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る第 1のメ モ リセル M C と、第 メ モ り トう
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ンジス タ M 丁 のソ一ス領域 と第 2 メ モ り トう

ンジス タ M Tのソース領域に電気的に接続 されたソ一ス S 」とを有す
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明 細 苫

半導体装置
ま支術分野

０００1 本発明は、半導体装置、特に、メモリトランジスタと選択トランジスタから構成されるメ

モリセルを有する半導体装置に関する。

背月技術

０００2 不揮発性半導体記憶装置であるフラッシュメモりや P における情報の若き

込み方式として、メモリトランジスタのチヤネル領城でチヤンネル・ホットエレクトロン(

C )を発生させて電荷保持層に取り込れ方法が広く利用されている。

C を利用した菩き込み方法によれば、選択トランジスタのソース小レイン間に大

きな電流を流す必要があるため、消費電流が多くなる。

０００3 チヤネル領城に電流を流さずにメモリセルに情報を菩き込れ方法として、アバラン

シェブレークダウン又はバンド間トンネリング ( )により発生した電子或いは正孔

をメモリトランジスタの電荷保持層に取り込れ方式、即ちアバランシ工菩き込み方式が

ある。

０００4 アバランシ工菩き込み方式においても、C 菩き込み方式と同様にメモリトランジス

タのゲート電極とソース拡散領城に電圧を印加することにより菩き込む。しかし、アバ

ランシ工菩き込み方式では、某板電流だけで菩き込みが実施される点でC 菩き込

み方式と典なる。

選択トランジスタとメモリトランジスタにより O 型メモリセルを構成する2トランジスタ

セルが、例えば特開2００5 697 ０号公報 (特許文献 ) に記載されている。

０００5 2トランジスタセルの消費電流を節約するためには、アバランシ工菩き込み方式を採

用することが好ましい。この場合、選択トランジスタは某板電流を制御することができ

ないので、菩き込みをするか否かの制御に選択トランジスタを用いることはできない。

このため、2トランジスタセルを O 型のフラッシュメモりに使用している特許文献

の図2に記載の回路では、メモリトランジスタをビット線側に配置して、ビット線とワード

線でメモリトランジスタを選択することになる。



０００6 しかし、ビット線にメモリトラン、ジスタを接続すると、菩き込み状態にょってメモリトラン

ジスタにょる寄生容呈が典なることになるので、読み出しが不安定になるおそれがあ

る。そこで、安定した読み出しを実現するためには、選択トラン、ジスタをビット線側に

置き、メモリトラン、ジスタをソース線側に置くことが好ましい。

０００7 ところで、C を利用した菩き込み方法を採用した2トラン、ジスタセルの選択トラン

ジスタをビット線に接続する回路については、特開2００5 22772号公報 (特許文

献2) に記載されている。その回路は、共通のワード線に接続される複数のメモリトラン

ジスタのソース領城を共通のソース線に接続する構成となっている。

０００8 そのょぅなメモり回路について、アバランシェにょる菩き込み方式を採用してワード

線とソース線の間に電圧を印加すると、複数のメモリトラン、ジスタが同時に菩き込み状

態となり、メモリトラン、ジスタを選択することができない。

０００9 また、特開平 77０68号公報 (特許文献3)の図 ０は、C を利用した菩き

込み方式のメモり回路において、選択トラン、ジスタのドレイン領城をビット線に接続し、

メモリトラン、ジスタのソース領城をソース線に接続するメモり回路を開示している。

００1０ しかし、特許文献3に記載の回路では、2トラン、ジスタセル同上を接続させず、コラム

毎にソース線とビット線を配置しているので、特許文献 又は2に記載の回路と比較

するとソース線、ビット線とトラン、ジスタの接続曲が多くなってメモリセル面積が大きくな

る。

特許文献1:特開2００5 697０号公報

特許文献2 :特開2００5 22772号公報

特許文献3 :特開平 77０68号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００11 本発明の日的は、新たなメモリセルアレイを有する半導体装置を提供することにあ

る。

課題を解決するための手段

００12 本発明の実施形態に従えば、第 メモリトラン、ジスタと第 選択トラン、ジスタを有する

第 のメモリセルと、第2メモリトラン、ジスタと第2選択トラン、ジスタを有する第2のメモリ



セルと、前記第 メモリトランジスタのゲート電極と前記第2選択トランジスタのゲート電

極に電気的に接続された第 ワ一げ線と、前記第2メモリトランジスタのゲート電極と前

記第 選択トランジスタのゲート電極に電気的に接続された第2ワ一げ線と、前記第

メモリトランジスタのソース領城と前記第2メモリトランジスタのソース領城に電気的に

接続された第 ソース線と、を有することを特徴とする半導体装置が提供される。

また、本発明の別な実施形態に従えば、第 メモリトランジスタと第 選択トランジス

タからなる第 のメモリセルと、第2メモリトランジスタと第2選択トランジスタからなる第2

のメモリセルと、第3メモリトランジスタと、前記第 選択トランジスタと共有する第 共有

第4メモリトラン、ジスタと、前記第2選択トラン、ジスタと共有する第2共有ドレイン領城

を有する第4選択トラン、ジスタからなる第4のメモリセルと、前記第 メモリトラン、ジスタ

のゲート電極と前記第2メモリトラン、ジスタのゲート電極に電気的に接続された第 ワ

ード線と、前記第3メモリトラン、ジスタのゲート電極と前記第4メモリトラン、ジスタのゲート

電極に電気的に接続された第2ワード線と、前記第 メモリトラン、ジスタのソース領城と

、前記第4メモリトラン、ジスタのソース領城に電気的に接続された第 ソース線と、前記

第2メモリトラン、ジスタのソース領城に電気的に接続された第2ソース線と、前記第3メ

モリトラン、ジスタのソース領城に電気的に接続された第3ソース線と、前記第 共有ド

レイン領城に電気的に接続された第 ビット線と、前記第2共有ドレイン領城に電気的

に接続された第2ビット線と、を有することを特徴とする半導体装置が提供される。

発明の効果

本発明の実施形態によれば、メモリセルトラン、ジスタと選択トラン、ジスタを有する2つ
のメモリセルにおいて、一方のメモリトラン、ジスタのゲート電極と他方の選択トラン、ジス

タのゲート電極を第 ワード線に接続し、また、一方の選択トラン、ジスタのゲート電極と

他方のメモリトラン、ジスタのゲート電極を第2ワード線に接続している。さらに、双方の

メモリトラン、ジスタのソース領城を同じソース線に接続している。

これにより、第 ワード線と第2ワード線の一方とソース線に所定電圧を印加すること

により、双方の所定電圧を受けた つのメモリトラン、ジスタのみがアバランシ工菩き込

みによりデータが菩き込まれる。しかも、双方のメモリトラン、ジスタをソース領城に接続



することになるので、菩き込み状態の変化によるビット線への寄生容呈に及ぼす影響

を抑制することができる。

また、本発明の実施形態によれば、メモリセルトランジスタと選択トランジスタを有す

る第 ～第4メモリセルにおいて、第 、第3メモリセルの第 、第3メモリセルトランジス

タのそれぞれのドレイン領城を共通にし、第2、第4メモリセルの第2、第4メモリトラン

ジスタのそれぞれのドレイン領城も共通にしている。また、第 、第2メモリトランジスタ

のゲート電極同上を第 ワード線で接続し、第3、第4メモリトランジスタのゲート電極

同上を第2ワード線で接続している。さらに、第 メモリトランジスタのドレイン領城と第

4メモリトランジスタのソース領城に共通の第 ソース線を接続し、他の2つのソース領

城にそれぞれ第2、第3ソース線を接続している。

これにより、第 ワード線と第2ワード線の一方と第 ～第3のソース線に所定の電圧

を印加することにより、双方の所定電圧を受けた つのメモリトランジスタのみがアバラ

ンシェ菩き込みによりデータが菩き込まれる。しかも、4つのメモリトランジスタをソース

線に接続することになるので、菩き込み状態の変化によるビット線への寄生容呈に及

ぼす影響を抑制することができる。

図面の簡単な説明

図 図 は、本発明の実施形態に係る半導体装置を構成するメモり回路を示す断面

図である。

図2 図2は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。

図3 図3 (a) ～(c) は、図2に示した半導体装置の動作を示す断面図である。

図4 図4 (a) ～(c) は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の形成工程を示す

断面図 (その )である。

図5 図5 (a) ～(c) は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の形成工程を示す

断面図 (その2)である。

図6 図6 (a) ～(c) は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の形成工程を示す

断面図 (その3)である。

図7 図7 (a) ～(c) は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の形成工程を示す

断面図 (その4)である。



図8 図8 (a)～(c) は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の形成工程を示す

断面図 (その5)である。

図9 図9 (a)～(c) は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の形成工程を示す

断面図 (その6)である。

図1０図 ０(a)～(c) は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の形成工程を示

す断面図 (その7)である。

図11 図 a)～(c) ほ、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の形成工程を示

す断面図 (その8)である。

図12 図 2 (a)～(c) は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の形成工程を示

す断面図 (その9)である。

図13 図 3 (a)～(c) は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の形成工程を示

す断面図 (その ０)である。

図14 図 4 (a)～(c) は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の形成工程を示

す断面図 (その )である。

図15 図 (a)～(c) は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の形成工程を示

す断面図 (その 2)である。

図16 図 6 (a) (b)は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の形成工程を示

す断面図 (その 3)である。

図17 図 7は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置のメモリセルアレイ領城を

示す断面図である。

図18 図 8は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の周辺回路領城を示す断

面図である。

図 A 図 g 、図 g は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の形成工程を

示す平面図 (その )である。

図 gC 図 gC、図 g は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の形成工程を

示す平面図 (その2)である。

図 gE 図 g 、図 9 ほ、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の形成工程を

示す平面図 (その3)である。



図 gG 図 gG、図 g は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の形成工程を

示す平面図 (その4)である。

図19 図 9 、図 gJは、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の形成工程を示

す平面図 (その5)である。

図2０図2０は、本発明の第2実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。

図2 1 図2 は、本発明の第2実施形態に係る半導体装置のメモリセルアレイの回路

図である。

図22 図2 (a) (b)は、図2０に示した半導体装置の動作を示す断面図である。

図23 図23 (a)～(c) は、本発明の第2実施形態に係る半導体装置の形成工程にお

けるゲート絶縁膜の形成工程を示す断面図 (その )である。

図24 図24 (a)～(c) は、本発明の第2実施形態に係る半導体装置の形成工程にお

けるゲート絶縁膜の形成工程を示す断面図 (その2)である。

図25 図25 (a)～(c) は、本発明の第2実施形態に係る半導体装置の形成工程にお

けるゲート絶縁膜の形成工程を示す断面図 (その3)である。

図26 図26は、本発明の第3実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。

図27 図27は、本発明の第3実施形態に係る半導体装置の形成工程における 型

不純物のイオン注入工程を示す断面図である。

図28 図28は、本発明の第4実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。

図29 図2 (a) (b)は、本発明の第4実施形態に係る半導体装置の形成工程にお

けるイオン注入工程を示す断面図である。

図3０図3０は、本発明の第5実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。

図3 1 図3 (a)～(c) は、本発明の第5実施形態に係る半導体装置の形成工程のぅ

ちゲート絶縁膜の形成工程を示す断面図である。

図32 図32は、本発明の第6実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。

図33 図33 (a)～(c) は、図2に示した半導体装置の動作を示す断面図である。

図34 図34 (a)～(c) は、本発明の第6実施形態に係る半導体装置の形成工程を示

す断面図 (その )である。

図35 図35 (a)～(c) は、本発明の第6実施形態に係る半導体装置の形成工程を示



す断面図 (その2)である。

図36 図36 (a) ～(c) は、本発明の第6実施形態に係る半導体装置の形成工程を示

す断面図 (その3)である。

図37 図3 7 (a) ～(c) は、本発明の第6実施形態に係る半導体装置の形成工程を示

す断面図 (その4)である。

図38 図38 (a) ～(c) は、本発明の第6実施形態に係る半導体装置の形成工程を示

す断面図 (その5)である。

図39 図39は、本発明の第7実施形態に係る半導体装置を構成するメモり回路を示

す断面図である。

図4０図4 (a) (b)は、図39に示した半導体装置の動作を示す断面図である。

図4 1 図4 は、本発明の第8実施形態に係る半導体装置を構成するメモり回路を示

す断面図である。

図42 図4 2は、本発明の第9実施形態に係る半導体装置を構成するメモり回路を示

す断面図である。

図43 図4 3は、本発明の第 ０実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。

図44A 図44 、図44 及び図44C は、本発明の第 ０実施形態に係る半導体装置

の形成工程を示す平面図 (その )である。

図44D 図44 、図44 及び図44 は、本発明の第 ０実施形態に係る半導体装置

の形成工程を示す平面図 (その2)である。

図44G 図44G 、図44 及び図44 は、本発明の第 ０実施形態に係る半導体装置

の形成工程を示す平面図 (その3)である。

図44 図44J 、図44 及び図44 は、本発明の第 ０実施形態に係る半導体装置の

形成工程を示す平面図 (その4)である。

図44M 図44 、図44 及び図44 は、本発明の第 ０実施形態に係る半導体装

置の形成工程を示す平面図 (その5)である。

図44P 図44P 及び図44Q は、本発明の第 ０実施形態に係る半導体装置の形成工

程を示す平面図 (その6)である。

発明を実施するための最良の形熊



００15 以下に、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。

(第 の実施の形態 )

図 は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置であるフラッシュメモりの回路ブロ

ック図である。

図 において、フラッシュメモり は、メモリセルアレイ2を有し、さらに周辺回路として

、ビット線デコーダ3、センスアン 、ワード線デコーダ4a 4b、ソースデコーダ5等

を有している。なお、ビット線デコーダ3はカラムデコーダとも 、、第 、第2のワード

線デコーダ4a 4bはロウデコーダともいう。

００16 メモリセルアレイ2は、マトリクス状に配置した複数のメモリセル Cを有している。メ

モリセル Cは、例えば同一行方向 (図中X方向) に 個、同一列方向 (図中 方向)

