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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上に第１絶縁膜を介在して形成された電荷蓄積層と、該電荷蓄積層上に第２
絶縁膜を介在して形成された制御ゲート電極とを含む積層ゲートを備え、電流経路が互い
に直列接続された複数のメモリセルトランジスタと、
　電流経路が、前記直列接続の一端側に位置する前記メモリセルトランジスタの前記電流
経路に直列接続された第１選択トランジスタと、
　電流経路が、前記直列接続の他端側に位置する前記メモリセルトランジスタの前記電流
経路に直列接続された第２選択トランジスタと、
　隣接する前記積層ゲート間の前記半導体基板上、及び隣接する前記積層ゲートと選択ト
ランジスタのゲート電極との間の前記半導体基板上に形成された第３絶縁膜と
　を具備し、前記制御ゲート電極は第一の幅を有する上部領域と、前記第一の幅よりも広
い第二の幅を有する下部領域と有し、前記上部領域と前記下部領域とを接続する領域の側
壁の傾斜が、前記上部領域及び前記下部領域の側壁の傾斜よりも緩やかである凸状の形状
を有し、
　前記メモリセルトランジスタの前記制御ゲート電極の凸状の形状角部は、丸められた形
状を有し、
　前記第３絶縁膜は、前記ゲート絶縁膜の表面から、少なくとも前記制御ゲート電極の前
記下部領域の高さまでの領域においては、シリコン酸化膜を材料に形成される
　ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。



(2) JP 4762118 B2 2011.8.31

10

20

30

40

50

【請求項２】
　半導体基板上に第１絶縁膜を介在して形成された電荷蓄積層と、該電荷蓄積層上に第２
絶縁膜を介在して形成された制御ゲート電極とを含む積層ゲートを備え、電流経路が互い
に直列接続された複数のメモリセルトランジスタと、
　電流経路が、前記直列接続の一端側に位置する前記メモリセルトランジスタの前記電流
経路に直列接続された第１選択トランジスタと、
　電流経路が、前記直列接続の他端側に位置する前記メモリセルトランジスタの前記電流
経路に直列接続された第２選択トランジスタと、
　隣接する前記積層ゲート間の前記半導体基板上、及び隣接する前記積層ゲートと選択ト
ランジスタのゲート電極との間の前記半導体基板上に形成された第３絶縁膜と
　を具備し、前記制御ゲート電極は、第一の幅を有する上部領域と、前記第一の幅よりも
広い第二の幅を有する下部領域と有し、且つ前記上部領域と前記下部領域が、前記第一の
幅より狭い幅を持つ領域で接続されたくびれた形状を有し、
　前記制御ゲート電極のくびれた形状角部は、丸められた形状を有し、
　前記第３絶縁膜は、前記ゲート絶縁膜の表面から、少なくとも前記制御ゲート電極の前
記下部領域の高さまでの領域においては、シリコン酸化膜を材料に形成される
　ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。
【請求項３】
　前記制御ゲート電極は、前記第２絶縁膜上に形成された半導体層と、
　前記半導体層上に形成され、角部が前記丸められた形状を有する金属シリサイド層とを
含み、
　前記金属シリサイド層は、チタンシリサイド膜、コバルトシリサイド膜、ニッケルシリ
サイド膜、並びにチタン、ニッケル及びコバルトのうちの２種類以上を含む金属シリサイ
ド膜のいずれかを材料に用いて形成される
　ことを特徴とする請求項１または２記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項４】
　前記制御ゲート電極における前記丸められた形状の曲率半径は、少なくとも５ｎｍ以上
である
　ことを特徴とする請求項１または２記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項５】
　前記制御ゲート電極は、前記第２絶縁膜上に形成された半導体層と、
　前記半導体層上に形成され、角部が前記丸められた形状を有する金属シリサイド層とを
含み、
　前記金属シリサイド層は、コバルトシリサイド膜を材料に用いて形成される
　ことを特徴とする請求項１または２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】
　この発明は、不揮発性半導体記憶装置に関する。例えば、浮遊ゲート電極等の電荷蓄積
層と制御ゲート電極とを備えたＮＡＮＤ型フラッシュメモリの構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、不揮発性半導体メモリとしてＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable and Progra
mmable Read Only Memory）が知られている。ＥＥＰＲＯＭでは、トンネル電流によって
チャネル領域からトンネル絶縁膜を介して電荷蓄積層に電荷が注入される。そして、注入
された電荷量に応じたＭＯＳトランジスタ（メモリセルトランジスタ）の電気伝導度変化
を測定することで、情報が読み出される。
【０００３】
　従来のＥＥＰＲＯＭにおけるメモリセルトランジスタのゲート電極は、次のような構成
を有している。すなわち、半導体基板上にトンネル絶縁膜を介在して電荷蓄積層が形成さ



