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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の表面部に離間して配置されるソース・ドレイン拡散層と、
　前記ソース・ドレイン拡散層の間のチャネル上に配置される第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜上に配置される電荷蓄積層と、
　前記電荷蓄積層上に配置され、複数層から構成される第２絶縁膜と、
　前記第２絶縁膜上に配置される制御ゲート電極とを具備し、
　前記第２絶縁膜は、前記電荷蓄積層上に配置される最下層（Ａ）、前記最下層（Ａ）上
に配置される中間層（Ｂ）、及び、前記中間層（Ｂ）上に配置される最上層（Ｃ）を含み
、
　前記中間層（Ｂ）は、前記最下層（Ａ）及び前記最上層（Ｃ）のいずれよりもバリアハ
イトが高く、誘電率が低く、かつ、
　前記第２絶縁膜の各層を構成する絶縁膜材料の元素の平均配位数について、前記中間層
（Ｂ）の平均配位数は、前記最上層（Ｃ）の平均配位数及び前記最下層（Ａ）の平均配位
数のいずれよりも小さく、かつ、３以下であり、
　前記中間層（Ｂ）は、その平均組成が(SiO2)x(Si3N4)1-x (0.75≦x＜1)で表される化学
量論的組成のシリコン酸窒化膜及びシリコン酸化膜のうちの１つから構成され、
　前記最下層（Ａ）は、少なくともＡｌの酸化物、酸窒化物、シリケート及び窒化シリケ
ート、Ｈｆの酸化物、及び、ＡｌとＨｆの酸化物のうちの１つから構成され、
　前記最上層（Ｃ）は、少なくともＡｌの酸化物、酸窒化物、シリケート及び窒化シリケ
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ートのうちの１つから構成される
　ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。
【請求項２】
　前記電荷蓄積層と前記最下層（Ａ）との間に、シリコン酸化膜の界面層をさらに具備す
ることを特徴とする請求項１に記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項３】
　前記最上層（Ｃ）と前記制御ゲート電極との間に、シリコン窒化膜をさらに具備するこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の不揮発性半導体記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スタックゲート構造のメモリセルを有する不揮発性半導体記憶装置に関し、
特に、微細化されたNAND型フラッシュメモリに使用される。
【背景技術】
【０００２】
　ＮＡＮＤ型フラッシュメモリにおけるメモリセルのスタックゲート構造は、Ｓｉ基板上
に形成される第１絶縁膜、その上に形成される電荷蓄積層、さらに、その上に形成される
第２絶縁膜から構成される。第１絶縁膜は「トンネル絶縁膜」と呼ばれており、この絶縁
膜に高電界を印加することでＳｉ基板と電荷蓄積層との間の電荷のやり取りを行う。
【０００３】
　また、電荷蓄積層は、従来は多結晶シリコンで形成される浮遊ゲート電極が用いられて
いたが、メモリセルの微細化の進行に伴ってシリコン窒化膜などの絶縁膜で形成される電
荷蓄積層の導入が進められている。
【０００４】
　第２絶縁膜は、電荷蓄積層が多結晶シリコンからなる浮遊ゲート電極の場合には「イン
ターポリ絶縁膜」と呼ばれ、電荷蓄積層が絶縁膜からなる場合には「ブロック絶縁膜」と
呼ばれる。いずれの場合でも、第２絶縁膜は、第１絶縁膜と比べて絶縁性が高いことが必
要とされる。
【０００５】
　金属酸化物で形成される高誘電率(Ｈｉｇｈ－ｋ)絶縁膜は、電気的膜厚を大きくせずに
実膜厚(物理膜厚)を大きくすることができるので、高電界領域におけるリーク電流を抑制
する効果がある。そのため、これをメモリセルの第２絶縁膜として用いることが検討され
ている（例えば、特許文献１を参照）。
【０００６】
　しかしながら、高誘電率絶縁膜は、シリコン酸化膜系の絶縁膜と比べれば、膜中及び界
面に多量の欠陥を含んでいる。そのため、第２絶縁膜に高誘電率絶縁膜を使用したメモリ
セルでは、書き込み/消去時の閾値電圧の幅が広がる反面、低電界領域のリーク電流によ
りデータ保持特性(retention characteristics)が劣化する。
【０００７】
　このように、従来の第２絶縁膜では、高電界リーク電流特性と低電界リーク電流特性の
双方を同時に改善することができない、という問題がある。
【特許文献１】特開２００３－６８８９７号公報
【非特許文献１】G. Lucovsky, Y. Wu, H. Niimi, V. Misra, J. C. Phillips, "Bonding
 constraints and defect formation at interfaces between crystalline silicon and 
advanced single layer and composite gate dielectrics,"　Appl. Phys. Lett. 74, 20
05 (1999)
【非特許文献２】“High-k Gate Dielectrics,” Edited by M. Houssa, Institute of P
hysics Publishing Limited (2004), p.339
【非特許文献３】Z.L. Huo, J.K. Yang, S.H. Lim, S.J. Baik, J. Lee, J.H. Han, I.S.
 Yeo, U.I. Chung, J.T. Moon, B.I. Ryu, "Band Engineered Charge Trap Layer for hi
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ghly Reliable MLC Flash Memory," 8B-1, 2007 Symposium on VLSI Technology (2007)
【非特許文献４】K.Iwamoto, A.Ogawa, T.Nabatame, H.Satake and A.Toriumi, “Perfor
mance improvement of n-MOSFETs with constituent gradient HfO2/SiO2 interface”, 
Microelectronic Engineering 80, 202(2005)
【非特許文献５】E.Suzuki, Y.Hayashi, K.Ishii and T.Tsuchiya, “Traps created at 
the interface between the nitride and the oxide on the nitride by thermal oxidat
ion”, Appl. Phys. Lett.42, 608(1983)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、高電界リーク電流特性と低電界リーク電流特性の双方を同時に改善したメモ
リセル構造について提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の例に係る不揮発性半導体記憶装置は、半導体基板の表面部に離間して配置され
るソース・ドレイン拡散層と、ソース・ドレイン拡散層の間のチャネル上に配置される第
１絶縁膜と、第１絶縁膜上に配置される電荷蓄積層と、電荷蓄積層上に配置され、複数層
から構成される第２絶縁膜と、第２絶縁膜上に配置される制御ゲート電極とを備える。第
２絶縁膜は、電荷蓄積層上に配置される最下層（Ａ）、前記最下層（Ａ）上に配置される
中間層（Ｂ）、及び、前記中間層（Ｂ）上に配置される最上層（Ｃ）を含み、中間層（Ｂ
）は、最下層（Ａ）及び最上層（Ｃ）のいずれよりもバリアハイトが高く、誘電率が低い
。さらに、第２絶縁膜の各層を構成する絶縁膜材料の元素の平均配位数について、中間層
（Ｂ）の平均配位数は、最上層（Ｃ）の平均配位数及び最下層（Ａ）の平均配位数のいず
れよりも小さく、かつ、３以下であり、前記中間層（Ｂ）は、その平均組成が(SiO2)x(Si

3N4)1-x (0.75≦x＜1)で表される化学量論的組成のシリコン酸窒化膜及びシリコン酸化膜
のうちの１つから構成され、前記最下層（Ａ）は、少なくともＡｌの酸化物、酸窒化物、
シリケート及び窒化シリケート、Ｈｆの酸化物、及び、ＡｌとＨｆの酸化物のうちの１つ
から構成され、前記最上層（Ｃ）は、少なくともＡｌの酸化物、酸窒化物、シリケート及
び窒化シリケートのうちの１つから構成される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、高電界リーク電流特性と低電界リーク電流特性の双方を同時に改善し
、書き込み、消去及びリテンション特性の優れたメモリセル構造を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照しながら、本発明の例を実施するための最良の形態について詳細に説
明する。
【００１５】
　１．本発明の原理　
　最初に、第２絶縁膜のリーク電流を高電界領域、低電界領域の両方で抑制するための基
本的な考え方について説明する。
【００１６】
　図１(a)に示したように、高電界領域のリーク電流はトンネル電流が支配的であり、そ
れは第２絶縁膜に電荷が注入される際の「入り口」、すなわちカソード端付近の絶縁膜材
料で決まる。したがって、カソード端付近に高誘電率絶縁膜材料を用いるほうが高電界リ
ーク電流の抑制に有利である。
【００１７】
　なお、メモリセルの高電界動作は書き込みと消去の両方があり、それぞれ逆方向に電圧
を掛けるので、第２絶縁膜の両端に高誘電率絶縁膜を配置するのが良い。
【００１８】
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　一方、第２絶縁膜のリーク電流を低電界領域で抑制するためには、電気伝導の経路とし
て働く欠陥の密度が少ないシリコン酸化膜系の絶縁膜を第２絶縁膜中に挿入することが考
えられる。
【００１９】
　図１(b)には、ゼロ電界の極限に対応する電気伝導の模式図を示したが、低電界になれ
ばなるほど、シリコン酸化膜系絶縁膜を第２絶縁膜中のどこに配置するかは重要でなくな
る。すなわち、膜厚方向の位置には関係せず、シリコン酸化膜系絶縁膜の膜厚が決まれば
低電界リーク電流の阻止性能が決まる。
【００２０】
　以上のことから、第２絶縁膜は、外側に高誘電率絶縁膜、内側に欠陥の少ないシリコン
酸化膜系の中間絶縁膜層を挟んだ構造にするのが望ましい。
【００２１】
　この場合、中間領域に配置されるシリコン酸化膜系の絶縁膜は、高誘電率絶縁膜に比べ
て電位障壁(バリアハイト)が高いので、後述するように、低電界のみならず高電界領域で
もさらにリーク電流を低減する効果が期待される。
【００２２】
　なお、ここで、「バリアハイト」（若しくは「バンドオフセット」）とは、外部電界が
印加されず、エネルギーバンドがフラットな状態において、Ｓｉ基板の伝導帯端のエネル
ギー位置を基準として測った各層の伝導帯端のエネルギー位置を意味する。
【００２３】
　以上の考え方から、本発明では、図２に示すように、高誘電率絶縁膜としての最下層（
Ａ）、最上層（Ｃ）の間に、低誘電率絶縁膜としての中間層（Ｂ）を挟んだ構成を取る。
【００２４】
　ここで注意すべきは、低電界リーク電流の抑制のためには膜中欠陥の低減が最も重要で
あり、また、高電界リーク電流の抑制のためには膜の誘電率を上げることが最も重要であ
ることである。
【００２５】
　なぜならば、膜中欠陥に起因するリーク電流は、緩い電界依存性を持ち、低電界領域で
優勢となるのに対して、膜の誘電率とバリアハイトで決まる真性リーク電流は、急峻な電
界依存性を持ち、高電界領域で優勢となるからである。
【００２６】
　最下層（Ａ）と最上層（Ｃ）は、主として、高電界領域のリーク電流を抑える機能を果
たすので、誘電率の高いことが最優先事項となり、膜中欠陥密度に関してはある程度まで
は許容される。一方、中間層（Ｂ）は、低電界リーク電流を阻止することが主眼となるの
で、膜中欠陥密度が低いことを最優先事項として材料選択をすべきである。
【００２７】
　なお、膜中欠陥密度が低いことを最優先にして中間層（Ｂ）の材料選択を行うと、中間
層（Ｂ）の誘電率は低くなってしまう場合が多い。このことは、高電界リーク電流の低減
に逆行するように見えるかもしれないが、実はそうではない。
【００２８】
　中間層（Ｂ）としてシリコン酸化膜系の低誘電率の絶縁膜を積極的に用いれば、単に低
電界リーク電流が減少するだけでなく、高電界領域のリーク電流も低減するという意外な
効果が得られる。
【００２９】
　なぜならば、低誘電率の絶縁膜は、一般にバリアハイトが高いので、図３（ａ）に示す
ように、中間層（Ｂ）のバリアが高電界領域で電子のトンネル障壁として機能するからで
ある。
【００３０】
　この効果は、単層の高誘電率絶縁膜から成るブロック絶縁膜では得られず、欠陥密度の
少ない低誘電率の中間層（Ｂ）を用いることで、低電界のみならず高電界のリーク電流の
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低減効果も得られることになる。
【００３１】
　また、最下層（Ａ）と最上層（Ｃ）の関係については、最下層（Ａ）のほうが最上層（
Ｃ）に比べて高い欠陥密度まで許容できることに注意すべきである。これは、最下層（Ａ
）のすぐ下に電荷蓄積層が存在するため、最下層（Ａ）の欠陥は、電荷蓄積層のトラップ
と一体のものとして機能し得るからである。
【００３２】
　それに対して、最上層（Ｃ）は、すぐ上に制御ゲートがあるため、最上層（Ｃ）が電荷
の捕獲・放出を行えば、閾値電圧の不安定化、もしくは、データ保持特性の劣化が起きて
しまう。したがって、最上層（Ｃ）は、最下層（Ａ）に比べて、欠陥密度を低めに保つべ
きである。
【００３３】
　最上層（Ｃ）の欠陥密度を低く保つための一つの方法は、最上層（Ａ）に比べて誘電率
が低い絶縁膜材料を用いることであるが、この場合、それに伴う高電界リーク電流の増加
は、制御ゲート電極の仕事関数を深くすることで補償できる。
【００３４】
　次に、ここまでの議論で用いてきた膜中の「欠陥密度」の定量化について説明する。
【００３５】
　膜中の欠陥密度を直接的に測定・評価するのは難しいが、G. Lucovskyらの研究によれ
ば、絶縁膜中の欠陥密度は、構成原子の結合(bond)に課せられた制約(constraint)と対応
していることが分かっている。
【００３６】
　この「結合の制約」(bond constraint)は、絶縁膜を構成する原子の平均配位数(averag
e coordination number): Navに比例する。したがって、この「平均配位数」を欠陥密度
に関する定量的指標として用いることができる。また、Nav=３が欠陥密度の多寡の境目(
臨界点)になることが知られている（例えば、非特許文献１を参照）。
【００３７】
　ここで、各元素の配位数は、例えば、非特許文献２の339ページのTable 4.2.1に示され
ている。この表を参照すると、本発明で用いる代表的な絶縁膜材料に対する平均配位数は
、次のように表される。
【００３８】
　シリコン酸窒化膜(シリコン酸化膜、シリコン窒化膜を含む): (SiO2)x(Si3N4)1-x (0≦
x≦1)の平均配位数は、以下のように算出される。
【００３９】
　Ｓｉ原子は、４配位、酸素原子は、２配位、窒素原子は、３配位である。それぞれの原
子の存在割合は、[Si]:[O]:[N]= (3-2x)/(7-4x), 2x/(7-4x), 4(1-x)/(7-4x)であるから
、シリコン酸窒化膜の平均配位数Navは、
【数１】

【００４０】
と表される。　　
　組成比がx=0のシリコン窒化膜(Si3N4)の極限ではNav=24/7=3.43であり、Nav>3となって
いるので、シリコン窒化膜は欠陥の多い膜の部類に入る。
【００４１】
　一方、組成比がx=1のシリコン酸化膜(SiO2)の極限ではNav=8/3=2.67であり、Nav<3とな
っているので、シリコン酸化膜は欠陥のほとんど無い膜であると言える。(1)式においてN

av=3と置けば、対応する組成比ｘは0.75となる。
【００４２】
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　また、ハフニウム・アルミネート(アルミナ、ハフニアを含む): (HfO2)x(Al2O3)1-x (0
≦x≦1)の平均配位数は、以下のように算出される。
【００４３】
　Ｈｆ原子は、８配位、Ａｌ原子は、4.5配位 (4配位と6配位のAlが3:1の比率で存在)、
また、酸素原子は、{3(1-x)+4x}配位(アルミナで3配位、ハフニアで4配位であり、それら
の平均値)となる。
【００４４】
　それぞれの原子の存在割合は、[Hf]:[Al]:[O]=x/(5-2x), 2(1-x)/(5-2x), (3-x)/(5-2x
)であるから、ハフニウム・アルミネートの平均配位数Navは、
【数２】

【００４５】
と算出される。　　
　組成比がx=0のアルミナ(Al2O3)の極限ではNav=3.6となり、アルミナは欠陥量が比較的
少なめの絶縁膜である。一方、組成比がx=1のハフニア(HfO2)ではNav=5.33となり、ハフ
ニアは平均配位数が高く、欠陥が多い膜であることがわかる。
【００４６】
　次に、それぞれの層の平均配位数は、どのようにあるべきかについて考察する。
【００４７】
　中間層（Ｂ）については、欠陥密度の絶対量の少ない絶縁膜が必要であり、その条件は
 Nav ≦ 3 であると言える。この平均配位数の条件をシリコン酸窒化膜(SiO2)x(Si3N4)1-
xで実現するとすれば、その組成範囲は0.75 ≦x ≦ 1である。
【００４８】
　したがって、中間層（Ｂ）をシリコン酸窒化膜(シリコン酸化膜を含む)で構成する場合
には、0.75 ≦x ≦ 1の組成範囲を取ることが望ましい。
【００４９】
　続いて、最下層（Ａ）、最上層（Ｃ）が取るべき平均配位数について考察する。
【００５０】
　例えば、非特許文献１に示されるように、欠陥密度は、平均配位数の超過分(over-coor
dination)のほぼ２乗に比例して増加する。
【００５１】
　シリコン酸窒化膜の実験結果を参照してNav=3の欠陥密度はおおよそ1011cm-2程度に対
応することを考慮すれば、Navと欠陥密度の対応関係は、表１に示すようになる。
【００５２】
　ここで、ブロック絶縁膜中の欠陥密度が1013cm-2のオーダーになると、ブロック絶縁膜
の欠陥密度が電荷蓄積層のトラップ密度と同じ程度になり、ブロック絶縁膜と電荷蓄積層
との区別がつかなくなることに留意すべきである。
【００５３】
　したがって、ブロック絶縁膜中の欠陥密度が1013cm-2程度になることは、ＭＯＮＯＳ(m
etal/oxide/nitride/oxide/silicon)型フラッシュメモリのデータ保持特性の劣化に対し
てブロック絶縁膜が及ぼす影響が支配的になることを意味する。そのため、一般的には、
平均配位数が4.9(表１参照)よりも高い絶縁膜をブロック絶縁膜として用いるのは難しい
。
【００５４】
　ただし、最下層（Ａ）については、電荷蓄積層のすぐ上に位置しているために、最下層
（Ａ）の欠陥が電荷蓄積層のトラップと一体となって機能し得るという観点から、例外的
に4.9以上の高い平均配位数も認められる。
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【表１】

