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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気的に書き換え可能な複数のメモリセルが直列に接続された複数のメモリストリング
スを有する不揮発性半導体記憶装置であって、
　前記メモリストリングスは、
　基板に対して垂直方向に延びる半導体層と、
　前記半導体層の側壁側に、電荷を蓄積可能に構成された電荷蓄積層を介して形成された
複数の導電層と、
　前記導電層の上下に形成された層間絶縁層と
　を備え、
　前記各導電層の前記半導体層側の側壁は、上方から下方へと移動するに従い前記半導体
層の中心軸から離れる方向へ傾斜するように形成され、
　前記各層間絶縁層の前記半導体層側の側壁は、上方から下方へと移動するに従い前記半
導体層の中心軸に近づく方向へ傾斜するように形成され、
　前記電荷蓄積層は、複数の前記導電層毎に分離して形成されている
　ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。
【請求項２】
　前記導電層の前記半導体層側の側壁は、前記層間絶縁層の前記半導体層側の側壁よりも
前記半導体層から離れた位置に形成されている
　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。



(2) JP 5086851 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記半導体層は、柱状に形成されている
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項４】
　前記電荷蓄積層と前記導電層との間に形成された第１絶縁層と、
　前記電荷蓄積層と前記半導体層との間に形成された第２絶縁層と
　を備え、
　前記電荷蓄積層と前記半導体層との間に空隙が形成されている
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項記載の不揮発性半導体記憶装置
。
【請求項５】
　前記電荷蓄積層は、窒化シリコンにて構成されている
　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、電気的にデータの書き換えが可能な不揮発性半導体記憶装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、シリコン基板上の２次元平面内に素子を集積して、ＬＳＩが形成されてきた。メ
モリの記憶容量を増加させるために、一素子の寸法を小さくする（微細化する）方法に従
ってきたが、近年その微細化もコスト的、技術的に困難なものになってきた。微細化のた
めにはフォトリソグラフィの技術向上が必要であるが、例えば、現在のＡｒＦ液浸露光技
術では４０ｎｍ付近のルールが解像限界となっており、更なる微細化のためにはＥＵＶ露
光機の導入が必要である。しかし、ＥＵＶ露光機はコスト高であり、コストを考えた場合
には現実的ではない。また、仮に微細化が達成されたとしても、駆動電圧などがスケーリ
ングされない限り、素子間の耐圧など物理的な限界点を迎える事が予想される。つまり、
デバイスとしての動作が困難になる可能性が高い。
【０００３】
　そこで、近年、メモリの集積度を高めるために、メモリセルを３次元的に配置した半導
体記憶装置が多数提案されている（特許文献１）。
【０００４】
　メモリセルを３次元的に配置した従来の半導体記憶装置の一つに、円柱型構造のトラン
ジスタを用いた半導体記憶装置がある（特許文献１）。円柱型構造のトランジスタを用い
た半導体記憶装置においては、ゲート電極となる多層に積層された積層導電層、及びピラ
ー状の柱状半導体が設けられる。柱状半導体は、トランジスタのチャネル（ボディ）部と
して機能する。柱状半導体の周りには、電荷を蓄積可能な電荷蓄積層が設けられる。これ
ら積層導電層、柱状半導体、メモリゲート絶縁層を含む構成は、メモリストリングスと呼
ばれる。
【０００５】
　上記メモリストリングスを有する半導体記憶装置においては、電荷蓄積層の構造及び製
造方法により、メモリゲート絶縁層の信頼性や半導体記憶装置のデータ保持特性の優劣が
決まる。
【０００６】
　例えば、従来のメモリストリングスの製造方法は、概ね次の通りである。先ず、交互に
積層させた積層導電層及び層間絶縁層を貫通してホールを形成する。次に、そのホールに
面する積層導電層及び層間絶縁層の側壁側にブロック絶縁層、及び電荷蓄積層（ＳｉＮ）
を形成する。その後、ホールの下方に設けられた導電層（下部選択ゲート層）又はシリコ
ン（Ｓｉ）基板とコンタクトをとるために、反応性イオンエッチング（ＲＩＥ：Reactive
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 Ion Etching）でホール底部の窒化シリコン（ＳｉＮ）や酸化シリコン（ＳｉＯ２）を除
去する。このとき、ＲＩＥによって、ホール底部のみでなく、積層導電層に面するブロッ
ク絶縁層（ゲート絶縁層）が、ダメージを受ける懸念があり、これがゲートリークの大き
な原因の一つとなる。したがって、上記の従来の製造方法にあっては、他のセルへの誤書
き込みのおそれがある。
【０００７】
　また、例えば、従来の構造において、電荷蓄積層は、積層された複数の積層導電層にわ
たって形成されている。したがって、電荷蓄積層内において電荷が拡散し、データの保持
特性が低下するおそれがある。
【特許文献１】特開２００７－２６６１４３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、ゲート絶縁層の信頼性とデータ保持特性を向上させた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】
【０００９】
　本発明の一態様に係る不揮発性半導体記憶装置は、電気的に書き換え可能な複数のメモ
リセルが直列に接続された複数のメモリストリングスを有する不揮発性半導体記憶装置で
あって、前記メモリストリングスは、基板に対して垂直方向に延びる半導体層と、前記半
導体層の側壁側に、電荷を蓄積可能に構成された電荷蓄積層を介して形成された複数の導
電層と、前記導電層の上下に形成された層間絶縁層とを備え、前記各導電層の前記半導体
層側の側壁は、上方から下方へと移動するに従い前記半導体層の中心軸から離れる方向へ
傾斜するように形成され、前記各層間絶縁層の前記半導体層側の側壁は、上方から下方へ
と移動するに従い前記半導体層の中心軸に近づく方向へ傾斜するように形成され、前記電
荷蓄積層は、複数の前記導電層毎に分離して形成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、ゲート絶縁層の信頼性とデータ保持特性を向上させた不揮発性半導体記憶装
置を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明に係る不揮発性半導体記憶装置の一実施形態について説
明する。
【００１２】
　［第１実施形態］
　（第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置１００の構成）
　図１は、本発明の第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置１００の概略図を示す。
図１に示すように、第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置１００は、主として、メ
モリトランジスタ領域１２、ワード線駆動回路１３、ソース側選択ゲート線（ＳＧＳ）駆
動回路１４、ドレイン側選択ゲート線（ＳＧＤ）駆動回路１５、及びセンスアンプ１６を
有する。メモリトランジスタ領域１２は、データを記憶するメモリトランジスタを有する
。ワード線駆動回路１３は、ワード線ＷＬにかける電圧を制御する。ソース側選択ゲート
線（ＳＧＳ）駆動回路１４は、ソース側選択ゲート線ＳＧＳにかける電圧を制御する。ド
レイン側選択ゲート線（ＳＧＤ）駆動回路１５は、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤにかけ
る電圧を制御する。センスアンプ１６は、メモリトランジスタから読み出した電位を増幅
する。なお、上記の他、第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置１００は、ビット線
ＢＬにかける電圧を制御するビット線駆動回路、ソース線ＳＬにかける電圧を制御するソ
ース線駆動回路を有する（図示略）。
【００１３】
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　また、図１に示すように、第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置１００において
、メモリトランジスタ領域１２を構成するメモリトランジスタは、半導体層を複数積層す
ることによって形成されている。
【００１４】
　図２は、第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置１００のメモリトランジスタ領域
１２の一部の概略斜視図である。第１実施形態においては、メモリトランジスタ領域１２
は、メモリトランジスタＭＴｒ１ｍｎ～ＭＴｒ４ｍｎ、ソース側選択トランジスタＳＳＴ
ｒｍｎ及びドレイン側選択トランジスタＳＤＴｒｍｎからなるメモリストリングスＭＳを
ｍ×ｎ個（ｍ、ｎは自然数）を有している。図２においては、ｍ＝３、ｎ＝４の一例を示
している。
【００１５】
　各メモリストリングスＭＳのメモリトランジスタＭＴｒ１ｍｎ～ＭＴｒ４ｍｎのゲート
に接続されているワード線（ＷＬ１～ＷＬ４）は、それぞれ同一の導電層によって形成さ
れており、それぞれ共通である。即ち、各メモリストリングスＭＳのメモリトランジスタ
ＭＴｒ１ｍｎのゲートの全てがワード線ＷＬ１に接続されている。また、各メモリストリ
ングスＭＳのメモリトランジスタＭＴｒ２ｍｎのゲートの全てがワード線ＷＬ２に接続さ
れている。また、各メモリストリングスＭＳのメモリトランジスタＭＴｒ３ｍｎのゲート
の全てがワード線ＷＬ３に接続されている。また、各メモリストリングスＭＳのメモリト
ランジスタＭＴｒ４ｍｎのゲートの全てがワード線ＷＬ４に接続されている。第１実施形
態に係る不揮発性半導体記憶装置１００においては、図１及び図２に示すように、ワード
線ＷＬ１～ＷＬ４は、それぞれ、半導体基板Ｂａと平行な水平方向において２次元的に広
がりを有するように形成されている。また、ワード線ＷＬ１～ＷＬ４は、それぞれ、メモ
リストリングスＭＳに略垂直に配置されている。また、ワード線ＷＬ１～ＷＬ４のロウ方
向の端部は、階段状に形成されている。ここで、ロウ方向は、垂直方向に直交する方向で
あり、カラム方向は、垂直方向及びロウ方向に直交する方向である。
【００１６】
　各メモリストリングスＭＳは、半導体基板ＢａのＰ－ｗｅｌｌ領域Ｂａ１に形成された
ｎ＋領域の上に柱状の柱状半導体ＣＬｍｎ（図２に示す場合、ｍ＝１～３、ｎ＝１～４）
を有している。各柱状半導体ＣＬｍｎは、半導体基板Ｂａから垂直方向に形成されており
、半導体基板Ｂａ及びワード線（ＷＬ１～ＷＬ４）の面上においてマトリクス状になるよ
うに配置されている。つまり、メモリストリングスＭＳも、柱状半導体ＣＬｍｎに垂直な
面内にマトリクス状に配置されている。なお、この柱状半導体ＣＬｍｎは、円柱状であっ
ても、角柱状であってもよい。また、柱状半導体ＣＬｍｎとは、段々形状を有する柱状の
半導体を含む。
【００１７】
　また、図２に示すように、メモリストリングスＭＳの上方には、柱状半導体ＣＬｍｎと
絶縁層（図示せず）を介し接してドレイン側選択トランジスタＳＤＴｒｍｎを構成する矩
形板状のドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ（図２に示す場合、ＳＧＤ１～ＳＧＤ４）が設け
られている。各ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤは、互いに絶縁分離され、ワード線ＷＬ１
～ＷＬ４とは異なり、ロウ方向に延びカラム方向に繰り返し設けられたライン状に形成さ
れている。また、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤのカラム方向の中心を貫通して、柱状半
導体ＣＬｍｎが設けられている。
【００１８】
　また、図２に示すように、メモリストリングスＭＳの下方には、柱状半導体ＣＬｍｎと
絶縁膜（図示せず）を介し接してソース側選択トランジスタＳＳＴｒｍｎを構成するソー
ス側選択ゲート線ＳＧＳが設けられている。ソース側選択ゲート線ＳＧＳは、ワード線Ｗ
Ｌ１～ＷＬ４と同様に水平方向において２次元的に広がりを有するように形成されている
。なお、ソース側選択ゲート線ＳＧＳは、図２に示すような構造の他、ロウ方向に延び且
つカラム方向に繰り返し設けられた短冊状であってもよい。
【００１９】
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　次に、図２及び図３を参照して、第１実施形態におけるメモリストリングスＭＳにより
構成される回路構成及びその動作を説明する。図３は、第１実施形態における一つのメモ
リストリングスＭＳの回路図である。
【００２０】
　図２及び図３に示すように、第１実施形態において、メモリストリングスＭＳは、４つ
のメモリトランジスタＭＴｒ１ｍｎ～ＭＴｒ４ｍｎ並びにソース側選択トランジスタＳＳ
Ｔｒｍ及びドレイン側選択トランジスタＳＤＴｒｍｎを有している。これら４つのメモリ
トランジスタＭＴｒ１ｍｎ～ＭＴｒ４ｍｎ並びにソース側選択トランジスタＳＳＴｒｍｎ
及びドレイン側選択トランジスタＳＤＴｒｍｎは、それぞれ直列に接続されている（図３
参照）。第１実施形態のメモリストリングスＭＳにおいては、半導体基板Ｂａ上のＰ－型
領域（Ｐ－Ｗｅｌｌ領域）Ｂａ１に形成されたｎ＋領域に柱状半導体ＣＬｍｎが形成され
ている。
【００２１】
　また、ソース側選択トランジスタＳＳＴｒｍｎのソースにはソース線ＳＬ（半導体基板
ＢａのＰ－ｗｅｌｌ領域Ｂａ１に形成されたｎ＋領域）が接続されている。また、ドレイ
ン側選択トランジスタＳＤＴｒｍｎのドレインにはビット線ＢＬが接続されている。
【００２２】
　各メモリトランジスタＭＴｒｍｎは、柱状半導体ＣＬｍｎ、その柱状半導体ＣＬｍｎを
取り囲むように形成された電荷蓄積層（メモリ層）、その電荷蓄積層を取り囲むように形
成されたワード線ＷＬを有する。ワード線ＷＬは、メモリトランジスタＭＴｒｍｎの制御
ゲート電極として機能する。
【００２３】
　上記構成を有する不揮発性半導体記憶装置１００においては、ビット線ＢＬ１～ＢＬ３
、ドレイン側選択ゲート線ＳＧＤ、ワード線ＷＬ１～ＷＬ４、ソース側選択ゲート線ＳＧ
Ｓ、ソース線ＳＬの電圧は、ビット線駆動回路（図示略）、ドレイン側選択ゲート線駆動
回路１５、ワード線駆動回路１３、ソース側選択ゲート線駆動回路１４、ソース線駆動回
路（図示略）によって制御される。すなわち、所定のメモリトランジスタＭＴｒｍｎの電
荷蓄積層の電荷を制御することによって、データの読み出し、書き込み、消去を実行する
。
【００２４】
　（第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置１００の具体的構成）
　次に、図４を参照して、不揮発性半導体記憶装置１００の更に具体的構成を説明する。
図４は、第１実施形態におけるメモリストリングスＭＳを構成する不揮発性半導体記憶装
置の断面図である。図４に示すように、不揮発性半導体記憶装置１００（メモリストリン
グスＭＳ）は、メモリトランジスタ領域１２において、半導体基板Ｂａ上に下層から上層
へと、ソース側選択トランジスタ層２０、メモリトランジスタ層３０、及びドレイン側選
択トランジスタ層４０を有する。ソース側選択トランジスタ層２０は、ソース側選択トラ
ンジスタＳＳＴｒｍｎとして機能する。メモリトランジスタ層３０は、メモリトランジス
タＭＴｒｍｎとして機能する。ドレイン側選択トランジスタ層４０は、ドレイン側選択ト
ランジスタＳＤＴｒｍｎとして機能する。
【００２５】
　半導体基板Ｂａ上には、第１絶縁層Ｂａ３１、及び第２絶縁層Ｂａ３２が形成されてい
る。第１絶縁層Ｂａ３１は、窒化シリコン（ＳｉＮ）にて構成されている。第２絶縁層Ｂ
ａ３２は、ＴＥＯＳにて構成されている。