(3) JP 4762118 B2 2011.8.31

10

20

30

40

50

れ、電荷蓄積層上にゲート間絶縁膜を介在して制御ゲート電極が形成される。制御ゲート
電極は、ゲート間絶縁膜上に形成された半導体層と、この半導体層上に形成された金属シ
リサイド層との多層構造となっているのが一般的である（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
　また従来構造では、上記金属シリサイド層を全面堆積後、マスク材となる例えばシリコ
ン酸化膜またはシリコン窒化膜が堆積される。そして、リソグラフィプロセスと異方性を
有する反応性イオンエッチングによって、マスク材と金属シリサイド層を一体として加工
する。このため、マスク材となる絶縁膜との境界に接した金属シリサイド上部は角が尖る
形状となっていた。このため、従来のＥＥＰＲＯＭであると、隣接するメモリセルトラン
ジスタの制御ゲート電極間で電位差が生じると、制御ゲートの角部において電界が集中す
る。特に、メモリセルに書き込みを行う際には、書き込みを行うメモリセルに接続された
制御ゲート線には例えば、１５Ｖ以上３０Ｖ以下の電圧が加えられる。また、隣接する制
御ゲート線には、誤書き込みを防止するために例えば０Ｖが印加される。この結果、隣接
するメモリセルの制御ゲート電極間について、耐圧不良が生じるという問題があった。
【特許文献１】特開２００５－１１６９７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この発明は、電界の集中を抑制して信頼性を向上出来る不揮発性半導体記憶装置を提供
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明の一態様に係る不揮発性半導体記憶装置は、半導体基板上に第１絶縁膜を介在
して形成された電荷蓄積層と、該電荷蓄積層上に第２絶縁膜を介在して形成された制御ゲ
ート電極とを含む積層ゲートを備え、電流経路が互いに直列接続された複数のメモリセル
トランジスタと、電流経路が、前記直列接続の一端側に位置する前記メモリセルトランジ
スタの前記電流経路に直列接続された第１選択トランジスタと、電流経路が、前記直列接
続の他端側に位置する前記メモリセルトランジスタの前記電流経路に直列接続された第２
選択トランジスタと、隣接する前記積層ゲート間の前記半導体基板上、及び隣接する前記
積層ゲートと選択トランジスタのゲート電極との間の前記半導体基板上に形成された第３
絶縁膜とを具備し、前記制御ゲート電極は第一の幅を有する上部領域と、前記第一の幅よ
りも広い第二の幅を有する下部領域と有し、前記上部領域と前記下部領域とを接続する領
域の側壁の傾斜が、前記上部領域及び前記下部領域の側壁の傾斜よりも緩やかである凸状
の形状を有し、前記メモリセルトランジスタの前記制御ゲート電極の凸状の形状角部は、
丸められた形状を有し、前記第３絶縁膜は、前記ゲート絶縁膜の表面から、少なくとも前
記制御ゲート電極の前記下部領域の高さまでの領域においては、シリコン酸化膜を材料に
形成される。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、電界の集中を抑制して信頼性を向上出来る不揮発性半導体記憶装置を
提供出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、この発明の実施形態を、図面を参照して説明する。この説明に際し、全図にわた
り、共通する部分には共通する参照符号を付す。
【０００９】
　［第１の実施形態］　
　この発明の第１の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置について、図１を用いて説明
する。図１は、本実施形態に係るＮＡＮＤ型フラッシュメモリの備えるメモリセルアレイ
の一部領域の回路図である。
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【００１０】
　図示するようにメモリセルアレイ２は、複数のＮＡＮＤセルを有している。図２では１
行のＮＡＮＤセルのみを示している。ＮＡＮＤセルの各々は、３２個のメモリセルトラン
ジスタＭＴ０～ＭＴ３１と、選択トランジスタＳＴ１、ＳＴ２とを含んでいる。以下では
、説明の簡潔化のために、メモリセルトランジスタＭＴ０～ＭＴ３１を単にメモリセルト
ランジスタＭＴと呼ぶことがある。メモリセルトランジスタＭＴは、半導体基板上にゲー
ト絶縁膜を介在して形成された電荷蓄積層（例えば浮遊ゲート）と、浮遊ゲート上にゲー
ト間絶縁膜を介在して形成された制御ゲート電極とを有する積層ゲート構造を備えている
。なお、メモリセルトランジスタＭＴの個数は３２個に限られず、８個や１６個、６４個
、１２８個、２５６個等であってもよく、その数は限定されるものではない。メモリセル
トランジスタＭＴは、隣接するもの同士でソース、ドレインを共有している。そして、選
択トランジスタＳＴ１、ＳＴ２間に、その電流経路が直列接続されるようにして配置され
ている。直列接続されたメモリセルトランジスタＭＴの一端側のドレイン領域は選択トラ
ンジスタＳＴ１のソース領域に接続され、他端側のソース領域は選択トランジスタＳＴ２
のドレイン領域に接続されている。
【００１１】
　同一行にあるメモリセルトランジスタＭＴの制御ゲート電極はワード線ＷＬ０～ＷＬ３
１のいずれかに共通接続され、同一行にあるメモリセルの選択トランジスタＳＴ１、ＳＴ
２のゲートは、それぞれセレクトゲート線ＳＧＤ、ＳＧＳに共通接続されている。また、
メモリセルアレイにおいて同一列にある選択トランジスタＳＴ１のドレインはビット線Ｂ
Ｌ０～ＢＬｎ（ｎは自然数）のいずれかに共通接続される。なお説明の簡単化のため、以
下ではワード線ＷＬ０～ＷＬ３１及びビット線ＢＬ０～ＢＬｎを、それぞれ単にワード線
ＷＬ及びビット線ＢＬと呼ぶことがある。選択トランジスタＳＴ２のソースはソース線Ｓ
Ｌに共通接続される。なお、選択トランジスタＳＴ１、ＳＴ２は必ずしも両方必要ではな
く、ＮＡＮＤセルを選択出来るのであればいずれか一方のみが設けられていても良い。
【００１２】
　図１では、１行のＮＡＮＤセルのみ図示しているが、メモリセルアレイ内には複数行の
ＮＡＮＤセルが配置され、同一列にあるＮＡＮＤセルは同一のビット線ＢＬに接続される
。また、同一のワード線ＷＬに接続されたメモリセルトランジスタＭＴには一括してデー
タが書き込まれ、この単位は１ページと呼ばれる。更に複数のＮＡＮＤセルは一括してデ
ータが消去され、この単位はブロックと呼ばれる。
【００１３】
　次に上記構成のメモリセルアレイの平面構成について図２を用いて説明する。図２は、
メモリセルアレイの平面図である。図示するように、半導体基板１中には第１方向に沿っ
たストライプ形状の素子領域ＡＡが、第１方向に直交する第２方向に沿って複数設けられ
ている。隣接する素子領域ＡＡ間には素子分離領域ＳＴＩが形成され、この素子分離領域
ＳＴＩによって素子領域ＡＡは電気的に分離されている。半導体基板１上には、複数の素
子領域ＡＡを跨ぐようにして、第２方向に沿ったストライプ形状のワード線ＷＬ及びセレ
クトゲート線ＳＧＤ、ＳＧＳが形成されている。ワード線ＷＬと素子領域ＡＡとが交差す
る領域には、浮遊ゲートＦＧが設けられている。そして、ワード線ＷＬと素子領域ＡＡと
が交差する領域にはメモリセルトランジスタＭＴが設けられ、セレクトゲート線ＳＧＤ、
ＳＧＳと素子領域ＡＡとが交差する領域には、それぞれ選択トランジスタＳＴ１、ＳＴ２
が設けられている。第１方向で隣接するワード線ＷＬ間、セレクトゲート線間、及びワー
ド線とセレクトゲート線との間の素子領域ＡＡ中には、メモリセルトランジスタＭＴ及び
選択トランジスタＳＴ１、ＳＴ２のソース領域またはドレイン領域となる不純物拡散層が
形成されている。
【００１４】
　第１方向で隣接するセレクトゲート線ＳＧＤ間の素子領域ＡＡに形成される不純物拡散
層は、選択トランジスタＳＴ１のドレイン領域として機能する。そしてこのドレイン領域
上にはコンタクトプラグＣＰ１が形成される。コンタクトプラグＣＰ１は、第１方向に沿
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って設けられたストライプ形状のビット線ＢＬに接続される。また、第１方向で隣接する
セレクトゲート線ＳＧＳ間の素子領域ＡＡに形成される不純物拡散層は、選択トランジス
タＳＴ２のソース領域として機能する。そしてこのソース領域上にはコンタクトプラグＣ
Ｐ２が形成される。コンタクトプラグＣＰ２は、図示せぬソース線に接続される。
【００１５】
