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(57)【要約】
【課題】メモリセルトランジスタの特性の劣化を抑制す
ることができる。
【解決手段】不揮発性半導体記憶装置は、素子分離絶縁
膜５ａによって区画された第１及び第２メモリセルトラ
ンジスタＭＴ１、ＭＴ２と素子分離絶縁膜を覆うバリア
絶縁膜６ａとを具備し、第１メモリセルトランジスタは
第１トンネル絶縁膜２ａ－１と絶縁膜からなる第１電荷
蓄積層３ａ－１と第１ブロック絶縁膜８ａと第１ゲート
電極９ａとを有し、第２メモリセルトランジスタは第２
トンネル絶縁膜２ａ－２と絶縁膜からなる第２電荷蓄積
層３ａ－２と第２ブロック絶縁膜８ａと第２ゲート電極
９ａとを有し、バリア絶縁膜は第１及び第２電荷蓄積層
に接し、第１及び第２電荷蓄積層よりも膜厚が薄い。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板と、
　前記半導体基板内に形成された第１素子分離絶縁膜と、
　前記第１素子分離絶縁膜によって区画された第１及び第２メモリセルトランジスタと、
　前記第１素子分離絶縁膜を覆う第１バリア絶縁膜と、
　を具備し、
　前記第１メモリセルトランジスタは、
　前記半導体基板上に形成された第１トンネル絶縁膜と、
　前記第１トンネル絶縁膜上に形成され、絶縁膜からなる第１電荷蓄積層と、
　前記第１電荷蓄積層上に形成された第１ブロック絶縁膜と、
　前記第１ブロック絶縁膜上に形成された第１ゲート電極と、
　を有し、
　前記第２メモリセルトランジスタは、
　前記半導体基板上に形成された第２トンネル絶縁膜と、
　前記第２トンネル絶縁膜上に形成され、絶縁膜からなる第２電荷蓄積層と、
　前記第２電荷蓄積層上に形成された第２ブロック絶縁膜と、
　前記第２ブロック絶縁膜上に形成された第２ゲート電極と、
　を有し、
　前記第１バリア絶縁膜は、前記第１及び第２電荷蓄積層に接し、前記第１及び第２電荷
蓄積層よりも膜厚が薄いことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。
【請求項２】
　前記第１バリア絶縁膜は、前記第１素子分離絶縁膜上から前記第１及び第２電荷蓄積層
上に延在されることを特徴とする請求項１記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項３】
　前記半導体基板内に形成された第２素子分離絶縁膜と、
　前記第２素子分離絶縁膜によって区画された第１及び第２選択トランジスタと、
　をさらに具備し、
　前記第１選択トランジスタは、
　前記半導体基板上に形成された第１酸化膜と前記第１酸化膜上に形成された第３ブロッ
ク絶縁膜とで構成され、前記第１酸化膜及び前記第３ブロック絶縁膜は前記第１及び第２
電荷蓄積層と異なる絶縁膜である第１ゲート絶縁膜と、
　前記第１ゲート絶縁膜上に形成された第３ゲート電極と、
　を有し、
　前記第２選択トランジスタは、
　前記半導体基板上に形成された第２酸化膜と前記第２酸化膜上に形成された第４ブロッ
ク絶縁膜とで構成され、前記第２酸化膜及び前記第４ブロック絶縁膜は前記第１及び第２
電荷蓄積層と異なる絶縁膜である第２ゲート絶縁膜と、
　前記第２ゲート絶縁膜上に形成された第４ゲート電極と、
　を有することを特徴とする請求項１又は請求項２記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項４】
　前記第２素子分離絶縁膜を覆い、前記第１及び第２酸化膜に接して形成された第２バリ
ア絶縁膜と、
　をさらに具備することを特徴とする請求項３記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項５】
　前記第１及び第２ブロック絶縁膜の誘電率は、前記第１及び第２トンネル絶縁膜の誘電
率よりも大きいことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の不揮発性
半導体記憶装置。
【請求項６】
　半導体基板と、
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　前記半導体基板内に形成された素子分離絶縁膜と、
　前記素子分離絶縁膜によって区画された第１及び第２メモリセルトランジスタと、
　前記素子分離絶縁膜を覆うバリア絶縁膜と、
を具備し、
　前記第１メモリセルトランジスタは、
　前記半導体基板上に形成された第１トンネル絶縁膜と、
　前記第１トンネル絶縁膜上に形成され、絶縁膜からなる第１電荷蓄積層と、
　前記第１電荷蓄積層上に形成された第１ブロック絶縁膜と、
　前記第１ブロック絶縁膜上に形成された第１ゲート電極と、
　を有し、
　前記第２メモリセルトランジスタは、
　前記半導体基板上に形成された第２トンネル絶縁膜と、
　前記第２トンネル絶縁膜上に形成され、絶縁膜からなる第２電荷蓄積層と、
　前記第２電荷蓄積層上に形成された第２ブロック絶縁膜と、
　前記第２ブロック絶縁膜上に形成された第２ゲート電極と、
　を有し、
　前記バリア絶縁膜は、前記第１及び第２電荷蓄積層に接し、前記第１及び第２電荷蓄積
層とは異なる絶縁膜であることを特徴とする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、バリア絶縁膜を有するメモリセルトランジスタを備える不揮発性半導体記憶
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　メモリセルトランジスタにＭＯＮＯＳセルを適用した不揮発性半導体記憶装置では、素
子分離領域によって区画された素子領域上に、トンネル絶縁膜、電荷蓄積層、ブロック絶
縁膜、ゲート電極が積層された構造となっている。隣接するセル間で電荷の移動を防止す
るために、メモリセルトランジスタ間で電荷蓄積層を切断しておくと、素子分離領域上に
はブロック絶縁膜が積層された構造となる。
【０００３】
　メモリセルトランジスタの書き込み／消去特性を改善するためには、トンネル絶縁膜よ
りも誘電率の大きい絶縁膜（high-k膜）をブロック絶縁膜として用いることが有効である
。
【０００４】
　しかしながら、ブロック絶縁膜にhigh-k膜を用いると、high-k膜の成膜時に発生する不
純物元素が素子領域近傍に固定電荷を形成し、メモリセルトランジスタのしきい値電圧が
変動し、メモリセルトランジスタの特性が劣化する問題がある（例えば、非特許文献１参
照。）。
【非特許文献１】Jae Sung Sim、“Self Aligned Trap-Shallow Trench Isolation Schem
e For the Reliability of TANOS (TaN/AlO/SiN/Oxide/Si) NAND Flash Memory”、NVSMW
 2007年8月、Page 110-111
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、メモリセルトランジスタの特性の劣化を抑制する不揮発性半導体記憶装置を
提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の視点による不揮発性半導体記憶装置は、半導体基板と、前記半導体基板
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内に形成された第１素子分離絶縁膜と、前記第１素子分離絶縁膜によって区画された第１
及び第２メモリセルトランジスタと、前記第１素子分離絶縁膜を覆う第１バリア絶縁膜と
、を具備し、前記第１メモリセルトランジスタは、前記半導体基板上に形成された第１ト
