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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上に導電層と絶縁層とが交互に複数積層され、前記複数の導電層は、それら
の端部の位置が上層から下層にかけて徐々にずれた階段部を形成し、前記階段部の各ステ
ップに、積層方向に延びるコンタクトがそれぞれ接続された三次元半導体装置において、
　前記階段部は、少なくとも最上層から所定の導電層までは、上層の導電層ほど前記ステ
ップの幅が広くなるように形成されている
　ことを特徴とする三次元半導体装置。
【請求項２】
　前記階段部は、前記所定の導電層よりも下層の導電層については、下層の導電層ほど前
記ステップの幅が広くなるように形成されている
　ことを特徴とする請求項１記載の三次元半導体装置。
【請求項３】
　前記階段部のステップは、前記半導体基板に平行な第１方向及び前記第１方向と直交す
る第２方向にマトリクス状に配列されている
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の三次元半導体装置。
【請求項４】
　半導体基板上に導電層と絶縁層とを交互に複数積層し、
　前記導電層と前記絶縁層との積層体の上にレジストを形成し、
　前記レジストによる前記導電層及び前記絶縁層の選択的なエッチングを、前記レジスト
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を縮小させながら、順次実行して、前記複数の導電層の端部の位置が上層から下層にかけ
て徐々にずれた階段部を形成し、
　前記階段部の各ステップに、積層方向に延びるコンタクトをそれぞれ接続する
　三次元半導体装置の製造方法において、
　前記階段部の形成は、少なくとも最上層から所定の導電層までは、上層の導電層ほど前
記ステップの幅が広くなるように前記レジストの縮小幅を調整しながら実行する
　ことを特徴とする三次元半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記階段部の形成は、
　前記複数の導電層の端部の位置が上層から下層にかけて第１方向に徐々にずれた一次元
階段部を形成したのち、前記一次元階段部を上層から下層にかけて前記第１方向と直交す
る第２方向に徐々にずれた二次元階段部を形成する工程である
　ことを特徴とする請求項４記載の三次元半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記階段部の形成は、
　前記レジストの縮小幅を直前の工程における前記レジストの縮小幅よりも１０％以上増
加させる
　ことを特徴とする請求項４又は５記載の三次元半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記階段部の形成は、
　前記最上層から前記所定の導電層までは、前記レジストによる前記導電層及び前記絶縁
層の選択的なエッチングを、前記レジストを縮小させながら、順次実行して、前記複数の
導電層の端部の位置が上層から下層にかけて徐々にずれた階段部を形成し、
　前記所定の導電層から最下層の導電層については、前記レジストによる前記導電層及び
前記絶縁層の選択的なエッチングを、前記レジストを追加塗布して前記レジストの範囲を
拡大させながら、順次実行して、前記複数の導電層の端部の位置が上層から下層にかけて
徐々にずれた階段部を形成する
　ことを特徴とする請求項４乃至６のいずれか１項記載の三次元半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に記載の実施の形態は、積層構造を有する三次元半導体装置及びその製造方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　三次元半導体装置の一例として、近年、メモリの集積度を高めるために、メモリセルを
三次元的に配置した半導体記憶装置（三次元型半導体記憶装置）が提案されている。
【０００３】
　上記三次元型半導体記憶装置において、メモリセルのゲートに接続される導電層（ワー
ド線など）の端部は、階段状に加工された階段部を構成する。そして、この階段部におい
て導電層の上面にコンタクトが形成される。
【０００４】
　しかしながら、製造工程におけるバラツキにより導電層とコンタクトとが十分に接続で
きない場合が生じ、三次元半導体装置の配線抵抗が増大するおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２６６１４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　本発明は、導電層とコンタクトの十分な接続を確保可能な三次元半導体装置及びその製
造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一態様に係る三次元半導体装置は、半導体基板上に導電層と絶縁層とが交互に複数積層
され、前記複数の導電層は、それらの端部の位置が上層から下層にかけて徐々にずれた階
段部を形成し、前記階段部の各ステップに、積層方向に延びるコンタクトがそれぞれ接続
されたものであり、前記階段部が、少なくとも最上層から所定の導電層までは、上層の導
電層ほど前記ステップの幅が広くなるように形成されている。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置のブロック図である。
【図２】第１の実施の形態に係るメモリブロックＭＢを示す回路図である。
【図３】第１の実施の形態に係るメモリブロックＭＢを示す概略斜視図である。
