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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリーセルの書き込み方法であって、
　前記メモリーセルは、
　Ｎ型ウェルと、
　Ｎ型ウェルの上に形成される３つのＰ型ドープ領域と、
　Ｎ型ウェルの上、３つのＰ型ドープ領域のうち第一ドープ領域及び第二ドープ領域の間
に形成される二酸化珪素酸化膜からなる誘電膜と、
　誘電膜の上に形成される第一ゲートと、
　Ｎ型ウェルの上、３つのＰ型ドープ領域のうち第二ドープ領域及び第三ドープ領域の間
に形成される電荷保存ユニットと、
　電荷保存ユニットの上に形成される第二ゲートと、
　を含み、
　前記電荷保存ユニットは、
　Ｎ型ウェルの上に形成される第一二酸化珪素膜と、
　第一二酸化珪素膜の上に形成される電荷保存膜と、
　電荷保存膜の上に形成される第二二酸化珪素膜と、
　を含み、
　前記電荷保存ユニットは電荷注入により、第一ドープ領域及び第二ドープ領域の間のＰ
型チャンネルを導通する閾値電圧を変更し、
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　前記電荷保存膜は窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）または窒酸化珪素（ＳｉｘＮｙＯｚ）であり
、
　前記方法は、
　第一電圧を第一ゲートに、第二電圧を第二ゲートにそれぞれ印加することによって第一
ドープ領域と第二ドープ領域を導通し、
　第三電圧をＮ型ウェルに、第四電圧を第一ドープ領域にそれぞれ印加し、
　第五電圧を第三ドープ領域に印加することによって、第二ドープ領域と第三ドープ領域
の間のＰ型チャンネルのホットホールがスタック誘電膜へのホットエレクトロン注入を誘
発するようにさせるステップを含み、
　前記第一電圧が第二電圧と同じかまたはそれより小さく、
　前記第三電圧が第四電圧と同じであり、
　前記第三電圧が第二電圧より大きく、
　前記第五電圧が第二電圧より小さく、
　前記書き込み時に印加電圧はバンド間トンネル誘発型エレクトロン注入とチャンネルホ
ットホール誘発型ホットエレクトロン注入を伴う、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　メモリーセルの書き込み方法であって、
　前記メモリーセルは、
　Ｎ型ウェルと、
　Ｎ型ウェルの上に形成される３つのＰ型ドープ領域と、
　Ｎ型ウェルの上、３つのＰ型ドープ領域のうち第一ドープ領域及び第二ドープ領域の間
に形成される二酸化珪素酸化膜からなる誘電膜と、
　誘電膜の上に形成される第一ゲートと、
　Ｎ型ウェルの上、３つのＰ型ドープ領域のうち第二ドープ領域及び第三ドープ領域の間
に形成される電荷保存ユニットと、
　電荷保存ユニットの上に形成される第二ゲートと、
　を含み、
　前記電荷保存ユニットは、
　Ｎ型ウェルの上に形成される第一二酸化珪素膜と、
　第一二酸化珪素膜の上に形成される電荷保存膜と、
　電荷保存膜の上に形成される第二二酸化珪素膜と、
　を含み、
　前記電荷保存ユニットは電荷注入により、第一ドープ領域及び第二ドープ領域の間のＰ
型チャンネルを導通する閾値電圧を変更し、
　前記電荷保存膜は窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）または窒酸化珪素（ＳｉｘＮｙＯｚ）であり
、
　前記方法は、
　Ｎ型ウェルと、第一ドープ領域と、第三ドープ領域にそれぞれ電圧を印加し、
　第一電圧を第一ゲートに印加することによって第一ドープ領域と第二ドープ領域のＰ型
チャンネルをオフにし、
　Ｎ型ウェルの電圧より大きい第二電圧を第二ゲートに印加することによって、スタック
誘電膜に十分な電場を提供し、もって第二ドープ領域と第三ドープ領域のＰ型チャンネル
の電子を吸引し、該電子をＦＮトンネルでスタック誘電膜に注入するステップを含み、
　前記第一電圧が第二電圧より小さく、
　前記第一電圧は、Ｎ型ウェル、第一ドープ領域及び第三ドープ領域に印加される電圧と
同じであるか、または第三ドープ領域をフローティングにする、
　ことを特徴とする方法。
【請求項３】
　メモリーセルの書き込み方法であって、
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　前記メモリーセルは、
　Ｎ型ウェルと、