ンネル絶縁膜と、前記第１トンネル絶縁膜上に形成され、絶縁膜からなる第１電荷蓄積層
と、前記第１電荷蓄積層上に形成された第１ブロック絶縁膜と、前記第１ブロック絶縁膜
上に形成された第１ゲート電極と、を有し、前記第２メモリセルトランジスタは、前記半
導体基板上に形成された第２トンネル絶縁膜と、前記第２トンネル絶縁膜上に形成され、
絶縁膜からなる第２電荷蓄積層と、前記第２電荷蓄積層上に形成された第２ブロック絶縁
膜と、前記第２ブロック絶縁膜上に形成された第２ゲート電極と、を有し、前記第１バリ
ア絶縁膜は、前記第１及び第２電荷蓄積層に接し、前記第１及び第２電荷蓄積層よりも膜
厚が薄い。
【０００７】
　本発明の第２の視点による不揮発性半導体記憶装置は、半導体基板と、前記半導体基板
内に形成された第１素子分離絶縁膜と、前記第１素子分離絶縁膜によって区画された第１
及び第２メモリセルトランジスタと、前記第１素子分離絶縁膜を覆う第１バリア絶縁膜と
、を具備し、前記第１メモリセルトランジスタは、前記半導体基板上に形成された第１ト
ンネル絶縁膜と、前記第１トンネル絶縁膜上に形成され、絶縁膜からなる第１電荷蓄積層
と、前記第１電荷蓄積層上に形成された第１ブロック絶縁膜と、前記第１ブロック絶縁膜
上に形成された第１ゲート電極と、を有し、前記第２メモリセルトランジスタは、前記半
導体基板上に形成された第２トンネル絶縁膜と、前記第２トンネル絶縁膜上に形成され、
絶縁膜からなる第２電荷蓄積層と、前記第２電荷蓄積層上に形成された第２ブロック絶縁
膜と、前記第２ブロック絶縁膜上に形成された第２ゲート電極と、を有し、前記第１バリ
ア絶縁膜は、前記第１及び第２電荷蓄積層に接し、前記第１及び第２電荷蓄積層とは異な
る絶縁膜である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、メモリセルトランジスタの特性の劣化を抑制することができる不揮発
性半導体記憶装置を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の実施の形態を以下に図面を参照して説明する。この説明に際し、全図にわたり
、共通する部分には共通する参照符号を付す。尚、本実施形態の不揮発性半導体記憶装置
は、例えば、ＮＡＮＤ型又はＮＯＲ型フラッシュメモリであり、特にＭＯＮＯＳ構造のフ
ラッシュメモリで適用される。
【００１０】
　ここで、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリの構造について、図１（ａ）及び（ｂ）を用いて
説明する。図１（ａ）は、半導体記憶装置の回路図を示す。図１（ｂ）は、半導体記憶装
置の平面図を示す。
【００１１】
　図１（ａ）に示すように、半導体記憶装置１００には、複数のユニットメモリセルが設
けられる。複数のユニットメモリセルはメモリセルブロックを構成し、複数のメモリセル
ブロックはメモリセルアレイを構成する。ここで、半導体記憶装置１００は、ＮＡＮＤ型
フラッシュメモリである。
【００１２】
　ユニットメモリセルには、センスアンプ（図示せず）に接続されるビット線ＢＬ側及び
ソース線ＳＬ側に選択トランジスタＳＴが設けられる。これらのビット線ＢＬ側及びソー
ス線ＳＬ側に設けられた選択トランジスタＳＴ間に直列接続される複数のメモリセルトラ
ンジスタＭＴが設けられる。ビット線ＢＬ１、ＢＬ２、及びＢＬ３と、制御線ＳＧＤ、ワ
ードＷＬｎ、・・・、ワードＷＬ４、ワードＷＬ３、ワード線ＷＬ２、ワード線ＷＬ１、
制御線ＳＧＳ、及びソース線ＳＬとは互いに交差する。
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【００１３】
　制御線ＳＧＤは、センスアンプ（図示せず）に接続されるビット線ＢＬ１乃至３側の選
択トランジスタＳＴのゲートに接続される。ワード線ＷＬｎは、ビット線ＢＬ１乃至３に
接続されるｎ番目のメモリセルトランジスタＭＴのコントロールゲートに接続される。ワ
ード線ＷＬ４は、ビット線ＢＬ１乃至３に接続される４番目のメモリセルトランジスタＭ
Ｔのコントロールゲートに接続される。ワード線ＷＬ３は、ビット線ＢＬ１乃至３に接続
される３番目のメモリセルトランジスタメモリセルトランジスタＭＴのコントロールゲー
トに接続される。ワード線ＷＬ２は、ビット線ＢＬ１乃至３に接続される２番目のメモリ
セルトランジスタＭＴのコントロールゲートに接続される。ワード線ＷＬ１は、ビット線
ＢＬ１乃至３に接続される１番目のメモリセルトランジスタＭＴのコントロールゲートに
接続される。制御線ＳＧＳは、ソース線ＳＬに接続されるビット線ＢＬ１乃至３側の選択
トランジスタＳＴのゲートに接続される。
【００１４】
　図１（ｂ）に示すように、半導体記憶装置１００では、ソース線ＳＬ、制御線ＳＧＳ、
ワード線ＷＬ１、ワード線ＷＬ２、ワード線ＷＬ３、ワード線ＷＬ４、・・・、ワード線
ＷＬｎ、制御線ＳＧＤが上下方向（図中）に互いに離間され並列配置される。ビット線Ｂ
Ｌ１乃至３が横方向（図中）に互いに離間され並列配置される。ビット線ＢＬ間には素子
分離領域が設けられ、ビット線ＢＬの間を分離している。ソース線ＳＬとビット線ＢＬ１
乃至３の交差部分にはソース線コンタクトＳＬＣが設けられる。制御線ＳＧＤとセンスア
ンプ（図示せず）の間のビット線ＢＬにはビット線コンタクトＢＬＣが設けられる。
【００１５】
　尚、図２（ａ）乃至図１６（ａ）は、図１（ｂ）のＡ－Ａ線に沿った断面図であり、図
２（ｂ）乃至図１６（ｂ）は、図１（ｂ）のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【００１６】
　（第１の実施形態）
　第１の実施形態は、メモリセルトランジスタにおいて、素子分離絶縁膜を覆うバリア絶
縁膜が形成される例である。
【００１７】
　図２（ａ）は、本発明の第１の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置のメモリセルト
ランジスタのチャネル幅方向の断面図を示す。図２（ｂ）は、本発明の第１の実施形態に
係る不揮発性半導体記憶装置の選択トランジスタのチャネル幅方向の断面図を示す。以下
に、第１の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置のメモリセルトランジスタ及び選択ト
ランジスタの構造について説明する。
【００１８】
　図２（ａ）に示すように、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２のチャネル幅方向
の断面においては、半導体基板１内に素子分離絶縁膜５ａが設けられ、この素子分離絶縁
膜５ａによって区画されたメモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２が形成されている。
このメモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２間において、素子分離絶縁膜５ａを覆うよ
うにバリア絶縁膜６ａが形成されている。
【００１９】
　メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２において、半導体基板１上にトンネル絶縁膜
２ａ－１及び２ａ－２が形成されている。このトンネル絶縁膜２ａ－１及び２ａ－２上に
絶縁膜からなる電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２が形成されている。この電荷蓄積層３ａ
－１及び３ａ－２及びバリア絶縁膜６ａ上にブロック絶縁膜８ａが形成されている。そし