【００５５】
　以上の考察から、最上層（Ｃ）の平均配位数はNav<4.9にすべきである。また、最下層
（Ａ）の平均配位数はNav<4.9が望ましいが、例外的に、それ以上の高い平均配位数を用
いることもあり得る。
【００５６】
　一例として、最下層（Ａ）および最上層（Ｃ）の絶縁膜材料にハフニウム・アルミネー
トを採用する場合、(2)式から、平均配位数Nav=4.9は(HfO2)x(Al2O3)1-xの組成比でx=0.8
1に相当する。したがって、最上層（Ｃ）をハフニウム・アルミネート (アルミナを含む)
で構成する場合、その組成比は0.81よりも小さくすべきである。
【００５７】
　一方、最下層（Ａ）をハフニウム・アルミネート(アルミナ、ハフニアを含む)で構成す
る場合、その組成比は0.81以下であることが望ましいが、これ以上の組成比を許す場合も
あり得る。
【００５８】
　なお、最下層（Ａ）と最上層（Ｃ）を同一材料で構成する場合は、最上層（Ｃ）の組成
および平均配位数を優先すべきである。例えば、最下層（Ａ）と最上層（Ｃ）を同一組成
のハフニウム・アルミネートで構成する場合には、その組成比はいずれも0.81以下にすべ
きである。
【００５９】
　最後に、平均配位数の観点から、最も望ましい最下層（Ａ）、中間層（Ｂ）、最上層（
Ｃ）の組み合わせを表２に示す。

【表２】

【００６０】
　ここで、第１から第４の平均配位数の組み合わせは、本発明がより大きな効果を示す順
番に並べている。
【００６１】
　第１に望ましいのは、最下層（Ａ）でNav < 4.9、中間層（Ｂ）でNav < 3、最上層（Ｃ
）でNav < 4.9の場合である。これは、すべての層で望ましい平均配位数および欠陥密度
になっている場合である。
【００６２】
　また、第２に望ましいのは、最下層（Ａ）でNav ≧ 4.9、中間層（Ｂ）でNav < 3、最
上層（Ｃ）でNav < 4.9の場合である。この場合、最下層（Ａ）の欠陥密度が大きいが、
先に述べたように、最下層（Ａ）の欠陥は電荷蓄積層のトラップと一体化して作用し得る
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ので、ＭＯＮＯＳセルとしては比較的良好な特性が得られるからである。
【００６３】
　また、第３に望ましいのは、最下層（Ａ）でNav ≧ 4.9、中間層（Ｂ）でNav < 3、最
上層（Ｃ）でNav ≧ 4.9の場合である。この場合は、最下層（Ａ）と最上層（Ｃ）の欠陥
密度がともに大きくなるが、中間層（Ｂ）の欠陥密度が小さく、最下層（Ａ）と最上層（
Ｃ）の欠陥が連結してリーク電流が流れることがないので、ＭＯＮＯＳセルの特性として
比較的大きな劣化が見られないためである。
【００６４】
　また、第４に望ましいのは、最下層（Ａ）でNav ＜ 4.9、中間層（Ｂ）でNav ≧ 3、最
上層（Ｃ）でNav ＜ 4.9の場合である。この場合は、中間層（Ｂ）の欠陥が大きめである
が、最下層（Ａ）と最上層（Ｃ）の欠陥密度が小さいので、欠陥起因のリーク電流が比較
的流れにくく、ＭＯＮＯＳセルの特性は許容できる範囲内にあると考えられるからである
。
【００６５】
　ところで、本発明の第２絶縁膜を単層の高誘電率絶縁膜と比較すると、等価な電気膜厚
を示すため、リーク電流を抑制しつつ、実膜厚を小さくすることができる。このことは、
本発明の第２絶縁膜を有するメモリセル・ゲートスタック構造の高さを抑えることにつな
がり、その結果として隣接セル間の相互干渉が減ることになる。したがって、従来よりも
微細化したフラッシュメモリセル、および信頼性の高いフラッシュメモリセルを実現する
ことができる。
【００６６】
　２．参考例　
　実施例を説明する前に、本発明の前提となるメモリセルについて説明する。なお、以下
の参考例はＭＯＮＯＳ型メモリセルで記載しているが、本発明は、浮遊ゲート型メモリセ
ル及びナノドット型メモリセルにも適用可能である。
【００６７】
　図４は、本発明の参考例に係わるメモリセルを示している。
【００６８】
　このメモリセルは、電荷蓄積層が絶縁膜から成るＭＯＮＯＳ型メモリセルである。同図
（ａ）は、チャネル長方向に沿う断面図、同図（ｂ）は、チャネル幅方向に沿う断面図で
ある。これらの図において、チャネル長方向とは、ビット線が延びるカラム方向のことで
あり、チャネル幅方向とは、ワード線（コントロールゲート電極）が延びるロウ方向のこ
とである。
【００６９】
　まず、同図（ａ）に示すように、ｐ型不純物がドーピングされたシリコン基板（ウェル
を含む）１１の表面部に、２つのソース・ドレイン拡散層２１が互いに離間して配置され
る。ソース・ドレイン拡散層２１の間は、チャネル領域であり、メモリセルがオン状態に
なると、チャネル領域には、２つのソース・ドレイン拡散層２１を電気的に導通させるチ
ャネルが形成される。
【００７０】
　チャネル領域上には、厚さ約３～４ｎｍのトンネルＳｉＯ２膜（第１絶縁膜）１２が配
置される。第１絶縁膜１２上には、厚さ約６ｎｍのシリコン窒化膜１３(電荷蓄積層)、厚
さ１５ｎｍのアルミナ（第２絶縁膜）１４及び厚さ１００ｎｍのリン・ドープ多結晶シリ
コン膜（制御ゲート電極）１５がスタックされる。
【００７１】
　ソース・ドレイン拡散層２１は、これらスタックされたゲート部をマスクにして、シリ
コン基板１１内にセルフアラインで不純物をイオン注入することにより形成される。
【００７２】
　また、同図（ｂ）に示すように、トンネル酸化膜１２、シリコン窒化膜１３、アルミナ
１４及びリン・ドープ多結晶シリコン膜１５からなるスタック構造（ゲート部）はロウ方
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向に複数形成され、これらはＳＴＩ（Shallow Trench Isolation）構造の素子分離絶縁層
２２により互いに分離される。
【００７３】
　素子分離絶縁層２２は、リン・ドープ多結晶シリコン膜１５の上面からシリコン基板１
１までの深さ（例えば、約１００ｎｍ）を持つスリット状のトレンチを満たす。
【００７４】
　リン・ドープ多結晶シリコン膜１５の上面と素子分離絶縁層２２の上面とは概ね一致し
ている。そして、リン・ドープ多結晶シリコン膜１５上及び素子分離絶縁層２２上には、
ロウ方向に延びるワード線２３が配置される。ワード線２３は、例えば、タングステンか
らなる厚さ約１００ｎｍの導電膜から構成される。
【００７５】
　この構造では、第２絶縁膜が高誘電率絶縁膜の一種としてのアルミナであるため、特に
、膜中欠陥に起因する低電界領域のリーク電流が無視できず、メモリセルのデータ保持特
性が劣化し、ＮＡＮＤフラッシュメモリの長期信頼性を確保できない。
【００７６】
　３．実施例　
　以下、本発明の実施例について図面を用いて詳細に説明する。
【００７７】
　 (1)　実施例１　
　図５は、実施例１のメモリセルを示している。
【００７８】
　同図（ａ）は、チャネル長方向に沿う断面図、同図（ｂ）は、チャネル幅方向に沿う断
面図である。また、図６は、図５（ａ）の構造を詳細に示している。
【００７９】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１１０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１１０の間は、チャネル
領域であり、メモリセルがオン状態になると、チャネル領域には、２つのソース・ドレイ
ン拡散層１１０を電気的に導通させるチャネルが形成される。
【００８０】
　チャネル領域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ４ｎｍのシ
リコン酸化膜（ＳｉＯ2）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層と
して、例えば、厚さ６ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ3 Ｎ4 ）１０３が配置される。
【００８１】
　電荷蓄積層１０３上には、第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）として、例えば、厚さ３．９
ｎｍのアルミナ膜１０４、厚さ３ｎｍのシリコン酸化膜１０５、厚さ３．９ｎｍのアルミ
ナ膜１０６から成る積層絶縁膜１０７が配置される。
【００８２】
　この第２絶縁膜１０７上には、例えば、リン・ドープ多結晶シリコン膜から構成される
制御ゲート電極１０８が配置される。制御ゲート電極１０８上には、例えば、タングステ
ン（Ｗ）から構成される低抵抗金属膜１０９が配置される。
【００８３】
　また、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）１０２、電荷蓄積層１０３、第２絶縁膜（ブロッ
ク絶縁膜）１０７、制御ゲート電極１０８は、ロウ方向に複数形成され、これらはＳＴＩ
(Shallow Trench Isolation)構造の素子分離絶縁層１２１により互いに分離される。
【００８４】
　低抵抗金属膜１０９は、ロウ方向に延び、ワード線となる。
【００８５】
　ここで、本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２の膜厚は２～８ｎｍ程度
が望ましい。また、本実施例では第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２としてシリコン酸化
膜を用いたが、その代わりにシリコン酸窒化膜を用いてもよい。



(10) JP 4594973 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

【００８６】
　トンネル絶縁膜にシリコン酸窒化膜を用いると正孔に対する電位障壁が小さくなるので
、メモリセルの消去動作が速くなるという効果が得られる。
【００８７】
　あるいはまた、第１絶縁膜として、シリコン酸化膜／シリコン窒化膜／シリコン酸化膜
（ＯＮＯ膜）などの積層トンネル絶縁膜を用いてもよい。その場合は、書き込み動作及び
消去動作が速くなるという効果が得られる。
【００８８】
　本実施例で用いた電荷蓄積層１０３としてのシリコン窒化膜の膜厚は３～１０ｎｍ程度
が望ましい。また、電荷蓄積層１０３としてのシリコン窒化膜は、必ずしも化学量論的組
成を持つＳｉ3 Ｎ4 である必要はなく、膜中トラップ密度を増大させるためにＳｉリッチ
の組成にしてもよいし、あるいはトラップ準位を深くするために窒素リッチの組成にして
もよい。
【００８９】
　また、電荷蓄積層１０３としてのシリコン窒化膜は必ずしも均一な組成の膜である必要
はなく、シリコンと窒素の比率が膜厚方向に変化する積層膜もしくは連続膜であってもか
まわない。また、電荷蓄積層１０３としては、シリコン窒化膜の代わりに、ある程度の量
の酸素を含有したシリコン酸窒化膜を用いてもよい。
【００９０】
　さらには、電荷蓄積層１０３として、ＨｆＯ2、ＨｆＯＮ、ＨｆＳｉＯx、ＨｆＳｉＯＮ
、ＨｆＡｌＯx、ＨｆＡｌＯＮ、ＺｒＯ2、ＺｒＯＮ、ＺｒＳｉＯx、ＺｒＳｉＯＮ、Ｚｒ
ＡｌＯx、ＺｒＡｌＯＮなどのＨｆおよびＺｒを含有する高誘電率電荷蓄積層を使っても
よいし、そこへ更にＬａを加えたＬａ添加ＨｆＳｉＯx、ハフニウム・ランタン・オキサ
イド（ＨｆＬａＯx）などの高誘電率電荷蓄積層を使ってもよい。
【００９１】
　また、電荷蓄積層１０３は、シリコン窒化膜と高誘電率電荷蓄積層から成る積層膜もし
くは連続膜でも構わない。
【００９２】
　制御ゲート電極１０８は、リンまたは砒素をドープしたｎ＋型多結晶シリコンの代わり
に、ボロンをドープしたｐ＋型多結晶シリコンを用いてもよい。さらには、制御ゲート電
極１０８には、ニッケル・シリサイド、コバルト・シリサイド、タンタル・シリサイドな
どのシリサイド材料を用いてもよいし、ＴａＮ、ＴｉＮなどの金属系材料を用いてもよい
。
【００９３】
　次に、図５及び図６のメモリセルの製造方法について説明する。
【００９４】
　図７～図１１において、（ａ）はチャネル長方向に沿う断面図、（ｂ）は、チャネル幅
方向に沿う断面図である。
【００９５】
　まず、図７に示すように、ｐ型不純物がドーピングされたシリコン基板（ウェルを含む
）１０１の表面を洗浄した後に、８００℃から１０００℃の温度範囲において、熱酸化法
によって、厚さ４ｎｍのシリコン酸化膜(第１絶縁膜)１０２を形成する。
【００９６】
　続いて、６００℃から８００℃の温度範囲において、ジクロルシラン（ＳｉＨ2 Ｃｌ2 

）とアンモニア（ＮＨ3 ）を原料ガスとするＬＰＣＶＤ（low pressure chemical vapor 
deposition）法で、第１絶縁膜１０２上に厚さ６ｎｍのシリコン窒化膜（電荷蓄積層）１
０３を形成する。
【００９７】
　続いて、５００℃から８００℃の温度範囲において、ＴＭＡ (Ａｌ(ＣＨ3)3)とＨ2Ｏを
原料とするＭＯＣＶＤ(metal organic chemical vapor deposition)法で３．９ｎｍのア
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ルミナ（Ａｌ２Ｏ３）膜１０４を形成する。続いて、６００℃から８００℃の温度範囲に
おいて、ジクロルシラン（ＳｉＨ２Ｃｌ２）と亜酸化窒素（Ｎ２Ｏ）を原料ガスとするＬ
ＰＣＶＤ法で３ｎｍのシリコン酸化膜（ＳｉＯ２）膜１０５を形成する。続いて、５００
℃から８００℃の温度範囲において、ＴＭＡ（Ａｌ（ＣＨ３）３）とＨ２Ｏを原料とする
ＭＯＣＶＤ法で３．９ｎｍのアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）膜１０６を形成する。
【００９８】
　以上のようにして、第２絶縁膜となるアルミナ/シリコン酸化膜/アルミナの積層ブロッ
ク絶縁膜１０７を形成した。
【００９９】
　続いて、５５０℃から７００℃の温度範囲において、シラン（ＳｉＨ４）とホスフィン
（ＰＨ３）を原料とするＬＰＣＶＤ法で、制御ゲート電極となるリン・ドープの多結晶シ
リコン膜（温度が低めの場合はアモルファスシリコン膜）１０８を形成する。
【０１００】
　そして、この多結晶シリコン膜１０８上に、素子分離領域を加工するためのマスク材１
１１を形成する。このマスク材１１１上にフォトレジストを形成し、フォトレジストを露
光及び現像する。そして、ＲＩＥ（reactive ion etching）法により、フォトレジストの
パターンをマスク材１１１に転写する。この後、フォトレジストを除去する。
【０１０１】
　この状態で、マスク材１１１をマスクにして、ＲＩＥ法により、制御ゲート電極１０８
、第２絶縁膜１０７（１０４，１０５，１０６）、電荷蓄積層１０３、及びトンネル絶縁
膜１０２を順次エッチングし、ロウ方向に隣接するメモリセル同士を分離するスリット１
１２ａを形成する。
【０１０２】
　さらに、ＲＩＥ法により、シリコン基板１０１をエッチングし、シリコン基板１０１に
、深さ約１００ｎｍの素子分離トレンチ１１２ｂを形成する。
【０１０３】
　次に、図８に示すように、ＣＶＤ法により、図７のスリット１１２ａ及び素子分離トレ
ンチ１１２ｂを完全に満たすシリコン酸化膜（埋込酸化膜）１２１を形成する。続いて、
ＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）法により、マスク材１１１が露出するまでシ
リコン酸化膜１２１を研磨し、シリコン酸化膜１２１の表面を平坦化する。この後、マス
ク材１１１を選択的に除去する。
【０１０４】
　次に、図９に示すように、多結晶シリコン（制御ゲート電極）１０８上に、タングステ
ンからなる厚さ約１００ｎｍの低抵抗金属膜（ワード線）１０９を、例えば、４００℃か
ら６００℃の温度範囲で、ＷＦ6またはＷ(ＣＯ)6を原料ガスとするＣＶＤ法で形成する。
【０１０５】
　次に、図１０に示すように、ＣＶＤ法により、低抵抗金属膜１０９上にマスク材１３１
を形成する。このマスク材１３１上にフォトレジストを形成し、フォトレジストを露光及
び現像する。そして、ＲＩＥ法により、フォトレジストのパターンをマスク材１３１に転
写する。その後、フォトレジストを除去する。
【０１０６】
　次に、図１１に示すように、マスク材１３１をマスクにして、ＲＩＥ法により、低抵抗
金属膜１０９、多結晶シリコン膜１０８、第２絶縁膜(ブロック絶縁膜)１０７（１０４，
１０５，１０６）、電荷蓄積層１０３、及び第１絶縁膜(トンネル酸化膜)１０２を順次エ
ッチングし、ＭＯＮＯＳゲートスタックの形状を形成する。
【０１０７】
　これ以降は、ＣＶＤ法により、ＭＯＮＯＳゲートスタックの側面にシリコン酸化膜を形
成する処理を行った後、イオン注入法によりセルフアラインで、シリコン基板１０１の表
面領域にｎ＋型ソース・ドレイン拡散層１１０を形成し、メモリセルを完成する。
【０１０８】
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　最後に、ＣＶＤ法により、メモリセルを覆う層間絶縁膜（図示せず）を形成する。
【０１０９】
　上述の製造法は、一例に過ぎない。これ以外の製造方法により、図５及び図６のメモリ
セルを形成しても構わない。
【０１１０】
　例えば、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）の熱酸化の方法は、ドライＯ２酸化のほかにウ
ェット酸化(水素燃焼酸化)、Ｏ２もしくはＨ２Ｏを原料ガスとするプラズマ酸化、など様
々な方法を用いることができる。さらに、ＮＯガス、ＮＨ３ガス、もしくは窒素プラズマ
を施す工程を熱酸化の前もしくは後に入れて、窒化されたシリコン酸化膜（シリコン酸窒
化膜）を形成しても構わない。
【０１１１】
　また、電荷蓄積層として用いるシリコン窒化膜の組成は、ＬＰＣＶＤの原料ガスである
ジクロルシラン（ＳｉＨ２Ｃｌ２）とアンモニア（ＮＨ３）の流量比を調整することによ
り変化させることができる。
【０１１２】
　また、第２絶縁膜(ブロック絶縁膜)のうちの１つの層であるＡｌ２Ｏ３はＭＯＣＶＤ法
で形成する以外に、２００℃から４００℃の温度範囲において、ＴＭＡ（Ａｌ（ＣＨ３）