　次に上記構成のＮＡＮＤセルの断面構成について図３を用いて説明する。図３は、ＮＡ
ＮＤセルのビット線方向に沿った断面図であり、図２におけるＹ１－Ｙ１’線に沿った断
面図である。図示するように、ｐ型半導体基板１上にはゲート絶縁膜２が形成され、ゲー
ト絶縁膜２上に、メモリセルトランジスタＭＴ及び選択トランジスタＳＴ１、ＳＴ２のゲ
ート電極が形成されている。メモリセルトランジスタＭＴ及び選択トランジスタＳＴ１、
ＳＴ２のゲート電極は、ゲート絶縁膜２上に形成された多結晶シリコン層３、多結晶シリ
コン層３上に形成されたゲート間絶縁膜４、ゲート間絶縁膜４上に形成された多結晶シリ
コン層５、及び多結晶シリコン層５上に形成された金属シリサイド層６を有している。ゲ
ート間絶縁膜４は、例えばシリコン酸化膜、またはシリコン酸化膜とシリコン窒化膜との
積層構造であるＯＮ膜、ＮＯ膜、またはＯＮＯ膜、またはそれらを含む積層構造、または
ＴｉＯ２、ＨｆＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＨｆＡｌＯｘ、ＨｆＡｌＳｉ膜とシリコン酸化膜また
はシリコン窒化膜との積層構造で形成される。
【００１６】
　メモリセルトランジスタＭＴにおいては、多結晶シリコン層３は浮遊ゲート（ＦＧ）と
して機能する。他方、多結晶シリコン層５及びシリサイド層６は、ビット線に直交する方
向で隣接するもの同士で共通接続されており、制御ゲート電極（ワード線ＷＬ）として機
能する。選択トランジスタＳＴ１、ＳＴ２においては、多結晶シリコン層３、５及びシリ
サイド層６はワード線方向で隣接するもの同士で共通接続されている。そして、多結晶シ
リコン層３、５及びシリサイド層６が、セレクトゲート線ＳＧＳ、ＳＧＤとして機能する
。なお、多結晶シリコン層３のみがセレクトゲート線として機能しても良い。この場合、
選択トランジスタＳＴ１、ＳＴ２の多結晶シリコン層５及びシリサイド層６の電位は、一
定の電位、またはフローティングの状態とされる。ゲート電極間に位置する半導体基板１
表面内には、ｎ＋型不純物拡散層７が形成されている。不純物拡散層７は隣接するトラン
ジスタ同士で共用されており、ソース（Ｓ）またはドレイン（Ｄ）として機能する。また
、隣接するソースとドレインとの間の領域は、電子の移動領域となるチャネル領域として
機能する。これらのゲート電極、不純物拡散層７、及びチャネル領域によって、メモリセ
ルトランジスタＭＴ及び選択トランジスタＳＴ１、ＳＴ２となるＭＯＳトランジスタが形
成されている。
【００１７】
　上記ゲート電極の側壁には、側壁絶縁膜８が形成されている。側壁絶縁膜８は、隣接す
るメモリセルトランジスタＭＴのゲート電極間、及び隣接するメモリセルトランジスタＭ
Ｔと選択トランジスタＳＴ１、ＳＴ２のゲート電極間を埋め込んでいる。そして半導体基
板１上には、上記メモリセルトランジスタＭＴ及び選択トランジスタＳＴ１、ＳＴ２を被
覆するようにして、層間絶縁膜９が形成されている。層間絶縁膜９中には、ソース側の選
択トランジスタＳＴ２の不純物拡散層（ソース）７に達するコンタクトプラグＣＰ２が形
成されている。そして層間絶縁膜９上には、コンタクトプラグＣＰ１に接続される金属配
線層１０が形成されている。金属配線層１０はソース線ＳＬとして機能する。また層間絶
縁膜９中には、ドレイン側の選択トランジスタＳＴ１の不純物拡散層（ドレイン）７に達
するコンタクトプラグＣＰ３が形成されている。そして層間絶縁膜９上に、コンタクトプ
ラグＣＰ３に接続される金属配線層１１が形成されている。
【００１８】
　層間絶縁膜９上には、金属配線層１０、１１を被覆するようにして、層間絶縁膜１２が
形成されている。そして層間絶縁膜１２中に、金属配線層１１に達するコンタクトプラグ
ＣＰ４が形成されている。そして、層間絶縁膜１２上には、複数のコンタクトプラグＣＰ
４に共通に接続された金属配線層１３が形成されている。金属配線層１３はビット線ＢＬ
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として機能するものであり、コンタクトプラグＣＰ３、ＣＰ４は、図２におけるコンタク
トプラグＣＰ１に相当する。
【００１９】
　図４は、図３に示したメモリセルトランジスタＭＴのゲート電極の拡大図である。なお
図４では、多結晶シリコン層５と金属シリサイド層６とをまとめて制御ゲート電極１４と
して示しており、不純物拡散層７及び側壁絶縁膜８の図示を省略している。
【００２０】
　図示するように制御ゲート電極（ＣＧ）１４は、その上端エッジ部分が丸められた形状
を有している。この丸みの曲率半径Ｒは、少なくとも５ｎｍ以上とされており、より好ま
しくは１０ｎｍ程度である。この点について説明する。一例として、隣接するメモリセル
トランジスタの制御ゲート電極１４の最小間隔ｘが７０ｎｍ以下であり、書き込みを行う
メモリセルトランジスタのワード線（制御ゲート電極１４）に印加される電圧が２１Ｖ以
上であったとする。すると、隣接する制御ゲート電極１４間では、丸められずに互いに側
壁が平行である領域においても３ＭＶ／ｃｍ以上の電界が印加され、絶縁膜８または絶縁
膜３０の耐圧が問題となる。絶縁膜８または絶縁膜３０が堆積シリコン酸化膜の場合、酸
化膜の品質が良好な場合でも１０ＭＶ／ｃｍ、１０００秒以下の電界ストレス印加で絶縁
破壊することが知られている。この場合、シリサイド電極が金属に接する部分での電界集
中は、最小間隔がｘの対向した電極に比べ、約１／［（２Ｒ／ｘ）×log｛１＋（ｘ／２
Ｒ）｝］倍に増大する。よって、Ｒ＞５ｎｍとすることで、３．４倍～１０ＭＶ/ｃｍ以
下に抑えることができる。以上のように、絶縁膜３０の絶縁耐圧を確保するためには、少
なくとも５ｎｍ以上あることが望ましい。
【００２１】
　この丸められた形状は、制御ゲート電極１４の外壁に設けられていれば良い。すなわち
、図３に示したように本実施形態では、多結晶シリコン層５の上端エッジにも丸みが形成
されている。しかし、これは金属シリサイド層６に形成されていれば十分であり、多結晶
シリコン層５の上面角部に丸みが形成されていなくても良い。また、図４にはメモリセル
トランジスタＭＴの場合を示しているが、選択トランジスタＳＴ１、ＳＴ２のゲート電極
についても同様の構造が形成されている。なお、メモリセルトランジスタＭＴのゲート電
極の幅（ソース、チャネル、ドレインの順に並ぶ方向の長さ）は、０．０１μｍ以上で且
つ０．５μｍ以下である。
【００２２】
　次に、上記構成のＮＡＮＤ型フラッシュメモリのＮＡＮＤセルの製造方法について、図
５乃至図１５を用いて説明する。図５乃至図１５は、本実施形態に係るＮＡＮＤセルの製
造工程を順次示す断面図であり、図５は図２におけるＸ１－Ｘ１’線に沿った方向の断面
図であり、図６乃至図１５は図２におけるＹ２－Ｙ２’線に沿った方向の断面図である。
【００２３】
　まず図５に示すように、例えばｐ型シリコン基板１上にゲート絶縁膜（トンネルゲート
絶縁膜）２を形成する。ゲート絶縁膜２は、例えばシリコン酸化膜、オキシナイトライド
膜、またはシリコン窒化膜を材料に用いて形成され、その膜厚は４～２０ｎｍ程度である
。またシリコン基板１は、例えばボロンまたはインジウムが不純物として注入され、その
濃度は１０１４ｃｍ－３～１０１９ｃｍ－３程度である。
【００２４】
　次に、ゲート絶縁膜２上に多結晶シリコン層３を、例えばＬＰＣＶＤ（Low Pressure C
hemical Vapor Deposition）法を用いて１０ｎｍ～５００ｎｍ程度の膜厚で形成する。こ
の多結晶シリコン層３は、メモリセルトランジスタＭＴにおいては浮遊ゲートとして機能
するものである。
【００２５】
　次に多結晶シリコン層３を堆積後、フォトリソグラフィ技術とＲＩＥ（Reactive Ion E
tching）等の異方性エッチングとを用いて、多結晶シリコン層３、ゲート絶縁膜２、及び
シリコン基板１をエッチングして、溝２０を形成する。溝２０は素子分離領域を形成する
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ためのものであり、その深さは例えば０．０５μｍ～０．５μｍ程度である。その後、溝
２０内に絶縁膜２１を埋め込むことによって、素子分離領域ＳＴＩが完成する。以上の工
程によって、図５に示す構造が得られる。
【００２６】
　次に図６に示すように、多結晶シリコン層３及び素子分離領域ＳＴＩ上に、ゲート間絶
縁膜４を形成する。ゲート間絶縁膜４は、例えば単層のシリコン窒化膜やシリコン酸化膜
、またはそれらを含む積層構造、またはＴｉＯ２、ＨｆＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＨｆＡｌＯｘ

、ＨｆＡｌＳｉ、ＨｆＳｉ膜とシリコン酸化膜またはシリコン窒化膜との積層構造で形成
され、例えば５ｎｍ～３０ｎｍの膜厚で形成される。
【００２７】
　引き続き、ゲート間絶縁膜４上に多結晶シリコン層５が１０ｎｍ～５００ｎｍの膜厚で
形成される。多結晶シリコン層５は、メモリセルトランジスタＭＴにおいては制御ゲート
電極として機能するものであり、選択トランジスタＳＴ１、ＳＴ２においては多結晶シリ
コン層３と共にセレクトゲート線ＳＧＤ、ＳＧＳとして機能するものである。
【００２８】
　更に、多結晶シリコン層５上にはマスク材２２が例えば５００ｎｍ程度の膜厚で形成さ
れる。このマスク材２２は、例えばシリコン窒化膜、またはシリコン酸化膜とシリコン窒
化膜との積層絶縁膜を材料に用いて形成され、メモリセルトランジスタＭＴ及び選択トラ
ンジスタＳＴ１、ＳＴ２のゲート電極形成のためのエッチングマスクとして使用される。
【００２９】
　次に図７に示すように、フォトリソグラフィ技術とＲＩＥとを用いて、マスク材２２、
多結晶シリコン層５、３、及びゲート間絶縁膜４をエッチングする。その結果、図示する
ようなメモリセルトランジスタＭＴ及び選択トランジスタＳＴ１、ＳＴ２のゲート電極の
一部が形成される。
【００３０】
　次に図８に示すように、シリコン基板１の表面内に、例えばリン、砒素、またはアンチ
モンをイオン注入する。この際、多結晶シリコン層３、５、マスク材２２がイオン注入の
マスクとして機能する。その結果、図示するようにシリコン基板１の表面内に、ソース領
域及びドレイン領域として機能するｎ＋型不純物拡散層７が形成される。なおイオン注入
は、不純物拡散層７の表面濃度が例えば１０１７ｃｍ－３～１０２１ｃｍ－３程度であり
、且つ深さが１０ｎｍ～５００ｎｍとなるように行われる。
【００３１】
　次に図９に示すように、シリコン基板１上に層間絶縁膜８を形成する。層間絶縁膜８は
、例えば５０ｎｍ～４００ｎｍの膜厚で形成され、隣接するメモリセルトランジスタＭＴ
のゲート電極間、及び隣接するメモリセルトランジスタＭＴと選択トランジスタＳＴ１、
ＳＴ２とのゲート電極間を埋め込む膜厚であれば良い。層間絶縁膜８の材料としては、Ｔ
ＥＯＳ（Tetraethylorthosilicate）、ＨＴＯ（High Temperature Oxidation）、ＢＳＧ
（Boron Silicate Glass）、ＰＳＧ（Phosphorous Silicate Glass）、ＢＰＳＧ（Boron 
Phosphorous Silicate Glass）、及びＨＤＰ（High Density Plasma）によるシリコン酸
化膜、シリコン窒化膜、またはシリコン酸化膜とシリコン窒化膜との積層構造が用いられ
る。その後、ＲＩＥ等を用いて層間絶縁膜８の一部をエッチングすることにより、層間絶
縁膜８をゲート電極の側壁部分にのみ残存させ、且つ隣接する選択トランジスタ間のゲー
ト絶縁膜２の一部を露出させる。
【００３２】
　次に図１０に示すように、隣接する選択トランジスタ間のシリコン基板１中に、イオン
注入法を用いてリン、砒素、またはアンチモンを注入する。これにより、選択トランジス
タＳＴ１のドレイン領域及び選択トランジスタＳＴ２のソース領域の低抵抗化が図られる
。
【００３３】
　次に図１１に示すように、シリコン基板１上に絶縁膜２３を、ＬＰＣＶＤ法等により例
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えば５０ｎｍの膜厚で形成する。絶縁膜２３は、例えばシリコン酸化膜またはシリコン窒
化膜またはシリコン酸窒化膜を材料に用いて形成される。引き続き、全面に層間絶縁膜２
４を、例えば５００ｎｍ～１０００ｎｍの膜厚に形成する。層間絶縁膜２４は、例えばＴ
ＥＯＳ、ＨＴＯ、ＢＳＧ、ＰＳＧ、ＢＰＳＧ、またはＨＤＰにより形成されたシリコン酸
化膜、もしくはシリコン窒化膜等により形成される。
【００３４】
　その後図１２に示すように、マスク材２２をストッパーに用いた化学機械的研磨（Chem
ical Mechaninal Porishing; CMP）により、層間絶縁膜２４及び絶縁膜２３の研磨・平坦
化を行う。その結果、図示するようにマスク材２２の上面が露出される。
【００３５】
　次に図１３に示すように、フッ素（Fluorine）系のエッチングガスを用いたＲＩＥ（Re
active Ion Etching：反応性イオンエッチング）等を用いて、マスク材２２及び絶縁膜２
３をエッチングして除去する。この時点において、側壁絶縁膜８の上面は、多結晶シリコ
ン層３の上面よりも低い位置にする。これは、後の工程においてシリサイド層を形成する
面積を増大させることで、データ制御線として機能するワード線（制御ゲート電極）の抵
抗を低減させるためである。なお本工程は、例えば前述した図９に示す工程において、エ
ッチバックによって側壁絶縁膜８の高さを予め多結晶シリコン層８の上面よりも低くして
おいても良いし、または図１３の工程において、側壁絶縁膜８の上面の一部も同時にエッ
チングしても良い。
【００３６】
　図１３におけるエッチングの際、マスク材２２が除去された時点でエッチングを停止せ
ず、引き続き多結晶シリコン層５の上面の一部についてもエッチングを行う。この際、や
や等方性を有するエッチング工程を用いることにより、多結晶シリコン層５の上面および
側面が露出した角部は、平面部よりもエッチングされやすくなる。その結果、図１４に示
すように、多結晶シリコン層５の角部は上面に比べてよりエッチングされて、丸まった形
状となる。この丸まり曲率半径は、５ｎｍ以上、好ましくは１０ｎｍ程度となるようにエ
ッチングが行われる。曲率半径の大きさは、エッチング時間によって制御可能である。な
お、多結晶シリコン層５のエッチングはマスク材２２及び絶縁膜８のエッチングと同一工
程で行っても良いし、別個の工程によって行っても良い。
【００３７】
　次に、多結晶シリコン層５上に、例えばチタン、コバルト、ニッケル等の金属層をスパ
ッタにより例えば５０ｎｍの膜厚に堆積する。その後、堆積された金属と多結晶シリコン
層５の一部とを金属シリサイド化するために、熱処理を行う。その結果、図１５に示すよ
うに金属シリサイド層６が形成される。なお、金属層の下地の多結晶シリコン層５の角部
が丸められているため、金属シリサイド層の角部も多結晶シリコン層５と同様に丸まった
形状となる。その後、未反応の金属層を、硫酸と過酸化水素水の混合液でエッチング除去
する。なお金属シリサイド層６は、チタンシリサイド膜、コバルトシリサイド膜、ニッケ
ルシリサイド膜であっても良いし、また、チタン、コバルト、ニッケルなど二種類以上の
金属により構成されていても良い。
【００３８】
　以上の工程により、多結晶シリコン層３、５及び金属シリサイド層６を含む積層ゲート
が完成し、この積層ゲートと不純物拡散層７によりメモリセルトランジスタＭＴ及び選択
トランジスタＳＴ１、ＳＴ２が完成する。
【００３９】
　その後、全面に層間絶縁膜９を堆積して、コンタクトプラグＣＰ２、ＣＰ３を形成する
。更に層間絶縁膜９上に、コンタクトプラグＣＰ２、ＣＰ３にそれぞれ接続された金属配
線層１０、１１が形成される。金属配線層１０はソース線として機能する。次に層間絶縁
膜９上に、金属配線層１０、１１を被覆する層間絶縁膜１２が堆積され、層間絶縁膜１２
中に金属配線層１１に接続されるコンタクトプラグＣＰ４が形成される。そして、層間絶
縁膜１２上に、コンタクトプラグＣＰ４に接続され、ビット線として機能する金属配線層
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１３が形成されて、図３に示す構成が得られる。
【００４０】
　上記のように、本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であると、
下記（１）の効果が得られる。　
　（１）電界の集中を抑制して、不揮発性半導体メモリの信頼性を向上出来る。　
　本効果の詳細について、図１６及び図１７を用いて以下説明する。図１６及び図１７は
、それぞれ従来及び本実施形態に係るＮＡＮＤ型フラッシュメモリのメモリセルトランジ
スタＭＴの断面図であり、特に積層ゲート構造について示す図である。
【００４１】
　図１６に示すように、従来構成において、浮遊ゲート１０３上にゲート間絶縁膜１０４
を介在して制御ゲート電極１０５が形成されている。データの書き込みは、セレクトゲー
ト線ＳＧＳに近いメモリセルトランジスタＭＴから順に行われる。例えば図１６ではワー
ド線ＷＬ１に接続されたメモリセルトランジスタＭＴ１にデータを書き込む場合について
示している。この際、ワード線ＷＬ１には書き込み電圧として２０Ｖ程度のＶpgmが印加
される。これに対してワード線ＷＬ１よりもセレクトゲート線ＳＧＤ側のワード線ＷＬ２
には、当該メモリセルトランジスタＭＴ２をオン状態とさせるための８Ｖから１３Ｖ程度
の電圧Ｖpassが印加される。そして、通常Ｖpgm＞＞Ｖpassである。従って、ワード線Ｗ
Ｌ１とＷＬ２との間に電位差が生じる。その結果、従来構成であると制御ゲート電極の角
部に電界が集中する。これにより、ワード線ＷＬ１とＷＬ２との間の耐圧が劣化するとい
う問題があった。
【００４２】
　また図示はしていないが、ワード線ＷＬ１よりもセレクトゲート線ＳＧＳ側のワード線
ＷＬ０には、当該メモリセルトランジスタＭＴ０をオフ状態とさせるための０Ｖから３Ｖ
までの電圧Ｖ１が印加される。よって、ワード線ＷＬ１とＷＬ０との間に電位差が生じ、
制御ゲート電極の角部に電界が集中する。これにより、ワード線ＷＬ１とＷＬ０との間の
耐圧が劣化するという問題があった。この問題は、電流端子を接続され隣接するメモリセ