【図４】第１の実施の形態に係るメモリブロックＭＢ、及びワード線コンタクト部７０を
示す断面図である。
【図５】第１の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図である
。
【図６】第１の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図である
。
【図７】第１の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図である
。
【図８】第１の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図である
。
【図９】第１の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図である
。
【図１０】第１の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図であ
る。
【図１１】第１の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図であ
る。
【図１２】第１の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図であ
る。
【図１３】第２の実施の形態に係るメモリブロックＭＢ、及びワード線コンタクト部７０
を示す断面図である。
【図１４】第２の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図であ
る。
【図１５】第２の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図であ
る。
【図１６】第２の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図であ
る。
【図１７】第２の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図であ
る。
【図１８】第２の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図であ
る。
【図１９】第２の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図であ
る。
【図２０】第２の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図であ
る。
【図２１】第２の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図であ
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る。
【図２２】第２の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図であ
る。
【図２３】第２の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図であ
る。
【図２４】第２の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程を示す断面図であ
る。
【図２５】第３の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の階段部ＳＴｂを示す斜視図
である。
【図２６】第３の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の階段部ＳＴｂを示す上面図
である。
【図２７】第３の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の階段部ＳＴｂの製造工程を
示す斜視図である。
【図２８】第４の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の階段部ＳＴｃを示す上面図
である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して、不揮発性半導体記憶装置の一の実施の形態について説明する。
【００１０】
　［第１の実施の形態］
　［構成］
　以下、第１の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の構成について説明する。図１
は、第１の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置のブロック図である。
【００１１】
　第１の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置は、図１に示すように、メモリセルア
レイ１１と、このメモリセルアレイ１１の読み出し及び書き込みを制御するロウデコーダ
１２、１３、センスアンプ１４、カラムデコーダ１５、及び制御信号生成部１６を備える
。
【００１２】
　メモリセルアレイ１１は、複数のメモリブロックＭＢから構成されている。各メモリブ
ロックＭＢは、データを不揮発に記憶する３次元状に配列された複数のメモリトランジス
タＭＴｒを有し、データ消去動作を実行する場合において、一括で消去される最小消去単
位を構成する。メモリトランジスタＭＴｒは、ロウ方向、カラム方向、及び積層方向にマ
トリクス状（３次元的）に配置されている。
【００１３】
　ロウデコーダ１２、１３は、図１に示すように、取り込まれたブロックアドレス信号等
をデコードし、メモリセルアレイ１１を制御する。センスアンプ１４は、メモリセルアレ
イ１１からデータを読み出す。カラムデコーダ１５は、カラムアドレス信号をデコードし