３）とＨ２Ｏ（もしくはＯ３）を原料ガスとして用いるＡＬＤ (atomic layer depositio
n)法で形成しても構わない。
【０１１３】
　同様に、第２絶縁膜(ブロック絶縁膜)のうちの１つの層であるＳｉＯ２はＭＯＣＶＤ法
で形成する以外に、２００℃から５００℃の温度範囲において、ＢＴＢＡＳ［ビス（3級
ブチルアミノ）シラン：ＳｉＨ2(ｔ－ＢｕＮＨ)2 ］とオゾン（Ｏ3 ）、もしくは３ＤＭ
ＡＳ（ＳｉＨ(Ｎ(ＣＨ3)2)3）とオゾン（Ｏ3 ）を原料ガスとして用いるＡＬＤ (atomic 
layer deposition)法で形成しても構わない。
【０１１４】
　また、制御ゲート電極として用いる多結晶シリコンはリンをドープしたｎ＋型多結晶シ
リコン以外に、ボロンをドープしたｐ＋型多結晶シリコンを用いても構わない。
【０１１５】
　さらに、上述のＭＯＮＯＳ型ゲートスタック構造を構成する各膜は、ＣＶＤ法に使用す
る原料ガスを、他のガスで代替することもできる。また、ＣＶＤ法は、スパッタ法で代用
することもできる。また、上記の各層の成膜は、ＣＶＤ法、スパッタ法以外の、蒸着法、
レーザーアブレーション法、ＭＢＥ法などの方法や、これらの方法を組み合わせた方法な
どにより形成することも可能である。
【０１１６】
　次に、本実施例によれば、これまでに知られている高誘電率絶縁膜の単層もしくは積層
膜から成る第２絶縁膜(ブロック絶縁膜)を使ったメモリセルと比較して、書き込み／消去
特性とデータ保持特性の両面で優れた性能が得られることを示す。
【０１１７】
　(1-1)　各種ブロック絶縁膜の電流－電界特性
　図１２（ａ）は、本実施例による第２絶縁膜(ブロック絶縁膜)の部分の構造を示してい
る。このブロック絶縁膜の構造を、以下では簡単のために「ＡＯＡ構造」と呼ぶ。
【０１１８】
　本実施例のＡＯＡ構造では、アルミナ部分の実膜厚の合計が７．８ｎｍ、シリコン酸化
膜部分の実膜厚の合計が３ｎｍとなっている。アルミナの比誘電率を１０、シリコン酸化
膜の比誘電率を３．９とすれば、本実施例のＡＯＡ構造の電気的等価膜厚(Equivalent Ox
ide Thickness: ＥＯＴ)は６ｎｍである。
【０１１９】
　一方、図１２（ｂ）は、これに等しいＥＯＴ(＝６ｎｍ)を持つアルミナ単層膜を示して
おり、その実膜厚は１５．４ｎｍとなる。また、図１３（ａ），（ｂ）及び図１４（ａ）
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は、それぞれ、本実施例のＡＯＡ構造に対して、アルミナ及びシリコン酸化膜の合計膜厚
が等しく、膜構成が変更されたものである。
【０１２０】
　図１３（ａ）は、１．５ｎｍのシリコン酸化膜、７．８ｎｍのアルミナ、１．５ｎｍの
シリコン酸化膜の積層で構成されており、以下では「ＯＡＯ構造」と呼ぶ。
【０１２１】
　図１３（ｂ）は、７．８ｎｍのアルミナと３ｎｍのシリコン酸化膜の積層で構成されて
おり、以下では「ＡＯ構造」と呼ぶ。
【０１２２】
　図１４（ａ）は、３ｎｍのシリコン酸化膜と７．８ｎｍのアルミナの積層で構成されて
おり、以下では「ＯＡ構造」と呼ぶ。
【０１２３】
　以上の膜構造は、互いにＥＯＴが等しく、その値は６ｎｍである。
【０１２４】
　次に、これらの膜構造の両端に仕事関数４．０５ｅＶの電極(ｎ＋多結晶シリコン)を配
置した場合の電流－電界特性を、図１５に示す。
【０１２５】
　この電流特性は、次の仮定のもとに計算されたものである。
【０１２６】
　低電界領域では、アルミナの欠陥を介したリーク電流として、電界に比例した電流成分
が現れる。中央部に欠陥の殆ど無いシリコン酸化膜を挟む場合は、その部分でトンネル伝
導となるため、シリコン酸化膜厚に応じて低電界リーク電流が減少する。
【０１２７】
　一方、高電界領域では、多層膜を流れるトンネル電流が主な電気伝導の機構になってい
る。この場合のトンネル確率は、ＷＫＢ(Wentzel-Kramers-Brillouin)法を多層膜に適用
する方法で求めた。
【０１２８】
　なお、この計算方法で求められる電流特性のうち、アルミナ単層膜の特性は、実験で得
られる電流－電界特性と良く一致することを確認している。
【０１２９】
　図１５の結果を見ると、低電界領域(典型的には実効電界が５ＭＶ／ｃｍ以下の領域)の
リーク電流は、連続して存在するシリコン酸化膜の厚さによって決定し、この例では、連
続して３ｎｍのシリコン酸化膜が存在する「ＡＯＡ構造」「ＯＡ構造」「ＡＯ構造」で最
も小さくなっている。
【０１３０】
　一方、高電界領域(典型的には実効電界が１５ＭＶ／ｃｍ程度の領域)のリーク電流は、
「ＯＡ構造」「ＯＡＯ構造」が最も大きい。なぜならば、これらの構造では電子の注入端
（カソード端）に誘電率の低いシリコン酸化膜が存在するためである。
【０１３１】
　それに比べてアルミナ単層膜は、何桁もリーク電流が小さくなっており、高電界リーク
電流の抑制に向いている。
【０１３２】
　そして、注目すべきは、本実施例の「ＡＯＡ構造」のブロック絶縁膜では、高電界領域
のリーク電流がアルミナ単層膜、および「ＡＯ構造」と比較しても、更に小さくなってい
ることである。
【０１３３】
　この理由は、ブロック絶縁膜の中央部に配置されるシリコン酸化膜の電位障壁(バリア
ハイト)がカソード端から注入される電子のトンネリングを妨げるエネルギー位置に存在
し、リーク電流を抑制する機能を果たすからである。
【０１３４】



(14) JP 4594973 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

　アルミナ単層ではこのような効果はなく、また「ＡＯ構造」でもシリコン酸化膜はアノ
ード端に近い側に位置するのでこのような効果は得られない。
【０１３５】
　(1-2)　メモリセルの性能比較
　次に、このようなブロック絶縁膜の電流－電界特性に基づいて、メモリセルの書き込み
/消去特性における到達閾値電圧の幅(window)、および書き込み動作後のデータ保持特性
における保持寿命(閾値電圧シフト量の半減期)をシミュレーションにより計算した。
【０１３６】
　計算に用いたメモリセルは、図１６に示した構造であり、ＥＯＴ＝６ｎｍの第２絶縁膜
(ブロック絶縁膜)の部分に本実施例の「ＡＯＡ構造」を用いたものの他に、アルミナ単層
膜、「ＯＡＯ構造」、「ＡＯ構造」、「ＯＡ構造」で置き換えたものについて、それぞれ
の特性を比較した。
【０１３７】
　制御ゲート電極の仕事関数は、４．０５ｅＶ(ｎ＋多結晶シリコン)である。また、書き
込み時の制御ゲート電極には＋１６Ｖの電圧を与え、消去時の制御ゲート電極には－１８
Ｖの電圧を与えた。
【０１３８】
　このシミュレーションによる計算結果を図１７にまとめた。
【０１３９】
　まず、横軸の到達閾値電圧幅(Vth window)であるが、ＯＡＯ膜はその構造の対称性から
書き込み／消去ともにリーク電流が大きく、その結果として到達閾値電圧幅が極めて小さ
くなる。また、ＡＯ構造、ＯＡ構造はその構造の非対称性から書き込み／消去の一方でリ
ーク電流が小さく他方でリーク電流が大きいため、書き込み／消去を総合した到達閾値電
圧の幅としては大きくならない。
【０１４０】
　それに対して、アルミナ単層膜は、リーク電流抑制の効果から大きい到達閾値電圧幅が
得られている。
【０１４１】
　本実施例は、先に述べたように中間シリコン酸化膜層の効果で高電界リーク電流をさら
に抑制できるため、等しいＥＯＴを持つ各種のブロック絶縁膜を有するメモリセルの中で
は到達閾値電圧幅が最も大きく、書き込み/消去特性に最も優れたメモリセルを実現する
。
【０１４２】
　一方、図１７の縦軸に示したデータ保持寿命は、主に低電界リーク電流特性で決まって
いるため、中間シリコン酸化膜層で低電界領域の欠陥起因のリーク電流を抑制することの
できる「ＡＯＡ構造」、「ＡＯ構造」、「ＯＡ構造」が最も優れたデータ保持特性を示し
ている。
【０１４３】
　以上の結果に基づいて、本実施例の「ＡＯＡ構造」は、等しいＥＯＴを持つ各種のブロ
ック絶縁層中で、書き込み／消去特性とデータ保持特性を総合して最も優れた性能を発揮
するメモリセルを実現すると結論される。
【０１４４】
　(1-3) 「ＡＯＡ構造」ブロック絶縁膜における各層の最適膜厚
　図１７に示したように、ＡＯＡ構造は各種の積層ブロック絶縁膜の中では優れた性能を
示したが、どのような膜厚構成の場合にリーク電流を最も抑制した電流－電界特性が得ら
れるかを検討した。
【０１４５】
　まず、低電界領域について考える。
【０１４６】
　低電界領域のリーク電流抑制は、中間層としてのシリコン酸化膜の連続した厚さによっ
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て決まる。そこで、シリコン酸化膜はできるだけ厚いほうが良いが、あまりにも厚いとメ
モリセルとしてのＥＯＴが大きくなり、結果として書き込み／消去時の制御ゲート電極の
印加電圧が大きくなってしまう。メモリセルとしてのＥＯＴの低減を考慮すれば、中間層
のシリコン酸化膜の膜厚は概ね４ｎｍ以下の範囲にすべきである。
【０１４７】
　次に、高電界領域について考える。
【０１４８】
　本実施例の「ＡＯＡ構造」のブロック絶縁膜において、両端のアルミナ層の膜厚と中間
シリコン酸化膜層の膜厚をそれぞれ独立に０～９ｎｍの範囲で変化させてＡＯＡ構造のリ
ーク電流を見積もった。この評価において、ＡＯＡ構造は膜厚方向に対称であるとし、上
下２つのアルミナ層の膜厚は等しいとした。また、リーク電流を見積もるのに用いた電界
は、書き込み/消去動作で用いる典型的な電界である実効電界（ＳｉＯ２換算電界）１５
ＭＶ／ｃｍとした。
【０１４９】
　図１８のプロットは、本実施例のＡＯＡ構造の１５ＭＶ／ｃｍにおけるリーク電流がア
ルミナ単層膜(ＥＯＴ＝６ｎｍ)よりも小さくなる膜厚範囲を示している。
【０１５０】
　この結果から分かるように、高電界領域でＡＯＡ構造のメリットが出る膜厚範囲は、ア
ルミナ層の膜厚が大よそ３～５ｎｍの範囲であり、また、中間ＳｉＯ２層の膜厚は０．９
ｎｍ以上であればどんな膜厚でもよいことが分かる。
【０１５１】
　以上のことから、高電界領域と低電界領域を総合して考えると、アルミナ膜厚を３～５
ｎｍ、また中間シリコン酸化膜層の厚さを０．９～４ｎｍの範囲に取ることで、ＡＯＡ構
造の性能を最もよく発揮させることができる。
【０１５２】
　 (2)　実施例２　
　図１９は、実施例２のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図１
９において、図６と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０１５３】
　本実施例が先に説明した実施例１と異なる点は、第２絶縁膜として、明確に区分された
最下層（Ａ）、中間層（Ｂ）、最上層（Ｃ）の３層を順に配置する代わりに、連続的な組
成変化を持つ絶縁膜として構成することにある。
【０１５４】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１１０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１１０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ４ｎｍのシリコン酸化膜
（ＳｉＯ2）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層として、例えば
、厚さ６ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ3 Ｎ4 ）１０３が配置される。
【０１５５】
　電荷蓄積層１０３上には、第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）として、Ａｌ、Ｓｉ、Ｏを主
成分とし、膜厚方向に連続的に組成が変化する絶縁膜が配置される。この絶縁膜の主組成
は、電荷蓄積層に接する最下部においてＡｌ２Ｏ３であり、また中間部でＳｉＯ２、最上
部で再びＡｌ２Ｏ３となっており、第２絶縁膜全体としての膜厚は１０ｎｍである。
【０１５６】
　この第２絶縁膜１０７上には、例えば、リン・ドープ多結晶シリコン膜から構成される
制御ゲート電極１０８が配置される。制御ゲート電極１０８上には、例えば、タングステ
ン（Ｗ）から構成される低抵抗金属膜１０９が配置される。
【０１５７】
　本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１０３、および制御
ゲート電極１０８に関しては、実施例１と同様の変形が可能である。
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【０１５８】
　次に、図１９のメモリセルの製造方法について、実施例１と異なる工程を説明する。
【０１５９】
　電荷蓄積層の形成までは、実施例１と同様の工程を行う。
【０１６０】
　続いて、２００℃から５００℃の温度範囲において、ＴＭＡと、Ｏ3もしくはＨ2Ｏを原
料としてＡｌ２Ｏ３を堆積するＡＬＤ法、および、ＢＴＢＡＳもしくは３ＤＭＡＳと、Ｏ

3でＳｉＯ2を堆積するＡＬＤ法を組み合わせて第２絶縁膜の形成を行う。
【０１６１】
　具体的には、最下部では前者のＡＬＤサイクルのみ、中間部では後者のＡＬＤサイクル
のみ、最上部では再び前者のＡＬＤサイクルのみとし、それぞれの間ではサイクル数比率
を連続的に調整しつつ、各ＡＬＤを交互に行う。
【０１６２】
　以上のようにして、第２絶縁膜となるＡｌ,Ｓｉ,Ｏの連続組成変化膜を形成した。これ
以後の工程は、実施例１と同様である。
【０１６３】
　上述の製造法は一例に過ぎず、他の製造方法を用いても構わない。
【０１６４】
　例えば、第２絶縁膜(ブロック絶縁膜)は、ＡＬＤ法で形成する以外に、ＭＯＣＶＤ法で
形成することも可能である。また、第２絶縁膜の形成以外の工程に関しても、実施例１と
同様に、他の製造方法で置き換えて構わない。
【０１６５】
　 (3)　実施例３　
　図２０は、実施例３のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図２
０において、図６と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０１６６】
　本実施例が先に説明した実施例１と異なる点は、第２絶縁膜の中間層としてシリコン酸
化膜（ＳｉＯ2）の代わりにシリコン酸窒化膜（ＳｉＯＮ: 組成表示では(ＳｉＯ2)x(Ｓｉ