に 個で配置されている。

ワード線デコーダ4a 4bには複数のワード線W W 2が接続され、ソース線デ

コーダ5には複数のソース線S が接続され、さらに、ビット線デコーダ3には複数のビ

ット線 が接続されている。

００17 ソース線S とビット線 は実質的に平行して交互に配置され、また、ワード線W

、W はソース線S とビット線 と交差する方向、例えば直交する方向に延在し

ている。

メモリセルアレイ2の若き込み時、読み出し時、消去時において、ワード線W 、W

2の信号はワード線デコーダ4a 4bにより制御され、ビット線 の信号はビット線デ

コーダ3により制御され、ソース線S の信号はソースデコーダ5により制御される。そ

れらの信号の具体例については後述する。

なお、ワード線を示している2つの符号W W 2は、説明を容易にするために用

いているだけであり、以下の実施形態においても特に限定する場合を除きグループ

化するためのものではない。

００18 メモリセル Cは、互いに直列に接続されるメモリトランジスタ と選択トランジスタ

S を有している。選択トランジスタS のドレインはビット線 に、メモリトランジスタ

のソースはソース線S にそれぞれ相互接続配線を介して電気的に接続されている



メモリトランジスタ と選択トランジスタS は、例えば図2に示す構造を有している

００19 メモリトランジスタ は、半導体某板であるシリコン某板 の ウェル 2上に形成

される電荷保持層となる酸ィヒ・空ィヒ・酸化シリコン(O O)膜 3と、O O膜 3上に形

成されたメモり用ゲート電極 4と、メモり用ゲート電極 4の両側の ウェル 2内に形

成された 型ソース領城 5及び 型ソースノドレイン領城 6とを有している。 型ソー

ス領域 5は、低濃度不純物の 型エクステンション領域 5aと 型高濃度不純物拡散

領城 5bから構成される。なお、メモり用ゲート電極 4はコントロールゲート電極とも

いっ。

００2０ O O膜 3は、例えば、下側シリコン酸化膜 3a、シリコン空化膜 3b、上側シリコ

ン酸化膜 3cを順に形成した構造を有している。この場合、下側シリコン酸化膜 3a

を例えば2・4 、シリコン空化膜 3bを例えば4 、上側シリコン酸化膜 3cを例

えば4 とする。

選択トランジスタS は、 ウェル 2上にゲート絶縁膜 7を介して形成された選択

用ゲート電極 8と、選択用ゲート電極 8の両側の ウェル 2内に形成された 型ソ

ースノドレイン領城 6とドレイン領城 9とを有している。 型ドレイン領城 9は、低不

される。

００2 1 選択トランジスタS とメモリトランジスタ は、 型ソースノドレイン領城 6を共有

している。

メモり用ゲート電極 4及び選択用ゲート電極 8の側壁にはザイドウオール2０が形

成され、それらの上層部にはそれぞれシリザイド屑2 a 2 bが形成されている。さら

に、 型ソース領城 5及び 型ドレイン領城 9のそれぞれの表面にもシリザイド屑2

c、2 dが形成されている。シリザイド屑2 a～2 dとして、例えば、厚さ のコバル
トシリザイド屑を形成する。

００22 メモり用ゲート電極 4と選択用ゲート電極 8は実質的に平行に形成される。また、

メモり用ゲート電極 4 、隣接している2つのワード線W W 2のぅち一方の一部

を構成し、また、選択用ゲート電極 8は、ワード線W W 2の他方の一部を構成



する。

メモリトランジスタ と選択トランジスタS の上には屑間絶縁膜22が形成されてい

る。屑間絶縁膜22のぅち 型ソース領城 5、 型ドレイン領城 9の上のシリザイド屑2

、2 d上には、それぞれ第 、第2のコンタクトホール22a 22b が形成され、それら

の中には第 導電性プラグ23、第2導電性プラグ24がそれぞれ埋め込まれている。

００23 型ソース領城 5上の第 導電性プラグ23はソース線S に接続され、また、 型ド

レイン領域 7上の第2導電性プラグ24はビット線 に接続される。従って、メモリトラ

ンジスタ の菩き込み状態の違いがビット線 の寄生容呈に影響を与えない。

００24 図 において、列方向に隣り合ぅ複数の上記メモリセル Cは、 型ソース領城 5と

型ドレイン領城 9の一方を共有することにより直列に接続されている。従って、列方

向に直列に接続される複数のメモリセル Cにおいて、それぞれのメモリトランジスタ

と選択トランジスタS の配置は交互に逆向きとなっている。これにより、メモリセル

アレイ2におけるソース線S 及びビット線 と複数のメモリセル Cの接続箇所が少

なくなる。

００25 ワード線W W 2に沿って隣り合ぅ2つのメモリセル Cにおいて、一方のメモリ

セル Cのメモり用ゲート電極 4は、ワード線W ( はW 2)を介して他方のメモ

リセル Cの選択用ゲート電極 8に接続され、また、一方のメモリセル Cの選択用

ゲート電極 8は、別のワード線W 2 ( はW )を介して他方のメモリセル Cのメ

モり用ゲート電極 4に接続される。

００26 また、ワード線W W 2に沿っていずれか一方向に隣接する2つのメモリセル

Cにおいて、それらの 型ソース領城 5同上は同じソース線S に接続され、又は、

型ドレイン領城 9同上は同じビット線 に接続されている。

この場合、2つの 型ソース領城 5はワード線W W 2の長手方向に対して斜

め方向に配置され、例えばソース分岐線S を介して互いに電気的に接続されても

よい。また、2つの 型ドレイン領城 9はワード線W W 2の長手方向に対して斜

め方向に配置され、例えばビット分岐線 dを介して電気的に接続されてもよい。

００27 ソース分岐線S dはソース線S に電気的に接続され、また、ビット分岐線 dはビ

ット線 に電気的に接続される。



以上の構成によれば、 木のソース線S と 木のワード線W 又は 2を選択し

たときに、これらに接続された つのメモリトラン、ジスタ だけが、そのソース線S と

そのワード線W 又は 2の両方の電圧を同時に受け取ることができる。

0028 そこで次に、メモリセル Cの菩き込み時、読み出し時、消去時のそれぞれにおい
てワード線W W 2、ビット線 、ソース線S に印加する電圧の値の一例を表

に挙げる。

表 では、選択トラン、ジスタS に第 のワード線W を、メモリトラン、ジスタ に第

2のワード線 2を接続した場合を示している。なお、表 に括弧で示す値は、非選

択線の電圧を示している。

表

耳し S口 W
U翼択TR (メモリT ) Nウエル

一睾き込み V 5V OV V
(０Ⅴ ) (０V ゆⅤ） V ov

読み出し 一 ・ V ０V 8V ov
V ゆV） （叫 ） V ov

消 去 5V 5V V V

0029 まず、メモリセル Cに対する菩き込み動作は、図3 (a) に示すように、第 のワード

線W を通してメモリトランジスタ のメモり用ゲート電極 4に5 の電圧を印加す

るとともに、ソース線S に の電圧を印加する。この場合、ビット線 及び ウェ

ル 2の各電圧を とする。

ここで、選択トランジスタS をオフにするために、第2のワード線 2を通して選択

用ゲート電極 8の電圧を に設定する。

0030 これにより、 型ソース領城 5と ウェル 2のバンド間トンネリングにより発生した電

子が、メモり用ゲート電極 4と ウェル 2の間の電圧により 膜 3のシリコン空

ィヒ膜 3bに注入される。この結果、メモリトランジスタ の閾値が正の値に変わる。こ

の時、選択用ゲート電極 8とビット線 の電圧は であり、選択トランジスタS の

チヤネル領城には電流は流れない。また、選択されないメモリセル Cに接続される

ソース線S の電圧は であり、バンド間トンネリングによる電子は発生しない。

0031 メモリセル Cに対する読み出しは、図3 (b) に示すように、第 のワード線W を



通して選択トランジスタS の選択用ゲート電極 8に 8 の電圧を印加するととも

に、ビット線 にも 8 の電圧を印加する。この場合、メモり用ゲート電極 4、ビ

ット線 及び ウェル 2の各電圧を とする。

００32 これにより、選択用ゲート電極 8の下方の ウェル 2表層にチヤネルが形成され、

型ドレイン領城 gと 型ソース領城 5に電位差が生じる。しかも、メモリトランジスタ

では 膜 3中に保持された電子によりメモり用ゲート電極 4の下方にもチヤ

ネルが形成される。これにより、図3 (b)の破線矢印に示すように、 型ソース領域 5

から 型ドレイン領城 9へ電流が流れる。

００33 一方、O O膜 3に電子が保持されていない状態、即ち消去状態ならば、 の電

位であるメモり用ゲート電極 4の下方にはチヤネルが形成されない。これにより、 型

ソース領城 5から 型ドレイン領城 9へ電流が流れない。

以上のような電流の流れの違いはビット線 を通してセンスアン 4により検出され

、 ド又は ０のデータとして読み出される。

００34 メモリセル Cのデータを消去する場合には、図3 (c) に示すように、第 、第2のワ

ード線W W 2を通して選択用ゲート電極 8とメモり用ゲート電極 4に同じ

の電圧を印加するとともに、ソース線S 及びビット線 に5 の電圧を印加する。

また、 ウェル 2の電圧を5 にする。

００35 これにより、 ウェル 2とメモり用ゲート電極 4の間の電位差によりトンネル現象が

生じ、メモリトランジスタ のO O膜 3のシリコン空化膜 3bに蓄積されている電

子が某板側に引き抜かれてメモリセル Cは消去状態となる。これにより、メモリトラン

ジスタ の閾値が負の値になる。ここで、第 、第2のワード線W W 2には

が印加されているので、それらの線に接続される全てのメモリセル Cは消去状態

となる。メモリセル Cの個別の消去については後述する。

００36 次に、上記のメモリセルアレイの製造方法について説明する。

図4～図 6の各 (a) と図 7は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置の製造工

程を示す断面図であって、メモリセルアレイ領城のワード線の延在方向の部分断面

図である。図4～図 6の各 (b) と図 7は、その半導体装置の製造工程のうち、ビット

線又はソース線の延在方向の部分断面図である。図4～図 6の各 (c) と図 8は、そ



の半導体装置の製造工程のぅち周辺回路部の部分断面図である。図 g ～図 J

は、本発明の第 実施形態に係る半導体装置におけるメモリセルアレイの製造工程

を示す平面図である。

００37 次に、図4 (a) ～(c) に示す構造を形成するまでの工程を説明する。

まず、シリコン某板 上にシリコン酸化膜 3 を熱酸化法又は気相成長 (C )法

により例えば の厚さに形成する。さらに、シリコン酸膜 3 上に例えば厚さ 5０

～2００ のシリコン窒化膜3 2をC 法により形成する。

００38 続いて、シリコン空化膜 32上にフォトレジストを塗布し、これを露光、現像することに

より、素子分離領城に開口を有するレジストパターン(不図示)を形成する。そして、そ

のいジストパターンをマスクにしてシリコン空化膜 32、シリコン酸化膜 3 と一部のシリ

コン某板 を反応性イオンェッチング ( )法によりェッチングし、これにより素子分

離用満33を形成する。シリコン某板 内での素子分離用満33の深さを例えば3００

程度とする。

００39 シリコン某板 のぅち素子分離用満33で囲まれた領城は活性領城を含んでいる。

例えば、図 (a) (b) に示すメモリセルアレイ領城において、ストライプ状の素子分

離用満33に隣接してそれぞれストライプ状の活性領城34が配置され、それらの活性

る。

００4０ また、図4 (c) に示す周辺回路領城において、素子分離用満33に囲まれた複数の

活性領城は、左から順に、5 用 OS 領城35a 5 用P OS 領城3 5b

5 用低閾値 OS 領城35c 、 ・8 用 OS 領城3 5 及び ・8 用

P OS 領城3 5。となっている。

そのいジストパターンを除去した後に、素子分離用満33内面にシリコン酸化膜を熱

酸化法により3 の厚さに形成する。

００4 1 次に、図5 (a) ～(c) に示すよぅに、シリコン空化膜 32の上と素子分離用満33の中

にシリコン酸化膜 36a を高密度ブラズマC 法により成長する。シリコン酸化膜 36a

は、素子分離用満33内を完全に埋め込む厚さ、例えばシリコン窒化膜32上で5

の厚さに成長する。



００4 2 次に、図6 (a) ～(c) に示すよぅに、ィヒ学機械研磨 (C P)法により、シリコン空化膜

3 2 上のシリコン酸ィヒ膜 36a を除去するとともに、残されたシリコン酸ィヒ膜 36a の上面を

平坦化する。この場合、シリコン空ィヒ膜 3 2 は研磨ストッパ一として機能する。

これにより、素子分離用潤3 3の中に残されたシリコン酸ィヒ膜 36a を、シヤロー小レン

チ・アイソレーション ( S ) 3 6 とする。

００4 3 メモリセルアレイ領城において、図2０ に示すよぅに、ストライプ状の複数の活性領

域 3 4 を挟む位置に形成されたS 36ほ、ビット線 及びソース線S に実質的に平

行に形成されている。そのよぅな複数のS 136は、ワード線W W 2に直交する

方向で間隔をおいて複数配置されている。

００4 4 その後に、5 136を構成するシリコン酸ィヒ膜 36a をアニールして繊密ィヒする。その

アニール後に、リン酸ボイルによりシリコン空ィヒ膜 3 2を除去する。さらに、シリコン某板

表面に最初に形成したシリコン酸ィヒ膜 3 をフッィヒ水素により除去する。

次に、図7 (a) ～(c) に示すよぅに、シリコン某板 の表面を熱酸化することにより、

その表面に犠性酸ィヒ膜 3 7を例えば の厚さに形成する。

００4 5 続いて、シリコン某板 のメモリセルアレイ領城にヒ素 ( s ) 、燐 (P ) 等の 型不純物

をイオン注入して ウェル 2を形成する。また、シリコン某板 の周辺回路領城のぅ

ち5 用P OS 領城3 5b及び ・8 用P OS 領城36e にも 型不純物を

イオン注入して ウェル42a 42b を形成する。なお、周辺回路領城には、ロジック領

城が含まれる。

００4 6 さらに、シリコン某板 の周辺回路領城のぅち5 用 OS 領城35a 、 ・8

用 OS 領城35d には、ホウ素 ( )等の 型不純物をイオン注入してP ウェル4

a 4 bを形成する。

それらの 型不純物と 型不純物のイオン注入は、イオン注入をしない領城をフォト

レ、ジストによって覆ぅことにより選択される。従って、イオン注入の工程では、フォトレジ

ストのパターン形成、イオン注入、フォトレ、ジスト除去が複数回繰り返されることになる

００4 7 次に、犠性酸化膜 3 7をフッ酸により除去した後に、図8 a )～(c) に示すように、シリ

コン某板 の上にO O膜 3を形成する。



O O膜 3 は、図2 に示した層構造を有し、シリコン某板 の表面に熱酸ィヒ法によ

り厚さ2 ・4 の下側シリコン酸化膜 3 aを形成した後に、下側シリコン酸化膜 3 a上

にC 法によりシリコン空ィヒ膜 3bを所定の厚さに形成する。さらに、シリコン空ィヒ膜

3 bの上層部を熱酸ィヒすることにより上側シリコン酸ィヒ膜 3 cを形成する。これにより

、上側シリコン酸ィヒ膜 3 cの厚さを例えば4 とし、残されたシリコン空ィヒ膜 3bの厚

さを4 とする。

００4 8 次に、図9 (a) ～(c) に示す構造を形成するまでの工程を説明する。

まず、メモリセルアレイ領城内のメモリトラン、ジスタ形成領城3 4 bと、周辺回路領城内

の ・8 用 OS 領城35d 、 ・8 用P S 領城35e とをレジストパター

ン (不図示) により覆った状態で、O O膜 3をエッチングする。O O膜 3のエッチ

ングは、例えば反応性イオンエッチング ( )法とフッ酸を使用するウェットエッチン

グ法とによる。