、センスアンプ１４を制御する。制御信号生成部１６は、基準電圧を昇圧させて、書き込
みや消去時に必要となる高電圧を生成し、さらに、制御信号を生成し、ロウデコーダ１２
、１３、センスアンプ１４、及びカラムデコーダ１５を制御する。
【００１４】
　次に、図２を参照して、メモリブロックＭＢの具体的構成について説明する。メモリブ
ロックＭＢは、複数のビット線ＢＬ、複数のソース線ＳＬ、及びこれらビット線ＢＬ及び
ソース線ＳＬに接続された複数のメモリユニットＭＵを有する。
【００１５】
　メモリユニットＭＵは、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリを構成し、直列接続されたメモリ
トランジスタＭＴｒ１～ＭＴｒ８、及びバックゲートトランジスタＢＴｒからなるメモリ
ストリングＭＳの両端にソース側選択トランジスタＳＳＴｒ及びドレイン側選択トランジ
スタＳＤＴｒをそれぞれ接続して構成されている。メモリトランジスタＭＴｒ１～ＭＴｒ
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８は、その電荷蓄積層に電荷を蓄積することによって、その閾値電圧を変化させ、この閾
値電圧に応じたデータを保持する。
【００１６】
　カラム方向に並ぶ複数のメモリユニットＭＵのドレイン側選択トランジスタＳＤＴｒの
ドレインは、共通のビット線ＢＬに接続されている。カラム方向に並ぶ複数のメモリユニ
ットＭＵのソース側選択トランジスタＳＳＴｒのソースは、共通のソース線ＳＬに接続さ
れている。各メモリトランジスタＭＴｒ１～ＭＴｒ８のゲートには、ワード線ＷＬ１～８
がそれぞれ接続されている。バックゲートトランジスタＢＴｒのゲートには、バックゲー
ト線ＢＧが共通接続されている。ソース側選択トランジスタＳＳＴｒのゲートには、ソー
ス側選択ゲート線ＳＧＳが接続され、ドレイン側選択トランジスタＳＤＴｒのゲートには
、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤが接続されている。
【００１７】
　次に、図３及び図４を参照して、第１の実施の形態に係るメモリセルアレイの構造につ
いて説明する。図３は、１つのメモリブロックＭＢの一部を図示している。このようなメ
モリブロックＭＢが、ビット線ＢＬを共有して、カラム方向に繰り返して形成される。図
４は、メモリブロックＭＢ、及びそのメモリブロックＭＢの周辺に位置するワード線コン
タクト部７０を示している。なお、図４において、左側がメモリブロックＭＢのロウ方向
から見た断面を示し、右側がワード線コンタクト部７０のカラム方向から見た断面を示す
。
【００１８】
　１つのメモリブロックＭＢは、図３及び図４に示すように、基板２０上に順次積層され
たバックゲート層３０、メモリ層４０、選択トランジスタ層５０、及び配線層６０を有す
る。バックゲート層３０は、バックゲートトランジスタＢＴｒとして機能する。メモリ層
４０は、メモリトランジスタＭＴｒ１～ＭＴｒ８として機能する。選択トランジスタ層５
０は、ドレイン側選択トランジスタＳＤＴｒ、及びソース側選択トランジスタＳＳＴｒと
して機能する。配線層６０は、ソース線ＳＬ、及びビット線ＢＬとして機能する。
【００１９】
　バックゲート層３０は、図３及び図４に示すように、バックゲート導電層３１を有する
。バックゲート導電層３１は、バックゲート線ＢＧ、及びバックゲートトランジスタＢＴ
ｒのゲートとして機能する。バックゲート導電層３１は、基板２０と平行なロウ方向及び
カラム方向に２次元的に、板状に広がるように形成されている。バックゲート導電層３１
は、例えば、ポリシリコン（ｐｏｌｙ－Ｓｉ）により形成されている。
【００２０】
　バックゲート層３０は、図４に示すように、バックゲートホール３２を有する。バック
ゲートホール３２は、バックゲート導電層３１を掘り込むように形成されている。バック
ゲートホール３２は、上面からみてカラム方向を長手方向とする略矩形状に形成されてい
る。バックゲートホール３２は、１つのメモリブロックＭＢ中でロウ方向及びカラム方向
にマトリクス状に形成されている。
【００２１】
　メモリ層４０は、図３及び図４に示すように、バックゲート層３０の上層に形成されて
いる。メモリ層４０は、４層のワード線導電層４１ａ～４１ｄを有する。ワード線導電層
４１ａは、ワード線ＷＬ４、及びメモリトランジスタＭＴｒ４のゲートとして機能する。
また、ワード線導電層４１ａは、ワード線ＷＬ５、及びメモリトランジスタＭＴｒ５のゲ
ートとして機能する。同様に、ワード線導電層４１ｂ～４１ｄは、各々、ワード線ＷＬ２
～ＷＬ８、及びメモリトランジスタＭＴｒ２～ＭＴｒ８のゲートとして機能する。
【００２２】
　ワード線導電層４１ａ～４１ｄは、その上下間に層間絶縁層４５を挟んで積層されてい
る。ワード線導電層４１ａ～４１ｄは、カラム方向に所定ピッチをもってロウ方向（図４
の紙面垂直方向）を長手方向として延びるように形成されている。ワード線導電層４１ａ
～４１ｄは、例えば、ポリシリコン（ｐｏｌｙ－Ｓｉ）により形成されている。
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【００２３】
　メモリ層４０は、図４に示すように、メモリホール４２を有する。メモリホール４２は
、ワード線導電層４１ａ～４１ｄ、及び層間絶縁層４５を貫通するように形成されている
。メモリホール４２は、バックゲートホール３２のカラム方向の端部近傍に整合するよう
に形成されている。
【００２４】
　また、バックゲート層３０、及びメモリ層４０は、図４に示すように、メモリゲート絶
縁層４３、及びメモリ半導体層４４を有する。メモリ半導体層４４は、メモリストリング