3Ｎ4)1-x ）を用いたことである。
【０１６７】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１１０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１１０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ４ｎｍのシリコン酸化膜
（ＳｉＯ2）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層として、例えば
、厚さ６ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ3 Ｎ4 ）１０３が配置される。
【０１６８】
　電荷蓄積層１０３上には、第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）として、例えば、厚さ３．９
ｎｍのアルミナ膜１０４、厚さ３ｎｍで組成が (ＳｉＯ2)0.75 (Ｓｉ3 Ｎ4)0.25 のシリ
コン酸窒化膜１１７、厚さ３．９ｎｍのアルミナ膜１０６から成る積層絶縁膜としての第
２絶縁膜１０７が配置される。
【０１６９】
　この第２絶縁膜１０７上には、例えば、リン・ドープ多結晶シリコン膜から構成される
制御ゲート電極１０８が配置される。制御ゲート電極１０８上には、例えば、タングステ
ン（Ｗ）から構成される低抵抗金属膜１０９が配置される。
【０１７０】
　本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１０３、および制御
ゲート電極１０８の構成に関する変形例は、実施例１と同様である。
【０１７１】
　また、図２０のメモリセルの製造方法は、実施例１の製造方法とほぼ同様であるが、第
２絶縁膜の中間層としてのシリコン酸窒化膜を形成する工程は異なる。
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【０１７２】
　この工程は、例えば、６００℃から８００℃の温度範囲において、ジクロルシラン（Ｓ
ｉＨ2 Ｃｌ2 ）と亜酸化窒素（Ｎ2Ｏ）を原料ガスとするＬＰＣＶＤ法でシリコン酸化膜
（ＳｉＯ2）を形成した後に、窒素プラズマ中に当該ウェハを晒す処理をすればよい。
【０１７３】
　なお、上述の製造法はシリコン酸窒化膜を形成する方法の一例に過ぎず、他の製造方法
を用いても構わない。また、第２絶縁膜のシリコン酸窒化膜以外に関しても、実施例１と
同様に、他の製造方法で置き換えて構わないことは、もちろんである。
【０１７４】
　次に、このＡｌ2Ｏ3／ＳｉＯＮ／Ａｌ2Ｏ3積層ブロック膜における各層の最適膜厚につ
いて説明する。
【０１７５】
　図２１は、中間ＳｉＯＮ膜の組成が(ＳｉＯ2)0.75 (Ｓｉ3 Ｎ4)0.25である場合につい
て、Ａｌ2Ｏ3／ＳｉＯＮ／Ａｌ2Ｏ3積層ブロック膜における２つのアルミナ層の膜厚を等
しくした条件下でアルミナ層とＳｉＯＮ層の膜厚を変化させ、実効電界Ｅｅｆｆ＝１５Ｍ
Ｖ／ｃｍにおけるリーク電流の挙動を調べたものである。
【０１７６】
　積層ブロック膜のリーク電流が、等しいＥＯＴのアルミナ単層のリーク電流と比べて低
減する膜厚の範囲が図２１に示されている。
【０１７７】
　図２１を見ると、ＳｉＯＮの膜厚に依存せず、アルミナの膜厚を３．６ｎｍから４．２
ｎｍの範囲にすることにより、単層アルミナ膜に対してリーク電流が低減する。
【０１７８】
　このようなリーク電流の優位性が得られるアルミナ膜厚の範囲は、中間層のＳｉＯＮ膜
の組成によって異なるので、その状況をまとめてみた。
【０１７９】
　図２２から分かるように、中間ＳｉＯＮ層としての(ＳｉＯ2)x(Ｓｉ3 Ｎ4)1-xの組成値
がｘ＜０．６以下の場合は、どのようなアルミナ膜厚でも積層ブロック膜構造のリーク電
流を、単層アルミナ膜のリーク電流よりも減らすことはできない。
【０１８０】
　逆に、組成値がｘ＞０．６の場合は、単層アルミナ膜のリーク電流よりもリーク電流の
優位性が得られる膜厚領域が増加する。このアルミナ膜厚領域は、ＳｉＯＮ膜の組成値ｘ
の関数として、最小膜厚: -3(x-0.6)+4(nm)、最大膜厚: 2.5(x-0.6)+4 (nm)として表すこ
とができる。
【０１８１】
　なお、ここで、中間層ＳｉＯＮ膜の組成がｘ＞０．６のみで積層ブロック膜の優位性が
現れる物理的な理由について考察する。
【０１８２】
　中間層としてのシリコン酸窒化膜の伝導帯バリアハイトφは、組成ｘの関数として次の
ように表される。
【数３】

【０１８３】
　一方、上端・下端層としてのアルミナ膜の伝導帯バリアハイトは、2.4(eV)である。こ
れらのことから、シリコン酸窒化膜のバリアハイトがアルミナ膜のバリアハイトよりも大
きくなる条件として、ｘ＞0.56が得られる。
【０１８４】
　これは、この積層ブロック膜でリーク電流の優位性が得られる条件とほぼ一致している
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。したがって、積層ブロック膜におけるリーク電流の優位性は中間層の高いバリアハイト
に拠ることがわかる。
【０１８５】
　 (4)　実施例４　
　図２３は、実施例４のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図２
３において、図６と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０１８６】
　本実施例が先に説明した実施例１と異なる点は、第２絶縁膜の中間層（Ｂ）を組成が膜
厚方向に連続的に変化するシリコン酸窒化膜として構成したことである。
【０１８７】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１１０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１１０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ４ｎｍのシリコン酸化膜
（ＳｉＯ2）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層として、例えば
、厚さ６ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ3 Ｎ4 ）１０３が配置される。
【０１８８】
　電荷蓄積層１０３上には、最下層（Ａ）、中間層（Ｂ）、最上層（Ｃ）の３層から成る
第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）１０７が配置される。第２絶縁膜の最下層（Ａ）１０４お
よび最上層（Ｃ）１０６は、アルミナ(Ａｌ2Ｏ3)であり、それぞれの膜厚は４ｎｍである
。また、第２絶縁膜の中間層（Ｂ）１１８の組成は、膜厚方向の中央部でシリコン酸化膜
ＳｉＯ2であり、両端でシリコン酸窒化膜(SiO2)x (Si3N4)1-x (x=0.8)となっている。こ
の中間層（Ｂ）１１８の膜厚は４ｎｍである。
【０１８９】
　この第２絶縁膜１０７上には、例えば、リン・ドープ多結晶シリコン膜から構成される
制御ゲート電極１０８が配置される。制御ゲート電極１０８上には、例えば、タングステ
ン（Ｗ）から構成される低抵抗金属膜１０９が配置される。
【０１９０】
　本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１０３、および制御
ゲート電極１０８に関しては、実施例１と同様の変形が可能である。
【０１９１】
　次に、図２３のメモリセルの製造方法について、実施例１と異なる工程を説明する。
【０１９２】
　電荷蓄積層の形成、および第２絶縁膜の最下層（Ａ）までは、実施例１と同様の工程を
行う。
【０１９３】
　続いて、第２絶縁膜の中間層（Ｂ）は、２００℃から５００℃の温度範囲において、Ｂ
ＴＢＡＳとＮＨ3、もしくは３ＤＭＡＳとＮＨ3を用いてＳｉ3Ｎ4を堆積するＡＬＤ法、お
よび、ＢＴＢＡＳとＯ3、もしくは３ＤＭＡＳとＯ3でＳｉＯ2を堆積するＡＬＤ法とを組
み合わせて形成する。
【０１９４】
　具体的には、中間層（Ｂ）の最下部では前者のＡＬＤサイクルを主として行い、中間層
（Ｂ）の中間部では後者のＡＬＤサイクルのみを行い、また、中間層（Ｂ）の最上部では
再び前者のＡＬＤサイクルを主として行い、それぞれの間ではサイクル数比率を調整しつ
つ、各ＡＬＤを交互に行う。
【０１９５】
　以上のようにして、第２絶縁膜の中間層としてのＳｉ,Ｏ，Ｎの連続組成変化膜を形成
した。
【０１９６】
　第２絶縁膜の最上層（Ｃ）以降の工程は、実施例１と同様である。
【０１９７】



(19) JP 4594973 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

　上述の製造法は一例に過ぎず、他の製造方法を用いても構わない。例えば、第２絶縁膜
(ブロック絶縁膜)はＡＬＤ法で形成する以外にＭＯＣＶＤ法で形成することも可能である
。また、第２絶縁膜の形成以外の工程に関しても、実施例１と同様に、他の製造方法で置
き換えて構わない。
【０１９８】
　 (5)　実施例５　
　図２４は、実施例５のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図２
４において、図６と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０１９９】
　本実施例が先に説明した実施例１と異なる点は、第２絶縁膜の最下層（Ａ）、最上層（
Ｃ）に窒素を添加したアルミナを用いたことである。アルミナに窒素を添加することで、
電界印加時の劣化を低減し、絶縁破壊を抑制するなど、絶縁膜の信頼性向上の効果が得ら
れる。
【０２００】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１１０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１１０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ４ｎｍのシリコン酸化膜
（ＳｉＯ2）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層として、例えば
、厚さ６ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ3 Ｎ4 ）１０３が配置される。
【０２０１】
　電荷蓄積層１０３上には、最下層（Ａ）、中間層（Ｂ）、最上層（Ｃ）の３層から成る
第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）１０７が配置される。第２絶縁膜の最下層（Ａ）１１９お
よび最上層（Ｃ）１２０は、酸窒化アルミニウム(ＡｌＯＮ)であり、膜厚はそれぞれ４ｎ
ｍである。また、第２絶縁膜の中間層（Ｂ）１０５はシリコン酸化膜ＳｉＯ2であり、そ
の膜厚は３ｎｍである。
【０２０２】
　この第２絶縁膜１０７上には、例えば、リン・ドープ多結晶シリコン膜から構成される
制御ゲート電極１０８が配置される。制御ゲート電極１０８上には、例えば、タングステ
ン（Ｗ）から構成される低抵抗金属膜１０９が配置される。
【０２０３】
　本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１０３、および制御
ゲート電極１０８に関しては、実施例１と同様の変形をしてもかまわない。
【０２０４】
　次に、図２４のメモリセルの製造方法について、実施例１と異なる工程を説明する。
【０２０５】
　電荷蓄積層の形成までは、実施例１と同様の工程を行う。
【０２０６】
　続いて、第２絶縁膜の最下層（Ａ）は、以下のようにして形成する。まず、２００℃か
ら４００℃の温度範囲において、ＴＭＡとＯ3もしくはＨ2Ｏを用いたＡＬＤ法でアルミナ
の形成を行う。続いて６００℃から８００℃の温度範囲でＮＨ3アニールを行うことによ
り、窒化アルミナ（ＡｌＯＮ）膜を形成する。
【０２０７】
　次に、第２絶縁膜の中間層（Ｂ）として、６００℃から８００℃の温度範囲で、ジクロ
ルシラン（ＳｉＨ２Ｃｌ２）とＮ２Ｏを用いたＬＰＣＶＤ法でシリコン酸化膜を形成する
。
【０２０８】
　続いて、第２絶縁膜の最上層（Ｃ）は、まず２００℃から４００℃の温度範囲において
ＴＭＡとＯ３もしくはＨ２Ｏを用いたＡＬＤ法でアルミナの形成を行い、引き続いて６０
０℃から８００℃の温度範囲でNH3アニールを行うことで窒化アルミナ（ＡｌＯＮ）膜を
形成する。
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【０２０９】
　上述の製造法は一例に過ぎず、他の製造方法を用いても構わない。例えば、第２絶縁膜
(ブロック絶縁膜)のＡｌＯＮ膜の製造方法は、Ａｌ２Ｏ３とＡｌＮを交互に形成するＡＬ
Ｄ法で形成することも可能である。また、第２絶縁膜の形成以外の工程に関しても、実施
例１と同様に、他の製造方法で置き換えて構わない。
【０２１０】
　 (6)　実施例６　
　図２５は、実施例６のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図２
５において、図６と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０２１１】
　本実施例が先に説明した実施例１と異なる点は、第２絶縁膜の最下層（Ａ）、最上層（
Ｃ）にＳｉを添加したアルミナを用いたことである。アルミナにＳｉを添加することで、
欠陥低減を通じたリーク電流の低減、絶縁破壊耐圧の向上の効果が得られる。
【０２１２】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１１０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１１０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ４ｎｍのシリコン酸化膜
（ＳｉＯ2）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層として、例えば
、厚さ６ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ3 Ｎ4 ）１０３が配置される。
【０２１３】
　電荷蓄積層１０３上には、最下層（Ａ）、中間層（Ｂ）、最上層（Ｃ）の３層から成る
第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）１０７が配置される。第２絶縁膜の最下層（Ａ）１２２お
よび最上層（Ｃ）１２３は、Ｓｉを添加したアルミナ(ＡｌＳｉＯ)であり、膜厚は４ｎｍ
、膜中のＳｉ濃度は10at.%である。第２絶縁膜の中間層（Ｂ）１０５はシリコン酸化膜Ｓ
ｉＯ2であり、その膜厚は３ｎｍである。
【０２１４】
　この第２絶縁膜１０７上には、例えば、リン・ドープ多結晶シリコン膜から構成される
制御ゲート電極１０８が配置される。制御ゲート電極１０８上には、例えば、タングステ
ン（Ｗ）から構成される低抵抗金属膜１０９が配置される。
【０２１５】
　本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１０３、および制御
ゲート電極１０８に関しては、実施例１と同様の変形をしてもかまわない。
【０２１６】
　次に、図２５のメモリセルの製造方法について、実施例１と異なる工程を説明する。
【０２１７】
　電荷蓄積層の形成までは、実施例１と同様の工程を行う。
【０２１８】
　続いて、第２絶縁膜の最下層（Ａ）のシリコン添加アルミナは、２００℃から４００℃
の温度範囲において、ＴＭＡと、Ｏ３もしくはＨ２Ｏを用いたアルミナ形成のＡＬＤ法、
およびＢＴＢＡＳもしくは３ＤＭＡＳと、Ｏ３を用いたシリコン酸化膜形成のＡＬＤ法を
交互に繰り返すことによって形成する。膜中のシリコン濃度は、前者と後者のＡＬＤ法の
繰り返しのサイクル比率で調整することができる。
【０２１９】
　次に、第２絶縁膜の中間層（Ｂ）として、６００℃から８００℃の温度範囲で、ジクロ
ルシラン（ＳｉＨ２Ｃｌ２）とＮ２Ｏを用いたＬＰＣＶＤ法でシリコン酸化膜を形成する
。続いて、第２絶縁膜の最上層（Ｃ）は、最下層（Ａ）と同様のＡＬＤ法の繰り返しによ
って形成する。
【０２２０】
　上述の製造法は一例に過ぎず、他の製造方法を用いても構わない。
【０２２１】
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　例えば、第２絶縁膜(ブロック絶縁膜)のＡｌＳｉＯ膜の製造方法は、ＡＬＤ法の代わり
に、ＭＯＣＶＤ法を用いることも可能である。また、第２絶縁膜の形成以外の工程に関し
ても、実施例１と同様に、他の製造方法で置き換えて構わない。
【０２２２】
　 (7)　実施例７　
　図２６は、実施例７のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図２
６において、図６と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０２２３】
　本実施例が先に説明した実施例１と異なる点は、第２絶縁膜の最下層（Ａ）、最上層（
Ｃ）にシリコンおよび窒素を添加したアルミナを用いたことである。アルミナにＳｉと窒
素を添加することで、リーク電流の低減、絶縁破壊耐圧の増加など、信頼性向上の効果が
得られる。
【０２２４】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１１０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１１０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ４ｎｍのシリコン酸化膜
（ＳｉＯ2）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層として、例えば
、厚さ６ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ3 Ｎ4 ）１０３が配置される。
【０２２５】
　電荷蓄積層１０３上には、最下層（Ａ）、中間層（Ｂ）、最上層（Ｃ）の３層から成る
第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）１０７が配置される。第２絶縁膜の最下層（Ａ）１２４、
および最上層（Ｃ）１２５は、Ｓｉおよび窒素を添加したアルミナ(ＡｌＳｉＯＮ)であり
、膜厚は４ｎｍ、膜中のＳｉ濃度は10at.%、窒素濃度は約10at.%である。第２絶縁膜の中
間層（Ｂ）はシリコン酸化膜ＳｉＯ2であり、その膜厚は３ｎｍである。
【０２２６】
　この第２絶縁膜１０７上には、例えば、リン・ドープ多結晶シリコン膜から構成される
制御ゲート電極１０８が配置される。制御ゲート電極１０８上には、例えば、タングステ
ン（Ｗ）から構成される低抵抗金属膜１０９が配置される。
【０２２７】
　本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１０３、および制御
ゲート電極１０８に関しては、実施例１と同様の変形をしてもかまわない。
【０２２８】
　次に、図２６のメモリセルの製造方法について、実施例１と異なる工程を説明する。
【０２２９】
　電荷蓄積層の形成までは、実施例１と同様の工程を行う。続いて、第２絶縁膜の最下層
（Ａ）としては、２００℃から４００℃の温度範囲において、ＴＭＡと、Ｏ３もしくはＨ