００4 9 これにより、シリコン某板 表面のうち、メモリセル領城の選択用トラン、ジスタ形成領

域34a と、周辺回路領城内の5 用 OS 領城35a 5 用P OS 領城3

5 b及び5 用低閾値 OS 35c領城が露出する。

その後に、O O膜 3 に覆われない領城のシリコン某板 表面に、熱酸化法によ

って第 のゲート絶縁膜 3 8 としてシリコン酸ィヒ膜を例えばg の厚さに成長する。

以上により、図9 (a) ～(c) に示す構造が形成される。

００5０ さらに、周辺回路領城内の ・8 用 OS 領城35d 、 ・8 用P OS

領城35e を除く領城をレジストパターン (不図示) で覆った状態で、それらの領城にあ

るO O膜 3をエッチングする。そのエッチング後に、レジストパターンを除去する。

次に、図 ０(a) ～(c) に示すように、熱酸化法によって、第 のゲート絶縁膜 3 8を

2 まで厚くするとともに、 ・8 用 OS 領域35d 、 ・8 用P OS 領

域35e の表面に第2のゲート絶縁膜 3 9 となるシリコン酸ィヒ膜を3 の厚さに成長す

る。

００5 1 なお、選択トラン、ジスタ形成領城34a における第 のゲート電極 3 8 は、図2 に示すゲ

ート絶縁膜 7 となる。

これにより、選択トラン、ジスタ形成領城35a には厚さ 2 の第 のゲート絶縁膜 3 8



が形成され、また、5 用 OS 領城35a 5 用P OS 領城35b及び5

用低閾値 OS 領域35c にも厚さ 2 の第 のゲート絶縁膜 38が形成さ

れる。

００5 2 以上の工程によって図 g に示すように、メモリセルアレイ領城では、O O膜 3が

S 136上で分離され、さらに、選択用トランジスタ形成領城34bを露出し、メモリトラン

ジスタ形成領城を覆うパターン形状となっている。

次に、図 a )～(b) に示す構造を形成するまでの工程を説明する。

００5 3 まず、C 法により、O O膜 3、第 、第2のゲート絶縁膜 38 39上にボリシリコ

ン膜を の厚さに形成する。なお、ボリシリコン膜は、アモルファスシリコン膜を

形成した後に、そのアモルファスシリコン膜を熱処理する工程により形成されることも

ある。

さらに、ワード線形成領城、ゲート電極形成領城、その他の配線形成領城を覆うレ

ジストパターン(不図示)をボリシリコン膜上に形成した後に、ボリシリコン膜を 法

によりエッチングする。その 法では、エッチングガスとして塩素系ガスを用いる。

００54 これにより、図 (a) (b) 、図 9 に示すように、メモリセルアレイ領城では、ボリシ

リコン膜が行方向に延びる複数本のストライプ形状となり、これらをワード線W 、W

2とする。

ワード線W W 2は、メモリセルアレイ領城では、図 9 に示すように、メモリトラ

ンジスタ形成領城では、ワード線W W 2がO O膜 3に重なった状態となる。ま

た、ワード線W W 2の一部は、図2に示した選択用ゲート電極 4とメモり用ゲー

ト電極 8となる。なお、各メモリセルトにおける選択用ゲート電極 4とメモり用ゲート

電極 8の間隔を例えば0・ 8 は 程度とする。

００5 5 一方、周辺回路領城でほ、図 ( ) に示すように、5 用 OS 領城35a 、5

用P OS 領城35b 5 用低閾値 OS 城35c 8 用 OS

領城35d 及び ・8 用P OS 領城35e のそれぞれには、ストライプ状のボリ

シリコン膜から構成されるゲート電極 5 52 53 54 55 及びその他の配線

が形成される。

００56 続いて、周辺回路領城においてゲート電極 5 53 54 をマスクにして、周辺回



路領城のPウェル4 a 4 bと5 用低閾値 OS 領城35cに 型不純物をイオ

ン圧入することにより、 型工クステンション領城5 a 5 b 53a 53b 54a 54bを

形成する。さらに、ケート電極52 55 をマスクにして ウェル42a 42bに 型不純

物をイオン圧入して、ソース トレイン領城の 型工クステンション領城52a 52b 55

a、55bを形成する。

なお、 型不純物又は 型不純物のイオン圧入時には、イオン圧入しない領城をフ

００57 吹に、図 2 (a)～(c) に示すように、周辺回路領城をフォトレシスト5０て覆うとともに

、メモリセルアレイ領城を露出させる。

そして、ワート線W W 2をマスクにして、ワート線W W 2から露出した領

城のO O膜 3のうち上側シリコン酸化膜 3cとシリコン空化膜 3bをそれそれ反応

性イオンエノチンク ( )怯により除去する。この場合、O O膜 3の下層シリコン酸

化膜 3は残される。これと同時に、ワート線W W 2から露出した領城のケート

絶縁膜 7も背くなる。

なお、メモリセルアレイ領城において、図 g に示すように、O O膜 3は、ワート

線W W 2、即ちメモり用ケート電極 4の下てそのまま存在する。

００58 この後に、ワート線W W 2をマスクに使用して、メモリセルアレイ領城に 型不

純物をイオン圧入する。この場合のイオン圧入条件として、フノィヒホウ素イオンを使用

し、イオン圧人エネルキーを3０ ev とし、トース最を3X ０ c とする。

これにより、ワート線W W 2の両側には、図2に示した、 型エクステンション領

城 5a gaと 型ソースノトレイン領城 6か形成される。なお、 型ソースノトレイン

領城 6は、メモリセル領城のそれそれにおいてメモり用ケート電極 4と選択用ケート

電極 8に扶まれた領城に形成される。その後に、フォトレシスト5０を除去する。

００59 吹に、図 3 (a)～(c) に示す構造を形成するまての工程を脱明する。

ワート線W W 2、ケート電極5 52 53 54 55 及ひシリコン某板

の上に、C 怯によりシリコン酸化膜を約 の厚さに形成する。その後に、シリ

コン酸化膜をエノチハノクすることにより、シリコン某板 の一部を露出させるとともに

、ワート線W W 2、ケート電極5 52 53 54 55 の側壁にザイトウォ



一ル2０として残す。

なお、各メモリセルにおける選択用ゲート電極 8とメモり用ゲート電極 4の間には

ザイドウォール2０が埋め込まれた状態となる。

００6０ 続いて、メモリセルアレイ領城のワード線W W 2及びザイドウォール2０をマス

クに使用して、 ウェル 2に 型不純物としてフッィヒホウ素イオンを注入する。同時に

、周辺回路領城のゲート電極52 55 及びザイドウォール2０をマスクにして、 ウェ

ル42a 42bにも 型不純物としてフッ化ホウ素イオンを注入する。

この場合、選択トラスジスタS とメモリトランジスタ の間ではザイドウォール2０に

よってイオン注入が阻止されるので、 型ソースノドレイン領城 6には 型高濃度不

純物拡散領城は形成されない。

００61 これにより、メモリセルアレイ領城のぅちワード線W W 2に交差する方向に延び

た活性領城34では、隣接する選択トラスジスタS 同上で共用する 型ドレイン領城

5の 型高濃度不純物拡散領城 gbが形成され、さらに、隣接するメモリトラスジスタ

同上で共用する 型ソース領城 5の 型高濃度不純物拡散領城 5bが形成され

る。

また、周辺回路領城の ウェル42a 42bでは、ゲート電極52 55 の両側にソー

スノドレイン領城の 型高濃度不純物拡散領城52c 52d 55c 55dが形成される。

００62 その後に、周辺回路領城のPウェル4 a 4 bでは、ゲート電極5 53 54 及

びザイドウォール2０をマスクにして 型不純物としてヒ素をイオン注入し、これによりソ

ースノドレイン領城となる 型高濃度不純物拡散領城5 c 5 d 53c 53dを形成

する。

以上のよぅな 型不純物と 型不純物のイオン注入する際には、イオン注入をしない

領城をフォトレジストによって覆ぅ。

なお、以上のよぅにイオン注入された不純物はアニールにより活性化される。

００63 次に、図 4 (a)～(c) に示す構造を形成するまでの工程を説明する。

まず、全面に、スパッタリング法により例えばコバルト膜を堆積する。その後、温度4

OO C～g００Cの熱処理を行 ことによって、ワード線W W 2、ゲート電極5

52 53 54 55 を構成するボリシリコン膜とコバルト膜をシリザイド反応させ、こ



れによりワード線W W 2、ゲート電極 5 52 53 54 55 の上面にシリ

ザイド屑2 a 2 b 2 e 2 f 2 2 2 を形成する。

これと同時に、シリコン某板 とコバルト膜をシリザイド反応させてシリザイド屑2 c

2 d 2 j 2 2 2 2 を形成する。その後、フッ酸等を用いて、末反応

のコバルト膜を除去する。
。

００64 以上の工程により、バルクプロセスが完了し、メモリセルアレイ領城のうちストライフ

状の活性領城34には、選択トランジスタS 及びメモリトラン、ジスタ からなるメモリ

セル Cが交互に向きを変えて複数個形成される。一方、周辺回路領城のPウェル4

a 4 b等には OS 、 、 が形成され、 ウェル42a 42bにはP OS
4

、 が形成される。

００65 次に、図 5 (a) ～(c) に示すように、シリザイド屑2 a～2 2 2 2 S

36等の上にエッチストップ膜としてシリコン空ィヒ膜 56をC 法により の厚さ

に形成する。さらに、シリコン空ィヒ膜 56上に第 屑間絶縁膜 57として PSG (ボロンリ

ンシリカガラス)膜をC 法により 6００ の厚さに形成した後に、 PSG膜を熱処

理により平坦ィヒする。

００66 次に、図 6 (a) (b) に示すように、第 屑間絶縁膜 57とシリコン空ィヒ膜 56をフオトリ

ソグラフィー法によりパターニングすることにより、メモリセルアレイ領城の複数の 型

高濃度不純物拡散領城 5b gbの上にコンタクトホール22a 22bを形成する。な

お、第 屑間絶縁膜 57とシリコン空ィヒ膜 56は、図2に示す屑間絶縁膜22に相当する

００67 続いて、コンタクトホール22a 22b内と第 屑間絶縁膜 57上面に、膜厚3０ のチ

タン( )膜、膜厚 のチタンナイトライド( )膜、膜厚3００ のタングステン (

W)膜を順に形成する。その後に、それらの膜をC P法によって、第 屑間絶縁膜 5

7上から除去するとともに第 屑間絶縁膜 57の上面を平坦にする。

００68 これにより、コンタクトホール22a 22b内に残されたW膜、 膜及び 膜を導電

性コンタクトプラグ23 24とする。メモリセルアレイ領城に形成された複数の導電性コ

ンタクトプラグ23 24は、図 g に示すように、活性領城34のうち 型高濃度不純物

拡散領城 5b gbに接続される。



００69 続いて、第 屑間絶縁膜 5 7及び導電性コンタクトプラグ23 24の上に、膜厚6 O

の 膜、膜厚 の 膜、膜厚 のアルミニウム ( )膜、膜厚 の

膜、膜厚7 O の 膜からなる第 導電膜を例えばスパッタリング法により順に形成

する。

そして、第 導電膜をフオトリソグラフィー法によりパターニングすることにより、導電

性コンタクトプラグ23 24毎に別々に接続される複数の導電性パッド59を形成する。

即ち、導電性パッド59は、図 g に示すよぅに、 型高濃度不純物拡散領域 5b、

gb及びその周辺領城の上方に形成され、さらに列方向と行方向にマトリクス状に配

置される。

００7０ 次に、図 7に示す構造を形成するまでの工程を説明する。

まず、導電性パッド59を覆ぅ下側シリコン酸化膜 6０aを高密度ブラズマC 法によ

り72O の厚さに形成する。続いて、 S (テトラェトキシシラン)を反応ガスに使

用するC 法により、下側シリコン酸化膜 6 a上に上側シリコン酸化膜 6０bを ００

の厚さに形成する。ここで、連続して形成された2つのシリコン酸化膜 6０a 6０bを

第2屑間絶縁膜 6 とする。さらに、第2屑間絶縁膜 6 の表面をC P法により研磨し

て平坦化する

００7 1 次に、第2屑間絶縁膜 6 をフオトリソグラフィー法によりパターニングして、導電性パ

ッド5 9の上に第 、第2ビアホール6 a 6 bを形成する。図 9 に示すよぅに、第

ビアホール6 aは、 型ソース領城 5毎に つずつ形成され、また、第2ビアホール6

bは、 型ドレイン領城 9毎に つずつ形成される。

００72 第 ビアホール6 aは、導電性パッド59の一端寄りに配置されて 型ソース領城 5

に接続される。また、第2ビアホール6 bは、導電性パッド59の他端寄りに配置され

て 型ドレイン領城 9に接続される。第 ビアホール6 aと第2ビアホール6 bは、ワ

ード線W W 2の延在方向で交互に配置されている。さらに、第 ビアホール6 a

は、同じ活性領城34に沿って複数配置され、また、第2ビアホール6 bは、同じ活性

領城34 に沿って複数配置される。

００73 次に、第 、第2ビアホール6 a 6 b内と第2屑間絶縁膜6 上に、膜厚 の

膜、膜厚 の 膜、膜厚3００ のW膜を順に形成する。



続いて、W膜、 膜及び 膜をC Pにより研磨して第2屑間絶縁膜 6 上から除

去する。これにより、第 、第2ビアホール6 a 6 b内に残存したW膜、 膜及び

膜は、第 、第2ビア62a 62bとなる。

００74 次に、第2屑間絶縁膜 6 及び第 、第2ビア62a 62bの上に、膜厚 の 膜、

膜厚3０ の 膜、膜厚 の 膜、膜厚5 の 膜、膜厚7０ の 膜

からなる第2導電膜を例えばスパッタリング法により順に形成する。

そして、第2導電膜をフオトリソグラフィー法によりパターニングすることにより、図 9

に示すよぅに、複数の矩形状のソース分岐線63a と複数の略矩形状のビット分岐線

63bを形成する。なお、ソース分岐線63a は図 に示すソース分岐線S であり、ビッ
ト分岐線63bは図 に示すビット分岐線 である。

００75 ソース分岐線63a とビット分岐線63bは、それぞれワード線W W 2に直交する

方向にジグザグ且つ交互に配置されている。

ソース分岐線63a は、ワード線W W 2に対して斜め方向に隣接する2つの第

ビア62a 同上を接続し、これにより第 ビア62a 等を介してメモリトランジスタ の 型

ソース領城 5に電気的に接続される。

また、ビット分岐線63bは、ワード線W W 2に対して反対の斜め方向に隣接す

る2つの第2ビア62b同上を接続し、これにより第2ビア62bを介してメモリセルの選択

用トランジスタS の 型ドレイン領城 9に電気的に接続される。

００76 次に、ソース分岐線63a とビット分岐線63bを覆ぅ下側シリコン酸化膜 64a を高密度

ブラズマC 法により72０ の厚さに形成する。続いて、 OSを反応ガスに使用

するC 法により、下側シリコン酸化膜 64a 上に上側シリコン酸化膜 64bを

の厚さに形成する。ここで、連続して形成された2つのシリコン酸化膜 64 a 64bを第

3屑間絶縁膜 64とし、その表面をC P法により研磨して第3屑間絶縁膜 64を平坦化

する

００77 次に、第3屑間絶縁膜 64をフオトリソグラフィー法によりパターニングして、図 9 に

示すよぅに、ソース分岐線63a とビット分岐線63bのそれぞれの中央の上にそれぞれ

第3ビアホール64a 、第4ビアホール64bを形成する。

続いて、第3、第4ビアホール64 a 64b内と第3屑間絶縁膜 64上に、膜厚 の



膜、膜厚7 の 膜、膜厚 ０ のW膜を順に形成する。

００78 続いて、W膜、 膜及び 膜をC Pにより研磨して第3屑間絶縁膜 64上面から

除去する。これにより、第3，第4ビアホール64a 64b内に残存したW膜、 膜及

び 膜を第3，第4ビア65a 6 5bとする。

次に、第3屑間絶縁膜 64及び第3，第4ビア65a 6 5bの上に、膜厚 の 膜、

膜厚3０ の 膜、膜厚 の 膜、膜厚5 の 膜、膜厚7 の 膜

からなる第3導電膜を例えばスパッタリング法により順に形成する。

００79 そして、第3導電膜をフオトリソグラフィー法によりパターニングすることにより、図4J