ＭＳ（メモリトランジスタＭＴｒ１～ＭＴｒ８）、バックゲートトランジスタＢＴｒ）の
ボディ（チャネル）として機能する。
【００２５】
　メモリゲート絶縁層４３は、メモリホール４２の側面側からメモリ半導体層４４側へと
、ブロック絶縁層４３ａ、電荷蓄積層４３ｂ、及びトンネル絶縁層４３ｃを有する。電荷
蓄積層４３ｂは、電荷を蓄積可能に構成されている。
【００２６】
　ブロック絶縁層４３ａは、メモリホール４２の側壁に所定の厚みをもって形成されてい
る。電荷蓄積層４３ｂは、ブロック絶縁層４３ａの側壁に所定の厚みをもって形成されて
いる。トンネル絶縁層４３ｃは、電荷蓄積層４３ｂの側壁に所定の厚みをもって形成され
ている。ブロック絶縁層４３ａ、及びトンネル絶縁層４３ｃは、酸化シリコン（ＳｉＯ２

）等により形成され、電荷蓄積層４３ｂは、窒化シリコン（ＳｉＮ）等により形成されて
いる。
【００２７】
　メモリ半導体層４４は、バックゲートホール３２、及びメモリホール４２を埋めるよう
に形成されている。メモリ半導体層４４は、基板２０に対して垂直方向に延びる一対の柱
状半導体層４４Ａ、及び一対の柱状半導体層４４Ａの下端を連結する連結半導体層４４Ｂ
を有し、ロウ方向からみてＵ字状に形成されている。メモリ半導体層４４は、例えば、ポ
リシリコン（ｐｏｌｙ－Ｓｉ）により形成されている。
【００２８】
　上記バックゲート層３０は、メモリゲート絶縁層４３を介して連結半導体層４４Ｂの側
面を取り囲むように形成されている。また、ワード線導電層４１ａ～４１ｄは、メモリゲ
ート絶縁層４３を介して柱状半導体層４４Ａの側面を取り囲むように形成されている。
【００２９】
　選択トランジスタ層５０は、図３及び図４に示すように、ソース側導電層５１ａ、及び
ドレイン側導電層５１ｂを有する。ソース側導電層５１ａは、ソース側選択ゲート線ＳＧ
Ｓ、及びソース側選択トランジスタＳＳＴｒのゲートとして機能する。ドレイン側導電層
５１ｂは、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ、及びドレイン側選択トランジスタＳＤＴｒの
ゲートとして機能する。
【００３０】
　ソース側導電層５１ａは、メモリ半導体層４４を構成する一方の柱状半導体層４４Ａの
上層に形成されている。ドレイン側導電層５１ｂは、ソース側導電層５１ａと同層であっ
て、メモリ半導体層４４を構成する他方の柱状半導体層４４Ａの上層に形成されている。
ソース側導電層５１ａ、及びドレイン側導電層５１ｂは、カラム方向に所定ピッチをもっ
てロウ方向に延びるように形成されている。ソース側導電層５１ａ、及びドレイン側導電
層５１ｂは、例えば、ポリシリコン（ｐｏｌｙ－Ｓｉ）により形成されている。
【００３１】
　選択トランジスタ層５０は、図４に示すように、ソース側ホール５２ａ、及びドレイン
側ホール５２ｂを有する。ソース側ホール５２ａは、ソース側導電層５１ａを貫通するよ
うに形成されている。ドレイン側ホール５２ｂは、ドレイン側導電層５１ｂを貫通するよ
うに形成されている。ソース側ホール５２ａ及びドレイン側ホール５２ｂは、各々、メモ
リホール４２と整合する位置に形成されている。
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【００３２】
　選択トランジスタ層５０は、図４に示すように、ソース側ゲート絶縁層５３ａ、ソース
側柱状半導体層５４ａ、ドレイン側ゲート絶縁層５３ｂ、及びドレイン側柱状半導体層５
４ｂを有する。ソース側柱状半導体層５４ａは、ソース側選択トランジスタＳＳＴｒのボ
ディ（チャネル）として機能する。ドレイン側柱状半導体層５４ｂは、ドレイン側選択ト
ランジスタＳＤＴｒのボディ（チャネル）として機能する。
【００３３】
　ソース側ゲート絶縁層５３ａは、ソース側ホール５２ａの側面に所定の厚みをもって形
成されている。ソース側柱状半導体層５４ａは、ソース側ゲート絶縁層５３ａの側面及び
一対の柱状半導体層４４Ａの一方の上面に接し、基板２０に対して垂直方向に延びるよう
に柱状に形成されている。ソース側柱状半導体層５４ａは、例えば、ポリシリコン（ｐｏ
ｌｙ－Ｓｉ）により形成されている。
【００３４】
　ドレイン側ゲート絶縁層５３ｂは、ドレイン側ホール５２ｂの側面に所定の厚みをもっ
て形成されている。ドレイン側柱状半導体層５４ｂは、ドレイン側ゲート絶縁層５３ｂの
側面及び一対の柱状半導体層４４Ａの一方の上面に接し、基板２０に対して垂直方向に延
びるように柱状に形成されている。ドレイン側柱状半導体層５４ｂは、例えば、ポリシリ
コン（ｐｏｌｙ－Ｓｉ）により形成されている。
【００３５】
　配線層６０は、ソース線層６１、ビット線層６２、及びプラグ層６３を有する。ソース
線層６１は、ソース線ＳＬとして機能する。ビット線層６２は、ビット線ＢＬとして機能
する。
【００３６】
　ソース線層６１は、ソース側柱状半導体層５４ａの上面に接し、ロウ方向に延びるよう
に形成されている。ビット線層６２は、プラグ層６３を介してドレイン側柱状半導体層５
４ｂの上面に接し、カラム方向に延びるように形成されている。ソース線層６１、ビット
線層６２、及びプラグ層６３は、例えば、タングステン等の金属により形成されている。
【００３７】
　次に、図４を参照して、メモリブロックＭＢの周辺に位置するワード線コンタクト部７
０の構成について説明する。上述したバックゲート導電層３１、ワード線導電層４１ａ～
４１ｄ、及びソース側導電層５１ａ（ドレイン側導電層５１ｂ）は、メモリブロックＭＢ
からワード線コンタクト部７０にまで延びている。
【００３８】
　バックゲート導電層３１、ワード線導電層４１ａ～４１ｄ、及びソース側導電層５１ａ
（ドレイン側導電層５１ｂ）は、図４に示すように、そのロウ方向の端部の位置が異なる