　Ｎ型ウェルの上に形成される３つのＰ型ドープ領域と、
　Ｎ型ウェルの上、３つのＰ型ドープ領域のうち第一ドープ領域及び第二ドープ領域の間
に形成される二酸化珪素酸化膜からなる誘電膜と、
　誘電膜の上に形成される第一ゲートと、
　Ｎ型ウェルの上、３つのＰ型ドープ領域のうち第二ドープ領域及び第三ドープ領域の間
に形成される電荷保存ユニットと、
　電荷保存ユニットの上に形成される第二ゲートと、
　を含み、
　前記電荷保存ユニットは、
　Ｎ型ウェルの上に形成される第一二酸化珪素膜と、
　第一二酸化珪素膜の上に形成される電荷保存膜と、
　電荷保存膜の上に形成される第二二酸化珪素膜と、
　を含み、
　前記電荷保存ユニットは電荷注入により、第一ドープ領域及び第二ドープ領域の間のＰ
型チャンネルを導通する閾値電圧を変更し、
　前記電荷保存膜は窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）または窒酸化珪素（ＳｉｘＮｙＯｚ）であり
、
　前記方法は、
　第一電圧を第一ゲートに、第二電圧を第二ゲートにそれぞれ印加し、
　Ｎ型ウェルに電圧を印加し、
　第一ドープ領域に電圧を印加することによって、第一電圧が第一ドープ領域と第二ドー
プ領域のＰ型チャンネルをオフにするようにさせるか、または第一ドープ領域をフローテ
ィングにさせ、このバイアス電圧において第一ドープ領域と第二ドープ領域のＰ型チャン
ネルでは導通電流が流れておらず、
　第二電圧より小さい電圧を第三ドープ領域に印加することによって、バンド間トンネル
効果により発生した第三ドープ領域の電子が水平方向の電場によって加速されエネルギー
を得て、第二ドープ領域と第三ドープ領域のＰ型チャンネルに入って衝撃により電子正孔
対を発生して電子をスタック誘電膜に注入するようにさせるステップを含み、
　前記第一電圧が第二電圧より小さく、
　前記第一ドープ領域電位をフローティングとし、第一電圧と第二電圧はＮ型ウェルと第
一ドープ領域に印加される電圧より小さくない、
　ことを特徴とする方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は不揮発性メモリーセル及びそれに関連する書き込み、消去並びに読み出しの
方法に関し、特に２個のトランジスターを有する不揮発性メモリーセル及びそれに関連す
る書き込み、消去並びに読み出しの方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　不揮発性メモリーは電源が切断されてもデータを保存する特長をもち、パーソナルデジ
タルアシスタント（ＰＤＡ）、携帯電話、ＵＳＢメモリーなどの携帯型電子製品で幅広く
利用されている。これら電子製品の要求に応じ、不揮発性メモリーはＣＭＯＳ工程対応、
低電力消費、高書き込み効率、低コスト、高密度などを目標として開発されつつある。
【０００３】
　図１を参照する。図１は従来のメモリーセル１０を表す説明図である。メモリーセル１
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０はＮＭＯＳトランジスター２８とＰＭＯＳトランジスター３０を含み、両トランジスタ
ーは絶縁フィールド酸化膜２４によって分けられる。ＮＭＯＳトランジスター２８はＰ型
基板１２に形成され、第一フローティングゲート３２と、Ｎ＋ソースドープ領域１４と、
Ｎ＋ドレインドープ領域１６とを含む。ＰＭＯＳトランジスター３０はＮ型ウェル１８に
形成され、第二フローティングゲート３４と、Ｐ＋ソースドープ領域２０と、Ｐ＋ドレイ
ンドープ領域２２とを含む。そのうちＰＭＯＳトランジスターは、Ｐ＋ソースドープ領域
２０と隣接した側にヘビードープされたＮ型チャンネルストップ領域３８が形成され、該
領域３８は第二フローティングゲート３４の下方にある。第一フローティングゲート３２
と第二フローティングゲート３４はフローティングゲート３６導線３６で接続されること
によって等電位を維持する。データをメモリーセル１０に書き込むとき、第一フローティ
ングゲート３２にはコントロールゲート電圧に対応する電位が発生し、第二フローティン
グゲート３４はフローティングゲート導線３６の接続を通して第一フローティングゲート
３２と等電位になる。この電位はＰ＋ソースドープ領域２０とＮ型チャンネルストップ領
域３８との間の空乏領域の電子を加速させ、それを第二フローティングゲート３４に注入
する。
【０００４】