に示すよぅに、ワード線W W 2に直交する方向に延びるソース線S とビット線

を交互に複数形成する。

各ソース線S は、ワード線W W 2に直交する方向に形成された複数の第3ビ

ア65a を介して複数のソース分岐線63a に電気的に接続される。また、各ビット線

は、ワード線W W 2に直交する方向に形成された複数の第4ビア6 5bを介して

複数のビット分岐線6 3bに接続される。

これにより、メモリセルアレイ領城に形成された複数のメモリセル Cは、図 に示す

電気的接続関係となる。

００8０ この後に、図 7に示すよぅに、ソース線S 及びビット線 を覆ぅ第4、第5屑間絶

縁膜 6 6 6 7を形成する。第4、第5屑間絶縁膜 6 6 6 7の形成方法は、それぞれ第3

屑間絶縁膜 64 と実質的に同じ方法を採用する。その後に、高密度ブラズマC 法

によりシリコン酸化膜 6 8を形成し、最後に、ブラズマC 法によりカバー膜 6 9として

シリコン空化膜を 0 の厚さに形成する。

００8 1 ところで、メモリセルアレイ領城では、上記のよぅに3屑の金属配線パターンが形成

される。3屑の金属配線パターンは、第 屑間絶縁膜 5 7上の導電性パッド59と、第2

屑間絶縁膜 6 上のソース分岐線63a 及びビット分岐線6 3bと、第3屑間絶縁膜 64上

のソース線S とビット線。 である。しかし、周辺回路領城では、それよりも多い、例え

ば5屑の金属配線が形成される。

そこで、図 8を参照して周辺回路領城の配線形成工程を簡単に説明する。

００82 まず、メモリセル領城で導電性コンタクトプラグ23 24を形成する工程において、周



辺回路領城には、 OS 、 、 、P OS 、 に接続される導電性コ
4 2 5

ンタクトプラグ58c～58 を形成する。

また、メモリセル領城で導電性パッド59を形成すると同時に、周辺回路領城の第

屑間絶縁膜 上には、導電性コンタクトプラグ58c～58 に接続する第 の金属配

線59aが形成される。

００83 第 の金属配線59aを覆ぅ第2屑間絶縁間6 内には、メモリセル領城に第 ビア62

a、62bを形成すると同時に、第 の金属配線59aの一部に接続される第5ビア62。、
62d 62。を形成する。

その後に、メモリセル領域でソース分岐線63a及びビット分岐線63bを形成すると同

時に、周辺回路領城では、第5ビア62c 62d 62eに接続される第2の金属配線63

cを第2屑間絶縁膜6 上に形成する。

００84 第2の金属配線63cは、第3屑間絶縁膜64に覆われるとともに、第3屑間絶縁膜64

内に形成される第6ビア65c 65dに接続される。

さらに、周辺回路領城では、ソース線S 及びビット線 を形成すると同時に、第3

屑間絶縁膜64上に第3の金属配線7０を形成する。その後に形成される第4屑間絶

縁膜66内には、第3の金属配線7０の一部に接続される第7ビア7 が形成される。こ

の後に、第4の金属配線層72、第5屑間絶縁膜67、第8ビア73a 73b、第5の金属

配線74、シリコン酸化膜68、カバー膜69が順に形成される。

００85 第6、第7、第8ビア65c 65d 7 73a 73bは、メモリセル領城の第3、第4ビア6

5a 65bと実質的に同様な方法により形成される。また、第4、第5の金属配線72、7

4は、第3の金属配線7０の形成と実質的に同じ方法か類似の方法により形成される。

以上のよぅな工程によれば、メモリセル Cとビット線 の間の屑に、斜め隣のメモ

リセル C同上を接続するビット分岐線63a、ソース分岐線73bを入れることにより図

に示すメモリセルアレイが構成される。

しかし、ビット分岐線63a、ソース分岐線63bは、周辺回路領城の第2の金属配線6

3cと同時に形成するよぅにしたので、従来に比べて工程が増えることはない。

００86 第2の実施の形態 )

図2０は、本発明の第2実施形態に係る半導体装置であるフラッシュメモりのメモリセ



ルアレイを示す断面図である。図2０において、図2と同じ符号は同じ要素を示してい
る。

図2０に示すメモリセル Cは、メモリトランジスタ と選択トランジスタS を有して

いる。

００87 メモリトランジスタ は、第 実施形態と同様に、メモり用ゲート電極 4、 型ソース

領城 5、 型ソースノドレイン領城 6 O O膜 3等を有している。また、選択トラン

ジスタS は、第 実施形態と同様に、選択用ゲート電極 8、 型ソースノドレイン領

城 6、 型ソース領城 9等を有している。

選択トランジスタS において、選択用ゲート電極 8と ウェル 2の間に形成される

ゲート絶縁膜 7aは、第 実施形態のゲート絶縁膜 7に比べて膜厚が例えば7 と

背く、これにより、ゲート絶縁膜 7aの耐圧が 膜 3のメモり消去電圧以下となっ
ている。

００88 しかし、選択トランジスタS を構成するゲート絶縁膜 7aを背くし、選択用ゲート電

極 8に閾値以上の電圧を印加すると、 型ソースノドレイン領城 6と 型ドレイン領

城 9の間の ウェル 2表層にチヤネルが形成され易くなる。これにより、第 実施形

態の選択トランジスタS に比べて大きなチヤネル電流が流れ、読み出しェラ一の確

率が 、さくなる。

００89 そのようなメモリセルの消去は次のような方法で行う。

図2 は、メモり消去時のメモリセルアレイにおけるビット線 、ソース線S 、第 の

ワード線W 、第2のワード線 2へのそれぞれの印加電圧の一例を示している。

つのメモリセル Cにおいて、メモリセル Cのメモり用ゲート電極 4と選択用ゲ

ート電極 8に接続される2つのワード線W W 2のいずれか一方に 3 、他方

に を印加し、また、ソース線S と ウェル 2にはそれぞれ5 を印加するととも

に、ビット線 の電圧を に設定する。

００9０ メモリセルのデータ消去は次のように2ステップで行われる。

消去の第 ステップでは、図22 (a) に示すように、第 のメモリセル C のメモり用

ゲート電極 4に を、選択用ゲート電極 8に 3 を印加する。

これにより、O O膜 3のシリコン空ィヒ膜 3b中の電子がトンネル現象により ウェ



ル 2に移動してデータが消去される。また、選択用ゲート電極 8の下方にはチヤネ

ルは形成されない。

００9 1 この場合、図22 (b) に示すように、ワード線延在方向で第 のメモリセル C に隣

接する第2のメモリセル C2では、選択用ゲート電極 8に が印加されるので、

選択トランジスタS の選択用ゲート電極 8の下方にはチヤネルが形成される。しか

し、ビット線 は なので、そのチヤネルは となる。また、メモり用ゲート電極 4

には 3 の電圧が印加されているので、その下方にはチヤネルが形成されず、しか

も ウェル 2の電位差は 、さく、メモリトランジスタ には電子が注入されない。

００92 消去の第2ステップでは、隣接するワード線W W 2にそれぞれ印加する電圧

を第 ステップとは反対にする。これにより、第2のメモリセル C2のメモり用ゲート電

極 4に 3 が、選択用ゲート電極 8に が印加される。

これにより、第2のメモリセル Cでは、メモリトランジスタ の 膜 3内の電子

がトンネル現象により ウェル 2に移動してデータが消去される。この場合、第 のメ

モリセル C の選択トランジスタにはヤネルが形成されるが、ビット線が なので、

００93 以上のように、消去時にはビット線 を にしているので、消去対象となるメモリセ

ル C内の選択トランジスタS のゲート絶縁膜 7aには再々 の電圧しか印加さ

れないので、第 実施形態に比べて薄い膜厚でよくなる。

なお、消去対象となるメモリセル Cの選択トランジスタS に接続されるワード線W

2に3 を印加する理由は、その選択トランジスタS がO 状態になることを防止し、

そのメモリセル CでソースラインS からビット線 に電流を流さないようにするため

である。

００94 なお、図2０に示すメモリセルは、図 に示したメモリセルアレイのメモリセル Cとし

て適用される。

次に、選択トランジスタS のゲート絶縁膜 7aを周辺回路領城の5 用 OS

のゲート絶縁膜よりも薄く形成する工程を説明する。

００95 まず、第 実施形態に説明した工程に従って、シリコン基板 にS を形成し、

ウェル 2 42a 42b 、Pウェル4 a 4 bを形成し、その役に図8に示したように



O膜 3を形成する。

続いて、選択トラスジスタS のゲート絶縁膜 7aを以下の工程により形成する。

まず、周辺回路領城内の5 用 OS 領城35a 5 用P OS 領城3 5b

ング ( )法とフッ酸を用いたウェットエッチング法を使用して除去する。この場合、

他の領城の 膜 3をフオトレジストで覆う。

００96 次に、図23 (a) ～(c) に示すように、フオトレジストを除去した状態で、周辺回路領

城内の5 用 OS 領城35a 5 用P OS 領城3 5b及び5 用低閾値

OS 領城35c のシリコン某板 の表面を熱酸ィヒすることにより、ゲート絶縁

膜 38として膜厚5 のシリコン酸ィヒ膜を形成する。

続いて、第 実施形態と同様な工程により、選択トラン、ジスタ形成領城34bのO O

膜 3を除去する。

００97 その後に、図24 (a) ～(c) に示すように、選択トラン、ジスタ領城34bのシリコン某板

表面を熱酸ィヒしてゲート絶縁膜 7aとしてシリコン酸ィヒ膜を4 の厚さに形成する

。このとき、周辺回路領城に既に形成されたゲート酸ィヒ膜 38の厚さが となる。

次に、第 実施形態と同様な工程により、周辺回路領城のうち ・8 用 OS

35 領城及び ・8 用P OS 領城35e のO O膜 3をエッチングして除去す

る。

００98 その後に、図25 (a) ～(c) に示すように、 ・8 用 OS 領城35d 及び ・8

用P OS 領城35e のシリコン某板 の表面を熱酸ィヒしてゲート絶縁膜 39とし

てシリコン酸膜を の厚さに形成する。このとき、5 用 OS 領城35a 5

用P OS 領城3 5b及び5 用低閾値 OS 領城35c のゲート絶縁膜 38

は 2 に増加し、また、選択トラン、ジスタ形成領城34bのゲート絶縁膜 7aは7

に増加する。

その後、第 実施形態と同様な工程に従ってメモリデバイスを形成する。

以上の工程により形成された選択トラン、ジスタS のゲート絶縁膜 7aの耐圧は、メ

モり消去時のワード線W W 2とソース線S の電位差以下になるが、菩き込み時

、読み出し時には表 のように、消去時には上記のように耐圧以上の電圧は印加され



ないので不都合はない。

００9 9 (第3の実施の形態 )

図2 6は本発明の第3実施形態に係る半導体装置であるフラッシュメモりのメモリアレ

イを示す断面図である。図2 6において、図2と同じ符号は同じ要素を示している。

図2 6に示すメモリセル Cは、メモリトランジスタ と選択トランジスタS を有して

いる。

０1００ メモリトランジスタ は、第2実施形態と同様に、メモり用ゲート電極 4 、 型ソース

領城、 型ソースノドレイン領城 6 O O膜 3等を有している。また、選択トランジス

タS は、第2実施形態と同様に選択用ゲート電極 8 、 型ドレイン領城、 型ソース

ノドレイン領城 6 、ゲート絶縁膜 7 a等を有している。なお、選択トランジスタS のゲ

ート絶縁膜 7 aは、第 実施形態と同様な厚さでもよい。

０1０1 さらに、 型ソース領城 5、 型ドレイン領城 9の周囲には、 ウェル 2よりも高い

不純物濃度の 型不純物拡散領城 5c g cが形成されている。

これにより、 型ソース領城 5と ウェル 2の境界における 接合の不純物濃度分

布の変化が急峻になって拡散電位が大きくなるので、アバランシェブレークダウない

しバンド間トンネリングで発生する電子がO O膜 3 中に注入されやすくなる。

０1０2 ところで、 型ソースノドレイン領城 6の周囲には 型不純物拡散領城が形成され

ないのは、第2実施形態に示した消去時に、 型ソースノドレイン領城 6と ウェル
2の間の電位差により 型ソースノドレイン領城 6でアバランシェブレークダウン或い
はバンド間トンネリングが発生することを防止するためである。

なお、メモリセルは、図 に示した回路のメモリセルとして適用される。

０1０3 次に、メモリセル Cの 型不純物領城 5c g cの形成工程について説明する。

まず、第 実施形態に説明した工程に従って、シリコン某板 にS 136、 ウェル
2、4 2a 42b 、Pウェル4 a 4 bを形成し、O O膜 3、ワード線W W 2を形

成した後に、図 (a) (b) に示したように、 型エクステンション領城 5 a g aをメモ

り用ゲート電極 4 、選択用ゲート電極 8の側方に形成する。なお、メモり用ゲート電

極 4 、選択用ゲート電極 8はワード線W W 2の一部を構成している。

０1０4 その後に、図2 7に示すように、レ、ジストパターン を形成してメモリセルアレイ領城



の 型エクステンション領域 5a gaを露出する一方、 型ソースノドレイン領城 6

及びその他の領城を覆う。レジストパターン は、フォトレジストをシリコン某板 の全

面に塗布してワード線W W 2等を覆った後に、これを露光、現像することにより

形成される。

続いて、レジストパターン に覆われない 型エクステンション領城 5a gaに、

型ド一パントであ 2るヒ素を加速エネルギー2０keV 、ドーズ呈 X c の条件で

イオン注入し、 型不純物拡散領域 5c gcを形成する。

０1０5 レジストパターン の除去後に、第 実施形態と同様に、ザイドウォール2０を形成し

、さらに、シリコン某板 の 型ソース領城 5と 型ドレイン領城 gの 型高濃度不純

物拡散領城 5b gbを形成する。なお、不純物イオン注入後には熱処理により不

純物を活性ィヒさせる。

その後の工程は、第 実施形態に従い、メモリデバイスを形成する。これにより、図2

6に示したメモリセルが完成する。

０1０6 (第4の実施の形態 )

図2 は本発明の第4実施形態に係る半導体装置であるフラッシュメモりのメモリアレ

イを示す断面図である。図28において、図2と同じ符号は同じ要素を示している。

図2 に示すメモリセル Cは、メモリトラン、ジスタ と選択トラン、ジスタS を有して

いる。

０1０7 メモリトラン、ジスタ は、第2実施形態と同様に、メモり用ゲート電極 4、 型ソース

領城 5、 型ソースノドレイン領城 6a O O膜 3等を有している。また、選択トラ

ン、ジスタS は、第2実施形態と同様に、選択用ゲート電極 8、 型ドレイン領城 9

型ソースノドレイン領城 6a、ゲート絶縁 7a膜等を有している。

０1０8 ただし、メモり用ゲート電極 4と選択用ゲート電極 8の間の領城にある 型ソース

ノドレイン領城 6aの不純物濃度は、第2実施形態の 型ソースノドレイン領城 6に

比べて低く、 領城となっている。

そのような構造によれば、メモり用ゲート電極 4と選択用ゲート電極 8の間の領城

に存在する 接合の拡散電位が小さくなってアバランシェブレークダウン或いはバン

ド間トンネリングがより発生しにくくなる。



０1０9 例えば、第2実施形態において説明したような2ステップのデータ消去時に、消去の

対象にならないメモリセル Cにおいて、 ウェル 2 に5 、 型ドレイン領域 9 に

を印加して 型ソースノドレイン領城 6 に約 5 の電位差が生じても、第2の 型ソー

スノドレイン領城 6 においてアバランシェブレークダウン或いはバンド間トンネリング

が発生しにくくなり、メモリセル Cへの誤菩き込みが防止される。

０1 1０ 次に、 型エクステンション領城 5 a g aよりも不純物濃度の低い 型ソースノドレ

イン領城 6 の形成工程について説明する。

まず、第 実施形態に説明した工程に従って、シリコン某板 にS 136、 ウェル
2 、42a 42b 、P ウェル4 a 4 bを形成し、 膜 3 、ワード線W W 2を形