２Ｏを用いたアルミナ形成のＡＬＤ法、およびＢＴＢＡＳもしくは３ＤＭＡＳとＯ３を用
いたシリコン酸化膜形成のＡＬＤ法とを交互に繰り返すことでシリコンを添加したアルミ
ナを形成する。
【０２３０】
　その後、６００℃から８００℃の温度範囲のＮＨ３アニールを行うことで膜中に窒素を
導入する。なお、膜中のシリコン濃度は、２種類のＡＬＤ法の繰り返しのサイクル比で調
整することができ、膜中の窒素濃度はＮＨ３アニールの温度もしくは時間で調整すること
ができる。
【０２３１】
　次に、第２絶縁膜の中間層（Ｂ）としては、６００℃から８００℃の温度範囲で、ジク
ロルシラン（ＳｉＨ２Ｃｌ２）とＮ２Ｏを用いたＬＰＣＶＤ法でシリコン酸化膜を形成す
る。続いて、第２絶縁膜の最上層（Ｃ）は、最下層（Ａ）と同様の方法で形成することが
できる。
【０２３２】
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　上述の製造法は一例に過ぎず、他の製造方法を用いても構わない。
【０２３３】
　例えば、第２絶縁膜(ブロック絶縁膜)のＡｌＳｉＯＮ膜の製造方法は、最初にＡｌＳｉ
Ｏを堆積する工程においてＡＬＤ法の代わりに、ＭＯＣＶＤ法を用いてもよい。また、第
２絶縁膜の形成以外の工程に関しても、実施例１と同様に、他の製造方法で置き換えて構
わない。
【０２３４】
　 (8)　実施例８　
　図２７は、実施例８のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図２
７において、図６と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０２３５】
　本実施例が先に説明した実施例１と異なる点は、第２絶縁膜の最下層（Ａ）、最上層（
Ｃ）にハフニウム・アルミネート膜を用いたことである。ハフニウム・アルミネート膜を
用いることで、相対的に信頼性の高いアルミナの性質と、相対的に高電界リーク電流の抑
制効果の大きいハフニアの性質を合わせた効果が得られる。
【０２３６】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１１０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１１０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ４ｎｍのシリコン酸化膜
（ＳｉＯ2）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層として、例えば
、厚さ６ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ3 Ｎ4 ）１０３が配置される。
【０２３７】
　電荷蓄積層１０３上には、最下層（Ａ）、中間層（Ｂ）、最上層（Ｃ）の３層から成る
第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）１０７が配置される。第２絶縁膜の最下層（Ａ）１２６は
、組成が(HfO2)0.75(Al2O3)0.25で表されるハフニウム・アルミネートであり、その膜厚
は６ｎｍである。また、第２絶縁膜の中間層は、膜厚が３ｎｍのシリコン酸化膜である。
また、第２絶縁膜の最上層（Ｃ）１２７は、組成が(HfO2)0.5(Al2O3)0.5で表されるハフ
ニウム・アルミネートであり、その膜厚は５ｎｍである。
【０２３８】
　この第２絶縁膜１０７上には、例えば、リン・ドープ多結晶シリコン膜から構成される
制御ゲート電極１０８が配置される。制御ゲート電極１０８上には、例えば、タングステ
ン（Ｗ）から構成される低抵抗金属膜１０９が配置される。
【０２３９】
　本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１０３、および制御
ゲート電極１０８に関しては、実施例１と同様の変形をしてもかまわない。
【０２４０】
　次に、図２７のメモリセルの製造方法について実施例１と異なる工程を説明する。
【０２４１】
　電荷蓄積層の形成までは、実施例１と同様の工程を行う。
【０２４２】
　続いて、第２絶縁膜の最下層（Ａ）のハフニウム・アルミネートは、２００℃から４０
０℃の温度範囲においてＴＭＡとＨ２Ｏを用いたアルミナ形成のＡＬＤ法、およびＨｆ［
Ｎ（ＣＨ３）２］４とＨ２Ｏを用いたハフニア形成のＡＬＤ法のサイクルを１：３で繰り
返して形成する。
【０２４３】
　次に、第２絶縁膜の中間層（Ｂ）としては、６００℃から８００℃の温度範囲で、ジク
ロルシラン（ＳｉＨ２Ｃｌ２）とＮ２Ｏを用いたＬＰＣＶＤ法でシリコン酸化膜を形成す
る。
【０２４４】
　続いて、第２絶縁膜の最上層（Ｃ）のハフニウム・アルミネートは、２００℃から４０
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０℃の温度範囲においてＴＭＡとＨ２Ｏを用いたアルミナ形成のＡＬＤ法、およびＨｆ［
Ｎ（ＣＨ３）２］４とＨ２Ｏを用いたハフニア形成のＡＬＤ法のサイクルを２：２で繰り
返して形成する。
【０２４５】
　なお、上述の製造法は一例に過ぎず、他の製造方法を用いても構わない。
【０２４６】
　例えば、第２絶縁膜(ブロック絶縁膜)のハフニウム・アルミネート膜は、他のプリカー
サを用いたＡＬＤ法、もしくはＡＬＤ法の代わりにＭＯＣＶＤ法を用いて形成してもよい
。また、第２絶縁膜の形成以外の工程に関しても、実施例１と同様に、他の製造方法で置
き換えて構わない。
【０２４７】
　 (9)　実施例９　
　図２８は、実施例９のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図２
８において、図６と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０２４８】
　本実施例が先に説明した実施例１と異なる点は、第２絶縁膜の最上層（Ｃ）、および最
下層（Ａ）としてアルミナ（Ａｌ2Ｏ3 ）の代わりにハフニア（ＨｆＯ2 ）を用いたこと
である。
【０２４９】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１１０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１１０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ４ｎｍのシリコン酸化膜
（ＳｉＯ2）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層として、例えば
、厚さ６ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ3 Ｎ4 ）１０３が配置される。
【０２５０】
　電荷蓄積層１０３上には、第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）として、例えば、厚さ７ｎｍ
のハフニア膜１２８、厚さ３ｎｍのシリコン酸化膜１０５、厚さ７ｎｍのハフニア膜１２
９から成る積層絶縁膜１０７が配置される。
【０２５１】
　この第２絶縁膜１０７上には、例えば、リン・ドープ多結晶シリコン膜から構成される
制御ゲート電極１０８が配置される。制御ゲート電極１０８上には、例えば、タングステ
ン（Ｗ）から構成される低抵抗金属膜１０９が配置される。
【０２５２】
　ここで、本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１０３、お
よび制御ゲート電極１０８の変形例に関しては、実施例１と同様である。
【０２５３】
　次に、図２８のメモリセルの製造方法について、実施例１と異なる工程を説明する。
【０２５４】
　電荷蓄積層の形成までは、実施例１と同様の工程を行う。
【０２５５】
　続いて、５００℃から８００℃の温度範囲において、Ｈｆ[Ｎ(Ｃ2Ｈ5)2]4とＨ2Ｏを原
料とするＭＯＣＶＤ法で７ｎｍのハフニア（ＨｆＯ2）膜１２８を形成する。続いて、６
００℃から８００℃の温度範囲において、ジクロルシラン（ＳｉＨ2 Ｃｌ2 ）と亜酸化窒
素（Ｎ2Ｏ ）を原料ガスとするＬＰＣＶＤ法で３ｎｍのシリコン酸化膜（ＳｉＯ2）膜１
０５を形成する。
【０２５６】
　続いて、５００℃から８００℃の温度範囲において、Ｈｆ[Ｎ(Ｃ2Ｈ5)2]4とＨ2Ｏを原
料とするＭＯＣＶＤ法で７ｎｍのハフニア（ＨｆＯ2）膜１２９を形成する。以上のよう
にして、第２絶縁膜となるハフニア/シリコン酸化膜/ハフニアの積層ブロック絶縁膜１０
７を形成した。これ以後の工程は、実施例１と同様である。
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【０２５７】
　上述の製造法は一例に過ぎず、他の製造方法を用いても構わない。
【０２５８】
　例えば、第２絶縁膜(ブロック絶縁膜)のうちの１つの層であるＨｆＯ2はＭＯＣＶＤ法
で形成する以外に、２００℃から４００℃の温度範囲において、Ｈｆ[Ｎ(Ｃ2Ｈ5)2]4とＨ

2Ｏ（もしくはＯ3）を原料ガスとして用いるＡＬＤ (atomic layer deposition)法で形成
することもできる。
【０２５９】
　また、これ以外の工程に関しても、実施例１と同様に、他の製造方法で置き換えて構わ
ない。
【０２６０】
　次に、この「ＨＯＨ構造」のブロック膜における各層の最適膜厚について説明する。
【０２６１】
　ハフニア（ＨｆＯ2）単層膜に比べた電流の低減率は、中間層としてのシリコン酸化膜
の連続した厚さで決まる。このことは実施例１と同様である。ＥＯＴ増加と低電界領域の
リーク電流の抑制量との兼ね合いを考慮し、中間層のシリコン酸化膜の膜厚は概ね４ｎｍ
以下の範囲にすべきである。
【０２６２】
　また、高電界領域については、本実施例の「ＨＯＨ構造」ブロック絶縁膜において、両
端のハフニア層の膜厚と中間シリコン酸化膜層の膜厚をそれぞれ独立に０～９ｎｍの範囲
で変化させてＨＯＨ構造のリーク電流を見積もった。
【０２６３】
　この評価において、ＨＯＨ構造は膜厚方向に対称であるとし、上下２つのハフニア層の
膜厚は等しいとした。また、リーク電流を見積もるのに用いた電界は、書き込み/消去動
作で用いる典型的な電界として、実効電界（ＳｉＯ2換算電界）１５ＭＶ／ｃｍを採用し
た。
【０２６４】
　図２９のプロットは、本実施例のＨＯＨ構造の実効電界１５ＭＶ／ｃｍにおけるリーク
電流が、等しいＥＯＴを持つハフニア単層膜(ＥＯＴ＝５．５ｎｍ)よりも小さくなる膜厚
範囲を示す。この結果から分かるように、高電界領域でＨＯＨ構造ブロック膜のメリット
が出るのは、ハフニア層の膜厚が概ね５．１～１１．４ｎｍの範囲であり、また、ＳｉＯ

2層の膜厚は０．９ｎｍ以上であればどんな膜厚でもよいことが分かる。
【０２６５】
　以上のことから、高電界領域と低電界領域を総合して考えると、ハフニア膜厚を５．１
～１１．４ｎｍ、また中間シリコン酸化膜層の厚さを０．９～４ｎｍの範囲に取れば、Ｈ
ＯＨ構造の性能が最もよく発揮される。
【０２６６】
　(10)　実施例１０　
　図３０は、実施例１０のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図
３０において、図６と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０２６７】
　本実施例では、第２絶縁膜の最下層（Ａ）および最上層（Ｃ）としてハフニア（ＨｆＯ

2 ）を用い、中間層（Ｂ）はシリコン酸窒化膜とした。その他は、実施例９と同様である
。
【０２６８】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１１０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１１０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ４ｎｍのシリコン酸化膜
（ＳｉＯ2）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層として、例えば
、厚さ６ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ3 Ｎ4 ）１０３が配置される。
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【０２６９】
　電荷蓄積層１０３上には、第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）として、例えば、厚さ７ｎｍ
のハフニア膜１２８、厚さ３ｎｍで組成が (ＳｉＯ2)0.6 (Ｓｉ3 Ｎ4)0.4 のシリコン酸
窒化膜１１７、厚さ７ｎｍのハフニア膜１２９から成る積層絶縁膜１０７が配置される。
【０２７０】
　この第２絶縁膜１０７上には、例えば、リン・ドープ多結晶シリコン膜から構成される
制御ゲート電極１０８が配置される。制御ゲート電極１０８上には、例えば、タングステ
ン（Ｗ）から構成される低抵抗金属膜１０９が配置される。
【０２７１】
　本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１０３、および制御
ゲート電極１０８の構成は、実施例１と同様に変形することができる。
【０２７２】
　また、図３０のメモリセルの製造方法は、実施例１及び実施例９の製造方法とほぼ同様
であるが、第２絶縁膜の中間層としてシリコン酸窒化膜を形成する工程が異なる。
【０２７３】
　この工程は、例えば、６００℃から８００℃の温度範囲において、ジクロルシラン（Ｓ
ｉＨ2 Ｃｌ2 ）と亜酸化窒素（Ｎ2Ｏ ）を原料ガスとするＬＰＣＶＤ法でシリコン酸化膜
（ＳｉＯ2）を形成した後に、窒素プラズマ中に当該ウェハを晒す処理をすればよい。
【０２７４】
　なお、この製造方法は、シリコン酸窒化膜を形成する方法の一例に過ぎず、他の製造方
法を用いても構わない。また、他の工程に関しても、本実施例の製造方法は、実施例１と
同様に、他の製造方法で置き換えて構わない。
【０２７５】
　次に、このＨｆＯ2／ＳｉＯＮ／ＨｆＯ2積層ブロック膜における各層の最適膜厚につい
て説明する。
【０２７６】
　中間ＳｉＯＮ膜の組成が(ＳｉＯ2)x (Ｓｉ3 Ｎ4)1-xであるとして、組成値xの関数とし
て、実効電界Ｅeff＝１５ＭＶ／ｃｍにおける積層ブロック膜のリーク電流の挙動を評価
した。ただし、上下のハフニア膜の膜厚は等しいとした。そして、この積層ブロック膜の
リーク電流が、等しいＥＯＴのハフニア単層のリーク電流と比べて低減するような膜厚の
範囲を調査した。
【０２７７】
　図３１から分かるように、第２絶縁膜の最下層と最上層にハフニアを用いる場合は、中
間ＳｉＯＮ層がどんな組成(任意のｘ値)であっても、積層ブロック膜のリーク電流がハフ
ニア単層の場合よりも優位になる膜厚領域が存在する。このハフニア膜厚領域は、ＳｉＯ
Ｎ膜の組成ｘの関数として、最小膜厚：-1.5x + 6.5 (nm)、最大膜厚：3.5x2 + 7.8 (nm)
と表される。
【０２７８】
　なお、第２絶縁膜の最下層と最上層にハフニアを用いる場合は、ハフニアの伝導帯のバ
ンドオフセットが１．９ｅＶであるのに対して、ＳｉＯＮ膜の伝導帯バンドオフセットは
最も低くなった場合(Ｓｉ3 Ｎ4膜の極限)でも２．１ｅＶなので、ＳｉＯＮ層のバリアハ
イトがハフニアに比べて常に高い。そのため、中間層としてのＳｉＯＮ膜を挿入すること
で常に追加的なバリア性が得られ、リーク電流抑制の効果があるものと考えられる。
【０２７９】
　(11)　実施例１１　
　実施例１では、ＡＯＡ構造、実施例９ではＨＯＨ構造を作製したが、それらの変形とし
て、最下層（Ａ）および最上層（Ｃ）の高誘電率絶縁膜層を適宜組み合わせた形のＡＯＨ
構造、もしくはＨＯＡ構造を形成しても構わない。この場合、ハフニアではなく、アルミ
ナを制御ゲート電極側に配置することが望ましい。
【０２８０】
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　なぜならば、ハフニアは、イオン性が強いため酸素欠損起因の欠陥を持ちやすいのに対
して、アルミナは欠陥が少なく、電荷捕獲・放出の頻度が少ないからである。また、電荷
蓄積層に接する層は電荷蓄積層の一部としての機能も果たし得るのでトラップが多い膜で
も構わないが、制御ゲート電極に接する層は電荷捕獲・放出を抑制する必要があるからで
ある。
【０２８１】
　また、書き込み動作と消去動作でのバランスの観点から、ハフニアとアルミナの電気的
等価膜厚(ＥＯＴ)はできるだけ近くするのが望ましい。
【０２８２】
　図３２は、実施例１１のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図
３２において、図６と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０２８３】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１１０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１１０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ４ｎｍのシリコン酸化膜
（ＳｉＯ2）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層として、例えば
、厚さ６ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ3 Ｎ4 ）１０３が配置される。
【０２８４】
　電荷蓄積層１０３上には、第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）として、例えば、厚さ７ｎｍ
のハフニア膜１２８、厚さ３ｎｍのシリコン酸化膜１０５、厚さ３．９ｎｍのアルミナ膜
１０６から成る積層絶縁膜１０７が配置される。
【０２８５】
　この第２絶縁膜１０７上には、例えば、リン・ドープ多結晶シリコン膜から構成される
制御ゲート電極１０８が配置される。制御ゲート電極１０８上には、例えば、タングステ
ン（Ｗ）から構成される低抵抗金属膜１０９が配置される。
【０２８６】
　図３２のメモリセルの製造方法は、実施例１と実施例９を適宜組み合わせたものである
ため、ここでは、詳細な説明を省略する。
【０２８７】
　(12)　実施例１２　
　図３３は、実施例１２のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図
３３において、図６と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０２８８】
　本実施例は、第２絶縁膜のうち、制御ゲート電極に接する最上層（Ｃ）をシリコン窒化
膜で形成し、また、制御ゲート電極として仕事関数の大きい材料を採用したことに特徴が
ある。
【０２８９】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１１０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１１０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ４ｎｍのシリコン酸化膜
（ＳｉＯ2）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層として、例えば
、厚さ６ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ3 Ｎ4 ）１０３が配置される。
【０２９０】
　電荷蓄積層１０３上には、第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）として、例えば、厚さ４ｎｍ
のアルミナ膜１０４、厚さ３ｎｍのシリコン酸化膜１０５、厚さ３ｎｍのシリコン窒化膜
１１３から成る積層絶縁膜としての第２絶縁膜１０７が配置される。
【０２９１】
　この第２絶縁膜１０７上には、例えば、仕事関数の大きい導電性材料として、窒化タン
グステン(ＷＮ)から構成される制御ゲート電極１１６が配置される。制御ゲート電極１１
６の上には、例えば、タングステン（Ｗ）で構成される低抵抗金属膜１０９が配置される
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。
【０２９２】
　なお、本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１０３の変形
例に関しては、実施例１と同様である。
【０２９３】
　制御ゲート電極の変形例に関しては、実施例１において示した変形例としての導電性材
料、もしくは他の金属、金属窒化物、金属シリサイドで、仕事関数が４．６ｅＶ以上のも
のを用いることができる。
【０２９４】
　例えば、制御ゲート電極は、ＷＮの代わりに、Pt, W, Ir, Ru, Re, Mo, Ti, Ta, Ni, C
oのうちから選択される１種類以上の元素を含む材料、Pt, W, Ti, Ta, Ni, Coのうちから
選択される１種類以上の元素を含む材料の珪化物、W, Ti, Taのうちから選択される１種
類以上の元素を含む材料の炭化物、W, Mo, Ti, Taのうちから選択される１種類以上の元
素を含む材料の窒化物、Tiを含む材料の珪窒化物、Ir, Ruのうちから選択される１種類以
上の元素を含む材料の酸化物、又は、それらの化合物若しくは混合物で構成してもよい。
【０２９５】
　例えば、制御ゲート電極は、Pt, W, Ir, IrO2, Ru, RuO2, Re, TaC, Mo, MoNx, MoSix,
 TiN, TiC, TiSiN, TiCN, Ni, NixSi, PtSix, WC, WN, WSixなどで構成しても構わない。
【０２９６】
　次に、図３３のメモリセルの製造方法について実施例１と異なる工程を説明する。
【０２９７】
　第１絶縁膜、電荷蓄積層の形成は、実施例１と同様である。
【０２９８】
　第２絶縁膜の形成工程のうち、中間層のシリコン酸化膜の上には、例えばジクロルシラ
ンＳｉＨ2Ｃｌ2とアンモニア(ＮＨ3)を用いた５００～８００℃のＬＰＣＶＤ法で３ｎｍ
のシリコン窒化膜１１８を堆積する。次に、制御ゲート電極１１６として、例えば、Ｗ(
ＣＯ)6とＮＨ3を原料とするＭＯＣＶＤ法で、例えば厚さ１０ｎｍの窒化タングステン(Ｗ
Ｎ)膜を形成する。
【０２９９】
　その後、タングステンからなる厚さ約１００ｎｍの低抵抗金属膜（ワード線）１０９を
、例えば、４００℃から６００℃の温度範囲で、ＷＦ6またはＷ(ＣＯ)6を原料ガスとする
ＭＯＣＶＤ法で形成する。
【０３００】
　なお、上述の製造法は一例に過ぎず、他の製造方法を用いても構わないことは、実施例
１と同様である。
【０３０１】
　ＣＶＤ法に使用する原料ガスに関しては、他の原料ガスで代替することもできる。例え
ば、シリコン窒化膜１１３はジクロルシラン（ＳｉＨ2 Ｃｌ2 ）とアンモニア（ＮＨ3 ）
を原料ガスとするＬＰＣＶＤ法の代わりに、シラン（ＳｉＨ4 ）とアンモニア（ＮＨ3 ）
を原料ガスとするＬＰＣＶＤ法によって形成しても構わない。また、ＢＴＢＡＳとアンモ
ニア（ＮＨ3 ）もしくは３ＤＭＡＳとアンモニア（ＮＨ3 ）を用いた４００～６００℃の
温度帯のＡＬＤ(atomic layer deposition)法で形成するなど、様々な形成方法がある。
【０３０２】
　次に、このＡｌ2Ｏ3／ＳｉＯ2／Ｓｉ3Ｎ4積層ブロック膜で、制御ゲート電極側からの
電子注入(負のゲート電圧)において、単層アルミナ膜よりもリーク電流が低減する条件に
ついて検討した。
【０３０３】
　ここでは、制御ゲート電極の仕事関数を変化させて、実効電界Ｅeff＝１５ＭＶ／ｃｍ
における積層ブロック膜のリーク電流の挙動を評価した。ここで、積層ブロック膜の最下
層（Ａ）のアルミナ膜厚は４ｎｍとした。
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【０３０４】
　図３４には、制御ゲート電極の仕事関数が４．７５ｅＶの場合について、等しいＥＯＴ
(電気的等価膜厚)のアルミナ単層膜と比べてこの積層ブロック膜のリーク電流が低減する
ようなシリコン窒化膜とシリコン酸化膜の膜厚範囲をプロットした。
【０３０５】
　この図から分かるように、中間層（Ｂ）のＳｉＯ２の膜厚にかかわらずに、最上層（Ｃ
）のシリコン窒化膜の膜厚を２．１～３．６ｎｍの範囲にすることで、アルミナ単層膜と
比べてリーク電流低減のメリットが得られる。
【０３０６】
　図３５は、制御ゲートの仕事関数を変化させた場合に、最適なシリコン窒化膜の膜厚範
囲がどのように変化するかを示したものである。
【０３０７】
　この図から、この積層ブロック膜でリーク電流の優位性を得るためには、制御ゲート電
極の仕事関数は少なくとも４．６ｅＶ以上とする必要があることがわかる。また、制御ゲ
ート電極の仕事関数が４．６ｅＶ以上の場合に、最適なシリコン窒化膜の膜厚の範囲は、
最小膜厚：-5.2(x-4.6)+3 (nm)、最大膜厚：28(x-4.6)2+ 3 (nm)と表される。
【０３０８】
　(13)　実施例１３　
　図３６は、実施例１３のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図
３６において、図６と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０３０９】
　本実施例は、第２絶縁膜のうち、制御ゲート電極に接する最上層（Ｃ）をアルミニウム
・シリケート(ＡｌＳｉＯ)膜で形成し、また、制御ゲート電極として、仕事関数の比較的
大きい材料であるＴａＮを採用したことに特徴がある。
【０３１０】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１１０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１１０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ４ｎｍのシリコン酸化膜
（ＳｉＯ2）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層として、例えば
、厚さ６ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ3 Ｎ4 ）１０３が配置される。
【０３１１】
　電荷蓄積層１０３上には、第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）として、例えば、厚さ４ｎｍ
のアルミナ膜１０４、厚さ３ｎｍのシリコン酸化膜１０５、厚さ３ｎｍで組成が(Ａｌ2Ｏ