　しかし従来のメモリーセル１０は以下の欠点を有する。まず、従来のメモリーセル１０
はＰＭＯＳトランジスター３０とＮＭＯＳトランジスター２８からなり、より大きいチッ
プ面積を要する。次に、従来のメモリーセル１０はＮ型チャンネルストップ領域３８を必
要とする。更に、従来のメモリーセル１０は第一フローティングゲート３２と第二フロー
ティングゲート３４を接続するフローティングゲート導線３６を必要とする。なお、ＮＭ
ＯＳトランジスター２８とＰＭＯＳトランジスター３０は更にフィールド酸化膜２４で分
けなければならない。したがって、従来のメモリーセル１０は不必要に大きいチップ面積
を占めるのみならず、その複雑な構造は生産コストと困難性を高めるだけである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この発明は前述の問題を解決するためのメモリーセル及びそれに関連する書き込み、消
去並びに読み出しの方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明によるメモリーセルは、Ｎ型ウェルと、Ｎ型ウェルの上に形成される３つのＰ
型ドープ領域と、Ｎ型ウェルの上、３つのＰ型ドープ領域のうち第一ドープ領域及び第二
ドープ領域の間に形成される二酸化珪素酸化膜からなる誘電膜と、誘電膜の上に形成され
る第一ゲートと、Ｎ型ウェルの上、３つのＰ型ドープ領域のうち第二ドープ領域及び第三
ドープ領域の間に形成される電荷保存ユニットと、電荷保存ユニットの上に形成される第
二ゲートとを含む。
【０００７】
　この発明は更にメモリーセルの書き込み方法を提供する。該方法は、メモリーセルを提
供し、第一電圧を第一ゲートに、第二電圧を第二ゲートにそれぞれ印加することによって
第一ドープ領域と第二ドープ領域を導通し、第三電圧をＮ型ウェルに、第四電圧を第一ド
ープ領域にそれぞれ印加し、第五電圧を第三ドープ領域に印加することによって、第二ド
ープ領域と第三ドープ領域の間のＰ型チャンネルのホットホールがスタック誘電膜へのホ
ットエレクトロン注入を誘発するようにさせるなどのステップを含む。そのうちメモリー
セルは、Ｎ型ウェルと、Ｎ型ウェルの上に形成される３つのＰ型ドープ領域と、Ｎ型ウェ
ルの上、３つのＰ型ドープ領域のうち第一ドープ領域及び第二ドープ領域の間に形成され
る二酸化珪素酸化膜からなる誘電膜と、誘電膜の上に形成される第一ゲートと、Ｎ型ウェ
ルの上、３つのＰ型ドープ領域のうち第二ドープ領域及び第三ドープ領域の間に形成され
るスタック誘電膜と、スタック誘電膜の上に形成される第二ゲートとを含む。
【０００８】
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　この発明は更にメモリーセルの書き込み方法を提供する。該方法は、メモリーセルを提
供し、第一電圧を第一ゲートに、第二電圧を第二ゲートにそれぞれ印加し、Ｎ型ウェルに
電圧を印加し、第一ドープ領域に電圧を印加することによって、第一電圧が第一ドープ領
域と第二ドープ領域のＰ型チャンネルをオフにするようにさせるか、または第一ドープ領
域をフローティングにさせ（このバイアス電圧において第一ドープ領域と第二ドープ領域
のＰ型チャンネルでは導通電流が流れていない）、第二電圧より小さい電圧を第三ドープ
領域に印加することによって、バンド間トンネル効果により発生した第三ドープ領域の電
子が水平方向の電場によって加速されエネルギーを得て、第二ドープ領域と第三ドープ領
域のＰ型チャンネルに入って衝撃により電子正孔対を発生して電子をスタック誘電膜に注
入するようにさせるなどのステップを含む。そのうちメモリーセルは、Ｎ型ウェルと、Ｎ
型ウェルの上に形成される３つのＰ型ドープ領域と、Ｎ型ウェルの上、３つのＰ型ドープ
領域のうち第一ドープ領域及び第二ドープ領域の間に形成される二酸化珪素酸化膜からな
る誘電膜と、誘電膜の上に形成される第一ゲートと、Ｎ型ウェルの上、３つのＰ型ドープ
領域のうち第二ドープ領域及び第三ドープ領域の間に形成されるスタック誘電膜と、スタ
ック誘電膜の上に形成される第二ゲートとを含む。
【０００９】
　この発明は更にメモリーセルの書き込み方法を提供する。該方法は、メモリーセルを提
供し、Ｎ型ウェルと、第一ドープ領域と、第三ドープ領域にそれぞれ電圧を印加し、第一
電圧を第一ゲートに印加することによって第一ドープ領域と第二ドープ領域のＰ型チャン
ネルをオフにし、Ｎ型ウェルの電圧より大きい第二電圧を第二ゲートに印加することによ