て、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２の書き込み、消去、読み出しのために制御
電圧が印加されるゲート電極（コントロールゲート）９ａは、ブロック絶縁膜８ａ上に形
成されている。
【００２０】
　ブロック絶縁膜８ａは、トンネル絶縁膜２ａ－１及び２ａ－２（例えばシリコン酸化膜
）よりも誘電率の大きい膜（例えばＡｌ２Ｏ３膜）である。これにより、メモリセルトラ
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ンジスタＭＴ１及びＭＴ２の書き込み／消去特性を向上することができる。
【００２１】
　バリア絶縁膜６ａは、素子分離絶縁膜５ａとブロック絶縁膜８ａとの間に形成されてい
る。このとき、バリア絶縁膜６ａの側面は、隣り合う電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２に
接している。従って、素子分離絶縁膜５ａは、バリア絶縁膜６ａで完全に覆われる。これ
により、素子分離絶縁膜５ａの上面は、ブロック絶縁膜８ａと直接接することはない。
【００２２】
　バリア絶縁膜６ａは、電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２とは異なる層で形成される。す
なわち、バリア絶縁膜６ａは、電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２と同じ一つの層で形成さ
れるわけではない。
【００２３】
　バリア絶縁膜６ａと電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２の材料が、同じ（例えばシリコン
窒化膜）であっても、その材料の組成（材質）が異なればよい。また、バリア絶縁膜６ａ
と電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２の材料及び材質が、同じ（例えばシリコン窒化膜）で
あっても、バリア絶縁膜６ａの膜厚が電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２よりも薄ければよ
い。
【００２４】
　バリア絶縁膜６ａの材料としては、例えば、シリコン窒化膜、シリコン酸窒化膜などが
挙げられる。また、バリア絶縁膜６ａは、上面から底面にいくに従って、シリコン窒化膜
からシリコン酸窒化膜に変化する膜であってもよい。バリア絶縁膜６ａは、窒化雰囲気で
形成されることが望ましい。
【００２５】
　バリア絶縁膜６ａの膜厚は、電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２の膜厚よりも薄いことが
望ましい。これにより、隣り合うメモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２間での電荷の
移動を抑制し、データの保持特性が悪化することを抑制できる。
【００２６】
　素子分離絶縁膜５ａの上面及びバリア絶縁膜６ａの上面は、電荷蓄積層３ａ－１及び３
ａ－２の上面より低いことが望ましい。電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２の側面をブロッ
ク絶縁膜８ａが覆うと、ゲート電極９ａによる制御性が向上し、メモリセル特性が向上す
るからである。
【００２７】
　素子分離絶縁膜５ａの上面は、トンネル絶縁膜２ａ－１及び２ａ－２の上面より高いこ
とが望ましい。素子分離絶縁膜５ａ、トンネル絶縁膜２ａ－１及び２ａ－２が同じ材料か
らなる場合、または、トンネル絶縁膜２ａ－１及び２ａ－２の一部に素子分離絶縁膜５ａ
と同じ材料を有する場合、素子分離絶縁膜５ａの高さ調整のためのエッチング時にエッチ
ングの選択比がとれずにトンネル絶縁膜２ａ－１及び２ａ－２をエッチングしてしまうこ
とを防止するためである。
【００２８】
　図２（ｂ）に示すように、選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２のチャネル幅方向の断面
においては、半導体基板１内に素子分離絶縁膜５ｂが設けられ、この素子分離絶縁膜５ｂ
によって区画された選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２が形成されている。
【００２９】
　選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２において、半導体基板１上にゲート絶縁膜１０が形
成されている。このゲート絶縁膜１０は、例えば、シリコン酸化膜からなる酸化膜７ｂ－
１及び７ｂ－２とブロック絶縁膜８ｂとで構成される積層構造である。具体的には、半導
体基板１１上に酸化膜７ｂ－１及び７ｂ－２が形成され、この酸化膜７ｂ－１及び７ｂ－
２上にブロック絶縁膜８ｂが形成されている。このブロック絶縁膜８ｂは、メモリセルト
ランジスタＭＴ１及びＭＴ２のブロック絶縁膜８ａと同じ絶縁膜である。酸化膜７ｂ－１
及び７ｂ－２とブロック絶縁膜８ｂは、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２の電荷
蓄積層３ａ－１及び３ａ－２とは異なる絶縁膜である。つまり、選択トランジスタＳＴ１
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及びＳＴ２のゲート絶縁膜１０は、電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２と同じ層を含まない
。そして、ブロック絶縁膜８ｂ上にゲート電極９ｂが形成されている。
【００３０】
　酸化膜７ｂ－１及び７ｂ－２の膜厚は、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２のト
ンネル絶縁膜２ａ－１及び２ａ－２の膜厚よりも厚いことが望ましい。酸化膜７ｂ－１及
び７ｂ－２を厚くすることで、酸化膜７ｂ－１及び７ｂ－２に電荷が蓄積することを抑制
できる。酸化膜７ｂ－１及び７ｂ－２の上面は、素子分離絶縁膜５ｂの上面より、高くて
も低くても等しくてもよい。
【００３１】
　ブロック絶縁膜８ｂは、酸化膜７ｂ－１及び７ｂ－２よりも誘電率の大きい膜（例えば
Ａｌ２Ｏ３膜）である。これにより、選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２の特性を向上す
ることができる。
【００３２】
　図２（ａ）及び（ｂ）乃至図８（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第１の実施形態に係る不
揮発性半導体記憶装置のメモリセルトランジスタ及び選択トランジスタにおけるチャネル
幅方向の断面図を製造工程ごとに示す。以下に、第１の実施形態に係る不揮発性半導体記
憶装置の製造方法について説明する。
【００３３】
　まず、図３（ａ）及び（ｂ）に示すように、イオン注入により、半導体基板１内にメモ
リセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２及び選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２のウェル・
チャネル領域（図示せず）が形成される。次に、例えば熱酸化により、半導体基板１上に
メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２のトンネル絶縁膜２ａ－１及び２ａ－２となる
シリコン酸化膜２ａ及び２ｂが形成される。次に、シリコン酸化膜２ａ及び２ｂ上に、例
えばＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法により、メモリセルトランジスタＭＴ１及
びＭＴ２の電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２となるシリコン窒化膜３ａ及び３ｂが形成さ
れる。
【００３４】
　次に、図４（ａ）及び（ｂ）に示すように、シリコン窒化膜３ａ及び３ｂ上に、例えば
シリコン酸化膜とシリコン窒化膜の積層膜からなるマスク材４が堆積される。その後、リ
ソグラフィ工程により、マスク材４の素子分離領域に対応する部分が開口される。次に、
エッチングにより、マスク材４を用いて、シリコン窒化膜３ａ及び３ｂ、シリコン酸化膜
２ａ及び２ｂ、半導体基板１が順に加工され、半導体基板１内に素子分離領域となる溝が
形成される。これにより、素子ごとに分離された、シリコン酸化膜２ａ－１、２ａ－２、
２ｂ－１及び２ｂ－２、シリコン窒化膜３ａ－１、３ａ－２、３ｂ－１及び３ｂ－１が形
成される。
【００３５】
　次に、図５（ａ）及び（ｂ）に示すように、半導体基板１内に形成された溝内に、例え
ばシリコン酸化膜からなる素子分離絶縁膜５ａ及び５ｂが形成される。次に、素子分離絶
縁膜５ａ及び５ｂがＣＭＰ（Chemical Mechanical Polish）により平坦化された後、エッ
チングにより高さが調節され、マスク材４が除去される。ここで、例えば、素子分離絶縁
膜５ａ及び５ｂの上面は、電荷蓄積層３ａ－１、３ａ－２、３ｂ－１及び３ｂ－２の膜厚
の中間程度に下げられる。
【００３６】
　次に、図６（ａ）及び（ｂ）に示すように、例えば窒化雰囲気のアニール処理により、
素子分離絶縁膜５ａ及び５ｂ上にシリコン酸窒化膜からなるバリア絶縁膜６ａ及び６ｂが
形成される。ここで、バリア絶縁膜６ａの膜厚は、電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２の膜
厚よりも薄く、バリア絶縁膜６ａの側面は、電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２の側面の中
央部付近に接する。
【００３７】
　この工程までは、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２、選択トランジスタＳＴ１
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及びＳＴ２は同じ構造となる。
【００３８】
　次に、図７（ａ）に示すように、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２、選択トラ
ンジスタＳＴ１及びＳＴ２上にマスク材１１が堆積される。次に、リソグラフィ工程によ
り、マスク材１１の選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２領域が開口される。その後、図７
（ｂ）に示すように、エッチングにより、選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２のシリコン
窒化膜３ｂ－１及び３ｂ－２、シリコン酸化膜２ｂ－１及び２ｂ－２が除去される。この
とき、シリコン酸窒化膜からなるバリア絶縁膜６ｂも除去される。これにより、選択トラ
ンジスタＳＴ１及びＳＴ２において、素子分離絶縁膜５ｂ間の半導体基板１が露出される
。
【００３９】
　次に、図８（ａ）に示すように、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２において、
マスク材１１が除去される。その後、図８（ｂ）に示すように、例えば熱酸化により、選
択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２の半導体基板１上にシリコン酸化膜からなる酸化膜７ｂ
－１及び７ｂ－２が形成される。この酸化膜７ｂ－１及び７ｂ－２は、例えば、メモリセ
ルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２のトンネル絶縁膜２ａ－１及び２ａ－２よりも厚く形成
することが望ましい。ここで、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２領域は、表面が
シリコン窒化膜からなる電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２とシリコン酸窒化膜からなるバ
リア絶縁膜６ａとで覆われていることにより、シリコン酸化膜からなるトンネル絶縁膜２
ａ－１及び２ａ－２の膜厚が厚くなることはない。
【００４０】
　次に、図２（ａ）及び（ｂ）に示すように、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２
、選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２上に例えばＡｌ２Ｏ３膜からなるブロック絶縁膜８
ａ及び８ｂが形成される。ここで、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２領域は表面
がシリコン窒化膜からなる電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２とシリコン酸窒化膜からなる
バリア絶縁膜６ａとで覆われていることにより、Ａｌ２Ｏ３膜の成膜によって不純物元素
がメモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２の素子領域近傍に拡散することはない。次に
、例えばＴａＮ／ＷＮ／Ｗ膜からなるゲート電極９ａ及び９ｂがブロック絶縁膜８ａ及び
８ｂ上に形成される。
【００４１】
　その後、一般的に知られた手法を用いて、ゲート電極９ａ及び９ｂが加工される。ここ
で、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２と選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２のブ
ロック絶縁膜８ａ及び８ｂ、ゲート電極９ａ及び９ｂの形成及び加工を同時に行うことで
、製造コストを下げることができる。さらに、拡散層領域が形成された後、コンタクト電
極（図示せず）、上層の配線層（図示せず）が形成される。このようにして、本実施形態
に係る不揮発性半導体記憶装置が完成する。
【００４２】
　尚、上述するメモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２、選択トランジスタＳＴ１及び
ＳＴ２は、上記の材料に限定されず、種々変更可能である。
【００４３】
　上記第１の実施形態によれば、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２において、シ
リコン酸化膜からなる素子分離絶縁膜５ａ上にシリコン酸窒化膜からなるバリア絶縁膜６
ａが形成されている。このとき、バリア絶縁膜６ａの側面は、隣り合う電荷蓄積層３ａ－
１及び３ａ－２に直接接している。従って、素子分離絶縁膜５ａは、バリア絶縁膜６ａで
完全に覆われる。このバリア絶縁膜６ａは、ブロック絶縁膜８ａの成膜前に形成される。
このバリア絶縁膜６ａにより、ブロック絶縁膜８ａの成膜時に生じる不純物元素が素子分
離絶縁膜５ａ内に拡散し、素子領域近傍に固定電荷を形成することを抑制できる。従って
、不純物拡散により生じるメモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２のしきい値電圧の変