【００２６】
　ソース側選択トランジスタ層２０は、半導体基板Ｂａ上に順次積層された、ソース側第
１絶縁層２１、ソース側導電層２２、ソース側第２絶縁層２３、及びソース側分離絶縁層
２４を有する。
【００２７】
　ソース側第１絶縁層２１、ソース側導電層２２、ソース側第２絶縁層２３、及びソース
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側分離絶縁層２４は、半導体基板Ｂａと平行な水平方向において２次元的に広がりを有す
るようにメモリトランジスタ領域１２に形成されている。ソース側第１絶縁層２１、ソー
ス側導電層２２、ソース側第１絶縁層２３、及びソース側分離絶縁層２４は、メモリトラ
ンジスタ領域１２内の所定領域（消去単位）毎に分断されている。
【００２８】
　ソース側第１絶縁層２１、及びソース側第２絶縁層２３は、酸化シリコン（ＳｉＯ２）
にて構成されている。ソース側導電層２２は、例えば、ｐ＋型のポリシリコン（多結晶シ
リコン）にて構成されている。ソース側分離絶縁層２４は、窒化シリコン（ＳｉＮ）にて
構成されている。
【００２９】
　また、ソース側分離絶縁層２４、ソース側第２絶縁層２３、ソース側導電層２２、ソー
ス側第１絶縁層２１、第２絶縁層Ｂａ３２、及び第１絶縁層Ｂａ３１を貫通するようにソ
ース側ホール２５が形成されている。ソース側ホール２５に面する側壁には、順次、ソー
ス側ゲート絶縁層２６、ソース側柱状半導体層２７が設けられている。
【００３０】
　ソース側ゲート絶縁層２６は、酸化シリコン（ＳｉＯ２）にて形成されている。ソース
側柱状半導体層２７は、ポリシリコン（多結晶シリコン）にて形成されている。また、ソ
ース側柱状半導体層２７は、その上部をｎ＋型のポリシリコンにて構成されたものであっ
てもよい。
【００３１】
　また、ソース側選択トランジスタ層２０において、ソース側導電層２２が、ソース側選
択ゲート線ＳＧＳとして機能する。また、ソース側導電層２２が、ソース側選択トランジ
スタＳＳＴｒｍｎの制御ゲートとして機能する。
【００３２】
　メモリトランジスタ層３０は、ソース側分離絶縁層２４の上方に設けられた第１～第５
ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅと、第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅの上下
間に設けられた第１～第４ワード線導電層３２ａ～３２ｄと、第５ワード線間絶縁層３１
ｅ上に積層されたメモリ分離絶縁層３３を有する。
【００３３】
　第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅ、第１～第４ワード線導電層３２ａ～３２
ｄ、及びメモリ分離絶縁層３３は、ロウ方向及びカラム方向において２次元的に広がりを
有するように形成され、ロウ方向の端部で階段状に形成されている。
【００３４】
　第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅは、酸化シリコン（ＳｉＯ２）にて構成さ
れている。第１～第４ワード線導電層３２ａ～３２ｄは、ｐ＋型のポリシリコン（多結晶
シリコン）にて構成されている。メモリ分離絶縁層３３は、窒化シリコン（ＳｉＮ）にて
構成されている。
【００３５】
　また、メモリトランジスタ層３０において、メモリ分離絶縁層３３、第１～第５ワード
線間絶縁層３１ａ～３１ｅ、及び第１～第４ワード線導電層３２ａ～３２ｄを貫通するよ
うにメモリホール３４が形成されている。メモリホール３４は、ソース側ホール２５と整
合する位置に設けられている。
【００３６】
　メモリホール３４内には、ブロック絶縁層（第１絶縁層）３５、電荷蓄積層（メモリ層
）３６、トンネル絶縁層（第２絶縁層）３７、及びメモリ柱状半導体層３８が設けられて
いる。メモリ柱状半導体層３８は、半導体基板Ｂａに対して略垂直方向に延びるように形
成されている。
【００３７】
　ここで、第１～第４ワード線導電層３２ａ～３２ｄのメモリ柱状半導体層３８側の側壁
は、上方から下方へとメモリ柱状半導体層３８の中心軸から離れる方向へ傾斜するように
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形成されている。一方、第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅのメモリ柱状半導体
層３８側の側壁は、上方から下方へとメモリ柱状半導体層３８の中心軸に近づく方向へ傾
斜するように形成されている。換言すると、第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅ
、及び第１～第４ワード線導電層３２ａ～３２ｄのメモリ柱状半導体層３８側の側壁は、
連続した鋸歯状に形成されている。
【００３８】
　ブロック絶縁層３５、電荷蓄積層３６、及びトンネル絶縁層３７は、第１～第４ワード
線導電層３２ａ～３２ｄの側壁に、順次形成されている。ブロック絶縁層３５は、第１～
第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅの側壁にも形成されている。ブロック絶縁層３５は
、第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅ、及び第１～第４ワード線導電層３２ａ～
３２ｄにて共通となるように連続して形成されている。一方、電荷蓄積層３６及びトンネ
ル絶縁層３７は、第１～第４ワード線導電層３２ａ～３２ｄ毎に分離して形成され、第１
～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅには形成されていない。
【００３９】
　ブロック絶縁層３５、及びトンネル絶縁層３７は、酸化シリコン（ＳｉＯ２）にて形成
されている。電荷蓄積層３６は、窒化シリコン（ＳｉＮ）にて形成されている。電荷蓄積
層３６は、電荷を蓄積可能に構成されている。メモリ柱状半導体３８は、ポリシリコン（
多結晶シリコン）にて構成されている。また、メモリ柱状半導体層３８は、その上部をｎ
＋型のポリシリコンにて構成されたものであってもよい。
【００４０】
　なお、上記構成を換言すると、ブロック絶縁層３５は、各々の電荷蓄積層３６と第１～
第４ワード線導電層３２ａ～３２ｄの側壁との間に設けられると共に、メモリ柱状半導体
層３８と第１～第４ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅの側壁との間に設けられている。各
々のトンネル絶縁層３７は、各々の電荷蓄積層３６の側壁とメモリ柱状半導体層３８の側
壁との間に設けられている。
【００４１】
　メモリトランジスタ層３０において、第１～第４ワード線導電層３２ａ～３２ｄが、ワ
ード線ＷＬ１～ＷＬ４として機能する。また、第１～第４ワード線導電層３２ａ～３２ｄ
が、メモリトランジスタＭＴｒｍｎの制御ゲートとして機能する。
【００４２】
　ドレイン側選択トランジスタ層４０は、メモリ保護絶縁層３３上に順次積層されたドレ
イン側第１絶縁層４１、ドレイン側導電層４２、ドレイン側第２絶縁層４３、及びドレイ
ン側分離絶縁層４４を有する。
【００４３】
　ドレイン側第１絶縁層４１、ドレイン側導電層４２、ドレイン側第２絶縁層４３、及び
ドレイン側分離絶縁層４４は、メモリ柱状半導体層３８の上部に整合する位置に設けられ
且つロウ方向に延びカラム方向に繰り返し設けられたライン状に形成されている。
【００４４】
　ドレイン側第１絶縁層４１及びドレイン側第２絶縁層４３は、酸化シリコン（ＳｉＯ２

）にて形成されている。ドレイン側導電層４２は、例えば、ｐ＋型のポリシリコン（多結
晶シリコン）にて形成されている。ドレイン側導電層４２は、例えば、ｎ型のポリシリコ
ン（多結晶シリコン）にて形成されていてもよい。ドレイン側分離絶縁層４４は、窒化シ
リコン（ＳｉＮ）にて形成されている。
【００４５】
　また、ドレイン側選択トランジスタ層４０において、ドレイン側分離絶縁層４４、ドレ
イン側第２絶縁層４３、ドレイン側導電層４２、及びドレイン側第１絶縁層４１を貫通す
るようにドレイン側ホール４５が形成されている。ドレイン側ホール４５は、メモリホー
ル３４と整合する位置に設けられている。ドレイン側ホール４５に面する側壁には、順次