って、スタック誘電膜に十分な電場を提供し、もって第二ドープ領域と第三ドープ領域の
Ｐ型チャンネルの電子を吸引し、該電子をＦＮトンネルでスタック誘電膜に注入するなど
のステップを含む。そのうちメモリーセルは、Ｎ型ウェルと、Ｎ型ウェルの上に形成され
る３つのＰ型ドープ領域と、Ｎ型ウェルの上、３つのＰ型ドープ領域のうち第一ドープ領
域及び第二ドープ領域の間に形成される二酸化珪素酸化膜からなる誘電膜と、誘電膜の上
に形成される第一ゲートと、Ｎ型ウェルの上、３つのＰ型ドープ領域のうち第二ドープ領
域及び第三ドープ領域の間に形成されるスタック誘電膜と、スタック誘電膜の上に形成さ
れる第二ゲートとを含む。
【００１０】
　この発明は更にメモリーセルの消去方法を提供する。該方法は、メモリーセルを提供し
、Ｎ型ウェルと、第一ドープ領域と、第三ドープ領域にそれぞれ電圧を印加し、第一電圧
を第一ゲートに印加し、Ｎ型ウェルの電圧より小さい第二電圧を第二ゲートに印加するこ
とによって、第二ドープ領域と第三ドープ領域のＰ型チャンネルをオンにし、更にＮ型ウ
ェル間の電圧差を利用してスタック誘電膜の中の電子をＦＮトンネルでスタック誘電膜か
ら消去するなどのステップを含む。そのうちメモリーセルは、Ｎ型ウェルと、Ｎ型ウェル
の上に形成される３つのＰ型ドープ領域と、Ｎ型ウェルの上、３つのＰ型ドープ領域のう
ち第一ドープ領域及び第二ドープ領域の間に形成される二酸化珪素酸化膜からなる誘電膜
と、誘電膜の上に形成される第一ゲートと、Ｎ型ウェルの上、３つのＰ型ドープ領域のう
ち第二ドープ領域及び第三ドープ領域の間に形成されるスタック誘電膜と、スタック誘電
膜の上に形成される第二ゲートとを含む。
【００１１】
　この発明は更にメモリーセルの読み出し方法を提供する。該方法は、メモリーセルを提
供し、Ｎ型ウェルと、第一ドープ領域と、第三ドープ領域にそれぞれ電圧を印加し（その
うち第一ドープ領域と第三ドープ領域の電位は同じではない）、第一電圧を第一ゲートに
印加することによって、第一ドープ領域と第二ドープ領域のＰ型チャンネルをオンにし、
第二電圧を第二ゲートに印加する（そのうち第二電圧は、スタック誘電膜に電子が保存さ
れているか否かを区別するため、読み出し時に第三ドープ領域を流れる電流に設定される
）などのステップを含む。そのうちメモリーセルは、Ｎ型ウェルと、Ｎ型ウェルの上に形
成される３つのＰ型ドープ領域と、Ｎ型ウェルの上、３つのＰ型ドープ領域のうち第一ド
ープ領域及び第二ドープ領域の間に形成される二酸化珪素酸化膜からなる誘電膜と、誘電
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膜の上に形成される第一ゲートと、Ｎ型ウェルの上、３つのＰ型ドープ領域のうち第二ド
ープ領域及び第三ドープ領域の間に形成されるスタック誘電膜と、スタック誘電膜の上に
形成される第二ゲートとを含む。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明によるメモリーセルは、保存トランジスターとそれに直列接続される選択トラ
ンジスターを有し、そのいずれもＰＭＯＳトランジスターである。このようなメモリーセ
ルの構造は簡単であり、その必要チップ面積は従来の技術と比べて小さくなるのみならず
、一般のＣＭＯＳ製作工程で製作することができる。なお、この発明による編集可能なは
め込み式不揮発性メモリーは低コストの利点を有するのみならず、高圧、低出力その他の
製作工程と整合することも可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　かかる装置及び方法の特徴を詳述するために、具体的な実施例を挙げ、図示を参照にし
て以下に説明する
【実施例１】
【００１４】
　図２と図３を参照する。図２はこの発明の実施例１によるメモリーセル４０を表す説明
図であり、図３は図２におけるメモリーセル４０で構成されるメモリーモジュール６０を
表す説明図である。メモリーセル４０はＰ型基板４２と、Ｎ型ウェル４４と、３つのＰ型
ドープ領域４６、４８、５０と、誘電膜５２と、第一ゲート５４と、スタック誘電膜５６
と、第二ゲート５８とを含む。そのうちＮ型ウェル４４はＰ型基板４２の上に形成され、
３つのＰ型ドープ領域４６、４８、５０はＮ型ウェル４４の上に形成され、誘電膜５２は
Ｎ型ウェル４４及び３つのＰ型ドープ領域のうち第一領域４６と第二領域４８との間に形