動を抑え、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２の特性の劣化を抑制することができ
る。
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【００４４】
　また、従来の不揮発性半導体記憶装置では、選択トランジスタはメモリセルトランジス
タと同じ構造であった。このため、選択トランジスタのゲート絶縁膜には、電荷蓄積層が
含まれていた。この場合、読み出し動作を多数回行うと、読み出し時に選択トランジスタ
のゲート電極に印加される電圧ストレスによって、選択トランジスタの電荷蓄積層に電荷
が注入される。その結果、選択トランジスタのしきい値電圧が変化し、誤動作してしまう
問題があった。
【００４５】
　そこで、第１の実施形態では、選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２のゲート絶縁膜１０
として、酸化膜７ｂ－１及び７ｂ－２にブロック絶縁膜８ｂが積層された構造にする。と
ころが、この構造では、選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２のゲート絶縁膜１０の酸化膜
７ｂ－１及び７ｂ－２を熱酸化により形成する際に、メモリセルトランジスタＭＴ１及び
ＭＴ２の素子分離絶縁膜５ａから酸化剤が進入してトンネル絶縁膜２ａ－１及び２ａ－２
も酸化されてしまい、トンネル絶縁膜２ａ－１及び２ａ－２の膜厚が増加して、メモリセ
ルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２の特性が劣化する恐れがある。
【００４６】
　しかし、上記第１の実施形態によれば、上述するように、メモリセルトランジスタＭＴ
１及びＭＴ２において、シリコン酸化膜からなる素子分離絶縁膜５ａ上にシリコン酸窒化
膜からなるバリア絶縁膜６ａが形成されている。このバリア絶縁膜６ａは、選択トランジ
スタＳＴ１及びＳＴ２のゲート絶縁膜１０の酸化膜７ｂ－１及び７ｂ－２の成膜前に形成
される。このバリア絶縁膜６ａにより、酸化膜７ｂ－１及び７ｂ－２の成膜によって素子
分離絶縁膜５ａ上から酸化剤が侵入することを抑制し、メモリセルトランジスタＭＴ１及
びＭＴ２の特性の劣化を抑制することができる。
【００４７】
　また、バリア絶縁膜６ａは、電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２とは異なる層で形成され
る。これにより、隣り合うメモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２間での電荷の移動を
抑制し、データの保持特性が悪化することを抑制することができる。さらに、電荷蓄積層
３ａ－１及び３ａ－２とバリア絶縁膜６ａの成膜方法を変えることで、電荷蓄積層３ａ－
１及び３ａ－２よりもバリア絶縁膜６ａに含まれる電荷トラップサイト密度を小さくする
ことができる。これにより、隣り合うメモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２間での電
荷の移動をより抑制し、データの保持特性が悪化することをさらに抑制することができる
。
【００４８】
　（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、メモリセルトランジスタにおいて、素子分離絶縁膜上のみにバリ
ア絶縁膜が形成された。これに対し、第２の実施形態では、メモリセルトランジスタにお
いて、素子分離絶縁膜上から電荷蓄積層上に延在されたバリア絶縁膜が形成される例であ
る。尚、ここでは、上記第１の実施形態と同様の点については説明を省略し、異なる点に
ついて詳説する。
【００４９】
　図９（ａ）は、本発明の第２の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置のメモリセルト
ランジスタのチャネル幅方向の断面図を示す。図９（ｂ）は、本発明の第２の実施形態に
係る不揮発性半導体記憶装置の選択トランジスタのチャネル幅方向の断面図を示す。以下
に、第２の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置のメモリセルトランジスタ及び選択ト
ランジスタの構造について説明する。
【００５０】
　図９（ａ）及び（ｂ）に示すように、第２の実施形態において、第１の実施形態と異な
る点は、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２において、バリア絶縁膜６ａが素子分
離絶縁膜５ａ上から電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２上に延在して形成されている点であ
る。
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【００５１】
　具体的には、図９（ａ）に示すように、バリア絶縁膜６ａの底面は、素子分離絶縁膜５
ａの上面、電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２の側面及び上面に直接接している。つまり、
素子分離絶縁膜５ａ及び電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２の表面は全てバリア絶縁膜６ａ
で覆われる。従って、素子分離絶縁膜５ａ及び電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２の上面は
、ブロック絶縁膜８ａと直接接することはない。
【００５２】
　第２の実施形態によるバリア絶縁膜６ａの材料としては、例えば、シリコン窒化膜など
が挙げられる。バリア絶縁膜６ａは、ＣＶＤ法で形成されることが望ましい。
【００５３】
　尚、図９（ｂ）に示すように、選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２のチャネル幅方向の
断面においては、第１の実施形態と同じ構造になっている。
【００５４】
　図９（ａ）及び（ｂ）乃至図１２（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第２の実施形態に係る
不揮発性半導体記憶装置のメモリセルトランジスタ及び選択トランジスタにおけるチャネ
ル幅方向の断面図を製造工程ごとに示す。以下に、第２の実施形態に係る不揮発性半導体
記憶装置の製造方法について説明する。
【００５５】
　まず、第２の実施形態においても、第１の実施形態の製造工程と同様に、図３（ａ）及
び（ｂ）乃至図５（ａ）及び（ｂ）の工程が行われる。
【００５６】
　次に、図１０（ａ）及び（ｂ）に示すように、例えばＣＶＤ法により、素子分離絶縁膜
５ａ及び５ｂ、電荷蓄積層３ａ－１、３ａ－２、３ｂ－１及び３ｂ－２上に、シリコン窒
化膜からなるバリア絶縁膜６ａ及び６ｂが形成される。これにより、メモリセルトランジ
スタＭＴ１及びＭＴ２において、素子分離絶縁膜５ａ及び電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－
２の表面は全てバリア絶縁膜６ａで覆われ、選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２において
、素子分離絶縁膜５ｂ及び電荷蓄積層３ｂ－１及び３ｂ－２の表面は全てバリア絶縁膜６
ｂで覆われる。
【００５７】
　次に、図１１（ａ）及び（ｂ）に示すように、第１の実施形態の図７（ａ）及び（ｂ）