ように階段状に形成されている。すなわち、バックゲート導電層３１、ワード線導電層４
１ａ～４１ｄ、及びソース側導電層５１ａ（ドレイン側導電層５１ｂ）のロウ方向の端部
は、その端部を階段状に形成された階段部ＳＴを構成する。階段部ＳＴは、ロウ方向に１
列に並ぶステップ（段）ＳＴ（１）～ＳＴ（５）を有する。
【００３９】
　ステップＳＴ（１）～ＳＴ（５）は、図４に示すように、下層から上層に並ぶ。ステッ
プＳＴ（１）～ＳＴ（５）は、ロウ方向にステップ幅Ｌ１～Ｌ５をもって形成されている
。ステップ幅Ｌ１～Ｌ５は、上層ほど広くなっている。すなわち、ステップ幅Ｌ１～Ｌ５
は、Ｌ１＜Ｌ２＜Ｌ３＜Ｌ４＜Ｌ５となるように設定されている。
【００４０】
　また、階段部ＳＴにて、上方から延びるコンタクト層７１ａ～７１ｅが形成されている
。コンタクト層７１ａは、バックゲート導電層３１の上面（ステップＳＴ（１））に接す
る。また、コンタクト層７１ｂ～７１ｅは、ワード線導電層４１ａ～４１ｄの上面（ステ
ップＳＴ（２）～ＳＴ（５））にそれぞれ接する。コンタクト層７１ａ～７１ｅの上面に
は、各々、基板２０と平行な方向に延びる引出配線７２が設けられている。
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【００４１】
　コンタクト層７１ａ～７１ｅは、テーパ状に形成されている。コンタクト層７１ａ～７
１ｅを形成する際のエッチングでは、底の浅いコンタクトホールの方が、目的とする導電
層４１に早く到達するので、その分穴径が大きくなる。
【００４２】
　この点、本実施の形態においては、ステップＳＴ（１）からステップＳＴ（５）へと上
層になるにつれ、ステップ幅Ｌ１～Ｌ５は次第に大きくなるように設定されている。これ
により、コンタクト層７１の穴径とステップ幅Ｌ１～Ｌ５とが対応し、穴径が大きくなっ
た分を吸収することができる。
【００４３】
　［製造方法］
　次に、図５～図１２を参照して、第１の実施の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。図５～図１２は、第１の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶
装置の製造工程を示す断面図である。
【００４４】
　先ず、図５に示すように、基板２０の上面にバックゲート層３０、メモリ層４０、及び
選択トランジスタ層５０が形成される。そして、選択トランジスタ層５０の上にレジスト
８４が形成される。レジスト８４は、ワード線導電層４１ａ～４１ｄの端部からロウ方向
に長さＬ１を持つ領域に亘ってソース側導電層５１ａ（ドレイン側導電層５１ｂ）の上面
を露出させるように形成される。次に、図６に示すように、レジスト８４を介してソース
側導電層５１ａ（ドレイン側導電層５１ｂ）に対してエッチングが行なわれる。これによ
り、ソース側導電層５１ａ（ドレイン側導電層５１ｂ）は、ワード線導電層４１ａ～４１
ｄの端部からカラム方向に長さＬ１を持つ領域に亘って除去される。
【００４５】
　続いて、図７に示すように、レジスト８４は、ワード線導電層４１ａ～４１ｄの端部か
らロウ方向に長さＬ１＋Ｌ２を持つ領域に亘ってソース側導電層５１ａ（ドレイン側導電
層５１ｂ）、及びワード線導電層４１ｄの上面を露出させるようにロウ方向に幅Ｌ２だけ
削られる。このとき、レジスト８４の縮小幅Ｌ２は、Ｌ１に対して１０％以上増加させる
。次に、図８に示すように、レジスト８４を介してソース側導電層５１ａ（ドレイン側導
電層５１ｂ）、及びワード線導電層４１ｄに対してエッチングが行なわれる。これにより
、ソース側導電層５１ａ（ドレイン側導電層５１ｂ）は、ワード線導電層４１ａ～４１ｃ
の端部からロウ方向に長さＬ１＋Ｌ２を持つ領域に亘って除去される。ワード線導電層４
１ｄは、ワード線導電層４１ａ～４１ｃの端部からロウ方向に長さＬ１を持つ領域に亘っ
て除去される。
【００４６】
　続いて、上記図７及び図８と同様の工程を繰り返し、図９に示すように、階段部ＳＴが
形成される。すなわち、レジスト８４をロウ方向に長さＬ３、Ｌ４、Ｌ５ずつ削って、エ
ッチングを行なう。このとき、レジスト８４の縮小幅Ｌ３は、Ｌ２に対して１０％以上増
加させ、レジスト８４の縮小幅Ｌ４は、Ｌ３に対して１０％以上増加させる。また、レジ
スト８４の縮小幅Ｌ５は、Ｌ４に対して１０％以上増加させる。
【００４７】
　次に、図１０に示すように、ソース側柱状半導体層５４ａの上にソース線層６１が形成
される。また、ソース線層６１、選択トランジスタ層５０、メモリ層４０、及びバックゲ
ート層３０を埋めるように、層間絶縁層４５が形成される。
【００４８】
　続いて、図１１に示すように、レジスト８５が形成される。レジスト８５は、階段部Ｓ
Ｔの上方、及びドレイン側柱状半導体層５４ｂの上方にホール８５ａを有するように形成
される。
【００４９】
　次に、図１２に示すように、レジスト８５を介して層間絶縁層４５をエッチングする。
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これにより、階段部ＳＴにてワード線導電層４１ａ～４１ｄの上面まで達するホール８６
が形成される。また、ドレイン側柱状半導体層５４ｂの上面まで達するホール８６ａが形
成される。そして、ホール８６を埋めるように、コンタクト層７１ａ～７１ｅが形成され
る。また、ホール８６ａを埋めるように、プラグ層６３が形成される。
【００５０】
　上記製造工程に示すように、ステップＳＴ（５）は、ステップＳＴ（１）～ＳＴ（５）
中で最も多くのレジスト８４の加工およびエッチングを経て形成される。一方、ステップ
ＳＴ（１）は、ステップＳＴ（１）～ＳＴ（５）中で最も少ないレジスト８４の加工およ