成され、第一ゲート５４は誘電膜５２の上に形成され、スタック誘電膜５６はＮ型ウェル
４４及び３つのＰ型ドープ領域のうち第二領域４８と第三領域５０との間に形成され、第
二ゲート５８はスタック誘電膜５６の上に形成される。第一ゲート５４と第二ゲート５８
はポリシリコン膜、ポリシリコン化金属膜または金属からなるものである。スタック誘電
膜５６は二酸化珪素膜５６２と、電荷保存膜５６４と、二酸化珪素膜５６６とを含み、そ
のうち電荷保存膜５６４は窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）または窒酸化珪素（ＳｉｘＮｙＯｚ）
からなる。誘電膜５２は二酸化珪素膜からなる単層構造である。第一ゲート５４と、誘電
膜５２と、第一ドープ領域４６と、第二ドープ領域４８は、メモリーセル４０を開閉する
ための選択トランジスター６２を形成し、第二ゲート５８と、スタック誘電膜５６と、第
二ドープ領域４８と、第三ドープ領域５０は、データを保存するための保存トランジスタ
ー６４を形成する。実際の応用では、メモリーセル４０はメモリーモジュール６０として
配列される。図３によれば、メモリーモジュール６０は複数のメモリーセル４０からなり
、複数のメモリーセル４０はＮＯＲアレイとして配列され、同じ行のメモリーセルの第一
ゲート５４は同一の選択ライン（ＳＧ０、ＳＧ１、ＳＧ２）に接続され、同じ行のメモリ
ーセルの第二ゲート５８は同一のワードライン（ＷＬ０、ＷＬ１、ＷＬ２）に接続され、
同じ列のメモリーセルの第三ドープ領域５０は同一のビットライン（ＢＬ０、ＢＬ１、Ｂ
Ｌ２）に接続され、すべてのメモリーセルの第一ドープ領域４６は同一のソースラインに
接続される。
【００１５】
　図４を参照する。図４はこの発明の実施例１を表す説明図である。実施例１によれば、
メモリーセル４０の書き込みは、チャンネルホットホール誘発型ホットエレクトロン注入
方式で電子を保存トランジスター６４の電荷保存膜５６４に注入することによって行われ
る。データをメモリーセル４０に書き込む前に、メモリーセル４０の選択トランジスター
６２をオンにし、即ち０Ｖ電圧をＮ型ウェル４４に印加し、－５Ｖ電圧を第一ゲート５４
に印加する。こうして第一ドープ領域４６と第二ドープ領域４８の間のＰ型チャンネルは
導通される。データをメモリーセル４０の保存トランジスター６４に書き込むとき、－１
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Ｖ電圧を第二ゲート５８に印加し、０Ｖ電圧を第一ドープ領域４６に印加し、－５Ｖ電圧
を第三ドープ領域５０に印加する。第一ドープ領域４６と第二ドープ領域４８の間のＰ型
チャンネルが導通されているので、第二ドープ領域４８と第一ドープ領域４６は等電圧と
なり、第二ドープ領域４８と第三ドープ領域５０の間のＰ型チャンネルは電場によって加
速されてＮ型ウェル４４に衝撃して電子正孔対を発生する。衝撃により発生された電子は
Ｐ型チャンネルの表面において、第二ゲート５８に印加される電圧によって吸引され、ス
タック誘電膜５６の電荷保存膜５６４に注入される。
【実施例２】
【００１６】
　図５を参照する。図５はこの発明の実施例２を表す説明図である。実施例２によれば、
メモリーモジュール４０の書き込みは実施例１におけるメモリーセル４０の書き込みと同
じく、チャンネルホットホール誘発型ホットエレクトロン注入方式で電子を保存トランジ
スター６４の電荷保存膜５６４に注入することによって行われる。実施例１と異なるのは
、実施例２ではすべての操作電圧を５Ｖシフトして正電圧にすることである。図５によれ
ば、データをメモリーセル４０に書き込む前に、５Ｖ電圧と０Ｖ電圧をそれぞれＮ型ウェ
ル４４と第一ゲート５４に印加することによってメモリーセル４０の選択トランジスター
６２をオンにする。こうして第一ドープ領域４６と第二ドープ領域４８の間のＰ型チャン
ネルは導通される。データをメモリーセル４０の保存トランジスター６４に書き込むとき
、４Ｖ電圧を第二ゲート５８に、５Ｖ電圧を第一ドープ領域４６に、０Ｖ電圧を第三ドー
プ領域５０にそれぞれ印加する。第一ドープ領域４６と第二ドープ領域４８の間のＰ型チ
ャンネルが導通されているので、第二ドープ領域４８と第一ドープ領域４６は等電圧とな
り、第二ドープ領域４８と第三ドープ領域５０の間のＰ型チャンネルは電場によって加速
されてＮ型ウェル４４に衝撃して電子正孔対を発生する。衝撃により発生された電子はＰ
型チャンネルの表面において、第二ゲート５８に印加される電圧によって吸引され、スタ