、ドレイン側ゲート絶縁層４６、及びドレイン側柱状半導体層４７が設けられている。
【００４６】
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　ドレイン側ゲート絶縁層４６は、酸化シリコン（ＳｉＯ２）にて形成されている。ドレ
イン側柱状半導体層４７は、ポリシリコン（多結晶シリコン）にて形成されている。また
、ドレイン側柱状半導体層４７の上部は、ｎ＋型ポリシリコンにて構成されている。
【００４７】
　また、ドレイン側選択トランジスタ層４０において、ドレイン側導電層４２が、ドレイ
ン側選択ゲート線ＳＧＤとして機能する。また、ドレイン側導電層４２が、ドレイン側選
択トランジスタＳＤＴｒｍｎの制御ゲートとして機能する。
【００４８】
　（第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置１００の製造工程）
　次に、図５～図１０を参照して、第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置１００の
製造工程について説明する。詳しくは、図５～図１０においては、メモリトランジスタ層
３０の製造工程について説明する。なお、図５～図１０は、主にメモリトランジスタ層３
０を示しており、ソース側選択トランジスタ層２０及びドレイン側選択トランジスタ層４
０を省略して示している。
【００４９】
　先ず、図５に示すように、ソース側選択トランジスタ層２０上（ソース側分離絶縁層２
４及びソース側柱状半導体層２７上）に酸化シリコン（ＳｉＯ２）５１ａ～５１ｅと、ｐ
＋型のポリシリコン（多結晶シリコン）５２ａ～５２ｄとを交互に順次積層させた後、窒
化シリコン（ＳｉＮ）５３を堆積させる。
【００５０】
　次に、図６に示すように、ＲＩＥにより、ソース側ホール２７と整合する位置で、窒化
シリコン（ＳｉＮ）５３、酸化シリコン（ＳｉＯ２）５１ａ～５１ｅ、及びポリシリコン
（多結晶シリコン）５２ａ～５２ｄを貫通するようにメモリホール３４を形成する。この
工程により、酸化シリコン（ＳｉＯ２）５１ａ～５１ｅは、第１～第５ワード線間絶縁層
３１ａ～３１ｅとなる。また、ポリシリコン（多結晶シリコン）５２ａ～５２ｄは、第１
～第４ワード線導電層３２ａ～３２ｄとなる。また、窒化シリコン（ＳｉＮ）５３は、メ
モリ分離絶縁層３３となる。
【００５１】
　また、図６に示す工程において、ＲＩＥのエッチング条件を連続的に変化させることに
より、メモリホール３４は、第１～第４ワード線導電層３２ａ～３２ｄの側壁が上方から
下方へとメモリホール３４の中心軸から離れる方向へ傾斜するように形成される。また、
メモリホール３４は、第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅの側壁が上方から下方
へとメモリホール３４の中心軸に近づく方向へ傾斜するように形成される。ＲＩＥのエッ
チング条件とは、例えば、用いられるガスの種類や、温度などである。
【００５２】
　次に、図７に示すように、メモリホール３４内に、酸化シリコン（ＳｉＯ２）３５、及
び窒化シリコン（ＳｉＮ）３６ａを順次積層させる。例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ２）
３５は、５ｎｍとし、窒化シリコン（ＳｉＮ）３６ａは、１０ｎｍとする。上記工程にお
いて、酸化シリコン（ＳｉＯ２）３５は、ブロック絶縁層３５として機能する。
【００５３】
　続いて、図８に示すように、ＲＩＥを行なう。このＲＩＥ処理により、ソース側柱状半
導体層２７の上（メモリホール３４の底部）の窒化シリコン（ＳｉＮ）３６ａ、及び酸化
シリコン（ＳｉＯ２）３５が除去され、ソース側柱状半導体層２７とコンタクト可能な構
成とする。さらに、図８に示すＲＩＥ処理により、メモリ分離絶縁層３３の上面に形成さ
れたブロック絶縁層３５及び窒化シリコン（ＳｉＮ）３６ａが除去される。ここで、第１
～第４ワード線導電層３２ａ～３２ｄの側壁は、上記のような傾斜をもって形成され、第
１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅの側壁は、上記のような傾斜をもって形成され
ている。したがって、第１～第４ワード線導電層３２ａ～３２ｄの側壁に形成された窒化
シリコン（ＳｉＮ）３６ａは、第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅの側壁に形成
された窒化シリコン（ＳｉＮ）３６ａよりも、ＲＩＥのエッチングイオンにより照射され
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る面積が小さい。つまり、上記工程を経て、窒化シリコン（ＳｉＮ）３６ａは、第１～第
４ワード線導電層３２ａ～３２ｄの側壁にのみ残存する。これら残存した窒化シリコン（
ＳｉＮ）３６ａが、電荷蓄積層３６として機能する。
【００５４】
　次に、図９に示すように、酸化シリコン（ＳｉＯ２）３７ａを堆積させる。
【００５５】
　続いて、図１０に示すように、ＲＩＥ処理を行なう。このＲＩＥ処理により、メモリ分
離絶縁層３３の上面に形成された酸化シリコン（ＳｉＯ２）３７ａが、除去される。また
、電荷蓄積層３６の形成工程と同様の理由により、酸化シリコン（ＳｉＯ２）３７ａは、
電荷蓄積層３６（第１～第４ワード線導電層３２ａ～３２ｄの側壁側）上にのみに残存す
る。この残存した酸化シリコン（ＳｉＯ２）３７ａが、トンネル絶縁層３７として機能す
る。
【００５６】
　次に、図１０に示す工程の後、希フッ酸処理を行い、露出したソース側柱状半導体層２
７上の自然酸化膜を除去する。ここで、電荷蓄積層３６及びトンネル絶縁層３７の形成工
程と同様の理由により、トンネル絶縁層３７は、希フッ酸処理により略エッチングされる
ことなく残存する。続いて、メモリホール３４内にアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）を
堆積させ、ＲＩＥ処理、及び熱処理を行う。上記工程を経て、メモリホール３４内にメモ
リ柱状半導体層３８が形成される。また、ここで、メモリ柱状半導体層３８の上端に、不
純物イオンをイオン注入し、メモリ柱状半導体層３８の上部をｎ＋型のポリシリコンとし
てもよい。以上の工程により、図４に示すメモリトランジスタ層３０が形成される。
【００５７】
　（第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置１００の効果）
　次に、第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置１００の効果について説明する。第
１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置１００は、上記積層構造に示したように高集積
化可能である。また、不揮発性半導体記憶装置１００は、上記製造工程にて説明したよう
に、メモリトランジスタＭＴｒｍｎとなる各層、ソース側選択トランジスタＳＳＴｒｍｎ
、及びドレイン側選択トランジスタ層ＳＤＴｒｍｎとなる各層を、積層数に関係なく所定
のリソグラフィ工程数で製造することができる。すなわち、安価に不揮発性半導体記憶装
置１００を製造することが可能である。
【００５８】
　また、本発明の第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置１００において、第１～第
４ワード線導電層３２ａ～３２ｄのメモリ柱状半導体層３４側の側壁は、上方から下方へ
と移動するに従いメモリ柱状半導体層３８から離れる方向へ傾斜するように形成されてい
る。また、第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅのメモリ柱状半導体層３８側の側
壁は、上方から下方へと移動するに従いメモリ柱状半導体層３８に近づく方向へ傾斜する
ように形成されている。これらの構成より、各々の第１～第４ワード線導電層３２ａ～３
２ｄのメモリ柱状半導体層３８側の側壁には、それら第１～第４ワード線導電層３２ａ～
３２ｄ毎に分離して、電荷蓄積層３６、及びトンネル絶縁層３７が形成されている。換言