びエッチングを経て形成される。ここで、レジスト８４の加工およびエッチングにはそれ
ぞれバラツキが生じる。よって、レジスト８４の加工およびエッチングの回数の増加に伴
って、エッチングターゲットの形状のバラツキは増大する。したがって、ステップＳＴ（
５）が最も製造工程によるバラツキが大きく、ステップＳＴ（１）が最も製造工程による
バラツキが小さいものと考えられる。そこで、第１の実施の形態において、ステップＳＴ
（１）からステップＳＴ（５）へと上層になるにつれ、幅Ｌ１～Ｌ５は次第に大きくなる
ようにしている。具体的には、レジスト８４の縮小幅を前工程の縮小幅に対して１０％以
上増加させる。これにより、製造工程のバラツキによってステップＳＴ（１）～ＳＴ（５
）の幅が想定した値よりも小さくなった場合でも、第１の実施の形態は、ステップＳＴ（
１）～ＳＴ（５）にコンタクト層７１ａ～７１ｅを形成可能な幅を確保することができる
。したがって、第１の実施の形態は、配線抵抗の増大を抑制することができる。
【００５１】
　［第２の実施の形態］
　［構成］
　次に、図１３を参照して、第２の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の構成につ
いて説明する。第２の実施の形態は、図１３に示すように、ワード線導電層４１ａ～４１
ｄに加えて、それらの上層にワード線導電層４１ｅ～４１ｈを有する。この実施の形態で
は、上層側のワード線導電層４１ｅ～４１ｈは、上層ほどステップ幅が広くなるが、逆に
、下層側のワード線導電層４１ａ～４１ｄは、下層ほどステップ幅が広くなる。この点で
、第２の実施の形態は、主に第１の実施の形態と異なり、その他の構成は、後述する階段
部ＳＴａを除き、第１の実施の形態と略同様である。
【００５２】
　ワード線導電層４１ｅ～４１ｈは、ワード線導電層４１ａ～４１ｄと同様に、メモリゲ
ート絶縁層４３を介して柱状半導体層４４Ａを取り囲むように形成されている。第２の実
施の形態においては、ワード線導電層４１ｈの上層に、ソース側導電層５１ａ及びドレイ
ン側導電層５１ｂが形成されている。
【００５３】
　バックゲート導電層３１、ワード線導電層４１ａ～４１ｈ、及びソース側導電層５１ａ
（ドレイン側導電層５１ｂ）は、図１３に示すように、そのロウ方向の端部の位置が異な
るように階段状に形成されている。すなわち、バックゲート導電層３１、ワード線導電層
４１ａ～４１ｈ、及びソース側導電層５１ａ（ドレイン側導電層５１ｂ）のロウ方向の端
部は、その端部を階段状に形成された階段部ＳＴａを構成する。階段部ＳＴａは、ロウ方
向に１列に並ぶステップ（段）ＳＴａ（１）～ＳＴａ（９）を有する。
【００５４】
　ステップＳＴａ（１）～ＳＴａ（９）は、図２０に示すように、下層から上層に並ぶ。
ステップＳＴａ（１）～ＳＴａ（９）は、ロウ方向に幅Ｌａ１～Ｌａ９をもって形成され
ている。
【００５５】
　ステップ幅Ｌａ１～Ｌａ４は、下層ほど広くなっている。すなわち、ステップ幅Ｌａ１
～Ｌａ４は、Ｌａ１＞Ｌａ２＞Ｌａ３＞Ｌａ４となるように設定されている。また、ステ
ップ幅Ｌａ５～Ｌａ９は、上層ほど広くなっている。すなわち、ステップ幅Ｌａ５～Ｌａ
９は、Ｌａ９＞Ｌａ８＞Ｌａ７＞Ｌａ６＞Ｌａ５となるように設定されている。これら幅
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Ｌａ１～Ｌａ９は、後述する製造工程で生じるステップＳＴａ（１）～ＳＴａ（９）のバ
ラツキを考慮して定められている。
【００５６】
　階段部ＳＴａには、上方から延びるコンタクト層７１ａ～７１ｉが形成されている。コ
ンタクト層７１ａ～７１ｉは、各々、階段部ＳＴａにてバックゲート導電層３１、ワード
線導電層４１ａ～４１ｈの上面に接する。
【００５７】
　［製造方法］
　次に、図１４～図２４を参照して、第２の実施の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。図１４～図２４は、第２の実施の形態に係る不揮発性半導体
記憶装置の製造工程を示す断面図である。
【００５８】
　先ず、図１４に示すように、第１の実施の形態と同様の工程を実行し、ワード線導電層
４１ａ～４１ｈを含むメモリ層４０、選択トランジスタ層５０が形成される。そして、選
択トランジスタ層５０の上に、レジスト８４Ａが堆積される。レジスト８４Ａは、ワード
線導電層４１ａ～４１ｈの端部からロウ方向に長さＬａ１＋Ｌａ２＋Ｌａ３＋Ｌａ４を持
つ領域に亘ってソース側導電層５１ａ（ドレイン側導電層５１ｂ）の上面を露出させるよ
うに形成される。次に、図１５に示すように、レジスト８４Ａを介してソース側導電層５
１ａ（ドレイン側導電層５１ｂ）に対してエッチングが行なわれる。これにより、ソース
側導電層５１ａ（ドレイン側導電層５１ｂ）は、ワード線導電層４１ａ～４１ｈの端部か
らロウ方向に長さＬａ１＋Ｌａ２＋Ｌａ３＋Ｌａ４を持つ領域に亘ってエッチングされる
。
【００５９】
　続いて、図１６～図１８に示すように、第１の実施の形態と同様に、レジスト８４Ａを
ロウ方向に長さＬａ５、Ｌａ６、Ｌａ７、Ｌａ８、Ｌａ９ずつ削って、ソース側導電層５
１ａ（ドレイン側導電層５１ｂ）、及びワード線導電層４１ｄ～４１ｈに対してエッチン
グを行なう。これにより、階段部ＳＴａのステップＳＴａ（５）～ＳＴａ（９）が形成さ
れる。このとき、累積的な製造バラツキを吸収するため、Ｌａ６は、Ｌａ５に対して１０
％以上増加させ、Ｌａ７は、Ｌａ６に対して１０％以上増加させ、Ｌａ８は、Ｌａ７に対
して１０％以上増加させる。また、Ｌａ９は、Ｌａ８に対して１０％以上増加させる。
【００６０】
　次に、図１９に示すように、レジスト８４Ａのロウ方向の端部を覆うように、レジスト