ック誘電膜５６の電荷保存膜５６４に注入される。
【００１７】
　図６を参照する。図６はこの発明の実施例１と実施例２の操作方法を示す表である。実
施例１と実施例２はいずれもチャンネルホットホール誘発型ホットエレクトロン注入を利
用している。
【実施例３】
【００１８】
　図７を参照する。図７はこの発明の実施例３を表す説明図である。実施例３によれば、
メモリーモジュール６０の書き込みは実施例２におけるメモリーセル４０の書き込みと類
似している。というのは、メモリーセル４０に書き込むときに第一ゲート５４、第二ゲー
ト５８、第一ドープ領域４６と第三ドープ領域５０に印加する諸電圧をそれぞれメモリー
モジュール６０の選択ライン（ＳＧ０、ＳＧ１、ＳＧ２）、ワードライン（ＷＬ０、ＷＬ
１、ＷＬ２）、ソースライン（ＳＫ）とビットライン（ＢＬ０、ＢＬ１、ＢＬ２）に印加
する。メモリーセル６０に書き込むとき、まず書き込み予定のメモリーセル７０を選び、
５Ｖ電圧をＮ型ウェル４４に、０Ｖ電圧を書き込み予定メモリーセル７０と接続される選
択ライン（ＳＧ１）に、５Ｖ電圧を書き込み予定メモリーセル７０と接続されていない選
択ライン（ＳＧ０、ＳＧ２）に、４Ｖ電圧をすべてのワードライン（ＷＬ０、ＷＬ１、Ｗ
Ｌ２）に、５Ｖ電圧をソースライン（ＳＬ）に、０Ｖ電圧を書き込み予定メモリーセル７
０と接続されるビットライン（ＢＬ１）に、更に５Ｖ電圧を書き込み予定メモリーセル７
０と接続されていないビットライン（ＢＬ０、ＢＬ３、ＢＬ３）にそれぞれ印加する。メ
モリーモジュール６０の書き込みにおいて、書き込む対象でないメモリーセル７２の選択
トランジスター６２のゲート電位は５Ｖであるので、メモリーセル７２の選択トランジス
ター６２はオフにされている。したがって実施例３では、書き込む対象でないメモリーセ
ル７２に対して書き込み妨害は発生しない。
【実施例４】
【００１９】
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　図８を参照する。図８はこの発明の実施例４を表す説明図である。実施例４によれば、
メモリーセル４０の書き込みは、バンド間トンネル効果誘発型エレクトロン注入方式で電
子を保存トランジスター６４の電荷保存膜５６４に注入することによって行われる。デー
タをメモリーセル４０に書き込む前に、まず５Ｖ電圧をＮ型ウェル４４、第一ゲート５４
と第一ドープ領域４６に印加する。このとき選択トランジスター６２はオフにされ、第一
ドープ領域４６と第二ドープ領域４８の間のＰ型チャンネルは導通されず、第二ドープ領
域４８はフローティング状態にある。続いて７Ｖ電圧を第二ゲート５８に、０Ｖ電圧を第
三ドープ領域５８にそれぞれ印加する。第二ゲート５８に正バイアス電圧を印加すること
によって垂直方向の電場が発生する。こうして第三ドープ領域５０と第二ゲート５８のオ
ーバーラップ領域でエネルギー帯は曲げられ、オーバーラップ領域のドレイン導電位は価
電子帯エネルギーに近づき、よって価電子帯の電子は伝導帯に透過して電子正孔対を発生
する。電子は第三ドープ領域５０に印加されるバイアス電圧によって保存トランジスター
６４のチャンネル領域にまで排斥され、Ｎ型ウェル４４を衝撃してより多くの電子正孔対
を発生する。そのうち一部の電子はスタック誘電膜５６の電荷保存膜５６４に注入され、
書き込みを完成する。
【００２０】
　図９を参照する。図９はこの発明の実施例４によるバンド間トンネル効果誘発型エレク
トロン注入を示す表である。図９によれば、実施例４では第一ゲート電圧（方法１と方法
２）または第一ドープ領域をフローティングにする（方法３）ことによって、第一及び第
二ドープ領域のＰ型チャンネルを導通しないようにすることができる。そのうち方法２は
方法１におけるすべての操作電圧を５Ｖシフトして正電圧にするものである。実施例４で
は、第二ゲートと第三ドープ領域の電圧差はチャンネルホットホール誘発型ホットエレク
トロン注入方式よりも大きいため、エネルギー帯を曲げ、バンド間トンネル効果で電子正
孔対を発生することができる。
【００２１】
　なお、このような物理的操作（チャンネルホットホール誘発型ホットエレクトロン注入
及びバンド間トンネル効果誘発型エレクトロン注入）ははっきりと分かれているのではな
く、両者が同時または順次に発生することも可能である。例えば実施例１と実施例２にお
いても以下の状況が可能である。まずバンド間トンネル効果誘発型エレクトロン注入が発
