果が得られる。
【００４８】
　＜第２の実施形態＞
　図１６は、第３の実施形態に係る半導体集積回路１Ａの構成を示すブロック図である。
以下、第１の実施形態との相違点についてのみ説明する。
【００４９】
　図１７は、温度とＳＮＭおよびライトレベルとの関係を示すグラフである。温度が上昇
するにつれて、メモリセルを構成するアクセストランジスタのコンダクタンスが上昇する
。そのため、温度が高くなるにつれてＳＮＭは悪化し、逆に、ライトレベルはよくなる。
したがって、温度が高い場合にＳＮＭを改善するためにはワード線活性化電圧を低く設定
すればよい。一方、温度が低い場合にライトベルを改善するためにはワード線活性化電圧
を高く設定すればよい。
【００５０】
　そこで、温度に応じてワード線活性化電圧を変化させるようにする。具体的には、温度
センサ５０は、半導体集積回路１Ａの温度を検出する。制御回路２０は、検出された温度
に応じて制御信号ＡＤＪ１、ＡＤＪ２を変化させる。表２は、半導体集積回路１Ａの温度
に対するワード線活性化電圧と制御信号ＡＤＪ１、ＡＤＪ２との関係を示す。制御回路２
０は、温度センサ５０によって検出された温度に応じて制御信号ＡＤＪ１、ＡＤＪ２の制
御値を変える。
【００５１】
【表２】

【００５２】
　本実施形態によると、半導体集積回路１Ａの温度変化に対して図１８に示すようにＳＮ
Ｍおよびライトレベルが平均化されるため、ＳＮＭおよびライトレベルを改善することが
できる。
【００５３】
　なお、図１６の１２Ａ、１２Ｂは、それぞれ２つのＰｃｈトランジスタ１２１、１２２
を用いてワード線活性化電圧を４段階に設定可能としているが、Ｐｃｈトランジスタの数
を増やしてワード線活性化電圧をより多い段数に設定可能としても良い。また、プルダウ
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ントランジスタをＮｃｈトランジスタで構成しても同様の効果が得られる。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明に係る半導体集積回路は、メモリセルのＳＮＭおよびライトレベルを改善するこ
とができるため、ＳＲＡＭ等として有用である。
【符号の説明】
【００５５】
　１、１Ａ　　　　　　半導体集積回路
　１０　　　　　　　　メモリマクロ
　１０Ａ～１０Ｄ　　　メモリセル
　１２Ａ、１２Ｂ　　　プルダウン回路
　２０　　　　　　　　制御回路
　３０Ａ　　　　　　　Ｐｃｈトランジスタ特性測定回路（トランジスタ特性測定回路）
　３０Ｂ　　　　　　　Ｎｃｈトランジスタ特性測定回路（トランジスタ特性測定回路）
　３１Ａ　　　　　　　Ｐｃｈトランジスタ（測定用トランジスタ）
　３１Ｂ　　　　　　　Ｎｃｈトランジスタ（測定用トランジスタ）
　５０　　　　　　　　温度センサ
　ＡＤＪ１、ＡＤＪ２　制御信号
　ＷＬ１、ＷＬ２　　　ワード線

【図１】 【図２】

【図３】



(13) JP 2011-54255 A 2011.3.17

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(14) JP 2011-54255 A 2011.3.17

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】 【図１７】

【図１８】
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