3)0.5(ＳｉＯ2)0.5のアルミニウム・シリケート膜１１４から成る積層絶縁膜としての第
２絶縁膜１０７が配置される。
【０３１２】
　この第２絶縁膜１０７上には、例えば、仕事関数の比較的大きい導電性材料として、窒
化タンタル(ＴａＮ)から構成される制御ゲート電極１１５が配置される。制御ゲート電極
１１５の上には、例えば窒化タングステン(ＷＮ)から構成されるバリアメタル１１６、タ
ングステン（Ｗ）で構成される低抵抗金属膜１０９が配置される。
【０３１３】
　なお、本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１０３の変形
例に関しては、実施例１と同様である。
【０３１４】
　また、制御ゲート電極の変形例に関しては、実施例１と実施例１２において示した変形
例としての導電性材料を用いることができる。
【０３１５】
　例えば、制御ゲート電極は、ＷＮおよびＴａＮのそれぞれの代わりに、Pt, W, Ir, Ru,
 Re, Mo, Ti, Ta, Ni, Coのうちから選択される１種類以上の元素を含む材料、Pt, W, Ti
, Ta, Ni, Coのうちから選択される１種類以上の元素を含む材料の珪化物、W, Ti, Taの
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うちから選択される１種類以上の元素を含む材料の炭化物、W, Mo, Ti, Taのうちから選
択される１種類以上の元素を含む材料の窒化物、Tiを含む材料の珪窒化物、Ir, Ruのうち
から選択される１種類以上の元素を含む材料の酸化物、又は、それらの化合物若しくは混
合物で構成してもよい。
【０３１６】
　例えば、制御ゲート電極は、Pt, W, Ir, IrO2, Ru, RuO2, Re, TaC, Mo, MoNx, MoSix,
 TiN, TiC, TiSiN, TiCN, Ni, NixSi, PtSix, WC, WN, WSixなどで構成しても構わない。
【０３１７】
　次に、図３６のメモリセルの製造方法について実施例１と異なる工程を説明する。
【０３１８】
　第１絶縁膜、電荷蓄積層の形成は、実施例１と同様である。
【０３１９】
　第２絶縁膜の形成工程のうち、中間層のシリコン酸化膜の上には、例えばＴＭＡとＢＴ
ＢＡＳとＨ２Ｏを用いた２００－４００℃のＡＬＤ法で約３ｎｍのアルミニウム・シリケ
ート膜１１４を堆積する。なお、この場合、ＢＴＢＡＳは３ＤＭＡＳに置き換えてもよい
。
【０３２０】
　次に、制御ゲート電極１１５として、例えば、Ｔａ［Ｎ（ＣＨ3）2］5とＮＨ3を原料と
するＭＯＣＶＤ法で、例えば厚さ１０ｎｍの窒化タンタル(ＴａＮ)膜を形成する。その上
にバリアメタル１１６として、Ｗ(ＣＯ)６とＮＨ3原料とするＭＯＣＶＤ法で、例えば厚
さ１０ｎｍの窒化タングステン(ＷＮ)を形成する。
【０３２１】
　その後、タングステンからなる厚さ約１００ｎｍの低抵抗金属膜（ワード線）１０９を
、例えば、４００℃から６００℃の温度範囲で、ＷＦ6またはＷ(ＣＯ)6を原料ガスとする
ＭＯＣＶＤ法で形成する。
【０３２２】
　なお、上述の製造法は一例に過ぎず、他の製造方法を用いても構わない。また、ＣＶＤ
法に使用する原料ガスに関しては、他の原料ガスで代替することもできる。
【０３２３】
　次に、このＡｌ2Ｏ3／ＳｉＯ2／ＡｌＳｉＯ積層ブロック膜で、ＡｌＳｉＯの組成と制
御ゲート電極の仕事関数の関係をどのようにすべきかについて検討する。
【０３２４】
　図３７は、アルミニウム・シリケート膜 (Ａｌ2Ｏ3)x(ＳｉＯ2)1-x の組成値ｘの関数
として、電流－実効電界特性を示したものである。このときの電極仕事関数は４．０５ｅ
Ｖ(ｎ＋ｐｏｌｙゲート電極)とした。組成比ｘが増加し、アルミニウム・シリケート中の
Ａｌ2Ｏ3成分の比率が高まるにつれてリーク電流は減少することがわかる。
【０３２５】
　次に、図３８は、積層ブロック膜に対して制御ゲート電極から電子注入(負のゲート電
圧印加)を行う場合に関して、実効電界Ｅeff＝１５ＭＶ／ｃｍにおけるリーク電流（ＦＮ
トンネル電流）の制御ゲート電極仕事関数に対する依存性を示したものである。
【０３２６】
　比較の基準(Reference)として、制御ゲート電極がｎ+多結晶シリコンであり、制御ゲー
ト電極に接する絶縁膜がアルミナ膜である場合のリーク電流(ＦＮトンネル電流)を、横軸
方向の平行線として示している。
【０３２７】
　この結果から分かるように、アルミニウム・シリケートの膜組成がＳｉＯ2に極めて近
い場合(組成値ｘがゼロ近傍の場合)を除くと、制御ゲート電極の仕事関数を増加させるこ
とによって、積層ブロック膜のリーク電流をアルミナ単層膜(ｎ＋ｐｏｌｙゲート電極)の
場合よりも低減させることができる。
【０３２８】
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　図３９は、図３８の計算を基にして、制御ゲート電極からの電子注入の場合について、
比較基準(アルミナ単層膜、ｎ＋ｐｏｌｙゲート電極)よりもリーク電流が下回るために必
要な制御ゲート電極仕事関数を、アルミニウム・シリケート組成の関数として示したもの
である。
【０３２９】
　本実施例のように、アルミニウム・シリケートの組成がｘ＝０．５の場合は、制御ゲー
ト電極の仕事関数が約４．３ｅＶ以上であればよいことが分かり、本実施例の場合のＴａ
Ｎ(仕事関数４．５ｅＶ)は、この条件を満たしている。
【０３３０】
　(14)　実施例１４　
　図４０は、実施例１４のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図
４０において、図６と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０３３１】
　本実施例は、先に説明した実施例１と以下の点で異なる。
【０３３２】
　ひとつは、第２絶縁膜の最上層（Ａ）および下端層（Ｃ）のアルミナ（Ａｌ2Ｏ3 ）の
膜厚が異なること、もうひとつは、制御ゲート電極をリン・ドープ多結晶シリコンから窒
化タンタル(ＴａＮ)に替えることにより、制御ゲート電極の仕事関数を大きくしたことで
ある。
【０３３３】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１１０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１１０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ４ｎｍのシリコン酸化膜
（ＳｉＯ2）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層として、例えば
、厚さ６ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ3 Ｎ4 ）１０３が配置される。
【０３３４】
　電荷蓄積層１０３上には、第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）として、例えば、厚さ３．９
ｎｍのアルミナ膜１０４、厚さ３ｎｍのシリコン酸化膜１０５、厚さ１．５ｎｍのアルミ
ナ膜１０６から成る積層絶縁膜としての第２絶縁膜１０７が配置される。
【０３３５】
　この第２絶縁膜１０７上には、例えば、仕事関数の比較的大きい導電性材料として、窒
化タンタル(ＴａＮ)から構成される制御ゲート電極１１５が配置される。制御ゲート電極
１１５上には、例えば、窒化タングステン(ＷＮ)で構成されるバリアメタル１１６、その
上に、タングステン（Ｗ）で構成される低抵抗金属膜１０９が配置される。
【０３３６】
　なお、本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１０３の変形
例に関しては、実施例１と同様である。
【０３３７】
　例えば、制御ゲート電極は、ＷＮおよびＴａＮのそれぞれの代わりに、Pt, W, Ir, Ru,
 Re, Mo, Ti, Ta, Ni, Coのうちから選択される１種類以上の元素を含む材料、Pt, W, Ti
, Ta, Ni, Coのうちから選択される１種類以上の元素を含む材料の珪化物、W, Ti, Taの
うちから選択される１種類以上の元素を含む材料の炭化物、W, Mo, Ti, Taのうちから選
択される１種類以上の元素を含む材料の窒化物、Tiを含む材料の珪窒化物、Ir, Ruのうち
から選択される１種類以上の元素を含む材料の酸化物、又は、それらの化合物若しくは混
合物で構成してもよい。
【０３３８】
　例えば、制御ゲート電極は、Pt, W, Ir, IrO2, Ru, RuO2, Re, TaC, Mo, MoNx, MoSix,
 TiN, TiC, TiSiN, TiCN, Ni, NixSi, PtSix, WC, WN, WSixなどで構成しても構わない。
【０３３９】
　次に、図４０のメモリセルの製造方法について、実施例１と異なる工程を説明する。
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【０３４０】
　第１絶縁膜、電荷蓄積層、および第２絶縁膜の形成は、実施例１と同様である。
【０３４１】
　第２絶縁膜の形成工程のうち、２回目のアルミナの堆積時間(もしくはサイクル数)を調
整し、厚さ１．５ｎｍのアルミナ膜を堆積する。次に、制御ゲート電極１１５として、Ｔ
ａ [Ｎ(ＣＨ3)2]5を原料とするＭＯＣＶＤ法で、例えば厚さ１０ｎｍの窒化タンタル(Ｔ
ａＮ)膜を形成する。
【０３４２】
　次に、バリアメタル１１６として、Ｗ(ＣＯ)６とＮＨ3原料とするＭＯＣＶＤ法で、例
えば厚さ１０ｎｍの窒化タングステン(ＷＮ)を形成する。
【０３４３】
　その後、タングステンからなる厚さ約１００ｎｍの低抵抗金属膜（ワード線）１０９を
、例えば、４００℃から６００℃の温度範囲で、ＷＦ6またはＷ(ＣＯ)6を原料ガスとする
ＭＯＣＶＤ法で形成する。
【０３４４】
　上述の製造法は一例に過ぎず、他の製造方法を用いても構わないことは、実施例１と同
様である。
【０３４５】
　(15)　実施例１５　
　図４１は、実施例１５のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図
４１において、図６と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０３４６】
　本実施例が先に説明した実施例１と異なる点は、電荷蓄積層の上に極薄界面層を配置し
たことにある。極薄界面層を配置することで、電荷蓄積層のトラップ密度を増加させる効
果が得られる。
【０３４７】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１１０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１１０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ４ｎｍのシリコン酸化膜
（ＳｉＯ2）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層として、例えば
、厚さ６ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ3 Ｎ4 ）１０３が配置される。
【０３４８】
　電荷蓄積層１０３上には、厚さ約０．５ｎｍの極薄界面層１４１が配置される。この極
薄界面層１４１の上には、第２絶縁膜(ブロック絶縁膜)として、最下層（Ａ）、中間層（
Ｂ）、最上層（Ｃ）の３層から成る第２絶縁膜１０７が配置される。第２絶縁膜１０７の
最下層（Ａ）１０４はアルミナであり、その膜厚は３．９ｎｍである。また、第２絶縁膜
の中間層（Ｂ）１０５は、厚さ３ｎｍのシリコン酸化膜である。また、第２絶縁膜の最上
層（Ｃ）１０６はアルミナであり、その膜厚は３．９ｎｍである。
【０３４９】
　この第２絶縁膜１０７上には、例えば、リン・ドープ多結晶シリコン膜から構成される
制御ゲート電極１０８が配置される。制御ゲート電極１０８上には、例えば、タングステ
ン（Ｗ）から構成される低抵抗金属膜１０９が配置される。
【０３５０】
　本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１０３、および制御
ゲート電極１０８に関しては、実施例１と同様の変形をしてもかまわない。
【０３５１】
　次に、図４１のメモリセルの製造方法について実施例１と異なる工程を説明する。
【０３５２】
　電荷蓄積層の形成までは、実施例１と同様の工程を行う。
【０３５３】
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　続いて、２００℃から５００℃の酸化雰囲気にウェハを晒すことによって、電荷蓄積層
のシリコン窒化膜の表面に極薄シリコン酸化膜から成る界面層を形成する。
【０３５４】
　なお、この酸化雰囲気としては、窒化膜上にアルミナを形成するチャンバ内で、ＡＬＤ
法によるアルミナの形成前に時間を制御して酸素もしくはオゾンを流し、ウェハ表面をそ
れらのガスに晒す方法を用いても構わない。
【０３５５】
　次に、第２絶縁膜の最下層（Ａ）１０４のアルミナは、２００℃から４００℃の温度範
囲においてＴＭＡとＯ３もしくはＨ２Ｏを用いたＡＬＤ法で形成する。
【０３５６】
　続いて、第２絶縁膜の中間層（Ｂ）１０５としては、６００℃から８００℃の温度範囲
で、ジクロルシラン(ＳｉＨ２Ｃｌ２)とＮ２Ｏを用いたＬＰＣＶＤ法でシリコン酸化膜を
形成する。
【０３５７】
　第２絶縁膜の最上層（Ｃ）１０６のアルミナは、最下層（Ａ）と同様に、２００℃から
４００℃の温度範囲においてＴＭＡとＯ３もしくはＨ２Ｏを用いたＡＬＤ法で形成する。
【０３５８】
　なお、上述の製造法は一例に過ぎず、他の製造方法を用いても構わない。
【０３５９】
　例えば、電荷蓄積層の上の極薄界面層は、酸素もしくはオゾンのかわりにＨ２Ｏで形成
しても構わない。また、第２絶縁膜(ブロック絶縁膜)のアルミナ膜は、他のプリカーサを
用いたＡＬＤ法、もしくはＡＬＤ法の代わりにＭＯＣＶＤ法を用いて形成してもよい。
【０３６０】
　また、第２絶縁膜の形成以外の工程に関しても、実施例１と同様に、他の製造方法で置
き換えて構わない。
【０３６１】
　なお、電荷蓄積層のシリコン窒化膜とその上のアルミナ層の間に、アルミナ層の堆積の
ために意図せずにシリコン窒化膜が酸化され、極薄の界面酸化膜層が入ることがあるが、
界面酸化膜層の膜厚が概ね１ｎｍ以下であれば、本実施例の変形とみなすことができる。
【０３６２】
　(16)　実施例１６　
　図４２は、実施例１６のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図
４２において、図６と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０３６３】
　実施例１６では、実施例１において、さらに、第２絶縁膜の上側アルミナ層と、制御ゲ
ート電極との間に、反応防止のための極薄シリコン窒化膜１４２を挿入したものである。
【０３６４】
　この極薄シリコン窒化膜は、電荷蓄積層のシリコン窒化膜と同じプロセスで形成しても
よい。実施例１６は、反応防止層を挿入したこと以外は実施例１と変わらないので、その
詳細な説明については省略する。
【０３６５】
　なお、この例のように第２絶縁膜と制御ゲート電極との間に極薄膜の反応防止層を挿入
すること以外に、第２絶縁膜と電荷蓄積層との間に極薄膜の反応防止層を挿入することも
考えられる。
【０３６６】
　(17)　実施例１７　
　図４３は、実施例１７のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図
４３において、図６と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０３６７】
　本実施例が先に説明した実施例１と異なる点は、電荷蓄積層が複数層から構成されてい
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ることである。電荷蓄積層を複数層で構成するとＭＯＮＯＳメモリセルの性能が向上する
ことは、例えば、非特許文献３に記載されている。
【０３６８】
　本発明の第２絶縁膜と複数層の電荷蓄積層を組み合わせて用いることにより、単に書き
込み・消去・データ保持の各性能が向上するだけでなく、第２絶縁膜(ブロック絶縁膜)の
リーク電流阻止性能が高い分だけ、複数層から成る電荷蓄積層の各層の膜厚を低減するこ
とが可能になり、ＭＯＮＯＳ全体としての電気的等価膜厚を低減し、制御ゲート電圧が下
がるという新たな効果も得られる。
【０３６９】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１１０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１１０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）１０２として、例えば、厚さ４ｎｍのシリコン
酸化膜（ＳｉＯ2）が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層として、例えば
、厚さ３ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ3 Ｎ4 ）２０１、厚さ２ｎｍのＨｆＡｌＯＮ膜２０
２、厚さ３ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ3 Ｎ4 ）２０３から成る積層の電荷蓄積層１０３
が配置される。
【０３７０】
　この電荷蓄積層１０３上には、第２絶縁膜(ブロック絶縁膜)１０７として、最下層（Ａ
）、中間層（Ｂ）、最上層（Ｃ）の３層から成る絶縁膜が配置される。第２絶縁膜１０７
の最下層（Ａ）はアルミナであり、その膜厚は３．９ｎｍである。また、第２絶縁膜１０
７の中間層（Ｂ）は、厚さ３ｎｍのシリコン酸化膜である。また、第２絶縁膜１０７の最
上層（Ｃ）はアルミナであり、その膜厚は３．９ｎｍである。
【０３７１】
　第２絶縁膜１０７上には、例えば、リン・ドープ多結晶シリコン膜から構成される制御
ゲート電極１０８が配置される。制御ゲート電極１０８上には、例えば、タングステン（
Ｗ）から構成される低抵抗金属膜１０９が配置される。
【０３７２】
　本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１０３、および制御
ゲート電極１０８に関しては、実施例１と同様の変形をしてもかまわない。
【０３７３】
　次に、図４３のメモリセルの製造方法について実施例１と異なる工程を説明する。
【０３７４】
　電荷蓄積層の下側のシリコン窒化膜は、６００℃から８００℃の温度範囲において、ジ
クロルシラン(ＳｉＨ２Ｃｌ２)とＮＨ３を用いたＬＰＣＶＤ法で形成する。
【０３７５】
　続いて、ＨｆＡｌＯＮは、まず２００℃から４００℃の温度範囲においてＴＭＡとＨ２