生し、その後一部の電子はスタック誘電膜に注入され、エネルギー帯は曲げられなくなり
、バンド間トンネル効果により発生する電子正孔対が少なくなる。一方、第二及び第三ド
ープ領域のＰ型チャンネルはスタック誘電膜への電子注入により更に導通され、それにつ
れてチャンネルホットホール誘発型ホットエレクトロン注入が占める割合は高くなる。実
施例４のその他の特徴は、第一及び第二ドープ領域のＰ型チャンネルの導通を必要としな
い（第一電圧でＰ型チャンネルをオフにするか、または第一ドープ領域をフローティング
にする）ことである。それと比べて実施例１と実施例２では、第一及び第二ドープ領域の
Ｐ型チャンネルを導通するための第一電圧を要する。
【実施例５】
【００２２】
　図１０を参照する。図１０はこの発明の実施例５を表す説明図である。実施例５によれ
ば、メモリーセル４０の書き込みは、ファウラー・ノルドハイム（ＦＮ）トンネル方式で
電子を保存トランジスター６４の電荷保存膜５６４に注入することによって行われる。実
施例５では、０Ｖ電圧をＮ型ウェル４４、第一ドープ領域４６、第二ドープ領域４８と第
一ゲート５４に、１０Ｖ電圧を第二ゲート５８にそれぞれ印加することによって、保存ト
ランジスター６４のスタック誘電膜５６に１０Ｖの電圧をもたせ、垂直方向の電場を生じ
させる。この場合、電子は電場によりエネルギーを得て、スタック誘電膜５６の電荷保存
膜５６４に注入され、書き込みを完成する。
【００２３】
　図１１を参照する。図１１はこの発明の実施例５によるＦＮトンネル注入を示す表であ
る。実施例５の特徴は、第二ゲートとＮ型ウェルの間に充分な電圧を印加することによっ
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て、Ｎ型ウェルにある電子をＦＮトンネルでスタック誘電膜に注入することにある。第一
ゲート、第一ドープ領域または第三ドープ領域の電位に関しては、電子注入の過程におい
てその電流の発生を抑制できれば十分である。それにつき図１１における方法１から方法
４を参照する。
【００２４】
　実施例５と実施例４（バンド間トンネル効果誘発型エレクトロン注入）の相違点は以下
の通りである。実施例４は、バンド間トンネル効果を発生させて電子をスタック誘電膜に
注入するため、第三ドープ領域とＮ型ウェルの間の十分な電場を必要とする。それと比べ
て実施例５は第三ドープ領域とＮ型ウェルの間の電圧を０としても可能である。
【実施例６】
【００２５】
　図１２を参照する。図１２はこの発明の実施例６を表す説明図である。実施例６はメモ
リーセル４０の保存トランジスター６４の電荷消去を内容とする。図１２によれば、メモ
リーセル４０において消去はＦＮトンネルによって行われる。実施例６では、５Ｖ電圧を
Ｎ型ウェル４４、第一ドープ領域４６、第三ドープ領域５０と第一ゲート５４に、－５Ｖ
電圧を第二ゲート５８にそれぞれ印加することによって、保存トランジスター６４のスタ
ック誘電膜５６に１０Ｖの電圧をもたせ、スタック誘電膜５６の電荷保存膜５６４に保存
される電子を消去する。
【００２６】
　図１３を参照する。図１３はこの発明の実施例６によるＦＮトンネル消去を示す表であ
る。実施例６の特徴は、第二ゲートとＮ型ウェルの間に充分な電圧を印加することによっ
て、スタック誘電膜にある電子をＦＮトンネルでＮ型ウェルに注入することにある。第一
ゲート、第一ドープ領域または第三ドープ領域の電位に関しては、電子注入の過程におい
てその電流の発生を抑制できれば十分である。それにつき図１３における方法１から方法
３を参照する。
【実施例７】
【００２７】
　図１４を参照する。図１４はこの発明の実施例７を表す説明図である。実施例７はメモ
リーセル４０の読み出しを内容とする。実施例７では、３．３Ｖ電圧をＮ型ウェル４４と
第一ドープ領域４６に、１．８Ｖ電圧を第三ドープ領域５０に、０Ｖ電圧を第一ゲート５
４に、３．３Ｖ電圧を第二ゲート５８にそれぞれ印加する。保存トランジスター６４のス
タック誘電膜５６で電子が保存されていれば、第二及び第三ドープ領域のＰ型チャンネル
は導通され、この場合、第一ドープ領域４６と第三ドープ領域５０との電位差によって電
流が発生する。もし保存トランジスター６４のスタック誘電膜５６で電子が保存されてい
なければ、第二及び第三ドープ領域のＰ型チャンネルは導通されず、この場合、第一ドー
プ領域４６と第三ドープ領域５０には電流が発生しない。
【００２８】