すると、電荷蓄積層３６は、メモリトランジスタＭＴｒｍｎ毎に分離されて形成されてい
る。したがって、第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置１００は、各第１～第４ワ
ード線導電層３２ａ～３２ｄに形成された電荷蓄積層３６毎に電荷を保持することができ
る。つまり、第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置１００は、メモリホール３４に
面する側壁全体を電荷蓄積層３６にて覆う構成と比較して、データ保持特性を向上させる
ことができる。また、第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置１００は、他のメモリ
セルへの誤書き込みを減らすことができる。
【００５９】
　［第２実施形態］
　（第２実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の具体的構成）
　次に、図１１を参照して、本発明の第２実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の具体
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的構成について説明する。図１１は、第２実施形態におけるメモリストリングスＭＳを構
成する不揮発性半導体記憶装置の断面図である。なお、第２実施形態において、第１実施
形態と同様の構成については、同一符号を付し、その説明を省略する。
【００６０】
　図１１に示すように、第２実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置（メモリストリング
ス）は、第１実施形態と異なるメモリトランジスタ層３０ａを有する。
【００６１】
　メモリトランジスタ層３０ａは、第１実施形態と異なる第１～第４ワード線導電層３２
ａ’～３２ｄ’、メモリホール３４’、ブロック絶縁層（第１絶縁層）３５ｂ、電荷蓄積
層３６ｂ、トンネル絶縁層（第２絶縁層）３７ｂ、及びメモリ柱状半導体層３８ａを有す
る。
【００６２】
　第１～第４ワード線導電層３２ａ’～３２ｄ’のメモリ柱状半導体層３８ａ側の側壁は
、第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅのメモリ柱状半導体層３８ａ側の側壁より
もメモリ柱状半導体層３８ａの中心軸から離れた位置に形成されている。換言すると、第
１～第４ワード線導電層３２ａ’～３２ｄ’の側壁は、第１～第５ワード線間絶縁層３１
ａ～３１ｅの側壁よりもメモリ柱状半導体層３８ａから所定の後退幅をもって後退して形
成されている。後退幅は、第１～第４ワード線導電層３２ａ’～３２ｄ’上に形成された
ブロック絶縁層３５ｂ及び電荷蓄積層３６ｂの厚みに略等しいか、それよりも大きく設定
されている。
【００６３】
　メモリホール３４’は、第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅ、及び第１～第４
ワード線導電層３２ａ’～３２ｄ’を貫通するように形成されている。ブロック絶縁層３
５ｂ、電荷蓄積層３６ｂ、トンネル絶縁層３７ｂ、及びメモリ柱状半導体層３８ａは、第
１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅ、及び第１～第４ワード線導電層３２ａ’～３
２ｄ’の形状に沿うように形成されている。第１実施形態と同様に、第１～第５ワード線
間絶縁層３１ａ～３１ｅ、及び第１～第４ワード線導電層３２ａ’～３２ｄ’の側壁には
、連続して形成されたブロック絶縁層３５ｂが形成されている。また、ブロック絶縁層３
５ｂ上には、第１～第４ワード線導電層３２ａ’～３２ｄ’の側壁毎に、分離して電荷蓄
積層３６ｂ、及びトンネル絶縁層３７ｂが形成されている。
【００６４】
　電荷蓄積層３６ｂは、半導体基板Ｂａと略平行な方向に延びる上部３６１ｂ、及び積層
方向と略平行な方向（半導体基板Ｂａに対して垂直方向）に延びる側部３６２ｂを有する
。上部３６１ｂは、その一端をメモリ柱状半導体層３８ａに接するように形成されている
。側部３６２ｂは、ブロック絶縁層３５ｂに接するように形成されている。
【００６５】
　トンネル絶縁層３７ｂは、半導体基板Ｂａと略平行な方向に延びる上部３７１ｂ、及び
積層方向と略平行な方向に延びる側部３７２ｂを有する。上部３７１ｂは、電荷蓄積層３
６ｂの上部３６１ｂ及びメモリ柱状半導体層３８ａに接するように形成されている。側部
３７２ｂは、電荷蓄積層３６ｂの側部３６２ｂ及びメモリ柱状半導体層３８ａに接するよ
うに形成されている。
【００６６】
　（第２実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程）
　次に、図１２～図１５を参照して、第２実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造
工程について説明する。詳しくは、図１２～図１５においては、メモリトランジスタ層３
０ａの製造工程について説明する。なお、図１２～図１５は、主にメモリトランジスタ層
３０ａを示しており、ソース側選択トランジスタ層２０及びドレイン側選択トランジスタ
層４０を省略して示している。
【００６７】
　先ず、第１実施形態の図５及び図６と同様の工程を行う。続いて、図１２に示すように
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、ケミカルドライエッチングを行い、メモリホール３４’を形成する。この工程で行うＣ
ＤＥは、酸化シリコン（ＳｉＯ２）及び窒化シリコン（ＳｉＮ）と比較してポリシリコン
（多結晶シリコン）の選択比が大きいものとする。したがって、ＣＤＥにより、第１～第
４ワード線導電層３２ａ’～３２ｄ ’が、第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅ
よりもエッチングされる。つまり、第１～第４ワード線導電層３２ａ’～３２ｄ ’の側
壁が、第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅの側壁よりも、所定の後退幅だけメモ
リホール３４’の中心軸から離れた位置に形成される。ここで、後退幅は、後述する工程
にて形成するブロック絶縁層３５ｂ、及び電荷蓄積層３６ｂの厚み以上の幅とする。
【００６８】
　次に、図１３に示すように、酸化シリコン（ＳｉＯ２）３５ｂ、及び窒化シリコン（Ｓ
ｉＮ）３６ｃを順次堆積させる。ここで、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ２）３５ｂは、
５ｎｍ堆積させ、窒化シリコン（ＳｉＮ）３６ｃは、１０ｎｍ堆積させる。酸化シリコン
（ＳｉＯ２）３５ｂは、ブロック絶縁層３５ｂとして機能する。
【００６９】
　続いて、図１４に示すように、ＲＩＥ処理を行う。このＲＩＥ処理により、メモリ分離
絶縁層３３上のブロック絶縁層３５ｂ、及び窒化シリコン（ＳｉＮ）３６ｃが除去される
。ここで、第１～第４ワード線導電層３２ａ’～３２ｄ ’の側壁は、上方から下方へと
移動するに従いメモリ柱状半導体層３８から離れる方向へ傾斜するように形成されている
。また、第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅのメモリ柱状半導体層３８側の側壁
は、上方から下方へと移動するに従いメモリ柱状半導体層３８に近づく方向へ傾斜するよ
うに形成されている。さらに、第１～第４ワード線導電層３２ａ’～３２ｄ ’の側壁が
、第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅの側壁よりも、所定の後退幅だけメモリホ
ール３４’から離れた位置に形成されている。これにより、第１～第４ワード線導電層３
２ａ’～３２ｄ ’の側壁に形成された窒化シリコン（ＳｉＮ）３６ｃは、第１～第５ワ
ード線間絶縁層３１ａ～３１ｅの側壁に形成された窒化シリコン（ＳｉＮ）３６ｃよりも
、ＲＩＥのエッチングイオンにより照射される面積が小さくなる。つまり、上記工程を経
て、窒化シリコン（ＳｉＮ）３６ｃは、第１～第４ワード線導電層３２ａ’～３２ｄ ’