の製造工程と同様に、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２領域にマスク材１１が形
成される。次に、このマスク材１１を用いて、選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２のバリ
ア絶縁膜６ｂ、シリコン窒化膜３ｂ－１及び３ｂ－２、シリコン酸化膜２ｂ－１及び２ｂ
－２が除去される。その後、マスク材１１が除去される。
【００５８】
　次に、図１２（ａ）及び（ｂ）に示すように、第１の実施形態の図８（ａ）及び（ｂ）
の製造工程と同様に、例えば熱酸化により、選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２の半導体
基板１上に例えば、シリコン酸化膜からなる酸化膜７ｂ－１及び７ｂ－２が形成される。
【００５９】
　次に、図９（ａ）及び（ｂ）に示すように、第１の実施形態の図１（ａ）及び（ｂ）の
製造工程と同様に、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２、選択トランジスタＳＴ１
及びＳＴ２上に例えばＡｌ２Ｏ３膜からなるブロック絶縁膜８ａ及び８ｂが形成され、こ
のブロック絶縁膜８ａ及び８ｂ上に例えばＴａＮ／ＷＮ／Ｗ膜からなるゲート電極９ａ及
び９ｂが形成される。
【００６０】
　尚、上述するメモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２、選択トランジスタＳＴ１及び
ＳＴ２は、上記の材料に限定されず、種々変更可能である。
【００６１】
　上記第２の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００６２】
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　さらに、第２の実施形態では、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２において、バ
リア絶縁膜６ａが素子分離絶縁膜５ａ上から電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２上に延在し
て形成されている。このため、素子分離絶縁膜５ａ及び電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２
の表面は全てバリア絶縁膜６ａで覆われる。これにより、本実施形態では、第１の実施形
態よりも、不純物元素及び酸化剤の素子分離絶縁膜５ａ内への進入に対するバリア特性が
高くなり、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２の特性が劣化することをさらに抑制
することができる。
【００６３】
　尚、第１の実施形態は、第２の実施形態との比較において、ブロック絶縁膜８ａと電荷
蓄積層３ａ－１及び３ａ－２との間にバリア絶縁膜６ａがない。すなわち、第１の実施形
態では、メモリセルトランジスタのブロック層８ａの下面からトンネル絶縁膜２ａ－１及
び２ａ－２の上面までの距離を電荷蓄積層３ａ－１及び３ａ－２のみで調整できる。その
ため、第２の実施形態よりも、セルの書き込み時においてトンネル絶縁膜２ａ－１及び２
ａ－２に加わる電界のばらつきが少なくなる。
【００６４】
　（第３の実施形態）
　第１の実施形態では、メモリセルトランジスタの素子分離絶縁膜上のみにバリア絶縁膜
が形成された。これに対し、第３の実施形態では、メモリセルトランジスタの素子分離絶
縁膜上だけでなく、選択トランジスタの素子分離絶縁膜上にもバリア絶縁膜が形成される
例である。尚、ここでは、上記第１の実施形態と同様の点については説明を省略し、異な
る点について詳説する。
【００６５】
　図１３（ａ）は、本発明の第３の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置のメモリセル
トランジスタのチャネル幅方向の断面図を示す。図１３（ｂ）は、本発明の第３の実施形
態に係る不揮発性半導体記憶装置の選択トランジスタのチャネル幅方向の断面図を示す。
以下に、第３の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置のメモリセルトランジスタ及び選
択トランジスタの構造について説明する。
【００６６】
　図１３（ａ）及び（ｂ）に示すように、第３の実施形態において、第１の実施形態と異
なる点は、選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２において、バリア絶縁膜６ｂが素子分離絶
縁膜５ｂ上に形成されている点である。
【００６７】
　具体的には、図１３（ｂ）に示すように、バリア絶縁膜６ｂは、素子分離絶縁膜５ｂと
ブロック絶縁膜８ｂとの間に形成されている。このとき、バリア絶縁膜６ｂの側面は、隣
り合う酸化膜７ｂ－１及び７ｂ－２に接している。従って、素子分離絶縁膜５ｂは、バリ
ア絶縁膜６ｂで完全に覆われる。これにより、素子分離絶縁膜５ｂの上面は、ブロック絶
縁膜８ｂと直接接することはない。
【００６８】
　バリア絶縁膜６ｂは、例えば、バリア絶縁膜６ａと同時に形成される。この場合、バリ
ア絶縁膜６ｂは、上記第１の実施形態で述べたようなバリア絶縁膜６ａと同じ膜厚、材料
、材質などとなる。
【００６９】
　尚、図１３（ａ）に示すように、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２のチャネル
幅方向の断面においては、第１の実施形態と同じ構造になっている。
【００７０】
　図１３（ａ）及び（ｂ）乃至図１６（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第３の実施形態に係
る不揮発性半導体記憶装置のメモリセルトランジスタ及び選択トランジスタにおけるチャ
ネル幅方向の断面図を製造工程ごとに示す。以下に、第３の実施形態に係る不揮発性半導
体記憶装置の製造方法について説明する。
【００７１】
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　第３の実施形態において、第１の実施形態と異なる点は、図６（ａ）及び（ｂ）の段階
において窒化雰囲気により、素子分離絶縁膜５ａ及び５ｂ上にバリア絶縁膜６ａ及び６ｂ
が形成される工程を、選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２の素子領域の半導体基板上に酸
化膜７ｂ－１及び７ｂ－２が形成された直後に行う点である。
【００７２】
　まず、第３の実施形態においても、第１の実施形態の製造工程と同様に、図３（ａ）及
び（ｂ）乃至図５（ａ）及び（ｂ）の工程が行われる。
【００７３】
　次に、図１４（ａ）及び（ｂ）に示すように、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ
２領域上にマスク材１１が形成され、このマスク材１１を用いて、エッチングにより、シ
リコン窒化膜３ｂ－１及び３ｂ－２、シリコン酸化膜２ｂ－１及び２ｂ－２が除去される
。
【００７４】
　次に、図１５（ａ）に示すように、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２において
、マスク材１１が除去される。その後、図１５（ｂ）に示すように、例えば熱酸化により
、選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２の半導体基板１１上にシリコン酸化膜からなる酸化