成する。

０1 1 1 その後に、図2 9 (a) に示すように、フオトレジストをシリコン某板 の全面に塗布し、

ついで露光、現像することにより、周辺回路領域を覆うとともに、メモリセルアレイ領域

では選択用ゲート電極 8 とメモり用ゲート電極 4 となる2つのワード線W W 2

の間を覆うレジストパターン を形成する。

０1 12 それに続いて、メモり用ゲート電極 4 同上の間の領城と選択用ゲート電極 8 同上

の間の領城の ウェル 2に、 型不純物としてフッィヒホウ素を加速エネルギー3０keV

、ドーズ呈 ０ c の条件で注入する。これにより、 型ソース領城 5 と 型ドレ

イン領城 g の 型エクステンション領城 5 a g a が形成される。この後にレジストパタ

ーン を除去する。

０1 13 次に、図2 9 (b ) に示すように、再びフオトレジストをシリコン某板 の全面に塗布し

、ついで露光、現像することにより、選択用ゲート電極 8 とメモり用ゲート電極 4 の間

の領域を露出させるとともに、その他の領域を覆うレジストパターン を形成する。

０1 14 それに続いて、選択用ゲート電極 8 とメモり用ゲート電極 4 の間の領城の ウェル
2 に、 型不純物としてフッィヒホウ素を加速エネルギー3０keV 、ドーズ呈 ０ c

2の条件で注入する。これにより、低不純物濃度の 型ソースノドレイン領城 6 a が

形成される。この後にレジストパターン を除去する。

その後に、第 実施形態と同様な方法により、ザイドウオール2０を形成し、ついで

型高濃度不純物拡散領城 5 b g bを形成すると、図2 8 に示したメモリセル Cが



形成される。その後の工程は、第 実施形態と同様とする。

０115 (第5の実施の形態 )

図3０は本発明の第5実施形態に係る半導体装置てあって、 P(one m e P og a

m m小 e) に利用されるメモリセルを示す断面図てある。図3 において、図2０と

同し符号は同し要素を示している。

図3０に示すメモリセル Cにおいて、メモリトランシスタ は、第2実施形態と同様

に、メモり用ケート宙極 4 、 型ソース領域 5 、 型ソースノトレイン領域 6 等を有し

ている。また、選択トランシスタS は、第2実施形態と同様に、選択用ケート電極

型トレイン領城 g 、 型ソースノトレイン領城 6 等を有している。メモリセル Cは

図 に示すと同様にワート線W W 2、ヒノト線 、ソース線 S に接続される。

０116 第2実施形態に示したメモリセル Cとの違いは、メモリトランシスタ のO O膜

3を構成する下側シリコン酸化膜 3 dか4 に厚く形成されていることと、選択トラン

シスタS のケート絶縁膜 7 bか3 の厚さに背く形成されていることてある。

０117 これにより、メモリトランシスタ のO O膜 3のシリコン空化膜 3 b に蓄えられる

電子か抜けにくく、良好なリテンション特性か得られる。また、選択トランシスタS の

ケート絶縁膜 7 bか背いのて、第2実施形態と同様に、大きな読み出し電流か得られ

る。

なお、菩き込み方怯と読み出し方怯は、第 実施形態に示したメモリセルと同様とな

る。

０118 次に、メモリセル Cの菩き込み方怯、読み出し方怯を説明する。菩き込み、読み

出しの際に各部に印加する電圧の値の例を表 2 に挙ける。

表 2ては、選択トランシスタ (選択 )にワート線W を、メモリトランシスタ (メモり

) にワート線W 2を接続した場合を示している。なお、表 2 に括弧て示す値は、非

選択線の電圧を示している。

表 2



０119 まず、メモリセル Cに対する菩き込み動作は、ワード線 2を通してメモリトランジ

スタ のメモり用ゲート電極 4 に ・8 の電圧を印加するとともに、ソース線S に

の電圧を印加する。この場合、ビット線 及び ウェル 2の各電圧を とする

０12０ これにより、 型ソース領城 5 と ウェル 2のバンド間トンネリングにより発生した電

子が、メモり用ゲート電極 4 の電圧によりO O膜 のシリコン空ィヒ膜 3 bに注入さ

れる。この結果、メモリトランジスタ の閾値が正の値に変わる。この時、ビット線

の電圧は であり、選択トランジスタS のチヤネル領城には電流は流れない。

０12 1 また、選択されないメモリセル Cに接続されるソース線S の電圧は であり、バ

ンド間トンネリングによる電子は発生しない。メモリセル Cに対する読み出しは、第

実施形態のメモリセルと同様である。

０122 表 2から明らかなように、本実施形態における動作電圧条件の大きな特徴として、

消去が不要であるので、表 とは典なり、ワード線W とビット線R に対して読み出し

に必要な電圧より大きな電圧を印加しなくてもよい。即ち、ワード線W とビット線R

には、低電圧トランジスタの耐圧以上の電圧が印加されない。

従って、図 に示したワード線デコーダ4 a 4bと、ビット線デコーダ3を低電圧トラン

ジスタから構成することができる。低電圧トランジスタは面積が 、さいので、周辺回路

の寸法を 、さくすることができる。また、低電圧トランジスタの性能を利用して、高速読

み出しが可能になる。

０123 次に、選択トランジスタS のゲート絶縁膜 7bを周辺回路領城の5 用 OS

のゲート絶縁膜 3 8よりも薄く形成する工程を説明する。

まず、第 実施形態に説明した工程に従って、シリコン基板 1 にS 136を形成し、

ウェル 2 42a 42b 、Pウェル4 a 4 bを形成し、その役に図8 に示したように

O膜 3を形成する。なお、本実施形態では、O O膜 3を構成する下側シリコン酸



ィヒ膜 3 d、上側シリコン酸ィヒ膜 3cとシリコン空ィヒ膜 3bの厚さをそれぞれ4 とす

る。下側シリコン酸ィヒ膜 3dは第 実施形態と同様に熱酸化法により形成される。

０124 続いて、選択トランジスタS のゲート絶縁膜 7bを以下の工程により形成する。

まず、周辺回路領城内の5 用 OS 領城35a 5 用P OS 領城3 5b

及び5 用低閾値 OS 領城35c のO O膜 3を例えば反応性イオンエッチ

ング ( )法とフッ酸を使用するウェットエッチング法とを使用して除去する。この場

合、他の領域のO O膜 3をフォトレジストで覆ぅ。

０125 さらに、フォトレジストを除去した後に、図23 (a) ～(c) に示したと同様に、周辺回路

領城の5 用 OS 領城35a 5 用P OS 領城3 5b及び5 用低閾値

OS 領城35c のシリコン某板 の表面を熱酸化することにより、ゲート絶縁

膜 3 8として膜厚約g のシリコン酸化膜を形成する。

０126 次に、メモリセルアレイ領城内のメモリトランジスタ形成領城と、周辺回路領城の一

部をレジストパターンにより覆った状態で、選択トランジスタ形成領城34bにあるO

膜 3をエッチングする。

これにより、シリコン某板 表面のぅち、メモリセルアレイ領城内の選択トランジスタ

形成領城34 bと、周辺回路領城内の ・8 用 OS 領城35d 、 ・8 用P O

S 領城35e が露出する。

０127 続いて、図3 (a) ～(c) に示すよぅに、選択トランジスタ領城34bと周辺回路領城の

・8 用 OS 領域35d と ・8 用P OS 領城35e のシリコン某板 表

面を熱酸化してゲート絶縁膜 7b 9としてシリコン酸化膜を の厚さに形成する

。このとき、周辺回路領城の一部に既に形成されたゲート酸ィヒ膜 3 8の厚さは 2 と

なる。

その後、第 実施形態と同様な工程に従ってメモリデバイスを形成する。

以上の工程により形成された選択トランジスタS のゲート絶縁膜 7bの耐圧は、ワ

ード線W W 2とビット線 の電位差以下になるが、上記のよぅにゲート絶縁膜

7bには耐圧以上の電圧は印加されない。

０128 第6の実施の形態 )