　図１５を参照する。図１５はこの発明の実施例７を示す表である。実施例７の特徴は、
第一及び第二ドープ領域のＰ型チャンネルを導通することにある。第二ゲートの電圧設定
に関しては、スタック誘電膜で電子が保存されているか否かを区別できれば十分である。
【００２９】
　以上はこの発明に好ましい実施例であって、この発明の実施の範囲を限定するものでは
ない。よって、当業者のなし得る修正、もしくは変更であって、この発明の精神の下にお
いてなされ、この発明に対して均等の効果を有するものは、いずれもこの発明の特許請求
の範囲に属するものとする。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　この発明によるメモリーセルは、チャンネルホットホール誘発型ホットエレクトロン注
入、バンド間チャンネル効果誘発型エレクトロン注入及びＦＮトンネルによってデータを
保存トランジスターの電荷保存膜に保存することができる。なお、この発明によるメモリ
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ーセルはＦＮトンネルで消去操作を行い、電荷保存膜に保存される電子を消去する。更に
、この発明は当該メモリーセルの読み出し方法をも内容とする。この発明は、不揮発性メ
モリーの必要操作をすべて含む。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】従来のメモリーセルを表す説明図である。
【図２】この発明の実施例１によるメモリーセルを表す説明図である。
【図３】図２におけるメモリーセルで構成されるメモリーモジュールを表す説明図である
。
【図４】この発明の実施例１を表す説明図である。
【図５】この発明の実施例２を表す説明図である。
【図６】この発明の実施例１と実施例２の操作方法を示す表である。
【図７】この発明の実施例３を表す説明図である。
【図８】この発明の実施例４を表す説明図である。
【図９】この発明の実施例４によるバンド間トンネル効果誘発型エレクトロン注入を示す
表である。
【図１０】この発明の実施例５を表す説明図である。
【図１１】この発明の実施例５によるＦＮトンネル注入を示す表である。
【図１２】この発明の実施例６を表す説明図である。
【図１３】この発明の実施例６によるＦＮトンネル消去を示す表である。
【図１４】この発明の実施例７を表す説明図である。
【図１５】この発明の実施例７を示す表である。
【符号の説明】
【００３２】
　１０、４０         メモリーセル
　１２、４２         Ｐ型基板
　１４               Ｎ＋ソースドープ領域
　１６               Ｎ＋ドレインドープ領域
　１８、４４         Ｎ型ウェル
　２０               Ｐ＋ソースドープ領域
　２２               Ｐ＋ドレインドープ領域
　２４               フィールド酸化膜
　２８               ＮＭＯＳトランジスター
　３０               ＰＭＯＳトランジスター
　３２               第一フローティングゲート
　３４               第二フローティングゲート
　３６               フローティングゲート導線
　３８               Ｎ型チャンネルストップ領域
　４６、４８、５０   Ｐ型ドープ領域
　５２               誘電膜
　５４               第一ゲート
　５６               スタック誘電膜
　５８               第二ゲート
　６０               メモリーモジュール
　６２               選択トランジスター
　６４               保存トランジスター
　７０               書き込み予定メモリーセル
　８２               ゲート誘電膜
　５２２、５６２     第一二酸化珪素膜
　５２４，５６４     電荷保存膜
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【図１】

【図２】
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【図４】
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