Ｏを用いたアルミナ形成のＡＬＤ法、およびＨｆ［Ｎ（ＣＨ３）２］４とＨ２Ｏを用いた
ハフニア形成のＡＬＤ法のサイクルを３：１で繰り返してハフニウム・アルミネートを形
成した後、６００℃から８００℃の温度範囲においてＮＨ３アニールをすることによって
形成する。
【０３７６】
　次に、電荷蓄積層の上側のシリコン窒化膜は、下側のシリコン窒化膜と同様に、６００
℃から８００℃の温度範囲において、ジクロルシラン（ＳｉＨ２Ｃｌ２）とＮＨ３を用い
たＬＰＣＶＤ法で形成する。
【０３７７】
　次に、第２絶縁膜の最下層（Ａ）のアルミナは、２００℃から４００℃の温度範囲にお
いてＴＭＡとＯ３もしくはＨ２Ｏを用いたＡＬＤ法で形成する。
【０３７８】
　続いて、第２絶縁膜の中間層（Ｂ）としては、６００℃から８００℃の温度範囲で、ジ
クロルシラン(SiH2Cl2)とＮ２Ｏを用いたＬＰＣＶＤ法でシリコン酸化膜を形成する。
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【０３７９】
　第２絶縁膜の最上層（Ｃ）のアルミナは、最下層（Ａ）と同様に、２００℃から４００
℃の温度範囲においてＴＭＡとＯ３もしくはＨ２Ｏを用いたＡＬＤ法で形成する。
【０３８０】
　なお、上述の製造法は一例に過ぎず、他の製造方法を用いても構わない。
【０３８１】
　例えば、ＡＬＤ法におけるプリカーサは他の原料でも構わないし、ＬＰＣＶＤ法はＡＬ
Ｄ法で置き換えることも可能である。また、積層電荷蓄積層と第２絶縁膜の形成以外の工
程に関しても、実施例１と同様に、他の製造方法で置き換えて構わない。
【０３８２】
　なお、積層電荷蓄積層は必ずしも３層である必然性はなく、例えば、シリコン窒化膜（
Ｓｉ3 Ｎ4 ）とＨｆＡｌＯＮ膜の２層から形成されていても構わない。すなわち、上層か
下層のいずれか一方のシリコン窒化膜を省略した形の積層電荷蓄積層を形成しても構わず
、それらはすべて本実施例の変形とみなすことができる。
【０３８３】
　(18)　実施例１８　
　図４４は、実施例１８のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図
４４において、図６と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０３８４】
　本実施例が先に説明した実施例１と異なる点は、電荷蓄積層が、絶縁膜ではなく、多結
晶シリコンで構成されていることにある。
【０３８５】
　すなわち、本発明は、ＭＯＮＯＳ型メモリだけではなく、浮遊ゲート型フラッシュメモ
リセルにおいても性能向上の効果が得られる。
【０３８６】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１１０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１１０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ４ｎｍのシリコン酸化膜
（ＳｉＯ2）１０２が配置される。
【０３８７】
　第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層３０１として、例えば、厚さ２０ｎｍのリンドー
プ多結晶シリコンが配置される。
【０３８８】
　この電荷蓄積層３０１上には、第２絶縁膜(ブロック絶縁膜)１０７として、最下層（Ａ
）、中間層（Ｂ）、最上層（Ｃ）の３層から成る絶縁膜が配置される。第２絶縁膜１０７
の最下層（Ａ）１０４はアルミナであり、その膜厚は３．９ｎｍである。また、第２絶縁
膜１０７の中間層（Ｂ）１０５は、厚さ３ｎｍのシリコン酸化膜である。また、第２絶縁
膜１０７の最上層（Ｃ）１０６はアルミナであり、その膜厚は３．９ｎｍである。
【０３８９】
　第２絶縁膜１０７上には、例えば、リン・ドープ多結晶シリコン膜から構成される制御
ゲート電極１０８が配置される。制御ゲート電極１０８上には、例えば、タングステン（
Ｗ）から構成される低抵抗金属膜１０９が配置される。
【０３９０】
　本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、および制御ゲート電極１０８に
関しては、実施例１と同様の変形をしてもかまわない。
【０３９１】
　次に、図４４のメモリセルの製造方法について実施例１と異なる工程を説明する。
【０３９２】
　電荷蓄積層の多結晶シリコンは、例えば５５０℃から７００℃の温度範囲において、シ
ラン(SiH4)、ホスフィン(PH3)を原料ガスとするＬＰＣＶＤ法を用いて形成される。
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【０３９３】
　次に、第２絶縁膜の最下層（Ａ）のアルミナは、２００℃から４００℃の温度範囲にお
いてＴＭＡとＯ３もしくはＨ２Ｏを用いたＡＬＤ法で形成する。
【０３９４】
　続いて、第２絶縁膜の中間層（Ｂ）としては、６００℃から８００℃の温度範囲で、ジ
クロルシラン（ＳｉＨ２Ｃｌ２）とＮ２Ｏを用いたＬＰＣＶＤ法でシリコン酸化膜を形成
する。
【０３９５】
　第２絶縁膜の最上層（Ｃ）のアルミナは、最下層（Ａ）と同様に、２００℃から４００
℃の温度範囲においてＴＭＡとＯ３もしくはＨ２Ｏを用いたＡＬＤ法で形成する。
【０３９６】
　なお、上述の製造法は一例に過ぎず、他の製造方法を用いても構わない。
【０３９７】
　例えば、ＡＬＤ法におけるプリカーサは他の原料でも構わないし、ＬＰＣＶＤ法はＡＬ
Ｄ法で置き換えることも可能である。また、積層電荷蓄積層と第２絶縁膜の形成以外の工
程に関しても、実施例１と同様に、他の製造方法で置き換えて構わない。
【０３９８】
　なお、本実施例では電荷蓄積層として単層の多結晶シリコンからなる浮遊ゲートを用い
ているが、その代わりに、浮遊ゲート電極をいくつかに分割した形態も、本実施例のひと
つの変形と見ることができる。例えば、多結晶シリコン(もしくは金属)のドットを電荷蓄
積層として用いる場合は、そのようなケースに該当する。
【０３９９】
　(19)　その他　
　実施例１～１８に関し、以下に補足説明する。
【０４００】
　　・　連続組成のメリット：　
　上述の実施例のなかで第２絶縁膜を連続組成とする場合のメリットは、第２絶縁膜の最
下層（Ａ）、中間層（Ｂ）、最上層（Ｃ）の界面には、形成方法によって欠陥が存在する
ことがあるが、連続組成で形成すれば、それらの界面欠陥を低減できることにある。した
がって、連続組成とすることで、高耐圧、低リーク電流の絶縁膜が得られると期待される
（例えば、非特許文献４を参照）。
【０４０１】
　　・　シリコン組成を高くする効果：　
　いわゆるHigh-k絶縁膜（金属酸化物）は、経験的に、膜中の欠陥が多いことが知られて
いる。さらに、理論的にも、bond constraint theoryによって、平均配位数の多い絶縁膜
は歪みが多く、それに伴って、欠陥が多く発生することが知られている（非特許文献１）
。High-k絶縁膜は、シリコン酸化膜系の絶縁膜に比べて平均配位数が多い。したがって、
必然的に欠陥の多い膜となる。
【０４０２】
　そのため、第２絶縁膜の中間層（Ｂ）のシリコンの組成を高めることは、この中間層の
欠陥密度を低減させるのに有効である。
【０４０３】
　　・　界面に窒素を偏析させる効果：　
　フラッシュメモリセルのゲートスタック構造に高温熱工程をかけると、第２絶縁膜の最
下層（Ａ）及び最上層（Ｃ）のHigh-k絶縁膜に含まれる金属元素は、中間層（Ｂ）に拡散
する。また、逆に、中間層（Ｂ）に含まれるシリコン元素は、最下層（Ａ）及び最上層（
Ｃ）に拡散する。
【０４０４】
　このように、それぞれの原子は、濃度の低い領域へ拡散する傾向にある。最下層（Ａ）
と中間層（Ｂ）の界面近傍、および、最上層（Ｃ）と中間層（Ｂ）との界面近傍の窒素濃
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度を高くすることにより、メモリセル製作時の高温熱工程に起因する相互拡散を防ぎ、制
御性の高い第２絶縁膜を作成することが可能である。
【０４０５】
　なお、Ｈｆは、Ａｌと比べて拡散速度が速いので、最下層（Ａ）と最上層（Ｃ）にＨｆ
が含まれる場合には、このような窒素分布の配置を行うことが望ましい。
【０４０６】
　最下層（Ａ）と最上層（Ｃ）のなかに窒素を導入することで、メモリセル製作時の高温
熱工程における金属元素の拡散を抑制できる。また、導入された窒素は、適度な量であれ
ば、最下層（Ａ）と最上層（Ｃ）のHigh-k絶縁膜の耐圧を高めたり、欠陥密度を低減して
低電界領域のリーク電流を抑制することができる。
【０４０７】
　膜中にシリコンを導入する場合の効果もほぼ同様である。誘電率が顕著に下がらない程
度にシリコンを添加するのが望ましい。
【０４０８】
　　・　中間層の組成及び膜厚範囲の決定要因：　
　Ａｌ２Ｏ３／ＳｉＯＮ／Ａｌ２Ｏ３構造において、中間層（Ｂ）としてのシリコン酸窒
化膜(SiO2)x(Si3N4)1-xの組成比ｘが０．６以上の場合、高電界リーク電流がＡｌ２Ｏ３