ル間にコンタクト領域がなく、ワード線間の電圧差が絶縁膜３０または絶縁膜８に印加さ
れるＮＡＮＤ型メモリセルに特に顕著な問題である。
【００４３】
　これに対して本実施形態に係る構成であると、図１７に示すように、制御ゲート電極１
４の上面角部が丸められている。従って、ワード線ＷＬ１とＷＬ２との間に（Ｖpgm－Ｖp
ass）の大きな電位差が加わった場合であっても、電界の集中を緩和出来る。従って、制
御ゲート電極間における耐圧劣化を防止出来、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリの信頼性を向
上出来、歩留まりを向上させることが出来る。また制御ゲート電極を丸める工程は、図１
３及び図１４で説明したように、絶縁膜２２、２３のエッチング工程と同時に行うことが
出来る。従って、特に新たな工程を追加することなく上記効果が得られる。
【００４４】
　なお、図１７ではワード線間の場合を例に説明したが、同様の効果がワード線とセレク
トゲート線との間でも得られる。すなわち、本実施形態に係る構成であると、セレクトゲ
ート線として機能する金属シリサイド層６の角部も丸められている。従って、隣接するセ
レクトゲート線とワード線との間での耐圧劣化を防止出来る。但し、セレクトゲート線と
ワード線との間の間隔が、ワード線間の間隔よりも広く耐圧劣化が特に問題とならない製
品であれば、セレクトゲート線については丸めた形状とする必要はなく、ワード線につい
てのみ本構成を採用すれば十分である。
【００４５】
　［第２の実施形態］　
　次に、この発明の第２の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置について説明する。本
実施形態は、上記第１の実施形態で説明した構造における、ゲート電極間の絶縁膜に関す
るものである。図１８は、本実施形態に係るＮＡＮＤセルのビット線方向に沿った断面図
であり、図２におけるＹ１－Ｙ１’線に沿った方向の断面図に相当する。
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【００４６】
　図示するように本実施形態に係るＮＡＮＤセルでは、上記第１の実施形態で説明した構
成において、側壁絶縁膜８の材料としてシリコン酸化膜（ＳｉＯ２膜）が用いられる。ま
た、多結晶シリコン層３、５及びシリサイド層６を含む積層ゲート構造上、及び側壁絶縁
膜８上にはシリコン酸化膜（ＳｉＯ２膜）３０が形成され、隣接する積層ゲート構造間は
側壁絶縁膜８及びシリコン酸化膜３０によって埋め込まれている。更に、シリコン酸化膜
３０上にはシリコン窒化膜（ＳｉＮ膜）３１が形成され、このシリコン窒化膜３１上に層
間絶縁膜９が形成されている。その他の構成は第１の実施形態で説明したとおりである。
【００４７】
　図１９は、図１８に示したメモリセルトランジスタＭＴのゲート電極の拡大図である。
なお図１９では、多結晶シリコン層５と金属シリサイド層６とをまとめて制御ゲート電極
１４として示しており、不純物拡散層７の図示を省略している。
【００４８】
　図示するように制御ゲート電極１４は、第１の実施形態と同様にその上端エッジ部分が
丸められた形状を有している。そして、積層ゲート構造の周囲は、側壁絶縁膜８となるシ
リコン酸化膜及びシリコン酸化膜３０によって取り囲まれている。なお、隣接する積層ゲ
ート間の領域において、少なくともゲート絶縁膜上から制御ゲート電極１４の角部が丸み
を帯び始める高さまでの領域が、シリコン酸化膜によって埋め込まれていれば良い。勿論
、本構成は選択トランジスタＳＴ１、ＳＴ２の備える積層ゲートについても同様である。
【００４９】
　次に、本実施形態に係るＮＡＮＤセルの製造方法について説明する。まず第１の実施形
態で説明した工程により、図１５に示す構造を得る。勿論、図９に示す工程においては、
シリコン酸化膜を材料に用いて側壁絶縁膜８が形成される。次に、積層ゲート構造及び側
壁絶縁膜８上にシリコン酸化膜３０を、例えばＴＥＯＳを用いて形成する。このシリコン
酸化膜３０は、隣接する積層ゲート間を埋め込むようにして形成され、１０ｎｍから２０
０ｎｍの間、例えば５０ｎｍの膜厚に形成される。これにより、隣接する積層ゲート間の
領域では、少なくともゲート絶縁膜上から制御ゲート電極１４の角部が丸みを帯び始める
高さまでの領域が、シリコン酸化膜で埋め込まれる。なお、シリコン酸化膜３０は、シリ
コン窒化膜よりも誘電率の低い材料に置き換えても良い。次に、シリコン酸化膜３０上に
シリコン窒化膜を１０ｎｍから２００ｎｍの間、例えば５０ｎｍの膜厚に形成する。その
後は、層間絶縁膜９を形成し、第１の実施形態で説明した工程を行って、図１８の構成が
得られる。
【００５０】
　上記構成であると、第１の実施形態で説明した（１）の効果に加えて、下記（２）の効
果が得られる。　
　（２）積層ゲート間の容量結合を抑制出来る。　
　本実施形態に係る構成であると、積層ゲート間の領域をシリコン酸化膜によって埋め込
んでいる。従って、シリコン窒化膜を用いる場合に比べて、積層ゲート間の領域の誘電率
を低く抑えることが出来る。従って、積層ゲート間における容量結合を抑制し、ＮＡＮＤ
型フラッシュメモリの動作信頼性を向上出来る。なお、本実施形態に係る構成であると、
制御ゲートの角部が丸められているため、積層ゲート間をシリコン酸化膜で埋め込む際の
埋め込み特性を向上出来る。
【００５１】
　また、本実施形態であるとシリコン酸化膜３０上にシリコン窒化膜３１が形成されてい
る。よって、メモリセルに水素や水蒸気、Ｎａ、Ｋ等のアルカリイオンが混入することを
防止出来、これによりメモリセルの信頼性を向上出来る。
【００５２】
　なお前述の通り、シリコン酸化膜（シリコン酸化膜３０及び側壁絶縁膜８）は、隣接す
る積層ゲート間の領域における、少なくともゲート絶縁膜上から制御ゲート電極１４の角
部が丸みを帯び始める高さまでの領域を埋め込めば十分である。一般に、シリコン酸化膜
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はシリコン窒化膜よりもバンドギャップが広く電子トラップも少ない膜形成が可能なため
、等しい電界でのリーク電流量を小さくできることは周知である。よって、シリコン酸化
膜によって、丸みの帯び始める高さより下の、最も制御ゲート電極１４間の間隔が小さい
部分を埋め込むことにより、制御ゲート電極１４間のリーク電流低減や、制御ゲート電極
１４間のリーク電流起因で生じる絶縁破壊を防止することができる。また、丸みの帯び始
める高さよりも上の領域では、制御ゲート電極１４の角部が丸まっており、隣接する積層
ゲート間の距離が大きくなるからである。従って、この領域内にシリコン窒化膜３１が存
在しても良い。このような構造にすることにより、絶縁膜30にカバレッジの比較的良くな
い膜、例えば、層間膜用ＴＥＯＳ膜やＢＰＳＧ、ＢＳＧ、ＮＳＧ膜を用いても、上方が広
いので良好に埋め込むことができる。これにより、制御ゲート電極１４間に空隙ができる
問題を解消することができ、より耐圧の信頼性を向上することができる。
【００５３】
　［第３の実施形態］　
　次に、この発明の第３の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置について説明する。本
実施形態は、上記第２の実施形態における制御ゲート電極１４の形状に関するものである
。図２０は、本実施形態に係るＮＡＮＤセルのビット線方向に沿った断面図であり、図２
におけるＹ１－Ｙ１’線に沿った方向の断面図に相当する。
【００５４】
　図示するように本実施形態に係るＮＡＮＤセルでは、上記第２の実施形態で説明した構
成において、制御ゲート電極、及び選択トランジスタＳＴ１、ＳＴ２のゲート電極の一部
となる多結晶シリコン層５及びシリサイド層６の上面が、凸状の形状をしている。そして
、多結晶シリコン層５及びシリサイド層６の角部が丸められた形状を有している。その他
の構成は第２の実施形態で説明したとおりである。
【００５５】
　図２１は、図２０に示したメモリセルトランジスタＭＴのゲート電極の拡大図である。
なお図２１では、多結晶シリコン層５と金属シリサイド層６とをまとめて制御ゲート電極
１４として示しており、不純物拡散層７の図示を省略している。
【００５６】
　図示するように、制御ゲート電極１４は、その上面が凸状の形状を有している。すなわ
ち、制御ゲート電極１４はその側面に段差を有しており、段差の下部（ゲート間絶縁膜４
に接する領域）におけるゲート長はＬ１、段差上部におけるゲート長はＬ２（＜Ｌ１）で
ある。そして段差上部におけるゲート長Ｌ２は、段差下部におけるゲート長Ｌ１よりも、
少なくとも２ｎｍ以上狭くされている。そして、制御ゲート電極１４の上面端部、及び段
差角部は丸められた形状とされており、その曲率半径Ｒは少なくとも５ｎｍ以上である。
【００５７】
　また言い換えれば、制御ゲート電極１４は、第一の幅Ｌ２を有する上部領域と、第一の
幅Ｌ２よりも広い第二の幅Ｌ１を有する下部領域と有し、上部領域と下部領域が、上部領
域の側壁と、下部領域の側壁の傾斜よりもゆるい側壁傾斜を有する領域で接続された形状
となっている。なお、図２１にはメモリセルトランジスタＭＴの場合を示しているが、選
択トランジスタＳＴ１、ＳＴ２のゲート電極についても同様の構造が形成されていてもよ
い。なお、メモリセルトランジスタＭＴのゲート電極の幅（ソース、チャネル、ドレイン
の順に並ぶ方向の長さ）、つまりゲート長Ｌ１は、０．０１μｍ以上で且つ０．５μｍ以
下である。
【００５８】
　そして、積層ゲート構造の周囲は、側壁絶縁膜８となるシリコン酸化膜及びシリコン酸