図3 2は、本発明の第6実施形態に係る半導体装置であるフラッシュメモりのメモリセ



ルを示す断面図である。図3 2において、図 と同じ符号は同じ要素を示している。

図3 に示すメモリセル Cは、 型のメモリトランジスタ と 型の選択トランジスタ

S を有し、選択トランジスタS はビット線 に接続され、メモリトランジスタ はソ

ース線S に接続されている。

０129 メモリトランジスタ は、シリコン某板 のPウェル7 2上に形成された電荷保持層

であるO O膜 3と、O O膜 3上に形成されたメモり用ゲート電極 74 と、メモり用ゲ

ート電極 74の両側のPウェル72内に形成された 型ソース領域 7 5と 型ソースノドレ

イン領城7 6を有している。なお、 型ソース領城7 5と 型ソースノドレイン領城7 6の

間のPウェル7 2では、閾値電圧調整のために不純物が注入されている。

０13０ また、選択トランジスタS は、Pウェル7 2上にゲート絶縁膜 7を介して形成された

選択用ゲート電極 7 8と、選択用ゲート電極 7 8の両側のPウェル7 2内に形成された

型ドレイン領城7 9と 型ソースノドレイン拡散領城7 6を有している。なお、メモリトラン

ジスタ と選択トランジスタS は、共通の 型ソースノドレイン領城7 6を共有してい
る。

０13 1 選択用ゲート電極 7 8とメモり用ゲート電極 74 はいずれかのワード線W 又は 2

の一部を構成し、実質的に平行に配置される。

型ソース領城7 5と 型ドレイン領城7 9は、それぞれ 型低濃度不純物拡散領城の

エクステンション領城75a 79a と、 型高濃度不純物拡散領城7 5b 79b から構成さ

０132 また、 型ソース領城7 5と 型ドレイン領城7 9のそれぞれの周囲には、Pウェル7 2よ

りも高不純物濃度の 型不純物領城75c 79c が形成されている。これにより、 型ソ

ース領城7 5と 型ドレイン領城7 9とその周囲により形成される 接合の不純物濃度

分布が急峻に変化し、アバランシェブレークダウンやバンド間トンネリングが発生しや

すくなる。

０133 メモり用ゲート電極 74 と選択用ゲート電極 7 8の上層部はシリザイド屑2 a 2 bが

形成され、また、 型ソース領城7 5と 型ドレイン領城7 9のそれぞれの表面にもシリザ

イド屑2 、2 dが形成されている。シリザイド屑として、例えば、厚さ のコバルト

シリザイド屑を形成する。さらに、メモり用ゲート電極 74 と選択用ゲート電極 7 9のそれ



ぞれの側面には絶縁性ザイドウオール2０が形成されている。

０134 メモリトランジスタ と選択トランジスタS は屑間絶縁膜 22に覆われている。また

、屑間絶縁膜 22のうち 型ソース領城7 5と 型ドレイン領城7 9の上には第 、第2の
。

コンタクトホール22a 22b が形成され、それぞれ第 導電性プラグ2 3、第2導電性フ

ラグ24が埋め込まれている。 型ソース領城7 5上の第 導電性プラグ23はソース線

S に接続され、また、 型ドレイン領城7 9上の第2導電性プラグ24はビット線 に

接続されている。

従って、選択トランジスタS の若き込み状態がビット線 の寄生容呈の変動に影

響を与えることを防止している。

０135 以上のような構成を有する複数のメモリセル Cの接続は、第 実施形態と同様に

なる。従って、行方向に隣り合う2つのメモリセル Cにおいて、一方のメモリトランジ

スタ のメモり用ゲート電極 74 と他方の選択トランジスタ の選択用ゲート電極 7

8は同一のワード線W ( はW 2) に接続され、また、一方の選択用ゲート電極 7

8と他方のメモり用ゲート電極 74 は同一のワード線W 2 ( はW ) に接続される。

０136 なお、縦横に配列されたメモリセル Cは、第 実施形態と同様な関係でソース線S

、ビット線 に接続される。

以上のことから、 木のソース線S と 木のワード線W ( はW 2)を選択したと

きに、これらに接続された つのメモリトランジスタ だけが、それらのソース線S

ワード線W ( はW 2)の両方の電圧を同時に受けることができ、アバランシェブ

レークダウン、或いはバンド間トンネリングで発生した電子を電荷保持層である

膜 に注入することができる。

次に、メモリセル Cの若き込み、読み出し、消去の方法を説明する。菩き込み、読

み出し、消去の際に各部に印加する電圧の値の例を表3に挙げる。

表3では、選択トランジスタ (選択 )にワード線W を、メモリトランジスタ (メモり

) にワード線W 2を接続した場合を示している。なお、表3に括弧で示す値は、非

選択線の電圧を示している。

表 3



０137 まず、メモリセル Cに対する菩き込み時には、ワード線W を通してメモり用ゲー

ト電極 74 に5 の電圧を印加するとともに、ソース線S に5 の電圧を印加する。この

場合、ビット線 及びPウェル7 2の各電圧を とする。

これにより、 型ソース領城7 5とPウェル7 2の 接合部でアバランシェブレークダウ

ンにより発生した電子が、O O膜 3のシリコン空化膜 3bに注入される。この結果、

メモリトランジスタ の閾値が正の値になる。

この時、選択用ゲート電極 7 8、ビット線 の電圧はそれぞれ であり、選択トラン

ジスタS のチヤネル領城には電流は流れない。また、選択されないメモリセルに接

続されるソース線S の電圧は であり、アバランシェブレークダウンによる電子は発

生しない。

０138 メモリセル Cに対する読み出しは、ワード線W を通して選択用ゲート電極 7 8に

・8 の電圧を印加するとともに、ビット線 にも ・8 の電圧を印加する。この場合

、メモり用ゲート電極 74 、ビット線 及びPウェル7 2の各電圧を とする。

これにより選択されたメモリセル Cにおいて、選択用ゲート電極 7 8の下方にチヤ

ネルが形成され、また、 型ドレイン領城7 9と 型ソース領城7 5の間に電位差が生じ

る。

０139 メモリトランジスタ のO O膜 3中に電子が保持されている場合には、その電子

によりメモり用ゲート電極 74の下方にチヤネルが形成されない。これにより、 型ソー

ス領城7 5から 型ドレイン領城7 9へ電流が流れない。

一方、O O膜 3に電子が保持されていない状態、即ち消去状態ならば、 の電

位であるメモり用ゲート電極 74の下方にはチヤネルが形成される。これにより、 型ソ

ース領城7 5から 型ドレイン領城7 9に電流が流れる。

以上のような電流の流れの違いは図 のセンスアン により検出され、データとし



て読み出される。

０14０ メモリセル Cのデータを消去する場合には、ワード線W W 2を通して選択用

ゲート電極 7 8 とメモり用ゲート電極 7 4 に の電圧を印加するとともに、ソース線5

に5 の電圧を印加し、ビット線 を に設定する。また、P ウェル7 2の電圧を

にする。

これにより、 型ソース領城 7 5ではバンド間トンネリング現象により発生したホットホ

ールがメモリトランジスタ のO O膜 3に注入され、メモリトランジスタ の閾値

は負の値になる。

０14 1 次に、上記のメモリセルアレイの製造方法について説明する。なお、メモリセル C

に接続される配線は、第 実施形態で参照した図4 ～図4J に示す工程によって形

成されるので、以下の説明では、バルクの製造工程を主に説明する。

図3 3～図3 8の各 (a) は、本発明の第6実施形態に係る半導体装置の製造工程を

示す断面図であって、メモリセルアレイ領城のワード線の延在方向の部分断面図で

ある。図3 3～図3 8の各 (b ) は、その半導体装置の製造工程のうち、ビット線又はソー

ス線の延在方向の部分断面図である。図3 2～図3 8の各 (c) は、その半導体装置の

製造工程のうち周辺回路部の部分断面図である。

０142 次に、図3 3 (a) ～(c) に示す構造を形成するまでの工程を説明する。

まず、第 実施形態と同様な方法により、シリコン某板 にS 136を形成し、その後

に、シリコン某板 の表面に犠性酸ィヒ膜 3 7を形成する。シリコン某板 は 型とする

その後に、シリコン某板 の周辺回路領城をフォトレ、ジストで覆うとともに、メモリセ

ルアレイ領城を露出させる。そして、メモリセルアレイ領城に所定の条件で 型不純物

をイオン注入することにより、S 136よりも深い領城に埋込 ウェル7 を形成する。

０143 さらに、所定の条件で、 型不純物をイオン注入することにより、埋込 ウェル7 より

も浅い領城にフラッシュ用のP ウェル7 2を形成する。P ウェル7 2 と埋込 ウェル7 とそ

の下の 型シリコン某板 によりトリプルウェルが構成される。

シリコン墓板 の周辺回路領域には、第 実施形態と同様に、P ウェル4 a 4 bと

ウェル42a 42b を形成する。



なお、埋込 ウェル7 とPウェル72の周囲は図示しない ウェルに囲まれる。

０144 この後に、メモリセルアレイ領城のPウェル72と、周辺回路領城のPウェル4 a 4 b

、 ウェル42a 42b等に閾値調整のために 型又は 型の不純物イオンが注入され

る。

次に、フッ酸溶液により犠性酸化膜37を除去した後に、図8 (a) ～(c) に示したと同

様に、シリコン某板 の上に 膜 3を形成する。O O膜 3は図32に示した三

層構造を有している。

０145 次に、図34 (a) ～(c) に示すよぅに、第 実施形態に示した方法に従って、選択トラ

ンジスタ領城34bのシリコン某板 表面に厚さ の厚さのシリコン酸化膜からなる

ゲート絶縁膜 7を形成する。

また、5 用 OS 領城35a 5 用P OS 領城35b及び5 用低閾値

OS 領城35c のシリコン某板 表面に、厚さ 2 のシリコン酸化膜からな

るゲート絶縁膜38を形成し、さらに、 ・8 用 OS 領城35d 、 ・8 用P O

S 領城35e のシリコン某板 表面に厚さ3 のシリコン酸化膜からなるゲート絶

縁膜39を形成する。

０146 次に、図35 (a) ～(c) に示す構造を形成するまでの工程を説明する。

まず、第 実施形態と同様な方法により、メモリセルアレイ領城において、行方向に

延びる複数本のワード線W W 2を形成する。ワード線W W 2の一部は、

図32に示した選択用ゲート電極 78とメモり用ゲート電極 74となる。ワード線W 、W

2は、メモリトランジスタ形成領城では、図 9 に示すよぅに、ワード線がO O膜 3

に重なった状態となる。

また、第 実施形態と同様な方法により、周辺回路領城のぅち、5 用 OS

領城35a 5 用P OS 領城35b 5 用低閾値 OS 領城35c 、 ・8

用 OS 領城35d及び ・8 用P OS 領城35e のそれぞれに、ゲート

電極 5 52 53 54 55 、その他の配線を形成する。

０147 続いて、第 実施形態と同様な方法により周辺回路領城のPウェル4 a 4 bと5

用低閾値 OS 領域35c に 型エクステンション領域5 a 5 b 53a 53b 、5

4a 54bを形成する。さらに、周辺回路領城の ウェル42a 42bに 型エクステンシ



ョン領城52a 52b 55a 55bを形成する。

０148 次に、周辺回路領城をフォトレジスト5０で覆うとともに、メモリセルアレイ領城を露出

させる。

そして、ワード線W W 2をマスクにして 膜 3のうち上側シリコン酸ィヒ膜

3cとシリコン空ィヒ膜 3bを反応性イオンエッチング ( )法により除去し、下側シリコ

ン酸ィヒ膜 3dをそのまま残す。これにより、図 g に示したように、メモり用ゲート電極

74の下に残されたO O膜 3は電荷蓄積絶縁屑となる。

０149 この後に、ワード線W W 2をマスクに使用して、メモリセルアレイ領城に 型不

純物をイオン注入する。この場合のイオン種として、ヒ素イオンを使用し、イオン注入

ェネルギーを2０ ev とし、ドーズ呈を6 X ０ c とする。

これにより、ワード線W W 2下方の両側には、図32に示した 型エクステンショ

ン領城75a 79a と 型ソースノドレイン領城76が形成される。その後、フォトレジスト

5０を除去する。

０15０ 次に、図36 (a) ～(c) に示す構造を形成するまでの工程を説明する。

まず、レジストパターン5０aを形成してメモリセルアレイ領城の 型エクステンション

領城75a 79aを露出する一方、 型ソースノドレイン領城76及びその他の領城を覆

う。レジストパターン5０aは、フォトレジストをシリコン某板 の全面に塗布してワード

線W W 2等を覆った後に、これを露光、現像することにより形成される。

続いて、レジストパターン5０aに覆われな 型エクステンション領城75a 79aに、

ホウ素イオンを加速エネルギー2０keV 、ドーズ呈 X ０ c の条件でイオン注

入することにより、 型エクステンション領城75a 79aの下に 型不純物拡散領城75

C、79c を形成する。

０15 1 その後、第 実施形態と同じ方法により、ワード線W W 2、ゲート電極 5 52

、53 54 55 の側壁にザイドウォール2０を形成する。ここで、選択用ゲート電

極 78とメモり用ゲート電極 74の間はザイドウォール2０が埋め込まれた状態となる。

０152 次に、図37 (a) ～(c) に示す構造を形成するまでの工程を説明する。

まず、メモリセルアレイ領城のワード線W W 2及びザイドウォール2０をマスク

に使用して、Pウェル72に 型不純物としてヒ素をイオン注入する。これにより、活，性



領城34では、隣接する2つの選択トランジスタS で共用する第 型ドレイン領城79

の 型高濃度不純物拡散領城75bが形成され、これと同時に、隣接する2つのメモリト

ランジスタ で共用する 型ソース領城75の 型高濃度不純物拡散領城79bが形

成される。

０153 また、周辺回路領城のPウェル4 a 4 bでは、ゲート電極 5 53 54 及びザ

イドウォール2０をマスクにして 型不純物としてヒ素をイオン注入し、これによりソース

ノドレイン領城となる 型高濃度不純物拡散領城5 c 5 d 53c 53dを形成する。

その後、周辺回路領城の ウェル42a 42bでは、ゲート電極 52 55 の両側にソ

ースノドレイン領城の 型高濃度不純物拡散領城52c 52d 55c 55d が形成され

る。

以上のよぅな 型不純物と 型不純物のイオン注入する際には、イオン注入をしない

領城をフォトレジストによって覆ぅ。

なお、以上のよぅにイオン注入された不純物はアニールにより活性化される。

０154 次に、図38 (a) ～(c) に示すよぅに、第 実施形態と同じ工程により、ワード線W

W 2、ゲート電極 5 52 53 54 55 の上面にシリザイド屑2 a 2 b 2

e～2 を形成し、これと同時に、 型高濃度不純物拡散領城75b 79b 5 c 5 d

53c 53d 54c 54d と 型高濃度不純物拡散領城52c 52d 55c 55dの上面に

おいてもシリザイド屑2 2 2 2 2 を形成する。

０155 以上により、メモリセルアレイ領城のぅちストライプ状の活性領城のそれぞれには、

選択トランジスタS 及びメモリトランジスタ の向きを交互に変えたメモリセル C

が複数形成される。従って、ワード線W W 2の長手方向に沿って隣接する2つ

のメモリセル Cを比べると、選択トランジスタS とメモリトランジスタ の向きが反

対方向になる。

０156 この場合、選択トランジスタS 及びメモリトランジスタ は、 OS 型とな

る。一方、周辺回路領城のPウェル4 a 4 b等には OS 、 、 が形成さ
6 8 9

れ、また、 ウェル42a 42bにはP OS 、 が形成される。
7 ０

以上により、バルクプロセスが完了する。この後に、第 実施形態と同じ方法によっ
て導電性プラグ、ビア、配線等の配線屑が形成される。



０157 (第7の実施の形態 )

図39ほ、本発明の第7実施形態に係る半導体装置を構成するメモリセルアレイの

回路図である。また、図4 (a) (b)は、そのメモリセルアレイを構成するメモリセルを

示す断面図である。

図4 (a) (b) において、メモリセルは、第6実施形態に示した チヤンネル型のメモ

リトランジスタ 及び選択トランジスタS により構成されている。図4０において、図3

2と同じ符号は同じ要素を示している。

０158 次に、メモリセルの 菩き込み方法を説明する。

図3 9において破線の楕円で囲まれたメモリセルは、菩き込みされるメモリセル C

であり、また、一点鎖線の楕円で囲まれたメモリセルは、菩き込みされないメモリセル

C である。

指定したメモリセル C に 苦き込みをする場合にほ、ビット線 、ソース線S

、ワード線W W 2及びPウェル7 2に図3 9、図4０(a) に示す値の電圧を印加す

る。

０159 菩き込みが指定されたメモリセル C において、図4０(a) に示すように、Pウェル7

2に を印加した状態で、メモり用ゲート電極 74 に接続されたワード線W には

5 を印加し、また、ソース線S には を印加し、ビット線にも を印加する

。また、菩き込みが指定されないメモリセル C に接続されるソース線S を電圧

に設定する。

従って、選択されたメモリトランジスタ のチヤネルとワード線W の電位差は ０

Vになる。これにより、O O膜 3に電子が 注入され、菩き込みが行われる。

０16０ この場合、図4０b) に示すように、同じワード線W に接続された非選択のメモリ

セル C のメモり用ゲート電極 74 にも 5 が印加される。しかし、非選択のメモリセ

ル C において、ソース線S の電圧を にしているので、メモり用ゲート電極 74の

下方のチヤネルの電圧は、 型ソース領城7 5を介して となり、メモり用ゲート電極 7

4とチヤネルの間の電位差は5 となる。これにより、非選択のメモリセル C におけ

る 菩き込みは回避される。

以上のことから、図3 9に示すような回路を採用することにより、選択トランジスタS



をメモリトランジスタ よりもビット線 側に配置する回路構成を採用しても 菩き

込みが可能となる。

０16 1 (第8の実施の形態 )

図4 は、本発明の第8実施形態に係る半導体装置を構成するメモリセルアレイの

回路図である。

以下に、図4 に示す本実施形態に係るフラッシュメモりのビット消去方法について

説明する。ビット消去とは、任意のメモリセルを個別に消去することである。換言すれ

ば、選択したメモリセルに限定してデータを菩き換えることができるとレぢことである。

０162 図4 に示すメモリセル Cとして、図2に示した チヤネル型であるメモリトランジスタ

と選択トランジスタを有するメモリセルを使用する場合について説明する。

まず、 つのメモリセル Cdを消去する場合には、ビット線 、ソース線S 、ワード

線、 ウェル 2に表4に示す値の電圧を印加する。

表4

０163 消去が指定されたメモリセル Cdにおいて、図2に示す ウェル 2を に設定し

た状態で、ワード線W 2に接続されたメモり用ゲート電極 4に を印加し、また

、ソース線S 、ビット線 をともに に設定する。

従って、選択されたメモリトランジスタ のチヤネル領城とワード線W の電位差

は になる。これにより、電子がO O膜 3からチヤネル側にトンネルし、メモリ

セル Cdのデータが消去される。

０164 この場合、同じワード線W 2に接続された非選択のメモリセル Cのメモり用ゲート

電極 4 にも が印加されるが、そのメモリトランジスタ に接続されるソース線

S の電圧を にしているので、メモり用ゲート電極 4下方のチヤネルは 型ソ一



ス領城 5を通して であり、メモり用ゲート電極 4とチヤネルの間の電位差は5

となる。これにより、非選択のメモリセル におけるデータの消去は回避される。

０165 次に、図4 に示すメモリセル Cとして、図3 2に示した チヤネル型であるメモリセ

ルと選択トランジスタを有するメモリセルを使用する場合のビット消去について説明す

る。

つのメモリセル Cdを消去する場合には、ビット線 、ソース線S 、ワード線。、

ウェル 2のそれぞれに表 5に示す値の電圧を印加する。

表 5

日」 S w Wし Pウエ選択丁靭 (
ル

メ壬り丁良

蕾き込み ov 5V ov V
( V ( V ) V) ( V ov

読み出し 8V ov 8V ov
V V (

o
V

v

ビツト肖去 ov 5V ov 一5V
( V ( V ) ( V ) ( )

ov

０166 消去が指定されたメモリセル C において、図3 2に示すPウェル7 2を に設定し

た状態で、ワード線W のメモり用ゲート電極 74 に を印加し、また、ソース線S

に5 を印加するとともに、ビット線 を に設定する。

これにより、 型ソース領城7 5とPウェル7 2の 接合部でバンド間トンネリングにより

発生したホットホールが、 膜 3のシリコン空化膜 3bに住人され、メモリトランジ

スタ の閾値が負の値になる。この結果、メモリセル Cdのデータが消去される。

０167 この場合、同じワード線W に接続された非選択のメモリセル Cのメモり用ゲート

電極 74 にも が印加されるが、そのメモリトランジスタ に接続されるソース線S

の電圧を にすると、ホットホールは発生しない。これにより、非選択のメモリセル

Cにおけるデータの消去は回避される。

以上のことから、図4 に示すように、メモリセル Cの選択トランジスタS のソース

を直接にビット線 に接続する場合であっても、メモリセル Cのデータを個別に消

去することが可能なる。

０168 (第9の実施の形態 )



図4 2は、本発明の第8実施形態に係る半導体装置を構成するメモリセルアレイの

回路図である。図4 2において、図 と同じ符号は同じ要素を示している。

図4 2において、メモリセル Cは、縦横に複数配置され、例えば行方向に 個、列

方向に 個で配置されている。

それぞれのメモリセル Cは、メモリトランジスタ と選択トランジスタS を有し、第

～第6実施形態のいずれかに示した構造を有している。なお、以下の説明では、図

2に示した構造を含むメモリセル Cを例に挙げて説明する。

０169 図4 2において、ビット線 、ソース線S はワード線W W 2に交差する方向に

延在している。また、メモリセル Cは、ビット線 、ソース線S と同じ方向に延在す

るストライプ代の複数の活性領城にそれぞれ複数形成されている。

なお、ワード線W は、後述するよぅに選択トランジスタS のみに接続されるので、

以下に選択線S G といぅ。

活性領城内で隣接する2つのメモリセル Cは、メモリトランジスタ と選択トラン

ジスタS の位置を逆にして配置され、直列に接続されている。従って、隣接する複数

のメモリセル Cはソース領城 5かドレイン領城 9の少なくとも一方を共有している。

一方、ワード線W 、選択線S G の長手向に隣り合ぅメモリセル Cは、メモリトラ

ンジスタ と選択トランジスタS をそれぞれ同じ向きにして配置されている。この配

置は、図 に示すメモリセルアレイとは典なる。

０17０ ワード線W 、選択線S G の延在方向に並ぶ複数のメモリセル Cにおいて、各

メモり用ゲート電極 4は同じワード線W に接続され、また、各選択トランジスタS

の選択用ゲート電極 8は同じ選択線S G に接続される。

メモリセル Cのソース領城 5は、ワード線W に対して斜め方向に隣接する他

のメモリセル Cのソース領城 5の つに電気的に接続されている。また、各メモリセ

ル Cのドレイン領城 9は、ワード線W に対して斜めの方向に隣接する他のメモ

リセル Cのドレイン領城 9の つに接続されている。

０17 1 各活性領城に形成された複数の共通したソース領城 5は つおきに つのソース

線S に接続され、残りの共通したソース領城 5は別のソース線S に接続されてい
る。



また、各活性領城34 において、共通したドレイン領城 9は つおきに つのビット線

に接続され、残りの共通したドレイン領域 9ほ別のビット線 に接続される。

なお、図4 2に示す回路は、 P のメモリセルアレイに適用することができる。

その素子構造については次の実施形態において説明する。

０172 以上のような構成によれば、ワード線W に沿って並ぶメモリセル Cのそれぞれ

のメモリトランジスタ と選択トランジスタS の向きを同じにする構造においても、そ

れらのメモリトランジスタ のソース領城 5を典なるソース線S に接続し、選択トラ

ンジスタS を典なるビット線 に接続することができる。

これにより、 つのワード線W と つのソース線S を選択することにより、 つのメ

モリトランジスタ を選択して菩き込むことができる。また、読み出し、消去について

は第 ～第8実施形態と同様に行うことができる。

そのような構成により、選択トランジスタS の若き込み状態によるビット線 の寄生

容呈への影響を防止することができる。

０173 (第 ０の実施の形態 )