単層膜よりも小さくなる。その理由は、図４５に示すように、この組成比よりも酸化膜側
（ｘが大きい側）で中間層（Ｂ）のバリアハイトがＡｌ２Ｏ３のバリアハイトよりも大き
くなるからである。
【０４０９】
　中間層（Ｂ）のシリコン酸化膜の最適膜厚の範囲については、高電界領域のリーク電流
を低減させる観点からは、約１ｎｍ以上であれば、どのような膜厚であってもよい。なぜ
ならば、中間層（Ｂ）では、リーク電流は、主として、ＦＮ(Fowler-Nordheim)トンネル
電流として流れるので、膜厚依存性を持たないからである。
【０４１０】
　一方、低電界リーク電流を低減させる観点からは、中間層（Ｂ）は厚いほうが望ましい
。特に、ＳｉＯ２の膜厚換算で１．５ｎｍ以下になると、低電界でもトンネル電流が流れ
るため、最下層（Ａ）及び最上層（Ｃ）のHigh-k絶縁膜での低電界リーク電流を遮断する
効果が失われる。
【０４１１】
　しかし、中間層（Ｂ）を厚くしすぎると、フラッシュメモリセルの電気的等価膜厚が大
きくなり過ぎ、それに伴って、制御ゲート電極に印加する電圧も大きくなるので、中間層
（Ｂ）は、ＳｉＯ２の膜厚換算で４～５ｎｍ以下にするのが望ましい。
【０４１２】
　以上の議論から、中間層（Ｂ）のシリコン酸化膜の最適膜厚の範囲は、１．５ｎｍ～５
ｎｍの範囲である。
【０４１３】
　・　ハフニウム・アルミネート（ＨｆＡｌＯ）を最下層・最上層に使用するメリット：
　
　最下層（Ａ）と最上層（Ｃ）がＡｌ２Ｏ３の場合は、膜中欠陥が比較的少ないが、誘電
率の高さが限られている。一方、最下層（Ａ）と最上層（Ｃ）がＨｆＯ２の場合は、誘電
率は高いが、膜中欠陥が比較的多い。
【０４１４】
　そこで、フラッシュメモリが要求する仕様に合わせて、両者の中間となるハフニウム・
アルミネートを使用することで、最適な特性を見出すこともできる。
【０４１５】
　　・　ＨｆＡｌＯの最適膜厚範囲：　
　ＨｆＡｌＯ／ＳｉＯ２／ＨｆＡｌＯ構造は、ＨｆＡｌＯ単層膜よりも、高電界リーク電
流について優位性を得ることができる。
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【０４１６】
　最下層（Ａ）と最上層（Ｃ）のＨｆＡｌＯの組成が等しい場合の、リーク電流優位性が
得られるＨｆＡｌＯの最適膜厚の範囲について、図４６及び図４７に示した。
【０４１７】
　　・　電荷蓄積層上の界面層の効果と最適膜厚:　
　電荷蓄積層の上には、意図しない界面層が形成されることもある。なぜならば、電荷蓄
積層がシリコン窒化膜である場合、第２絶縁膜の最下層（Ａ）の形成は、通常、酸化性雰
囲気のなかで行われるために、シリコン窒化膜の表面を酸化してしまうからである。
【０４１８】
　このような界面層は、制御性よく形成すれば、次の効果をもたらす。
【０４１９】
　ひとつは、界面層を形成することで、シリコン窒化膜の下地のラフネスを小さくできる
ことである。下地のラフネスが小さくなれば、メモリセルの特性ばらつきを低減できる。
また、もうひとつは、界面層を形成することで、シリコン窒化膜と界面層との間にトラッ
プを形成し、シリコン窒化膜の電荷蓄積層としての機能を向上できることである（例えば
、非特許文献５を参照）。
【０４２０】
　しかしながら、低誘電率の界面層が厚すぎると、本発明の効果は薄れてしまう。界面層
が存在する場合には、その膜厚は、１ｎｍ以下、望ましくは、０．５ｎｍ以下にする。
【０４２１】
　　・　反応防止層の材料：　
　反応防止層は、シリコン窒化膜から構成するのが望ましい。
【０４２２】
　なぜならば、シリコン窒化膜は、High-k絶縁膜中に含まれるＨｆ，Ａｌのような金属元
素、およびシリコンの拡散を防止するからである。
【０４２３】
　また、制御ゲート電極が、多結晶シリコンではなく、例えば、ニッケル・シリサイドの
ようなＦＵＳＩ(fully-silicided material)、およびＴａＮのような金属系材料の場合に
も、第２絶縁膜の最上層（Ｃ）との間の金属元素およびシリコンの拡散を抑制できる。
【０４２４】
　３．適用例　
　本発明の例は、主として、電荷蓄積層が絶縁膜から構成されるメモリセルを有する不揮
発性半導体メモリ、その中でも特に、ＮＡＮＤ型の素子構成をしたフラッシュメモリに適
用できる。本発明の実施例では、電荷蓄積層としてシリコン窒化膜の例を示したが、電荷
蓄積層は必ずしもシリコン窒化膜に限ることはなく、高誘電率(高誘電率)絶縁膜の電荷蓄
積層の場合についても本発明の適用が可能である。
【０４２５】
　例えば、電荷蓄積層がＨｆ系絶縁膜で構成されていてもよいし、そこに窒素が添加され
ていてもよい。さらに、電荷蓄積層が高誘電率絶縁膜とシリコン窒化膜の積層膜もしくは
連続膜で構成される場合についても本発明の適用は可能である。さらにまた、電荷蓄積層
が必ずしも有限の厚さを持った絶縁膜層である必要はなく、例えばトンネル絶縁膜とブロ
ック絶縁膜の境界面に存在する電荷捕獲中心を電荷蓄積層の代わりに用いる「界面トラッ
プ型メモリ」に対しても本発明は適用可能である。
【０４２６】
　さらに、本発明は基本的には電荷蓄積層と制御ゲート電極の間に存在するブロック絶縁
膜に対する発明であるので、本発明が適用される対象は必ずしもＭＯＮＯＳ型、ＳＯＮＯ
Ｓ型のメモリセルに限らない。
【０４２７】
　したがって、本発明における第２絶縁膜は、例えば、浮遊ゲート型メモリセルのインタ
ーポリ絶縁膜として適用することも可能である。また、ナノドット型メモリセルのブロッ
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ク絶縁膜としても用いることができる。
【０４２８】
　また、本発明は、第２絶縁膜の構成方法に特徴があるので、基板側のドーパント不純物
分布に関わらず用いることができる。したがって、例えば、メモリセルがソース・ドレイ
ン拡散層を有しないＤ－ｔｙｐｅのＮＡＮＤセルにも有効である。
【０４２９】
　同様の考察から、また、本発明の例に係わるスタックゲート構造は、必ずしもシリコン
(Si)基板上に形成する必要はない。例えば、シリコン基板上に形成されるウェル領域上に
本発明のスタックゲート構造を形成してもよい。また、シリコン基板の代わりに、SiGe基
板、Ge基板、SiGeC基板などを用いてもよいし、これらの基板内のウェル領域上に本発明
のスタックゲート構造を形成してもよい。
【０４３０】
　さらに、本発明の例では、絶縁膜上に薄膜半導体が形成されるSOI(silicon on insulat
or)基板、SGOI(silicon-germanium on insulator)基板、GOI(germanium on insulator)基
板などを使用することもできるし、これらの基板内のウェル領域上に本発明のスタックゲ
ート構造を形成してもよい。
【０４３１】
　また、本発明の例では、ｐ型シリコン基板（ウェル領域を含む）上のｎチャネルトラン
ジスタのメモリセル・ゲートスタック構造について述べたが、これを、ｎ型シリコン基板
（ウェル領域を含む）上のｐチャネルトランジスタのメモリセル・ゲートスタック構造に
置き換えることも可能である。この場合、ソース又はドレイン拡散層の導電型は、ｐ型に
なる。
【０４３２】
　また、本発明の例は、メモリセル内の要素技術に関わる発明であり、メモリセルの回路
レベルでの接続の仕方には依存しないため、ＮＡＮＤ型の不揮発性半導体メモリ以外に、
ＮＯＲ型、ＡＮＤ型、ＤＩＮＯＲ型の不揮発性半導体メモリ、ＮＯＲ型とＮＡＮＤ型の良
い点を融合した２トラ型フラッシュメモリ、さらには、１つのメモリセルが２つの選択ト
ランジスタにより挟みこまれた構造を有する３トラＮＡＮＤ型などにも、広く適用可能で
ある。
【０４３３】
　さらに、本発明の第２絶縁膜は高電界領域と低電界領域の両方でリーク電流を減らすこ
とに特徴があるため、適用対象は必ずしも不揮発性半導体メモリに限るものではなく、例
えば、ＤＲＡＭキャパシタの絶縁膜、ＣＭＯＳトランジスタのゲート絶縁膜等として用い
ても構わない。
【０４３４】
　４．　その他　
　本発明の例は、その要旨を逸脱しない範囲で、各構成要素を変形して具体化できる。
【０４３５】
　また、本発明の例に係わるスタックゲート構造は、必ずしもシリコン(Si)基板上に形成
する必要はない。例えば、シリコン基板上に形成されるウェル領域上に本発明のスタック
ゲート構造を形成してもよい。また、シリコン基板の代わりに、SiGe基板、Ge基板、SiGe
C基板などを用いてもよいし、これらの基板内のウェル領域上に本発明のスタックゲート
構造を形成してもよい。
【０４３６】
　さらに、本発明の例では、絶縁膜上に薄膜半導体が形成されるSOI(silicon on insulat
or)基板、SGOI(silicon-germanium on insulator)基板、GOI(germanium on insulator)基
板などを使用することもできるし、これらの基板内のウェル領域上に本発明のスタックゲ
ート構造を形成してもよい。
【０４３７】
　また、本発明の例では、ｐ型シリコン基板（ウェル領域を含む）上のｎチャネルトラン
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ジスタのメモリセル・ゲートスタック構造について述べたが、これを、ｎ型シリコン基板
（ウェル領域を含む）上のｐチャネルトランジスタのメモリセル・ゲートスタック構造に
置き換えることも可能である。この場合、ソース又はドレイン拡散層の導電型は、ｐ型に
なる。
【０４３８】
　さらに、上述の実施例に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより種々
の発明を構成できる。例えば、上述の実施例に開示される全構成要素から幾つかの構成要
素を削除してもよいし、異なる実施例の構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０４３９】
【図１】高電界領域および低電界領域における電気伝導の説明図。
【図２】本発明の代表例に関する概念図。
【図３】本発明の第２絶縁膜の中間層が高電界領域で果たす役割に関する説明図（ａ）と
本発明の第２絶縁膜の実膜厚が小さくセル間相互干渉を防ぐことを示す説明図（ｂ）。
【図４】参考例のメモリセル構造を示す断面図。
【図５】実施例１のセル構造を示す断面図。
【図６】実施例１のセル構造を示す断面図(詳細図)。
【図７】実施例１のセル構造の製造方法を示す断面図。
【図８】実施例１のセル構造の製造方法を示す断面図。
【図９】実施例１のセル構造の製造方法を示す断面図。
【図１０】実施例１のセル構造の製造方法を示す断面図。
【図１１】実施例１のセル構造の製造方法を示す断面図。
【図１２】第２絶縁膜のリーク電流比較のための各種構造の説明図。
【図１３】第２絶縁膜のリーク電流比較のための各種構造の説明図。
【図１４】第２絶縁膜のリーク電流比較のための各種構造の説明図。
【図１５】各種ブロック膜(第２絶縁膜)の電流－電圧特性の特性図。
【図１６】書き込み/消去特性、データ保持性能の計算を行ったメモリセル構造の説明図
。
【図１７】閾値ウィンドウとデータ保持寿命の計算結果を示す図。
【図１８】アルミナとシリコン酸化膜の適切な膜厚範囲を示す図。
【図１９】実施例２のセル構造を示す断面図。
【図２０】実施例３のセル構造を示す断面図。
【図２１】アルミナとシリコン酸窒化膜の適切な膜厚範囲を示す図。
【図２２】アルミナ／シリコン酸窒化膜／アルミナ構造でリーク電流の優位性が得られる
アルミナの膜厚範囲と、シリコン酸窒化膜の組成値との関係を示す図。
【図２３】実施例４のセル構造を示す断面図。
【図２４】実施例５のセル構造を示す断面図。
【図２５】実施例６のセル構造を示す断面図。
【図２６】実施例７のセル構造を示す断面図。
【図２７】実施例８のセル構造を示す断面図。
【図２８】実施例９のセル構造を示す断面図。
【図２９】ハフニアとシリコン酸化膜の適切な膜厚範囲を示す図。
【図３０】実施例１０のセル構造を示す断面図。
【図３１】ハフニア／シリコン酸窒化膜／ハフニア構造でリーク電流の優位性が得られる
ハフニアの膜厚範囲と、シリコン酸窒化膜の組成値との関係を示す図。
【図３２】実施例１１のセル構造を示す断面図。
【図３３】実施例１２のセル構造を示す断面図。
【図３４】シリコン窒化膜とシリコン酸化膜の適切な膜厚範囲を示す図。
【図３５】ゲート電極仕事関数とゲート界面のシリコン窒化膜の膜厚との関係を示す図。
【図３６】実施例１３のセル構造を示す断面図。
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【図３７】アルミニウム・シリケートの電流－実効電界特性の組成依存性を示す特性図。
【図３８】アルミニウム・シリケートのリーク電流と制御ゲート電極の仕事関数との関係
を示す図。
【図３９】第２絶縁膜の最上層（Ｃ）としてアルミニウム・シリケートを用いる場合の、
組成比と、制御ゲート電極の適切な仕事関数との関係を示す図。
【図４０】実施例１４のセル構造を示す断面図。
【図４１】実施例１５のセル構造を示す断面図。
【図４２】実施例１６のセル構造を示す断面図。
【図４３】実施例１７のセル構造を示す断面図。
【図４４】実施例１８のセル構造を示す断面図。
【図４５】酸窒化膜の組成比とリーク電流との関係を示す図。
【図４６】ＨｆＡｌＯとＳｉＯ２の最適膜厚の範囲を示す図。
【図４７】ハフニウム・アルミネートの組成比と最適膜厚の範囲との関係を示す図。
【符号の説明】
【０４４０】
　１１：　シリコン基板、　１２：　第１絶縁膜 (トンネル絶縁膜)、　１３：　電荷蓄
積層（シリコン窒化膜）、　１４：　第２絶縁膜(アルミナ)、 １５: 制御ゲート電極 (
リン・ドープ多結晶シリコン)、２１：　ソース・ドレイン拡散層、　２２：素子分離絶
縁層、　２３：ワード線 (低抵抗金属膜 (タングステン))、　１０１：　シリコン基板、
　１０２：　第１絶縁膜、もしくはトンネル絶縁膜、　１０３：　電荷蓄積層、　１０４
：　第２絶縁膜の最下層（Ａ）（アルミナ膜）、　１０５：　第２絶縁膜の中間層（Ｂ）
（シリコン酸化膜）、　１０６：　第２絶縁膜の最上層（Ｃ）（アルミナ膜）、　１０７
：　第２絶縁膜、もしくはブロック絶縁膜、　１０８：　制御ゲート電極(リンドープ多
結晶シリコン)、　１０９：低抵抗金属膜(タングステン)、　１１０：　ソース・ドレイ
ン拡散層、１１１：マスク材、　１１２ａ：スリット、　１１２ｂ：素子分離トレンチ、
　１２１：素子分離絶縁層（埋め込みシリコン酸化膜）、１３１：マスク材、　１１７：
　シリコン酸窒化膜、　１１８：　第２絶縁膜の中間層（Ｂ）(連続的組成変化のシリコ
ン酸窒化膜)、　１１９：第２絶縁膜の最下層（Ａ）（酸窒化アルミニウム）、１２０：
第２絶縁膜の最上層（Ｃ）（酸窒化アルミニウム）、１２２：第２絶縁膜の最下層（Ａ）
（Ｓｉ添加アルミナ）、１２３：第２絶縁膜の最上層（Ｃ）（Ｓｉ添加アルミナ）、１２
４：第２絶縁膜の最下層（Ａ）（ＳｉおよびＮ添加アルミナ）、１２５：第２絶縁膜の最
上層（Ｃ）（ＳｉおよびＮ添加アルミナ）、１２６：第２絶縁膜の最下層（Ａ）（ハフニ
ウム・アルミネート）、１２７：第２絶縁膜の最上層（Ｃ）（ハフニウム・アルミネート
）、１２８：第２絶縁膜の最下層（Ａ）（ハフニア）、１２９：第２絶縁膜の最上層（Ｃ
）（ハフニア）、　１１３：　第２絶縁膜の最上層（Ｃ）（シリコン窒化膜）、１１４：
第２絶縁膜の最上層（Ｃ）（アルミニウム・シリケート）、１１５: 窒化タンタル、１１
６：窒化タングステン、　１４１：　極薄界面層、　１４２： 反応防止層(シリコン窒化
膜)、　２０１：積層電荷蓄積層の下層（シリコン窒化膜）、２０２:　積層電荷蓄積層の
中間層（窒化ハフニウム・アルミネート）、２０３：積層電荷蓄積層の上層(シリコン窒
化膜)、３０１：電荷蓄積層（浮遊ゲート電極 (リンドープ多結晶シリコン)）。



(41) JP 4594973 B2 2010.12.8

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(42) JP 4594973 B2 2010.12.8

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(43) JP 4594973 B2 2010.12.8

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】



(44) JP 4594973 B2 2010.12.8

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】



(45) JP 4594973 B2 2010.12.8

【図２８】

【図２９】

【図３０】

【図３１】

【図３２】

【図３３】

【図３４】

【図３５】



(46) JP 4594973 B2 2010.12.8

【図３６】 【図３７】

【図３８】 【図３９】

【図４０】



(47) JP 4594973 B2 2010.12.8

【図４１】

【図４２】

【図４３】

【図４４】

【図４５】

【図４６】

【図４７】



(48) JP 4594973 B2 2010.12.8

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100092196
            弁理士　橋本　良郎
(72)発明者  安田　直樹
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内

    審査官  小森　重樹

(56)参考文献  特開２００７－０７３９２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－１５３８１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１３４６８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１２３８２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０８８４２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１２３９４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０５３３９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３１０６６２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０７３９６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－００５００６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３１１３００（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／８２４７　　
              Ｈ０１Ｌ　　２７／１１５　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２９／７８８　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２９／７９２　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