化膜３０によって取り囲まれている。なお、隣接する積層ゲート間の領域において、少な
くとも制御ゲート電極１４の幅が狭くなるまでの第二の幅Ｌ２を有する下部領域の上面端
までが、シリコン酸化膜によって埋め込まれていれば良い。このような構造により、シリ
コン酸化膜によって、最も制御ゲート電極１４間の間隔が小さい部分を埋め込むことによ
り、制御ゲート電極１４間のリーク電流低減や、制御ゲート電極１４間のリーク電流起因
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で生じる絶縁破壊を防止することができる。またこのような凸な構造にすることにより、
絶縁膜３０の材料としてカバレッジの比較的良くない膜、例えば、層間膜用ＴＥＯＳ膜や
ＢＰＳＧ、ＢＳＧ、ＮＳＧ膜を用いても、上方が広いので良好に埋め込むことができる。
これにより、制御ゲート電極１４間に空隙ができる問題を解消することができ、より耐圧
の信頼性を向上することができる。
【００５９】
　次に、本実施形態に係るＮＡＮＤセルの製造方法について、図２２及び図２３を用いて
説明する。図２２及び図２３は、本実施形態に係るＮＡＮＤセルの一部製造工程の断面図
である。まず第１の実施形態で説明した工程により、図１３に示す構造を得る。勿論、図
９に示す工程においては、シリコン酸化膜を材料に用いて側壁絶縁膜８が形成される。図
１３におけるエッチングの際、マスク材２２が除去された時点でエッチングを停止せず、
引き続き多結晶シリコン層５の上面及び側面の一部についてもエッチングを行う。この際
、マスク絶縁膜２２のみがエッチングされる条件下に比べて、側壁絶縁膜８が１０ｎｍ程
度多くエッチングされる条件で、エッチングを行う。また、多結晶シリコン層５において
は、横方向にエッチングがされやすい条件でエッチングを行ってもよい。また、別形成方
法として、低抵抗で欠陥の少ないシリサイド層を形成する前処理として、多結晶シリコン
層５の表面を２ｎｍ～５ｎｍ程度削り、シリコン表面にＲＩＥ等で形成された高抵抗高欠
陥層を取り除く処理を行ってもよい。
【００６０】
　その結果、側壁絶縁膜８に覆われていない多結晶シリコン層５が側壁からエッチングさ
れ図２２に示す構成が得られる。すなわち、多結晶シリコン層５においては、側壁絶縁膜
８上面よりも上の領域で段差が形成され、凸状の形状に加工される。また、制御ゲートの
上面角部及び段差角部は丸まった形状となり、その丸まり曲率半径は、５ｎｍ以上、好ま
しくは１０ｎｍ程度とされる。勿論、多結晶シリコン層５のエッチングはマスク材２２及
び絶縁膜８のエッチングと同一工程で行っても良いし、別個の工程によって行っても良い
。
【００６１】
　その後、第１の実施形態で説明した工程により、金属シリサイド層６を形成する。この
際、金属層の下地の多結晶シリコン層５の形状の影響を受けて、金属シリサイド層６も凸
状の形状となり、且つ多結晶シリコン層５と同様に角部が丸まった形状となる。これによ
り、図２３の構成が得られる。また、凸形状を形成する方法として、金属シリサイド層６
を形成する際に、シリコンからシリサイド膜形成に伴う体積縮小をすることを利用しても
よい。また、シリサイド層６を形成後、未反応の金属層を除去するために行われる硫酸と
過酸化水素水の混合溶液や、コリンまたはアルカリ性溶液によって、シリサイド層６を側
壁および上面から２ｎｍ以上エッチングすることにより、凸形状を形成してもよい。
【００６２】
　その後は、第２の実施形態と同様に、シリコン酸化膜３０及びシリコン窒化膜３１を形
成し、引き続き第１の実施形態で説明した工程を行うことにより、図２０に示す構成が完
成する。
【００６３】
　上記のように、本実施形態に係るＮＡＮＤ型フラッシュメモリであっても、上記第１、
第２の実施形態で説明した（１）及び（２）の効果が得られる。なお、本実施形態に係る
構成であると、制御ゲート電極１４は段差を有し、段差上部におけるゲート長Ｌ２は、段
差下部におけるゲート長Ｌ１よりも小さい。従って、第１、第２の実施形態よりも、シリ
コン酸化膜３０の埋め込み特性を向上出来る。また、段差上部においては、段差下部の領
域に比べて隣接する積層ゲート間距離が大きくなる。よって、段差よりも高い位置であれ
ば、シリコン窒化膜３１が存在していても良い。なお、特に容量結合やメモリセルへの水
素、水蒸気、並びにＮａ、Ｋ等のアルカリイオン等の混入が問題にならない場合には、第
１の実施形態と同様に、シリコン酸化膜３０及びシリコン窒化膜３１を形成しなくても良
い。
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【００６４】
　［第４の実施形態］　
　次に、この発明の第４の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置について説明する。本
実施形態は、上記第２の実施形態における制御ゲート電極１４の形状に関するものであり
、第３の実施形態とは別の形状に関するものである。図２４は、本実施形態に係るＮＡＮ
Ｄセルのビット線方向に沿った断面図であり、図２におけるＹ１－Ｙ１’線に沿った方向
の断面図に相当する。
【００６５】
　図示するように本実施形態に係るＮＡＮＤセルでは、上記第３の実施形態で説明した構
成において、制御ゲート電極、及び選択トランジスタＳＴ１、ＳＴ２のゲート電極の一部
となる多結晶シリコン層５及びシリサイド層６の段差部分が、くびれた形状をしている。
そして、多結晶シリコン層５及びシリサイド層６の上面角部及び段差角部が丸められた形
状を有している。その他の構成は第２の実施形態で説明したとおりである。
【００６６】
　図２５は、図２４に示したメモリセルトランジスタＭＴのゲート電極の拡大図である。
なお図２１では、多結晶シリコン層５と金属シリサイド層６とをまとめて制御ゲート電極
１４として示しており、不純物拡散層７の図示を省略している。
【００６７】
　図示するように、制御ゲート電極１４は、その上面が凸状の形状を有している。すなわ
ち、制御ゲート電極１４はその側面に段差を有しており、段差の下部（ゲート間絶縁膜４
に接する領域）と上部とでは、ゲート長が異なっている。また、図中に示す段差角部Ａ１
、Ａ２において、角部Ａ２がくびれた形状とされている。従って、段差下部におけるゲー
ト長をＬ１、くびれ部分におけるゲート長をＬ３、段差上部におけるゲート長をＬ４とす
ると、Ｌ１＞Ｌ４＞Ｌ３の関係がある。また、くびれ部分におけるゲート長Ｌ３は、ゲー
ト長Ｌ１よりも少なくとも２ｎｍ以上狭くされている。そして、段差角部Ａ１、Ａ２、及
び制御ゲート上面角部は丸められた形状とされており、その曲率半径Ｒは少なくとも５ｎ
ｍ以上である。図２１にはメモリセルトランジスタＭＴの場合を示しているが、選択トラ
ンジスタＳＴ１、ＳＴ２のゲート電極についても同様の構造が形成されていてもよい。な
お、メモリセルトランジスタＭＴのゲート電極の幅（ソース、チャネル、ドレインの順に
並ぶ方向の長さ）、つまりゲート長Ｌ１は、０．０１μｍ以上で且つ０．５μｍ以下であ
る。
【００６８】
　そして、積層ゲート構造の周囲は、側壁絶縁膜８となるシリコン酸化膜及びシリコン酸
化膜３０によって取り囲まれている。なお、隣接する積層ゲート間の領域において、少な
くともゲート絶縁膜上から制御ゲート電極１４の段差角部Ａ１が丸みを帯び始める高さま
での領域、換言すれば、制御ゲート電極１４の幅が狭くなるまでの領域が、シリコン酸化
膜によって埋め込まれていれば良い。このような構造により、シリコン酸化膜によって、
最もCG間の間隔が小さい部分を埋め込むことにより、制御ゲート電極１４間のリーク電流
低減や、制御ゲート電極１４間のリーク電流起因で生じる絶縁破壊を防止することができ
る。
【００６９】
　次に、本実施形態に係るＮＡＮＤセルの製造方法について、図２６及び図２７を用いて
説明する。図２６及び図２７は、本実施形態に係るＮＡＮＤセルの一部製造工程の断面図
である。まず第１の実施形態で説明した工程により、図１３に示す構造を得る。
【００７０】
勿論、図９に示す工程においては、シリコン酸化膜を材料に用いて側壁絶縁膜８が形成さ
れる。図１３におけるエッチングの際、マスク材２２が除去された時点でエッチングを停
止せず、引き続き多結晶シリコン層５の上面及び側面の一部についてもエッチングを行う
。この際、マスク絶縁膜２２のみがエッチングされる条件下に比べて、側壁絶縁膜８が１
０ｎｍ程度多くエッチングされる条件で、エッチングを行う。また、多結晶シリコン層５
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においては、横方向にエッチングが進むことでくびれた形状を得られる条件でエッチング
を行う。これは、例えば、くびれ形状の上部分まで、異方性の強い側壁の削れにくい反応
性イオンエッチングを行い、くびれ形状の下部分から、例えば、絶縁膜４に対するダメー
ジを低減するために、絶縁膜４に対する選択比の高く、異方性の弱い側壁の削れやすい条
件に反応性イオンエッチングを切り替えることで形成される。
【００７１】
　その結果、図２６に示すように、角部が丸まり、且つ側面がくびれた形状を有する多結
晶シリコン層５が得られる。勿論、多結晶シリコン層５のエッチングはマスク材２２及び
絶縁膜８のエッチングと同一工程で行っても良いし、別個の工程によって行っても良い。
【００７２】
　次に、第１の実施形態で説明した工程により、金属シリサイド層６を形成する。この際
、金属層の下地の多結晶シリコン層５の形状の影響を受けて、金属シリサイド層６の側面
もくびれた形状となり、且つ多結晶シリコン層５と同様に角部が丸まった形状となる。こ