図4 3は、本発明の第 ０実施形態に係る半導体装置である P O を構成する

メモリセルを示す断面図である。

メモリセル Cは、メモリトランジスタ と選択トランジスタS を直列に接続した構

造を有している。

０174 メモリトランジスタ は、シリコン基板 8 の ウェル8 2上に形成されたゲート絶縁

膜 83a と、ゲート絶縁膜 83a 上に電荷蓄積層として形成されたフローティングゲート電

極84 と、フローティングゲート電極84上に 膜 8 6を介して形成されたコントロー

ルゲート電極8 8と、フローテホングゲート電極 84の両側の ウェル8 2内に形成され

た 型ソース領城9 と 型ソースノドレイン領城9 2とを有している。 型ソース領城9

は、フローティングゲート電極94の下に延びる領域に形成される 型エクステンション

領城g aと 型高濃度不純物拡散領城g bから構成されている。

０175 また、選択トランジスタS は、 ウェル8 2上にゲート絶縁膜 8 3bを介して形成された

選択用ゲート電極8 5と、選択用ゲート電極 8 5の両側の ウェル 内に形成された

型ソースノドレイン領城9 2と 型ドレイン領城9 3とを有している。 型ドレイン領城9 3



は、選択用ゲート電極8 5の下に延びる領城に形成される 型エクステンション領城9

3aと 型高濃度拡散領城93bから構成されている。選択用ゲート電極8 5の上には、

膜 8 7を介して導電性ボリシリコン膜 89が形成されている。

選択用トラスジスタS とメモリトラスジスタ は、 型ソースノドレイン領城92を共

０176 また、コントロールゲート電極88の上層部にはそれぞれシリザイド屑94a 94bが形

成されている。さらに、 型ソース領域9 、 型ドレイン領域93のそれぞれの上にもシ

リザイド屑94b 94cが形成されている。

2つの 膜 86 87は、同屑に形成され、それぞれ厚さ4 の下側シリコン酸化

膜 86a 87a 、厚さ のシリコン空化膜 86b 7b及び厚さ4 の上側シリコン酸

化膜 86c 87c を順に形成して構成されている。

なお、ゲート絶縁膜 83a 83bの膜厚は例えば である。

０177 メモリトランジスタ と選択トランジスタS の上には第 屑間絶縁膜95が形成され

ている。また、第 屑間絶縁膜95のぅち 型ソース領城9 、 型ドレイン領城93の上

にはそれぞれ第 、第2のコンタクトホール95a g5bが形成され、それらの中には第

の導電性コンタクトプラグ96、第2の導電性コンタクトプラグ97がそれぞれ埋め込ま

０178 型ソース領城9 上の第 導電性プラグ96はソース線S に接続され、また、 型ド

レイン領城93上の第2導電性プラグ97はビット線 に接続される。これにより、選択

トランジスタS の菩き込み状態の違いがビット線 の寄生容呈に影響を及ぼすこと

が防止される。

また、コントロールゲート電極88と選択用ゲート電極8 5はそれぞれ典なるワード線

W 、選択線SG に接続されている。

なお、選択トランジスタS のゲート絶縁膜 83bの厚を第2、第5実施形態のよぅに薄

くしてもよい。また、 型ソースノドレイン領城92の不純物濃度を第4実施形態のよぅ

に 型エクステンション領域g a 93aよりも低濃度にしてもよい。さらに、第3実施形

態のよぅに、 型高濃度不純物拡散領域g b 93bの下に反対導電型、即ち 型不純

物拡散領城を形成してもよい。また、第6実施形態のよぅに、



０179 以上のよぅな構成を有するメモリセル Cは、例えば図 、図4 2に示したメモリセル

アレイに適用される。

例えば、図4 2 に示すよぅに、メモリセル Cをビット線 、ソース線S に沿って隣

接させる場合に、各メモリセル Cにおけるメモリトランジスタ と選択トランジスタS

の配置を交互に逆向きにする一方で、ワード線W に沿って隣接する各メモリセ

ル Cの向きを同じにしてもよい。

それらのメモリセル Cは、図4 2と同様に、ソース線S 、ビット線 、ワード線W

、選択線S G に接続される。

菩き込み、読み出し、消去として、例えば上記の第 ～第8 の実施形態の方法を採

用してもよい。ただし、ソース線S 、ビット線 、ワード線W 、選択線S G にそれ

ぞれ印加する電圧は P O に合わせた値とする。

０18０ 次に、図4 3 に示した構造のメモリセルを図4 2 に示す回路に適用する場合の半導

体装置の形成工程について、図4 4 ～図44Q を参照して以下に説明する。なお、

図4 4 ～図44Q に示す回路は、図4 3 において一点鎖線で囲んだ範囲を示している

まず、図4 4 に示すよぅに、シリコン某板 8 の素子分離領城にS 98を形成する。

素子分離領城は、複数のストライプ状の活性領城9 9を挟む領城に配置される。

S 98は、例えば第 実施形態のS 136と同じ方法により形成される。さらに、第

実施形態と同様な方法により、シリコン某板 8 の活性領城9 9 に 型不純物を導入し

て ウェル8 2を形成する。

０18 1 その後に、シリコン某板 8 の活性領城9 9を熱酸化して例えば厚さ のゲート

絶縁膜 を形成する。ゲート絶縁膜 8 3 は、図4 3 に示すゲート絶縁膜 83a 8 3bとし

て使用される。

次に、ゲート絶縁膜 8 3 の上に第 ボリシリコン膜 ０ を所定の厚さに形成する。

続いて、図4 4 に示すよぅに、第 ボリシリコン膜 ０ をフオトリソグラフィー法により

パターニングすることにより、フローティングゲート電極 8 4 を形成する領域の側方の5

198の上に開口部 ０2を形成する。



０182 次に、図44C に示す構造を形成するまでの工程を説明する。

まず、第 ボリシリコン膜 ０ の上にO 膜を形成する。 膜の形成工程は、

第 ボリシリコン膜 ０ を熱酸化して下側シリコン酸化膜を例えば6 の厚さに形成

し、ついで、C 法によりシリコン空化膜を形成し、さらにシリコン空化膜の表面を熱

酸化することにより上側シリコン酸化膜を例えば4 の厚さに形成する工程からなる

。ここで、最終的なシリコン空化膜を例えば5 とする。

０183 さらに、O O膜上に第2ボリシリコン膜を形成する。その後に、フオトリソグラフィー

法により、同じマスクを使用して第2ボリシリコン膜から第 ボリシリコン膜 ０ までの各

層をパターニングして行方向に長いストライプ状のワード線W 、選択線S G を形

成する。

０184 ワード線W は、第2ボリシリコン膜から構成され、S 98上の開口部 ０2の上方

を通ってストライプ状に形成される。また、ワード線W の下の活性領城9 9では、第

ボリシリコン膜 ０から構成されるフローティングゲート電極 8 4 が形成される。フロー

ティングゲート電極 8 4 は、S 98上の開口部 ０2により分離され、活性領城9 9上で

孤立した形状となる。

０185 ワード線W は、フローティングゲート電極 8 4 の上では、図4 3に示したメモリトラン

ジスタ のコントロールゲート電極 8 8となっている。また、第 のボリシリコン膜 ０

上に形成されたO O膜は、図4 3に示すコントロールゲート電極 8 8とフローティング

ゲート電極 8 4 の間のO 膜 8 6となる。

なお、図4 4 ～44Q では、フローティングゲート電極 8 4 の位置を網掛け模様で示

す。

０186 選択線S G は、第 のボリシリコン膜 ０から構成され、複数のワード線W の間

に間隔をおいて2本ずつ形成される。また、選択線S G の一部は、活性領城9 9にお

いて図4 3に示す選択用ゲート電極 8 5を構成する。

なお、第 のボリシリコン膜 ０ 上に形成されたO O膜、第2のボリシリコン膜は、

選択線S G と同じ平面形状に残され、図4 3に示すO 膜 8 7、ボリシリコン膜 8 9と

なる。

０187 次に、ワード線W 、選択線S G をマスクに用いて、各活性領城9 9に 型不純物



をイオン注入することによりエクステンション領城g a 93a を形成し、さらにワード線

W 、選択線S G の側面にザイドウォール9０を形成し、その後にワード線W 、選

択線S G 及びザイドウォール9０をマスクにして 型不純物をイオン注入して 型ソー

ス領城9 と 型ドレイン領城9 3を形成する。続いて、ワード線W 、第2のボリシリコ

ン膜 8 9、 型ソース領城9 及び 型ドレイン領城9 3の上にシリザイド屑94a ～94 を

形成する。それらの工程は、例えば第 ～第7実施形態に従う。

なお、図44 において、ザイドウォール9０は省略されている。

０188 以上のような工程により、図4 3に示したメモリトラン、ジスタ と選択トラン、ジスタS

を備えたメモリセル Cが形成される。この場合、図44 に示したように、ワード線W

に沿って隣り合う各メモリトラン、ジスタ のコントロールゲート電極8 8 同上はワード

線W を介して互いに接続される。また、選択線S G に沿って隣り合う各選択トラン

ジスタS の選択用ゲート電極 8 5同上は選択線S G を介して互いに接続される。

０189 活性領城9 9に沿って隣り合うメモリセル Cの向きは交互に逆向きに配置され、こ

れにより、2つのメモリトラン、ジスタ は 型ソース領城9 を共有して互いに接続され

る。また、活性領城9 9に沿って隣り合う2つの選択トラン、ジスタS は 型ドレイン領城

9 3を共有して互いに接続される。

次に、ワード線W 、選択線S G 、メモリトラン、ジスタ 及び選択トラン、ジスタ

の上に第 屑間絶縁膜 9 5を形成する。第 屑間絶縁膜 9 5は第 実施形態で示したと

同様な工程で形成される。なお、以下に説明する第2～第7の屑間絶縁膜も同様な

方法により形成される。

０19０ 続いて、第 屑間絶縁膜 9 5をフォトリソグラフィー法によりパターニングすることによ

り、図44 に示すように、 型ソース領城9 、 型ドレイン領城9 3のそれぞれの上に

第 、第2のコンタクトホール95a g5b を形成する。

さらに、第 、第2のコンタクトホール95a g5b 内にはそれぞれ図4 3に示したように

第 、第2の導電性コンタクトプラグ9 6 9 7を形成する。第 、第2の導電性コンタクト

プラグ9 6 9 7の形成方法について、例えば第 実施形態に示した方法を採用する。

０19 1 次に、図44 に示すように、第 屑間絶縁膜 9 5上に金属膜を形成し、これをフォトリ

ソグラフィー法によりパターニングして複数の第 配線 ０4 a ０4b ０4c ０4 dと



複数の第 導電性パッド ０5を互いに分離して形成する。

第 導電性パッド ０5は、 型ドレイン領城9 3上の各第2の導電性コンタクトプラグ9

7に個別に接続され、その前後の2つの選択線S G の一部に重なる平面形状を有し

ている。

０192 第 配線 ０4 a～０4 dは4つのタイプがあり、それぞれ 型ソース領城9 上の第

の導電性コンタクトプラグ9 6に個別に接続され、さらに屈曲してS 98上に引き出さ

れている。

第 のタイプの第 配線 ０4 aは、活性領城9 9に沿って図中前方右側に 字状に屈

曲している。第2のタイプの第 配線 ０4 bは、活性領城9 9に沿って図中後方左側に

字状に屈曲している。第3のタイプの第 配線 ０4 cは、活性領城9 9に沿って図中

前方左側に 字状に屈曲している。第4のタイプの第 配線 ０4 dは、活性領城9 9に

沿って図中後方右側に 字状に屈曲している。

０193 第 のタイプと第3のタイプの第 配線 ０4 a ０4 cは、同一の活性領城9 9の上に

沿って交互に配置されている。また、第2のタイプと第4のタイプの第 配線 ０4b ０

4 dは、第 のタイプの第 配線 ０4 aの隣の活性領城9 9の上に沿って交互に配置さ

れている。さらに、第 のタイプと第3のタイプの第 配線 ０4 a ０4 cはそれぞれ隣

接する2つのワード線W に沿って交互に配置され、第2のタイプと第4のタイプの

第 配線 ０4b ０4 dも隣接する別の2つのワード線W に沿って交互に配置され

ている。

０194 続いて、第 配線 ０4 a ０4bと第 導電性パッド ０5を覆う第2屑間絶縁膜 ０6を

形成する。そして、第2屑間絶縁膜 ０6をフオトリソグラフィー法によりパターニングす

ることにより、図4 4 に示すように、第 ビアホール ０7と第2ビアホール ０8を形成す

る。

第 ビアホール ０7は、第 配線 ０4 a～０4 dのうちS 98の上方の端部上に形

成される。また、第2ビアホール ０8は、第 導電性パッド ０5の上であって第 配線

０4 a～０4 dの屈曲しない端部に寄せて形成されている。これにより、第2ビアホー

ル ０8のそれぞれは、隣接する2木の選択線S G に沿ってジグザグに配置される。

０195 その後に、第 、第2ビアホール ０7 ０8内にそれぞれ第 、第2ビアプラグ ０9



０を形成する。なお、第 、第2ビアプラグ ０9 ０は、例えば、第 実施形態に

示したビアプラグの形成方法により形成される。

次に、第2屑間絶縁膜 ０6上に金属膜を形成し、これをフオトリソグラフィー法により

パターニングすることにより、図44G に示すよぅに、複数の第2配線 と複数の第2

導電性パッド 2を互いに分離して形成する。

０196 第2導電性パッド 2は、第 ビアプラグ ０9に個別に接続され、S 98の上方に

配置される。これにより、第2導電性パッド 2は、第 ビアプラグ ０9、第 配線 ０4

a～０4 、及び第 コンタクトプラグを介して 型ソース領城9 に電気的に接続され

る。

第2配線 は、略 字型の平面形状を有していて、第2導電性パッド 2の側方

で隣接する2木のワード線W を跨ぎ、さらに、跨いだ場所に最も近い斜め方向の2

つの第2ビアプラグ ０を電気的に接続する構造となっている。

０197 これにより、同じ活性領城9 9に形成された複数の 型ドレイン領城9 3は、第2配線

、第2ビアプラグ ０、第 導電性パッド ０5及び第 コンタクトプラグ9 7を介して、

それぞれ左側の斜め隣りにある 型ドレイン領城9 3と右側の斜め隣りにある 型ドレイ

ン領城9 3に交互に電気的に接続される。従って、第2配線 は、図4 2に示すビッ
ト分岐線 の一部を構成する。

次に、第2導電性パッド 2と第2配線 を覆ぅ第3屑間絶縁膜 3を形成する。

０198 その後に、フオトリソグラフィー法により第3屑間絶縁膜 3をパターニングすること

により、図4 4 に示すよぅに、第2配線 のほぼ中央に第3ビアホール 4を形成

するとともに、第2導電性パッド 2の上に第4ビアホール 5を形成する。さらに、第

3、第4ビアホール 4 5内にそれぞれ第3、第4ビアプラグ 6 7を形成す

る。第3、第4ビアプラグ 6 7はS 98の上方に位置する。

０199 続いて、第3屑間絶縁膜 3上に金属膜を形成し、これをフオトリソグラフィー法に

よりパターニングすることにより、図4 4 に示すよぅに、複数の第3配線 8 a 8 bと

複数の第3導電性パッド 9を互いに分離して形成する。