膜７ｂ－１及び７ｂ－２が形成される。
【００７５】
　次に、図１６（ａ）及び（ｂ）に示すように、例えば窒化雰囲気のアニール処理により
、素子分離絶縁膜５ａ及び５ｂ上にシリコン酸窒化膜からなるバリア絶縁膜６ａ及び６ｂ
が形成される。
【００７６】
　次に、図１３（ａ）及び（ｂ）に示すように、第１の実施形態の図１（ａ）及び（ｂ）
の製造工程と同様に、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２、選択トランジスタＳＴ
１及びＳＴ２上に例えばＡｌ２Ｏ３膜からなるブロック絶縁膜８ａ及び８ｂが形成され、
このブロック絶縁膜８ａ及び８ｂ上に例えばＴａＮ／ＷＮ／Ｗ膜からなるゲート電極９ａ
及び９ｂが形成される。
【００７７】
　尚、上述するメモリセルトランジスタＭＴ１及びＭＴ２、選択トランジスタＳＴ１及び
ＳＴ２は、上記の材料に限定されず、種々変更可能である。
【００７８】
　上記第３の実施形態によれば、第１の実施形態と同様、メモリセルトランジスタＭＴ１
及びＭＴ２において、ブロック絶縁膜８ａの成膜前に、素子分離絶縁膜５ａ上にバリア絶
縁膜６ａが形成されている。これにより、不純物拡散により生じるメモリセルトランジス
タＭＴ１及びＭＴ２のしきい値電圧の変動を抑え、メモリセルトランジスタＭＴ１及びＭ
Ｔ２の特性の劣化を抑制することができる。
【００７９】
　また、第３の実施形態では、選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２において、シリコン酸
化膜からなる素子分離絶縁膜５ｂ上にシリコン酸窒化膜からなるバリア絶縁膜６ｂが形成
されている。このとき、バリア絶縁膜６ｂの側面は、酸化膜７ｂ－１及び７ｂ－２に接し
ている。従って、素子分離絶縁膜５ｂは、バリア絶縁膜６ｂで完全に覆われる。このバリ
ア絶縁膜６ｂは、ブロック絶縁膜８ｂの成膜前に形成される。これにより、ブロック絶縁
膜８ｂの成膜時に生じる不純物元素が素子分離絶縁膜５ｂ内に拡散するのを抑制すること
ができる。従って、不純物拡散により生じる選択トランジスタＳＴ１及びＳＴ２の特性の
劣化を抑制することができる。
【００８０】
　その他、本発明は、上記各実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で、種々に変形することが可能である。例えば、各実施形態におけるト
ンネル絶縁膜２ａ－１及び２ａ－２は、単層に限定されず、シリコン酸化膜／シリコン窒
化膜又はシリコン酸窒化膜／シリコン酸化膜などからなる積層にしてもよい。また、ゲー
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ト電極９ａ及び９ｂは、ＴａＮ上にポリシリコンと、例えばＣｏＳｉやＮｉＳｉなどのシ
リサイドを積層した構造にしてもよい。さらに、上記実施形態には種々の段階の発明が含
まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより種々の発明が抽
出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されて
も、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べら
れている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され
得る。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】図１（ａ）は、本発明の各実施形態に関連するＮＡＮＤ型フラッシュメモリを示
す回路図、図１（ｂ）は、本発明の各実施形態に関連するＮＡＮＤ型フラッシュメモリを
示す平面図。
【図２】図２（ａ）は、本発明の第１の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置のメモリ
セルトランジスタを示すチャネル幅方向における断面図、図２（ｂ）は、本発明の第１の
実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の選択トランジスタを示すチャネル幅方向におけ
る断面図。
【図３】図３（ａ）は、本発明の第１の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置のメモリ
セルトランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断面図、図３（ｂ）は、本発
明の第１の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の選択トランジスタの製造方法を示す
チャネル幅方向における断面図。
【図４】図４（ａ）は、図３（ａ）に続く、本発明の第１の実施形態に係る不揮発性半導
体記憶装置のメモリセルトランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断面図、
図４（ｂ）は、図３（ｂ）に続く、本発明の第１の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装
置の選択トランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断面図。
【図５】図５（ａ）は、図４（ａ）に続く、本発明の第１の実施形態に係る不揮発性半導
体記憶装置のメモリセルトランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断面図、
図５（ｂ）は、図４（ｂ）に続く、本発明の第１の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装
置の選択トランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断面図。
【図６】図６（ａ）は、図５（ａ）に続く、本発明の第１の実施形態に係る不揮発性半導
体記憶装置のメモリセルトランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断面図、
図６（ｂ）は、図５（ｂ）に続く、本発明の第１の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装
置の選択トランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断面図。
【図７】図７（ａ）は、図６（ａ）に続く、本発明の第１の実施形態に係る不揮発性半導
体記憶装置のメモリセルトランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断面図、
図７（ｂ）は、図６（ｂ）に続く、本発明の第１の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装
置の選択トランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断面図。
【図８】図８（ａ）は、図７（ａ）に続く、本発明の第１の実施形態に係る不揮発性半導
体記憶装置のメモリセルトランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断面図、
図８（ｂ）は、図７（ｂ）に続く、本発明の第１の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装