の側壁のみに残存する。これら残存した窒化シリコン（ＳｉＮ）３６ｃが、電荷蓄積層３
６ｂとして機能する。
【００７０】
　次に、図１５に示すように、酸化シリコン（ＳｉＯ２）３７ｃを堆積させる。
【００７１】
　続いて、第１実施形態と同様に、ＲＩＥ処理を行なう。このＲＩＥ処理により、メモリ
分離絶縁層３３の上面に形成された酸化シリコン（ＳｉＯ２）３７ｃが、除去される。ま
た、電荷蓄積層３６ｂの形成工程と同様の理由により、酸化シリコン（ＳｉＯ２）３７ｃ
は、電荷蓄積層３６ｂ（第１～第４ワード線導電層３２ａ’～３２ｄ ’の側壁側）上に
のみに残存する。これら酸化シリコン（ＳｉＯ２）３７ｃが、トンネル絶縁層３７ｂとし
て機能する。
【００７２】
　次に、希フッ酸処理を行い、露出したソース側柱状半導体層２７上の自然酸化膜を除去
する。ここで、電荷蓄積層３６ｂ及びトンネル絶縁層３７ｂの形成工程と同様の理由によ
り、トンネル絶縁層３７ｂは、希フッ酸処理により略エッチングされることなく残存する
。続いて、メモリホール３４’内にアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）を堆積させ、ＲＩ
Ｅ処理、及び熱処理を行う。上記工程を経て、メモリホール３４’内にてメモリ柱状半導
体層３８ａが形成される。また、ここで、メモリ柱状半導体層３８ａの上端に、不純物イ
オンをイオン注入し、メモリ柱状半導体層３８ａの上部をｎ＋型のポリシリコンとしても
よい。以上の工程により、図１１に示すメモリトランジスタ層３０ａが形成される。
【００７３】
　（第２実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の効果）
　次に、第２実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の効果について説明する。第２実施
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形態に係る不揮発性半導体記憶装置は、上記構成から第１実施形態と同様の効果を奏する
。
【００７４】
　また、第２実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置、及びその製造方法においては、第
１～第４ワード線導電層３２ａ’～３２ｄ ’の側壁が、第１～第５ワード線間絶縁層３
１ａ～３１ｅの側壁よりも、所定の後退幅だけメモリホール３４’から離れた位置に形成
される。したがって、第２実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造方法は、第１実
施形態と比較して、さらに電荷蓄積層３６ｂのエッチング量を制御することが可能となる
。
【００７５】
　また、上記不揮発性半導体記憶装置、及びその製造方法により、ブロック絶縁層３５ｂ
、電荷蓄積層３６ｂ、及びトンネル絶縁層３７ｂは、第１～第４ワード線導電層３２ａ’
～３２ｄ’の側壁及び第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅの側壁が上記のように
形成されるので、その製造工程において所定量以上にエッチングされることはない。第２
実施形態の図１４に示す工程において、第１～第４ワード線導電層３２ａ’～３２ｄ’の
側面に形成されたブロック絶縁層３５ｂは、ＲＩＥによるダメージを第１実施形態よりも
減らすことができる。したがって、上記第２実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製
造方法は、電荷蓄積層３６ｂからのゲートリークを抑制することができる。つまり、第２
実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置は、第１実施形態と比較して、データ保持特性を
向上させることができる。
【００７６】
　［第３実施形態］
　（第３実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の具体的構成）
　次に、図１６を参照して、本発明の第３実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の具体
的構成について説明する。図１６は、第３実施形態におけるメモリストリングスＭＳを構
成する不揮発性半導体記憶装置の断面図である。なお、第３実施形態において、第１及び
第２実施形態と同様の構成については、同一符号を付し、その説明を省略する。
【００７７】
　図１６に示すように、第３実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置（メモリストリング
ス）は、第２実施形態と異なるメモリトランジスタ層３０ｂを有する。
【００７８】
　メモリトランジスタ層３０ｂは、第２実施形態と異なる電荷蓄積層３６ｄを有する。
【００７９】
　電荷蓄積層３６ｄは、第１～第４ワード線導電層３２ａ～３２ｄの側壁側のブロック絶
縁層３５ｂの側壁のみに形成されている。つまり、トンネル絶縁層３７ｂの上部３７１ｂ
とブロック絶縁層３５ｂとの間、及び各々の電荷蓄積層３６ｄとメモリ柱状半導体層３８
ａの側壁との間に空隙３９が形成されている。なお、上記構成を換言すると、トンネル絶
縁層（第２絶縁層）３７ｂは、各々の電荷蓄積層３６ｄとメモリ柱状半導体層３８ａの側
壁との間の一部に設けられている。
【００８０】
　（第３実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程）
　次に、第３実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程について説明する。詳し
くはメモリトランジスタ層３０ｂの製造工程について説明する。
【００８１】
　先ず、第２実施形態と同様の工程を経て、第２実施形態に係る形状を有する電荷蓄積層
３６ｂ及び、トンネル絶縁層３７ｂを形成する。続いて、電荷蓄積層３６ｂの上部３６１
ｂを選択的にエッチング除去し、第３実施形態に係る形状を有する電荷蓄積層３６ｄを形
成する。これにより、空隙３９が形成される。
【００８２】
　上記工程の後、再び、第２実施形態と同様の工程を行い、図１６に示す第３実施形態に
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係る不揮発性半導体記憶装置を形成する。
【００８３】
　（第３実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の効果）
　次に、第３実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の効果について説明する。第３実施
形態に係る不揮発性半導体記憶装置は、上記構成から、第２実施形態と同様の効果を奏す
る。
【００８４】
　また、第３実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置は、空隙３９を有しているので、電
荷蓄積層３６ｄとメモリ柱状半導体層３８ａとの間を絶縁分離することができる。したが
って、第３実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置は、第２実施形態よりも、電荷蓄積層
３６ｄからメモリ柱状半導体層３８ａへのチャージリークを防ぐことができる。つまり、
第３実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置は、第２実施形態よりも、データ保持特性を
向上させることができる。
【００８５】
　［第４実施形態］
　（第４実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の具体的構成）
　次に、図１７を参照して、本発明の第４実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の具体
的構成について説明する。図１７は、第４実施形態におけるメモリストリングスＭＳを構
成する不揮発性半導体記憶装置の断面図である。なお、第４実施形態において、第１～第
３実施形態と同様の構成については、同一符号を付し、その説明を省略する。
【００８６】