第3導電性パッド 9は、第3ビアプラグ 6 にそれぞれ個別に接続されている。ま

た、第3配線 8 a 8bは、略S 字形の第 タイプと、略逆 S字形の第2タイプがある



０2００ 第3配線 8 a 8 bは、図4 2 に示したメモリトランジスタ の 型ソース領城9

同上を接続するソース分岐線S dの一部を構成する。

第3配線 8 a 8 bは、隣り合ぅ2つの活性領城9 9 において、斜め方向に隣接す

る 型ソース領城9 同上を2つずつ電気的に接続する構造となっている。即ち、第3

配線 8 a 8 bは、第4ビアプラグ 7 、第2導電性パッド 2、第 ビアプラグ ０

9 、第 配線 ０4 a～０4 d及び第 コンタクトプラグ9 6を介して、2つの 型ソース領城

9 に接続される。

０2０1 第3導電性パッド 9は、第3ビアプラグ 6を介して 字状の第2配線 に接続

され、S 98の上方に配置され、その周囲の4つの第3配線 8 a 8 bに囲まれる

次に、第3導電性パッド 9 と第3配線 8 a 8 bを覆ぅ第4屑間絶縁膜 2０を形

成する。

その後に、フオトリソグラフィー法により第4屑間絶縁膜 2０をパターニングすること

により、図44J に示すよぅに、ソース分岐線S dである第3配線 8 a 8 bの上に第

5ビアホール 2 を形成する。これと同時に、ビット分岐線 dに電気的に接続され

る第3導電性パッド 9の上に第6ビアホール 2 2を形成する。

０2０2 第6ビアホール 2 2は、各 S 98の上方に形成される。これに対して、第5ビアホー

ル 2 は、S 98の上方に一つおきに重ねられる。これにより、ワード線W 、選択

線S G に沿った方向で、第5 、第6ビアホール 2 2 2の双方に重なるS 98が一

つおきに存在し、第6 のビアホール 2 2だけに重なるS 98が一つおきに存在する。

これは、2つの 型ドレイン領城9 3を接続している複数のビット分岐線 dに接続さ

れる第6ビアホール 2 2を2つのグループに分けるためである。第 グループでは、S

198上で間隔をおいて第5のビアホール 2 を間に挟んでいる。第2グループでは

S 98上で第5のビアホール 2 が間に存在しない。

０2０3 この後に、第5 、第6ビアホール 2 2 2内にそれぞれ第5 、第6ビアプラグ 2 3

4を形成する。

これ以降は、ソース線S とビット線 の形成工程となる。



まず、第4屑間絶縁膜 2０上に金属膜を形成し、これをフオトリソグラフィー法により

パターニングすることにより、図4 4 に示すよぅに、複数の第 ビット線 と複数の

第4 、第5導電性パッド 2 5 2 6を互いに分離して形成する。

０2０4 第 ビット線 は、第5ビアホール 2 2に重ならな S 98の上方に配置され、こ

れにより第2グループの第6ビアプラグ 24を介してドレイン分岐線 である一部の

第2配線 に電気的に接続される。

また、第4導電性パッド 2 5は、第 グループの第6ビアホール 2 2の上に形成され

、第6ビアプラグ 24を介して残りの第2配線 に電気的に接続される。さらに、第5

導電性パッド 2 6は、第5ビアプラグ 2 3を介してソース分岐線S である第3配線

8 a 8bに接続される。

次に、第4 、第5導電性パッド 2 5 2 6と第 ビット線 を覆ぅ第5屑間絶縁膜 2

7を形成する。

０2０5 その後に、フオトリソグラフィー法により第5屑間絶縁膜 2 7をパターニングすること

により、図4 4 に示すよぅに、第4導電性パッド 2 5、第5導電性パッド 2 6のそれぞ

れの中央の上方に、第7、第8ビアホール 2 8 2 9を形成する。さらに、第7、第8ビ

アホール 2 8 2 9内にそれぞれ第7、第8ビアプラグ 3０ 3 を形成する。

これにより、第7ビアプラグ 3０は、第4導電性パッド 2 5、第5ビアプラグ 2 3を介し

て第3配線 (ソース分岐線 ) 8 a 8bに接続される。また、第8ビアプラグ 3 は、

第5導電性パッド 2 6、第6ビアプラグ 24 、第3導電性パッド 9及び第3ビアプラグ

を介して第2配線 (ビット分岐線 ) に接続される。

０2０6 続いて、第5屑間絶縁膜 2 7上に金属膜を形成し、これをフオトリソグラフィー法に

よりパターニングすることにより、図4 4 に示すよぅに、複数の第2ビット線 2と、第

6導電性パッド 3 2を互いに分離して形成する。

第2ビット線 2は、第 ビット線 2の上方に平行に形成されるとともに、その側方

の第8ビアプラグ 3 に接続される。

０2０7 第6導電性パッド 3 2は、第2のビット線 2に接続されない第7ビアプラグ 3０に

接続されて配置され、その下方の第4導電性パッド 2 5、第5ビアプラグ 2 3等を介し

て下方の 型ソース領城9 に電気的に接続される。



次に、第6電性パッド 32と第2ビット線 2を覆ぅ第6屑間絶縁膜 3 7を形成する。

その後に、フオトリソグラフィー法により第6屑間絶縁膜 3 7をパターニングすることに

より、図44 に示すよぅに、第6導電性パッド 32のそれぞれの中央の上方に、第9ビ

アホール 34を形成する。さらに、第9ビアホール 34内にそれぞれ第9ビアプラグ

3 5を形成する。

０2０8 続いて、第6屑間絶縁膜 33上に金属膜を形成し、これをフオトリソグラフィー法に

よりパターニングすることにより、図44 に示すよぅに、第2ビット線 2の間の領域に

配置された第8ビアプラグ 3 5に接続される第7導電性パッド 36を形成する。

第2のビット線 2の延在方向に沿って配置される各第7導電性パッド 3 6は、そ

の一側方の第2ビット線 2と他側方の第2ビット線 2に向けて交互に拡張した形

０2０9 次に、第7導電性パッド 36を覆ぅ第7屑間絶縁膜 3 7を形成する。その後に、フオ

トリソグラフィー法により第7屑間絶縁膜 3 7をパターニングすることにより、図44P に

示すよぅに、各第7導電性パッド 33のぅち第2ビット線 2に近い側部の上に第 ０

ビアホール 38を形成する。さらに、第 ０ビアホール 38内に第 ０ビアプラグ 39を

形成する。

０2 1０ 続いて、第7屑間絶縁膜 3 7上に金属膜を形成し、これをフオトリソグラフィー法に

よりパターニングすることにより、図44 に示すよぅに、複数のソース線S を形成する

。ソース線S は、活性領域99に平行に延在して配置され、その下の第 ０ビアプラグ

3 9、第7導電性パッド 36、第5ビアプラグ、第6度津延性パッド第7ビアプラグ、第

4導電性パッド 25及び第5ビアプラグを介して第3導電性パッド(ソース分岐線 ) 9

に接続される。

なお、上記の各実施形態において示した回路は、等価であれば配線方向は限定さ

れるものではない。

０2 11 以上の工程により形成されたメモリセルアレイは、図4 2に示すよぅな電気回路となり

、メモリトランジスタ のソース領城をソース線S に接続し、選択トランジスタS のド

レイン領域をビット線 に接続した構成となっている。

以上説明した実施形態は典型例として挙げたに過ぎず、各構成要素を細み合わせ



ること、或いはその変形およびバリエーションは当業者にとって明らかであり、当業者

であれば本発明の原理および請求の範囲に記載した発明の範囲を逸脱することなく

上述の実施形態の種々の変形を行えることは明らかである。



請求の笛口囲

第 メモリトラン、ジスタと第 選択トラン、ジスタを有する第 のメモリセルと、

第2メモリトラン、ジスタと第2選択トラン、ジスタを有する第2のメモリセルと、

前記第 メモリトラン、ジスタのゲート電極と前記第2選択トラン、ジスタのゲート電極に

電気的に接続された第 ワード線と、

前記第2メモリトラン、ジスタのゲート電極と前記第 選択トラン、ジスタのゲート電極に

電気的に接続された第2ワード線と、

前記第 メモリトラン、ジスタのソース領城と前記第2メモリトラン、ジスタのソース領城に

電気的に接続された第 ソース線と、

を有することを特徴とする半導体装置。

2 前記第 選択トラン、ジスタのドレイン領城に接続された第 ビット線と、

前記第2選択トラン、ジスタのドレイン領城に接続された第2ビット線と

をさらに有することを特徴とする請求項 に記載の半導体装置。

3 前記第 のメモリセルは、前記第 メモリトラン、ジスタと前記第 選択トラン、ジスタの間

に共通の第 のソースノドレイン領城を有し、

前記第2のメモリセルは、前記第2メモリトラン、ジスタと前記第2選択トラン、ジスタの間

に共通する第2のソースノドレイン領城を有する

ことを特徴とする請求項 又は請求項2に記載の半導体装置。

4 前記第 、前記第2のソースノドレイン領城は、前記第 、前記第2メモリトラン、ジスタ

の前記ソース領城よりも不純物濃度が低いことを特徴とする請求項3に記載の半導体

5 前記第 、前記第2メモリセルは、前記第 、前記第2のメモリトランジスタにアバラン

シェ菩き込みを行ぅ不揮発性メモリセルであることを特徴とする請求項 乃至4のいず

れか つに記載の半導体装置。

6 前記第 、前記第2メモリトランジスタのそれぞれの前記ゲート電極と半導体某板の

間には電荷蓄積絶縁膜が形成されていることを特徴とする請求項 乃至請求項5の

いずれか つに記載の半導体装置。

7 前記第 、前記第2選択トランジスタのそれぞれの前記ゲート電極と半導体某板の間



には、メモり消去時に前記第 のワード線、前記第2のワード線と前記第 ソース線の

間に印加される電圧よりも低い耐圧のゲート絶縁膜が形成されていることを特徴とす

る請求項 乃至請求項6のいずれか つに記載の半導体装置。

8 前記第 、前記第2選択トランジスタのそれぞれの前記ゲート電極と半導体某板の

間には、前記第 、前記第2選択トランジスタの前記ゲート電極に印加される読み出し

用の電圧より高い耐圧のゲート絶縁膜が形成されていることを特徴とする請求項 乃

至請求項6のいずれか つに記載の半導体装置。

9 前記第 メモリセルは、前記第 選択トランジスタと前記第 メモリトランジスタの向き

を交互に変えて直列に複数接続され、

前記第2メモリセルは、前記第 メモリセルの側方において、前記第2選択トランジス

タと前記第2メモリトランジスタの向きを交互に変えて直列に複数接続されている

ことを特徴とする請求項 乃至請求項8のいずれか つに記載の半導体装置。

０ 第 メモリトランジスタと第 選択トランジスタからなる第 のメモリセルと、

第2メモリトランジスタと第2選択トランジスタからなる第2のメモリセルと、

第3メモリトランジスタと、前記第 選択トランジスタと共有する第 共有ドレイン領城

を有する第3選択トランジスタからなる第3のメモリセルと、

第4メモリトランジスタと、前記第2選択トランジスタと共有する第2共有ドレイン領城

を有する第4選択トランジスタからなる第4のメモリセルと、

前記第 メモリトランジスタのゲート電極と前記第2メモリトランジスタのゲート電極に

電気的に接続された第 ワード線と、

前記第3メモリトランジスタのゲート電極と前記第4メモリトランジスタのゲート電極に

電気的に接続された第2ワード線と、

前記第 メモリトランジスタのソース領城と、前記第4メモリトランジスタのソース領城

に電気的に接続された第 ソース線と、

前記第2メモリトランジスタのソース領城に電気的に接続された第2ソース線と、

前記第3メモリトランジスタのソース領城に電気的に接続された第3ソース線と、

前記第 共有ドレイン領城に電気的に接続された第 ビット線と、

前記第2共有ドレイン領城に電気的に接続された第2ビット線と、



を有することを特徴とする半導体装置。

前記第 選択トランジスタのゲート電極と、前記第2選択トランジスタのゲート電極に

電気的に接続された第 選択線と、

前記第3選択トランジスタのゲート電極と、前記第4選択トランジスタのゲート電極に

電気的に接続された第2選択線と、

をさらに有することを特徴とする請求項 ０に記載の半導体装置。

2 前記第 、前記第2、前記第3及び前記第4メモリセルのそれぞれは、前記第 、前

記第2、第3及び第4メモリトランジスタのそれぞれにアバランシェ菩き込みを行ぅ不揮

発性メモリセルであることを特徴とする請求項 ０又は請求項 に記載の半導体装置

3 前記第 、前記第2、前記第3及び前記第4メモリトランジスタのそれぞれの前記ゲ

ート電極と半導体某板の間には電荷蓄積絶縁膜が形成されていることを特徴とする

請求項 ０乃至請求項 2のいずれか つに記載の半導体装置。

4 前記第 、前記第2、前記第3及び前記第4メモリトランジスタのそれぞれの前記ゲ

ート電極と半導体某板の間には、上と下から絶縁膜に挟まれたフローティングゲート

電極が形成されていることを特徴とする請求項 ０乃至請求項 3に記載の半導体装

置。

5 前記第 のメモリセルは、前記第 メモリトランジスタと前記第 選択トランジスタの間

に共通のソースノドレイン領城を有し、

前記第2のメモリセルは、前記第2メモリトランジスタと前記第2選択トランジスタの間

に共通のソースノドレイン領城を有し、

前記第3のメモリセルは、前記第3メモリトランジスタと前記第3選択トランジスタの間

に共通のソースノドレイン領城を有し、

前記第4のメモリセルは、前記第4メモリトランジスタと前記第4選択トランジスタの間

に共通するソースノドレイン領城を有する

ことを特徴とする請求項 ０乃至請求項 4のいずれか つに記載の半導体装置。

6 前記ソースノドレイン領城のそれぞれは、前記第 、前記第2、第3及び第4メモリトラ

ンジスタの前記ソース領城よりも不純物濃度が低いことを特徴とする請求項 5に記



載の半導体装置。

7 前記第 、前記第2、前記第3及び前記第4選択トランジスタのそれぞれの前記ゲー

ト電極と半導体某板の間には、メモり消去時に前記第 のワード線、前記第2のワード

線と前記第 、第2、第3ソース線のいずれかの間に印加される電圧よりも低い耐圧の

ゲート絶縁膜が形成されていることを特徴とする請求項 ０乃至請求項 6のいずれ

か つに記載の半導体装置。

8 前記第 、前記第2、前記第3及び前記第4選択トランジスタのそれぞれの前記ゲー

ト電極と半導体某板の間には、前記第 、前記第2、前記第3及び前記第4選択トラン

ジスタの前記ゲート電極に印加される読み出し用の電圧よりも高い耐圧のゲート絶縁

膜が形成されていることを特徴とする請求項 ０乃至請求項 6のいずれか つに記

載の半導体装置。

9 前記第 ソース線に接続される2つの前記ソース領城は、前記第 、前記第2ワード

線に対して斜め方向に配置されていることを特徴とする請求項 乃至請求項 8のい

ずれか つに記載の半導体装置。

2０ 前記ソース領城のそれぞれの下には、前記第ソース領城とは導電型の典なる不純

物拡散領城が形成されていることを特徴とする請求項 乃至請求項 9のいずれか

つに記載の半導体装置。
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