８４Ｂ１が、レジスト８４Ａ、ソース側導電層５１ａ（ドレイン側導電層５１ｂ）、及び
ワード線導電層４１ｃ～４１ｈの上方に堆積される。レジスト８４Ｂ１は、レジスト８４
Ａのロウ方向の端部よりもロウ方向に長さＬａ４だけ突出するように形成される。すなわ
ち、レジスト８４Ｂ１は、ワード線導電層４１ａ～４１ｃの端部からロウ方向に長さＬａ
１＋Ｌａ２＋Ｌａ３を持つ領域に亘ってワード線導電層４１ｃの上面を露出させるように
形成される。次に、図２０に示すように、レジスト８４Ｂ１を介してワード線導電層４１
ｃに対してエッチングが行なわれる。これにより、ワード線導電層４１ｃは、ワード線導
電層４１ａ、４１ｂの端部からロウ方向に長さＬａ１＋Ｌａ２＋Ｌａ３を持つ領域に亘っ
て除去される。
【００６１】
　続いて、図２１に示すように、レジスト８４Ｂ１のロウ方向の端部を覆うように、レジ
スト８４Ｂ２が、レジスト８４Ａ、８４Ｂ１、ソース側導電層５１ａ（ドレイン側導電層
５１ｂ）、及びワード線導電層４１ｂ～４１ｈの上方に堆積される。レジスト８４Ｂ２は
、レジスト８４Ｂ１のロウ方向の端部よりもロウ方向にＬａ３だけ突出するように形成さ
れる。すなわち、レジスト８４Ｂ２は、ワード線導電層４１ａ、４１ｂの端部からロウ方
向に長さＬａ１＋Ｌａ２を持つ領域に亘ってワード線導電層４１ｂの上面を露出させるよ
うに形成される。次に、図２２に示すように、レジスト８４Ｂ２を介してワード線導電層
４１ｂに対してエッチングが行なわれる。これにより、ワード線導電層４１ｂは、ワード
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線導電層４１ａの端部からロウ方向に長さＬａ１＋Ｌａ２を持つ領域に亘って除去される
。
【００６２】
　続いて、図２３に示すように、レジスト８４Ｂ２のロウ方向の端部を覆うように、レジ
スト８４Ｂ３が、レジスト８４Ａ、８４Ｂ１、８４Ｂ２、ソース側導電層５１ａ（ドレイ
ン側導電層５１ｂ）、及びワード線導電層４１ａ～４１ｈの上方に形成される。レジスト
８４Ｂ３は、レジスト８４Ｂ２のロウ方向の端部よりもロウ方向にＬａ２だけ突出するよ
うに形成される。すなわち、レジスト８４Ｂ３は、バックゲート導電層３１の端部からロ
ウ方向に長さＬａ１を持つ領域に亘ってワード線導電層４１ａの上面を露出させるように
形成される。次に、図２４に示すように、レジスト８４Ｂ３を介してワード線導電層４１
ａに対してエッチングが行なわれる。これにより、ワード線導電層４１ａは、バックゲー
ト導電層３１の端部からロウ方向に長さＬａ１を持つ領域に亘って除去される。以上、図
１９～図２４に示す工程により、階段部ＳＴａのステップＳＴａ（１）～ＳＴａ（４）が
形成される。このとき、累積的な製造バラツキを吸収するため、Ｌａ４は、Ｌａ５に対し
て１０％以上増加させ、Ｌａ３は、Ｌａ４に対して１０％以上増加させ、Ｌａ２は、Ｌａ
３に対して１０％以上増加させ、Ｌａ１は、Ｌａ２に対して１０％以上増加させる。
【００６３】
　次に、この実施形態の効果について説明する。
　階段部ＳＴを形成する際にエッチングが進行すると、レジスト８４Ａの厚みも徐々に減
少する。したがつて、ワード線導電層４１ａ～４１ｈの積層数が増加すると、階段部ＳＴ
の全てのステップを形成する前にレジスト８４Ａが消失してしまう可能性がある。この点
、本実施形態では、図１８に示すように、レジスト８４Ａの厚みが限界厚みに近づいたら
、図１８以降に示すように、いわゆるスリミング方式から、レジスト８４Ｂ１～８４Ｂ３
を追加塗布するデポジット方式に切り替えるので、レジストの消失を抑えることができる
。
【００６４】
　そして、スリミング工程では、上層ほど寸法のバラツキが大きくなるので、上層ほどス
テップ幅を広くし、デポジット方式では、下層ほど寸法のバラツキが大きくなるので、下
層ほどステップ幅を広くするようにしている。このため、第２の実施の形態は、ステップ
ＳＴａ（１）～ＳＴａ（９）にコンタクト層７１ａ～７１ｉを形成可能な幅を確保するこ
とができる。したがって、第２の実施の形態は、配線抵抗の増大を抑制することができる
。
【００６５】
　［第３の実施の形態］
　［構成］
　次に、図２５及び図２６を参照して、第３の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置
の構成について説明する。第３の実施の形態は、第１の実施の形態と同様のメモリブロッ
クＭＢを有する。よって、第３の実施の形態において、その説明を省略する。
【００６６】
　第３の実施の形態は、図２５及び図２６に示すように、ロウ方向及びカラム方向にマト
リクス状に配置されたステップＳＴｂ（１、１）～ＳＴｂ（５、５）をもつ階段部ＳＴｂ
を有する。ステップＳＴｂ（１、１）～ＳＴｂ（５、５）は、バックゲート導電層３１、
及びワード線導電層４１ａ～４１ｄにより構成されている。
【００６７】
　図２５及び図２６に示すように、ステップＳＴｂ（１，１）～ＳＴｂ（５，５）は、例
えば、最下層から最上層まで、ＳＴｂ（１，１），ＳＴｂ（１，２），…，ＳＴｂ（１，
５），ＳＴｂ（２，１），…ＳＴｂ（４，５），ＳＴｂ（５，１），…，ＳＴｂ（５，５
）の順に配置されている。よって、どのステップＳＴｂ（ｉ，ｊ）も異なる層に位置する
。
【００６８】
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　そして、ステップＳＴｂ（１，１）～ＳＴｂ（５，５）は、ロウ方向の幅、カラム方向
の幅共に上層ほど広くなる。より具体的には、ステップＳＴｂ（１、ｎ）～ＳＴｂ（５、
ｎ）のロウ方向の幅Ｌｂｒ（ｎ）は、Ｌｂｒ（１）＜Ｌｂｒ（２）＜Ｌｂｒ（３）＜Ｌｂ
ｒ（４）＜Ｌｂｒ（５）、ステップＳＴｂ（ｎ、１）～ＳＴｂ（ｎ、５）のカラム方向の