　図１７に示すように、第４実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置（メモリストリング
ス）は、第３実施形態と異なるメモリトランジスタ層３０ｃを有する。
【００８７】
　メモリトランジスタ層３０ｃは、第３実施形態と異なるトンネル絶縁層（第２絶縁層）
３７ｄを有する。
【００８８】
　トンネル絶縁層３７ｄは、略積層方向に延びる側部３７１ｄ、及び略半導体基板Ｂａの
面方向に延びる上部３７２ｄを有する。側部３７１ｄは、電荷蓄積層３６ｄの側壁に接す
るように形成されている。上部３７２ｄは、側部３７１ｄの上端、電荷蓄積層３６ｄの上
端、及びブロック絶縁層３５ｂに接するように形成されている。つまり、トンネル絶縁層
３７ｄは、各々の電荷蓄積層３６ｄとメモリ柱状半導体層３８ａの側壁との間を埋めるよ
うに設けられている。
【００８９】
　（第４実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程）
　次に、第４実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程について説明する。詳し
くはメモリトランジスタ層３０ｃの製造工程について説明する。
【００９０】
　先ず、第３実施形態と同様の工程を経て、空隙３９を形成する。続いて、空隙３９を埋
めるように酸化シリコン（ＳｉＯ２）を堆積させる。次に、堆積された酸化シリコン（Ｓ
ｉＯ２）を希フッ酸処理によりエッチング除去する。これら工程により、トンネル絶縁層
３７ｄの上部３７２ｄが形成される。
【００９１】
　上記工程の後、第２実施形態と同様の工程を行い、図１７に示す第４実施形態に係る不
揮発性半導体記憶装置を形成する。
【００９２】
　（第４実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の効果）
　次に、第４実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の効果について説明する。第４実施
形態に係る不揮発性半導体記憶装置は、上記構成から、第２実施形態と同様の効果を奏す
る。



(14) JP 5086851 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

【００９３】
　また、第４実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置は、各々の電荷蓄積層３６ｄの側壁
とメモリ柱状半導体層３８ａの側壁との間を埋めるように設けられたトンネル絶縁層３７
ｄを有しているので、電荷蓄積層３６ｄとメモリ柱状半導体層３８ａとの間を絶縁分離す
ることができる。したがって、第４実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置は、第２実施
形態よりも、電荷蓄積層３６ｄからメモリ柱状半導体層３８ａへのチャージリークを防ぐ
ことができる。つまり、第４実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置は、第２実施形態よ
りも、データ保持特性を向上させることができる。
【００９４】
　［第５実施形態］
　（第５実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の具体的構成）
　次に、図１８を参照して、本発明の第５実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の具体
的構成について説明する。図１８は、第５実施形態におけるメモリストリングスＭＳを構
成する不揮発性半導体記憶装置の断面図である。なお、第５実施形態において、第１～第
４実施形態と同様の構成については、同一符号を付し、その説明を省略する。
【００９５】
　図１８に示すように、第５実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置（メモリストリング
ス）は、第１～第４実施形態と異なるメモリトランジスタ層３０ｄを有する。
【００９６】
　メモリトランジスタ層３０ｄは、第１～第４実施形態と異なるトンネル絶縁層（第２絶
縁層）３７ｅを有する。トンネル絶縁層３７ｅは、第１～第４実施形態と異なり、メモリ
ホール３４’内の各々の電荷蓄積層３６ｂの側壁及びブロック絶縁層３５ｂの側壁を覆う
ように形成されている。
【００９７】
　（第５実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程）
　次に、図１９及び図２０を参照して、第５実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製
造工程について説明する。詳しくは、図１９及び図２０においては、メモリトランジスタ
層３０ｄの製造工程について説明する。なお、図１９及び図２０は、主にメモリトランジ
スタ層３０ｄを示しており、ソース側選択トランジスタ層２０及びドレイン側選択トラン
ジスタ層４０を省略して示している。
【００９８】
　先ず、第２実施形態の図１５に示す工程までを行う。続いて、図１９に示すように、ト
ンネル絶縁層３７ｅ上にアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）３８ｃを堆積させる。
【００９９】
　次に、図２０に示すように、ＲＩＥ処理を行い、メモリ分離絶縁層３３上のトンネル絶
縁層３７ｅ、及びアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）３８ｃをエッチング除去する。また
、この工程により、メモリホール３４’の底部に形成されたトンネル絶縁層３７ｅ、及び
アモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）３８ｃもエッチング除去される。続いて、希フッ酸処
理を行い、露出したソース側柱状半導体層２７上の自然酸化膜を除去する。ここで、アモ
ルファスシリコン３８ｃは、希フッ酸処理により除去されないので、トンネル絶縁層３７
ｅも除去されることはない。
【０１００】
　上記工程の後、第２実施形態と同様の工程を行い、図１８に示す第５実施形態に係る不
揮発性半導体記憶装置を形成する。
【０１０１】
　（第５実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の効果）
　次に、第５実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の効果について説明する。第５実施
形態に係る不揮発性半導体記憶装置は、上記構成から、第２実施形態と同様の効果を奏す
る。
【０１０２】
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　また、第５実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造方法においては、アモルファ
スシリコン３８ｃにより、トンネル絶縁層３７ｅを覆った状態で、フッ酸処理を行う。つ
まり、トンネル絶縁層３７ｅは、フッ酸処理によりエッチング除去されることはない。し
たがって、第５実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造方法は、トンネル絶縁層３
７ｅの膜厚を容易に制御することができる。換言すると、第５実施形態に係る不揮発性半
導体記憶装置の製造方法は、メモリトランジスタＭＴｒｍｎの閾値制御を容易に行うこと
ができる。
【０１０３】
　［第６実施形態］
　（第６実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の具体的構成）
　次に、図２１を参照して、本発明の第６実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の具体
的構成について説明する。図２１は、第６実施形態におけるメモリストリングスＭＳを構
成する不揮発性半導体記憶装置の断面図である。なお、第６実施形態において、第１～第
５実施形態と同様の構成については、同一符号を付し、その説明を省略する。
【０１０４】