れにより、図２７の構成が得られる。
【００７３】
　その後は、第２の実施形態と同様に、シリコン酸化膜３０及びシリコン窒化膜３１を形
成し、引き続き第１の実施形態で説明した工程を行うことにより、図２４に示す構成が完
成する。
【００７４】
　上記のように、本実施形態に係るＮＡＮＤ型フラッシュメモリであっても、上記第１、
第２の実施形態で説明した（１）及び（２）の効果が得られる。また、本実施形態におい
ても第３の実施形態と同様に、シリコン酸化膜３０の埋め込み特性を向上出来、更に段差
よりも高い位置であれば、シリコン窒化膜３１が存在していても良い。なお、特に容量結
合やメモリセルへの水素、水蒸気、及びＮａ、Ｋ等のアルカリイオン等の混入が問題にな
らない場合には、第１の実施形態と同様に、シリコン酸化膜３０及びシリコン窒化膜３１
を形成しなくても良い。
【００７５】
　上記のように、この発明の第１乃至第４の実施形態に係るＥＥＰＲＯＭであると、制御
ゲート電極の角部が丸められた形状を有している。従って、制御ゲート電極角部における
電界の集中を抑制し、ＥＥＰＲＯＭの信頼性を向上出来る。すなわち、第１、第２の実施
形態においては、例えば図４に示すように、制御ゲート電極１４の上面角部を丸めている
。
【００７６】
　また第３の実施形態においては、例えば図２１に示すように、制御ゲート上面を凸状の
形状とし、この凸部の角部、及び凸部によって形成された段差角部の形状を丸めている。
この第３の実施形態に係る構成は、図２８を用いて次のようにも説明することが出来る。
図２８は、第３の実施形態に係る積層ゲート構造の断面図である。図示するように、制御
ゲート電極１４は、第１領域と第２領域の２つの領域を含む。このうちの第２領域が、上
記凸部に該当する。従って、第２領域の幅Ｌ２は、第１領域の幅Ｌ１よりも小さくされて
いる。本構成において、第１領域の上面角部Ａ１０、第２領域の上面角部Ａ１１、及び第
１、第２領域が接する領域Ａ１２が丸められた形状とされている。そしてこれらの領域Ａ
１０～Ａ１２は、その曲率が少なくとも５ｎｍ以上とされている。また図２８を次のよう
に説明することも出来る。なお第２領域は角部Ａ１２を含まないものとする。すなわち、
第１領域と第２領域は、第１、第２領域の側壁の傾斜よりも大きな傾斜を有する領域（領
域Ａ１２）によって接続され、第１、第２領域の上面角部が丸められている。
【００７７】
　更に第４の実施形態においては、例えば図２５に示すように、制御ゲート側面をくびれ
た形状とし、このくびれた形状の角部を丸めている。この第４の実施形態に係る構成は、
図２９を用いて次のようにも説明することが出来る。図２９は、第４の実施形態に係る積
層ゲート構造の断面図である。図示するように、制御ゲート電極１４は、第１乃至第３領
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域の３つの領域を含む。このうちの第３領域が、上記くびれた領域に該当する。従って、
第１領域の横幅Ｌ１は第２領域の横幅Ｌ３より大きく、第２領域の横幅Ｌ３は第３領域の
横幅Ｌ４よりも大きくされている。更に言いかえれば、制御ゲート電極１４は第一の幅Ｌ
４を有する上部領域（第２領域）と、第一の幅Ｌ４よりも広い第二の幅Ｌ１を有する下部
領域（第１領域）と有し、上部領域と下部領域が、第一の幅Ｌ４より狭い幅Ｌ３を持つ領
域（第３領域）で接続されているくびれた形状を有している。本構成において、第１領域
の上面角部Ａ２０及び第２領域の上面角部Ａ２１が丸められた形状とされ、その曲率は少
なくとも５ｎｍ以上である。また、第１領域と第３領域とが接する領域、及び第２領域と
第３領域とが接する領域の角部も丸められており、その結果、図２９に示す構成では、第
３領域の側面全体の領域Ａ２２が湾曲した形状とされている。そしてこの領域Ａ２２の曲
率も、少なくとも５ｎｍ以上とされている。勿論、第３領域の側面は、その全ての領域で
湾曲している必要はなく、第１、第２領域と接触する角部においてさえ湾曲していれば良
い。
【００７８】
　なお、制御ゲート電極は角部だけでなくその全体が丸みを帯びていても良い。このよう
な場合の構成を図３０に示す。図３０はメモリセルトランジスタＭＴの断面図である。図
示するように、制御ゲート電極１４の上面全体が湾曲した形状とされていてもよい。
【００７９】
　また、上記実施形態ではＮＡＮＤ型フラッシュメモリの場合を例に挙げて説明した。し
かし、例えばＮＡＮＤ型フラッシュメモリにおいてメモリセルトランジスタ数を１個にし
た３Ｔｒ－ＮＡＮＤ型フラッシュメモリや、ＮＯＲ型フラッシュメモリにも適用出来る。
また、３Ｔｒ－ＮＡＮＤ型フラッシュメモリにおいてドレイン側の選択トランジスタＳＴ
１を排除した２Ｔｒ型フラッシュメモリにも適用出来、積層ゲート構造を備えた不揮発性
半導体メモリ全般に広く適用可能である。
【００８０】
　更に上記実施形態では、多結晶シリコン膜３を浮遊ゲートとして用いたＮＡＮＤ型メモ
リセルについて詳述したが、勿論、例えば、シリコン窒化膜、シリコン酸窒化膜、ＨｆＳ
ｉＯ膜、ＨｆＡｌＯ膜、ＡｌＯｘ膜、ＨｆＯ膜、ＴｉＯ膜、ＴａＯ膜または、それらの積
層構造を電荷蓄積層に用いた、いわゆるＭＯＮＯＳ構造のＮＡＮＤ型メモリについても適
用できることは明らかである。また、金属シリサイド層６は絶縁膜４に接するまで形成さ
れていても良い。
【００８１】
　すなわち、この発明の上記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は
、　
１．　半導体基板と、　前記半導体基板の表面内に互いに離隔して形成されたソース領域
及びドレイン領域と、　前記ソース領域と前記ドレイン領域の間の前記半導体基板内に設
けられたチャネル領域と、　前記チャネル領域上に、第１絶縁膜を介在して形成された電
荷蓄積層と、　前記電荷蓄積層上に、第２絶縁膜を介在して形成され、上面角部が５ｎｍ
以上の曲率半径で丸められた形状を有する制御ゲート電極とを具備する。　
２．　半導体基板上に第１絶縁膜を介在して形成された電荷蓄積層と、該電荷蓄積層上に
第２絶縁膜を介在して形成された制御ゲート電極とを含む積層ゲートを備え、電流経路が
互いに直列接続された複数のメモリセルトランジスタと、　電流経路が、前記直列接続の
一端側に位置する前記メモリセルトランジスタの前記電流経路に直列接続された第１選択
トランジスタと、　電流経路が、前記直列接続の他端側に位置する前記メモリセルトラン
ジスタの前記電流経路に直列接続された第２選択トランジスタとを具備し、前記制御ゲー
ト電極と前記第１、第２選択トランジスタのゲート電極は、上面角部が５ｎｍ以上の曲率
半径で丸められた形状を有する。　
３．　半導体基板と、　前記半導体基板の表面内に互いに離隔して形成されたソース領域
及びドレイン領域と、　前記ソース領域と前記ドレイン領域の間の前記半導体基板内に設
けられたチャネル領域と、　前記チャネル領域上に、第１絶縁膜を介在して形成された電
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荷蓄積層と、　前記電荷蓄積層上に、第２絶縁膜を介在して形成され、上面が凸状の形状
を有する制御ゲート電極とを具備し、前記制御ゲート電極は、第一の幅を有する上部領域
と、前記第一の幅よりも広い第二の幅を有する下部領域と有し、前記上部領域と前記下部
領域が、前記上部領域及び前記下部領域の側壁の傾斜よりもゆるい側壁傾斜を有する領域
で接続されている凸状の形状を有し、該凸状の形状角部は、丸められた形状を有する。　
４．　半導体基板上に第１絶縁膜を介在して形成された電荷蓄積層と、該電荷蓄積層上に
第２絶縁膜を介在して形成された制御ゲート電極とを含む積層ゲートを備え、電流経路が
互いに直列接続された複数のメモリセルトランジスタと、　電流経路が、前記直列接続の
一端側に位置する前記メモリセルトランジスタの前記電流経路に直列接続された第１選択
トランジスタと、　電流経路が、前記直列接続の他端側に位置する前記メモリセルトラン
ジスタの前記電流経路に直列接続された第２選択トランジスタとを具備し、前記制御ゲー
ト電極は、第一の幅を有する上部領域と、前記第一の幅よりも広い第二の幅を有する下部
領域と有し、前記上部領域と前記下部領域が、前記上部領域及び前記下部領域の側壁の傾
斜よりもゆるい側壁傾斜を有する領域で接続されている凸状の形状を有し、前記メモリセ
ルトランジスタの前記制御ゲート電極の凸状の形状角部は、丸められた形状を有する。　
５．　半導体基板と、　前記半導体基板の表面内に互いに離隔して形成されたソース領域
及びドレイン領域と、　前記ソース領域と前記ドレイン領域の間の前記半導体基板内に設
けられたチャネル領域と、　前記チャネル領域上に、第１絶縁膜を介在して形成された電
荷蓄積層と、　前記電荷蓄積層上に、第２絶縁膜を介在して形成された制御ゲート電極と
を具備し、前記制御ゲート電極は、第一の幅を有する上部領域と、前記第一の幅よりも広
い第二の幅を有する下部領域と有し、且つ前記上部領域と前記下部領域が、前記第一の幅
より狭い幅を持つ領域で接続されたくびれた形状を有し、前記制御ゲート電極の前記くび
れた形状角部は丸められた形状を有する。　
６．　半導体基板上に第１絶縁膜を介在して形成された電荷蓄積層と、該電荷蓄積層上に
第２絶縁膜を介在して形成された制御ゲート電極とを含む積層ゲートを備え、電流経路が
互いに直列接続された複数のメモリセルトランジスタと、　電流経路が、前記直列接続の
一端側に位置する前記メモリセルトランジスタの前記電流経路に直列接続された第１選択
トランジスタと、　電流経路が、前記直列接続の他端側に位置する前記メモリセルトラン