幅Ｌｂｃ（ｎ）は、Ｌｂｃ（１）＜Ｌｂｃ（２）＜Ｌｂｃ（３）＜Ｌｂｃ（４）＜Ｌｂｃ
（５）となっている。
【００６９】
　［製造方法］
　次に、図２７を参照して、第３の実施の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。図２７は、第３の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工
程を示す斜視図である。なお、第３の実施の形態においては、階段部ＳＴｂを形成する工
程のみを説明する。
【００７０】
　先ず、図２７に示すように、第１の実施の形態と同様の工程を用いてバックゲート導電
層３１、ワード線導電層４１ａ～４１ｄ、及びソース側導電層５１ａ（ドレイン側導電層
５１ｂ）をロウ方向に階段状に加工する。続いて、第１の実施の形態と同様の工程を用い
てバックゲート導電層３１、ワード線導電層４１ａ～４１ｄ、及びソース側導電層５１ａ
（ドレイン側導電層５１ｂ）をカラム方向に階段状に加工する。これにより、図２５及び
図２６に示す階段部ＳＴｂが形成される。
【００７１】
　上記のように階段部ＳＴｂを形成することにより、第３の実施の形態は、第１の実施の
形態と同様に、製造工程のバラツキによってステップＳＴｂ（１、１）～ＳＴｂ（５、５
）の幅が想定した値よりも小さくなった場合でも、ステップＳＴｂ（１、１）～ＳＴｂ（
５、５）にコンタクト層を形成可能な幅を確保することができる。したがって、第３の実
施の形態は、配線抵抗の増大を抑制することができる。
【００７２】
　［第４の実施の形態］
　［構成］
　次に、図２８を参照して、第４の実施の形態に係る不揮発性半導体記憶装置の構成につ
いて説明する。第４の実施の形態は、第１の実施の形態と同様のメモリブロックＭＢを有
する。よって、第４の実施の形態において、その説明を省略する。
【００７３】
　第４の実施の形態は、第３の実施の形態のような二次元マトリクス型のステップを、第
２の実施の形態のようにスリミング方式の後にデポジット方式を実行することにより形成
する例である。図２８に示すように、ロウ方向及びカラム方向にマトリクス状に配置され
たステップＳＴｃ（１、１）～ＳＴｃ（９，９）をもつ階段部ＳＴｃを有する。ステップ
ＳＴｃ（１、１）～ＳＴｃ（９、９）は、バックゲート導電層３１、ワード線導電層４１
ａ～４１ｈ、及びソース側導電層５１ａ（ドレイン側導電層５１ｂ）により構成されてい
る。
【００７４】
　図２８に示すように、ステップＳＴｃ（１，１）～ＳＴｃ（９，９）は、例えば、最下
層から最上層まで、ＳＴｃ（１，１），ＳＴｃ（１，２），…，ＳＴｃ（１，９），ＳＴ
ｃ（２，１），…ＳＴｃ（８，９），ＳＴｃ（９，１），…，ＳＴｃ（９，９）の順に配
置されている。よって、どのステップＳＴｃ（ｉ，ｊ）も異なる層に位置する。
【００７５】
　そして、ステップＳＴｃ（１、ｎ）～ＳＴｃ（９、ｎ）のロウ方向の幅Ｌｃｒ（ｎ）は
、Ｌｃｒ（１）＞Ｌｃｒ（２）＞Ｌｃｒ（３）＞Ｌｃｒ（４）、Ｌｃｒ（５）＜Ｌｃｒ（
６）＜Ｌｃｒ（７）＜Ｌｃｒ（８）＜Ｌｃｒ（９）、ステップＳＴｃ（ｎ、１）～ＳＴｃ
（ｎ、９）のカラム方向の幅Ｌｃｃ（ｎ）は、Ｌｃｃ（１）＞Ｌｃｃ（２）＞Ｌｃｃ（３
）＞Ｌｃｃ（４）、Ｌｃｃ（５）＜Ｌｃｃ（６）＜Ｌｃｃ（７）＜Ｌｃｃ（８）＜Ｌｃｃ
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【００７６】
　［製造方法］
　次に、第４の実施の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。
なお、第４の実施の形態においては、階段部ＳＴｃを形成する工程のみを説明する。
【００７７】
　先ず、第２の実施の形態と同様の工程を用いてバックゲート導電層３１、ワード線導電
層４１ａ～４１ｈ、及びソース側導電層５１ａ（ドレイン側導電層５１ｂ）をロウ方向に
階段状に加工する。続いて、第２の実施の形態と同様の工程を用いてバックゲート導電層
３１、ワード線導電層４１ａ～４１ｈ、及びソース側導電層５１ａ（ドレイン側導電層５
１ｂ）をカラム方向に階段状に加工する。これにより、図２８に示す階段部ＳＴｃが形成
される。
【００７８】
　上記のように階段部ＳＴｃを形成することにより、第４の実施の形態は、第２の実施の
形態と同様に、製造工程のバラツキによってステップＳＴｃ（１、１）～ＳＴｃ（９、９
）の幅が想定した値よりも小さくなった場合でも、ステップＳＴｃ（１、１）～ＳＴｃ（
９、９）にコンタクト層を形成可能な幅を確保することができる。したがって、第４の実
施の形態は、配線抵抗の増大を抑制することができる。
【００７９】
　［その他］
　本発明のいくつかの実施の形態を説明したが、これらの実施の形態は、例として提示し
たものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施の形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施の形態やその変形は、発明
の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に
含まれる。
【符号の説明】
【００８０】
　２０…半導体基板、　３０…バックゲート層、　４０…メモリ層、　５０…選択トラン
ジスタ層、　６０…配線層、　ＭＢ…メモリブロック、　ＭＵ…メモリユニット、　ＭＳ
…メモリストリング、　ＭＴｒ１～ＭＴｒ４…メモリトランジスタ、　ＢＴｒ…バックゲ
ートトランジスタ、　ＳＳＴｒ…ソース側選択トランジスタ、　ＳＤＴｒ…ドレイン側選
択トランジスタ。
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