　第６実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置は、第１～第５実施形態と異なるメモリト
ランジスタ層３０ｅを有する。
【０１０５】
　メモリトランジスタ層３０ｅは、第２～第５実施形態と異なる第１～第４ワード線導電
層３２ａ’’～３２ｄ’’を有する。また、メモリトランジスタ層３０は、メモリ柱状半
導体層３８（３８ａ）の代わりに、メモリ柱状導体層３８ｂを有する。また、メモリトラ
ンジスタ層３０ｅは、第１～第５実施形態のブロック絶縁層３５、電荷蓄積層３６、及び
トンネル絶縁層３７の代わりに、電極層６１、及び抵抗変化層（メモリ層）６２を有する
。
【０１０６】
　第２実施形態と同様に、第１～第４ワード線導電層３２ａ’’～３２ｄ’’の側壁は、
上方から下方へと移動するに従いメモリ柱状導体層３８ｂから離れる方向へ傾斜するよう
に形成されている。また、第１～第４ワード線導電層３２ａ’’～３２ｄ’’の側壁は、
第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅのメモリ柱状導体層３８ｂ側の側壁よりも、
所定の後退幅だけメモリ柱状導体層３８ｂから離れた位置に形成されている。
【０１０７】
　第２実施形態と異なり、第１～第４ワード線導電層３２ａ’’～３２ｄ’’は、メモリ
柱状導体層３８ｂの近傍をｎ型ポリシリコン３２１にて構成され、その他の部分をｐ型ポ
リシリコン３２２にて構成されている。つまり、第１～第４ワード線導電層３２ａ’’～
３２ｄ’’は、ＰＮ接合によりダイオードを構成している。
【０１０８】
　メモリ柱状導体層３８ｂは、窒化チタン（ＴｉＮ）にて構成されている。メモリ柱状導
体層３８ｂは、第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅの側壁、及び各電極層６１の
側壁にあわせるように傾斜をもって形成されている。
【０１０９】
　電極層６１は、窒化チタン（ＴｉＮ）にて構成されている。電極層６１は、各々の第１
～第４ワード線導電層３２ａ’’～３２ｄ’’のメモリ柱状導体層３８ｂ側に、それら第
１～第４ワード線導電層３２ａ’’～３２ｄ’’毎に分離して形成されている。
【０１１０】
　抵抗変化層６２は、酸化ニッケル（ＮｉＯ）にて構成されている。抵抗変化層６２は、
メモリ柱状導体層３８ｂの側壁と、第１～第５ワード線間絶縁層３１ａ～３１ｅの側壁、
各電極層６１の側壁、メモリ分離絶縁層３３の側壁との間に形成されている。
【０１１１】
　上記構成において、抵抗変化層６２を構成する酸化ニッケル（ＮｉＯ）は、印加される
電圧に伴い抵抗値を変化させる。つまり、この抵抗値の変化の読み出すことにより、各第
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１～第４ワード線導電層３２ａ’’～３２ｄ’’、メモリ柱状導体層３８ｂ、各電極層６
１、及び抵抗変化層６２は、データを記憶するメモリとして機能する。
【０１１２】
　（第６実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の効果）
　次に、第６実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の効果について説明する。第６実施
形態に係る不揮発性半導体記憶装置は、抵抗変化素子を用い、第２実施形態と同様の効果
を奏することができる。さらに、第１～第５実施形態と比較して、メモリ層（抵抗変化層
６２）は、その膜厚を薄く形成することができる。したがって、第１～第５実施形態と比
較して、メモリ柱状導体層３８ｂの径は、細くすることが出来る。つまり、第６実施形態
に係る不揮発性半導体記憶装置は、メモリセルをさらに集積化することができる。
【０１１３】
　［その他実施形態］
　以上、不揮発性半導体記憶装置の一実施形態を説明してきたが、本発明は、上記実施形
態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲内において種々の変更、追加
、置換等が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】本発明の第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の構成概略図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置のメモリトランジスタ領域
１２の一部概略斜視図である。
【図３】本発明の第１実施形態における一つのメモリストリングスＭＳの回路図である。
【図４】第１実施形態におけるメモリストリングスＭＳを構成する不揮発性半導体記憶装
置の断面図である。
【図５】第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程断面図である。
【図６】第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程断面図である。
【図７】第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程断面図である。
【図８】第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程断面図である。
【図９】第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程断面図である。
【図１０】第１実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程断面図である。
【図１１】第２実施形態におけるメモリストリングスを構成する不揮発性半導体記憶装置
の断面図である。
【図１２】第２実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程断面図である。
【図１３】第２実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程断面図である。
【図１４】第２実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程断面図である。
【図１５】第２実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程断面図である。
【図１６】第３実施形態におけるメモリストリングスを構成する不揮発性半導体記憶装置
の断面図である。
【図１７】第４実施形態におけるメモリストリングスを構成する不揮発性半導体記憶装置
の断面図である。
【図１８】第５実施形態におけるメモリストリングスを構成する不揮発性半導体記憶装置
の断面図である。
【図１９】第５実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程断面図である。
【図２０】第５実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置の製造工程断面図である。
【図２１】第６実施形態におけるメモリストリングスを構成する不揮発性半導体記憶装置
の断面図である。
【符号の説明】
【０１１５】
　１００…不揮発性半導体記憶装置、１２…メモリトランジスタ領域、１３…ワード線駆
動回路、１４…ソース側選択ゲート線駆動回路、１５…ドレイン側選択ゲート線駆動回路
、１６…センスアンプ、２０…ソース側選択トランジスタ層、３０，３０ａ～３０ｅ…メ
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モリトランジスタ層、４０…ドレイン側選択トランジスタ層、Ｂａ…半導体基板、ＣＬｍ
ｎ…柱状半導体、ＭＴｒ１ｍｎ～ＭＴｒ４ｍｎ…メモリトランジスタ、ＳＳＴｒｍｎ…ソ
ース側選択トランジスタ、ＳＤＴｒｍｎ…ドレイン側選択トランジスタ。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】 【図１７】



(21) JP 5086851 B2 2012.11.28

【図１８】 【図１９】

【図２０】

【図２１】
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