ジスタの前記電流経路に直列接続された第２選択トランジスタとを具備し、前記制御ゲー
ト電極は、第一の幅を有する上部領域と、前記第一の幅よりも広い第二の幅を有する下部
領域と有し、且つ前記上部領域と前記下部領域が、前記第一の幅より狭い幅を持つ領域で
接続されたくびれた形状を有し、前記制御ゲート電極の前記くびれた形状角部は、丸めら
れた形状を有する。　
７．　上記１乃至６いずれかにおいて、前記制御ゲート電極は、前記第２絶縁膜上に形成
された半導体層と、　前記半導体層上に形成され、角部が前記丸められた形状を有する金
属シリサイド層とを含み、　前記金属シリサイド層は、チタンシリサイド膜、コバルトシ
リサイド膜、ニッケルシリサイド膜、並びにチタン、ニッケル及びコバルトのうちの２種
類以上を含む金属シリサイド膜のいずれかを材料に用いて形成される。　
８．　上記１乃至７いずれかにおいて、前記制御ゲート電極における前記丸められた形状
の曲率半径は、少なくとも５ｎｍ以上である。　
９．　上記３または４において、前記上部領域の幅は前記下部領域の幅よりも、少なくと
も２ｎｍ以上小さい。　
１０．　上記５または６において、第一の幅より狭い幅を有する領域の幅は、前記第二の
幅よりも、少なくとも２ｎｍ以上小さい。　
１１．　上記１または２において、前記制御ゲート電極の上面は湾曲した形状を有する。
　
１２．　半導体基板上に、第１絶縁膜を介在して設けられた第１導電層と、前記第１導電
層上に第２絶縁膜を介在して設けられた第２導電層と、前記第２導電層上に設けられたマ
スク材とを含む複数の積層ゲート構造を、互いに離間して形成する工程と、　隣接する前
記積層ゲート構造間に位置する前記半導体基板の表面内に不純物拡散層を形成する工程と
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、　前記積層ゲート構造の側壁上に第３絶縁膜を形成し、隣接する前記積層ゲート構造間
を該第３絶縁膜によって埋め込む工程と、　前記第３絶縁膜及び前記積層ゲート構造上に
第４絶縁膜を形成する工程と、　前記マスク材をストッパーに用いて前記第４絶縁膜を研
磨し、前記マスク材の上面を露出させる工程と、　前記マスク材をエッチングすることに
より、前記第２導電層上の該マスク材を除去すると共に、前記第３絶縁膜の上面を前記第
２導電層の上面よりも低くする工程と、　前記マスク材のエッチングに引き続き、前記第
２導電層の上面のエッチングを行い、該第２導電層の上面角部を丸める工程と、　前記第
２導電層の上面に金属シリサイド層を形成する工程とを具備する。　
１３．　半導体基板上に、第１絶縁膜を介在して設けられた第１導電層と、前記第１導電
層上に第２絶縁膜を介在して設けられた第２導電層と、前記第２導電層上に設けられたマ
スク材とを含む複数の積層ゲート構造を、互いに離間して形成する工程と、　隣接する前
記積層ゲート構造間に位置する前記半導体基板の表面内に不純物拡散層を形成する工程と
、　前記積層ゲート構造の側壁上に第３絶縁膜を形成し、隣接する前記積層ゲート構造間
を該第３絶縁膜によって埋め込む工程と、　前記第３絶縁膜及び前記積層ゲート構造上に
第４絶縁膜を形成する工程と、　前記マスク材をストッパーに用いて前記第４絶縁膜を研
磨し、前記マスク材の上面を露出させる工程と、　前記マスク材をエッチングすることに
より、前記第２導電層上の該マスク材を除去すると共に、前記第３絶縁膜の上面を前記第
２導電層の上面よりも低くする工程と、　前記マスク材のエッチングに引き続き、前記第
２導電層の側面のエッチングを行い、該第２導電層の上面を凸状に加工しつつ、該第２導
電層の角部を丸める工程と、　前記第２導電層の上面に金属シリサイド層を形成する工程
とを具備する。　
１４．　半導体基板上に、第１絶縁膜を介在して設けられた第１導電層と、前記第１導電
層上に第２絶縁膜を介在して設けられた第２導電層と、前記第２導電層上に設けられたマ
スク材とを含む複数の積層ゲート構造を、互いに離間して形成する工程と、　隣接する前
記積層ゲート構造間に位置する前記半導体基板の表面内に不純物拡散層を形成する工程と
、　前記積層ゲート構造の側壁上に第３絶縁膜を形成し、隣接する前記積層ゲート構造間
を該第３絶縁膜によって埋め込む工程と、　前記第３絶縁膜及び前記積層ゲート構造上に
第４絶縁膜を形成する工程と、　前記マスク材をストッパーに用いて前記第４絶縁膜を研
磨し、前記マスク材の上面を露出させる工程と、　前記マスク材をエッチングすることに
より、前記第２導電層上の該マスク材を除去すると共に、前記第３絶縁膜の上面を前記第
２導電層の上面よりも低くする工程と、　前記マスク材のエッチングに引き続き、前記第
２導電層の側面のエッチングを行い、該第２導電層の側面をくびれた形状に加工しつつ、
該第２導電層の角部を丸める工程と、　前記第２導電層の上面に金属シリサイド層を形成
する工程とを具備する。
【００８２】
　なお、本願発明は上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸
脱しない範囲で種々に変形することが可能である。更に、上記実施形態には種々の段階の
発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより種々の
発明が抽出されうる。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が
削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の
欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明とし
て抽出されうる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】この発明の第１の実施形態に係るフラッシュメモリの備えるメモリセルアレイの
回路図。
【図２】この発明の第１の実施形態に係るフラッシュメモリの備えるメモリセルアレイの
平面図。
【図３】この発明の第１の実施形態に係るフラッシュメモリの備えるメモリセルアレイの
断面図であり、図２におけるＹ１－Ｙ１’線に沿った断面図。
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【図４】図３に示すメモリセルトランジスタの備えるゲート電極の断面構造の拡大図。
【図５】この発明の第１の実施形態に係るフラッシュメモリの第１製造工程の断面図。
【図６】この発明の第１の実施形態に係るフラッシュメモリの第２製造工程の断面図。
【図７】この発明の第１の実施形態に係るフラッシュメモリの第３製造工程の断面図。
【図８】この発明の第１の実施形態に係るフラッシュメモリの第４製造工程の断面図。
【図９】この発明の第１の実施形態に係るフラッシュメモリの第５製造工程の断面図。
【図１０】この発明の第１の実施形態に係るフラッシュメモリの第６製造工程の断面図。
【図１１】この発明の第１の実施形態に係るフラッシュメモリの第７製造工程の断面図。
【図１２】この発明の第１の実施形態に係るフラッシュメモリの第８製造工程の断面図。
【図１３】この発明の第１の実施形態に係るフラッシュメモリの第９製造工程の断面図。
【図１４】この発明の第１の実施形態に係るフラッシュメモリの第１０製造工程の断面図
。
【図１５】この発明の第１の実施形態に係るフラッシュメモリの第１１製造工程の断面図
。
【図１６】従来のメモリセルトランジスタの備えるゲート電極の断面図。
【図１７】この発明の第１の実施形態に係るメモリセルトランジスタの備えるゲート電極
の断面図。
【図１８】この発明の第２の実施形態に係るフラッシュメモリの備えるメモリセルアレイ
の断面図であり、図２におけるＹ１－Ｙ１’線に沿った断面図。
【図１９】図１８に示すメモリセルトランジスタの備えるゲート電極の断面構造の拡大図
。
【図２０】この発明の第３の実施形態に係るフラッシュメモリの備えるメモリセルアレイ
の断面図であり、図２におけるＹ１－Ｙ１’線に沿った断面図。
【図２１】図２０に示すメモリセルトランジスタの備えるゲート電極の断面構造の拡大図
。
【図２２】この発明の第３の実施形態に係るフラッシュメモリの一部製造工程の断面図。
【図２３】この発明の第３の実施形態に係るフラッシュメモリの一部製造工程の断面図。
【図２４】この発明の第４の実施形態に係るフラッシュメモリの備えるメモリセルアレイ
の断面図であり、図２におけるＹ１－Ｙ１’線に沿った断面図。
【図２５】図２４に示すメモリセルトランジスタの備えるゲート電極の断面構造の拡大図
。
【図２６】この発明の第４の実施形態に係るフラッシュメモリの一部製造工程の断面図。
【図２７】この発明の第４の実施形態に係るフラッシュメモリの一部製造工程の断面図。
【図２８】この発明の第３の実施形態に係るフラッシュメモリの備えるメモリセルトラン
ジスタのゲート電極の断面構造の拡大図。
【図２９】この発明の第４の実施形態に係るフラッシュメモリの備えるメモリセルトラン
ジスタのゲート電極の断面構造の拡大図。
【図３０】この発明の第１、第２の実施形態の変形例に係るメモリセルトランジスタの備
えるゲート電極の断面構造の拡大図。
【符号の説明】
【００８４】
　１…半導体基板、２…ゲート絶縁膜、３、５…多結晶シリコン層、４…ゲート間絶縁膜
、６…金属シリサイド層、７…不純物拡散層、８…側壁絶縁膜、９、１２…層間絶縁膜、
１０、１１、１３…金属配線層、１４…制御ゲート電極、２０…溝、２１、２３、２４…
絶縁膜、２２…マスク絶縁膜、３０…ＳｉＯ２膜、３１…ＳｉＮ膜
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