置の選択トランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断面図。
【図９】図９（ａ）は、本発明の第２の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置のメモリ
セルトランジスタを示すチャネル幅方向における断面図、図９（ｂ）は、本発明の第２の
実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の選択トランジスタを示すチャネル幅方向におけ
る断面図。
【図１０】図１０（ａ）は、本発明の第２の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置のメ
モリセルトランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断面図、図１０（ｂ）は
、本発明の第２の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の選択トランジスタの製造方法
を示すチャネル幅方向における断面図。
【図１１】図１１（ａ）は、図１０（ａ）に続く、本発明の第２の実施形態に係る不揮発
性半導体記憶装置のメモリセルトランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断
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面図、図１１（ｂ）は、図１０（ｂ）に続く、本発明の第２の実施形態に係る不揮発性半
導体記憶装置の選択トランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断面図。
【図１２】図１２（ａ）は、図１１（ａ）に続く、本発明の第２の実施形態に係る不揮発
性半導体記憶装置のメモリセルトランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断
面図、図１２（ｂ）は、図１１（ｂ）に続く、本発明の第２の実施形態に係る不揮発性半
導体記憶装置の選択トランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断面図。
【図１３】図１３（ａ）は、本発明の第３の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置のメ
モリセルトランジスタを示すチャネル幅方向における断面図、図１３（ｂ）は、本発明の
第３の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の選択トランジスタを示すチャネル幅方向
における断面図。
【図１４】図１４（ａ）は、本発明の第３の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置のメ
モリセルトランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断面図、図１４（ｂ）は
、本発明の第２の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の選択トランジスタの製造方法
を示すチャネル幅方向における断面図。
【図１５】図１５（ａ）は、図１４（ａ）に続く、本発明の第３の実施形態に係る不揮発
性半導体記憶装置のメモリセルトランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断
面図、図１５（ｂ）は、図１４（ｂ）に続く、本発明の第３の実施形態に係る不揮発性半
導体記憶装置の選択トランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断面図。
【図１６】図１６（ａ）は、図１５（ａ）に続く、本発明の第３の実施形態に係る不揮発
性半導体記憶装置のメモリセルトランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断
面図、図１６（ｂ）は、図１５（ｂ）に続く、本発明の第３の実施形態に係る不揮発性半
導体記憶装置の選択トランジスタの製造方法を示すチャネル幅方向における断面図。
【符号の説明】
【００８２】
　１…半導体基板、２ａ，２ｂ，２ｂ－１，２ｂ－２，７ｂ－１，７ｂ－２…シリコン酸
化膜、２ａ－１，２ａ－２…トンネル絶縁膜、３ａ，３ｂ，３ｂ－１，３ｂ－２…シリコ
ン窒化膜、３ａ－１，３ａ－２…電荷蓄積層、４，１１…マスク材、５ａ，５ｂ…素子分
離絶縁膜、６ａ，６ｂ…バリア絶縁膜、８ａ，８ｂ…ブロック絶縁膜、９ａ，９ｂ…ゲー
ト電極、１０…ゲート絶縁膜、１００…半導体記憶装置。



(15) JP 2010-45175 A 2010.2.25

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(16) JP 2010-45175 A 2010.2.25

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(17) JP 2010-45175 A 2010.2.25

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(18) JP 2010-45175 A 2010.2.25

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(19) JP 2010-45175 A 2010.2.25

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100095441
            弁理士　白根　俊郎
(74)代理人  100084618
            弁理士　村松　貞男
(74)代理人  100103034
            弁理士　野河　信久
(74)代理人  100119976
            弁理士　幸長　保次郎
(74)代理人  100153051
            弁理士　河野　直樹
(74)代理人  100140176
            弁理士　砂川　克
(74)代理人  100100952
            弁理士　風間　鉄也
(74)代理人  100101812
            弁理士　勝村　紘
(74)代理人  100070437
            弁理士　河井　将次
(74)代理人  100124394
            弁理士　佐藤　立志
(74)代理人  100112807
            弁理士　岡田　貴志
(74)代理人  100111073
            弁理士　堀内　美保子
(74)代理人  100134290
            弁理士　竹内　将訓
(74)代理人  100127144
            弁理士　市原　卓三
(74)代理人  100141933
            弁理士　山下　元
(72)発明者  八重樫　利武
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
Ｆターム(参考) 5F083 EP18  EP22  EP32  EP76  JA02  JA05  LA12  LA16  NA01  NA06 
　　　　 　　        PR15 
　　　　 　　  5F101 BA45  BA47  BB02  BD22  BD34  BD35  BH05  BH21 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

