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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】種々の回路ブロックを単一の集積回路（ＩＣ）
に集約するために、不揮発性メモリーブロックをロジッ
ク機能ブロックにまとめる。
【解決手段】結合素子と第一のセレクトトランジスター
を有している。結合素子は第一の伝導領域において形成
されている。第一のセレクトトランジスターは、第一の
浮遊ゲートトランジスターおよび第二のセレクトトラン
ジスターに直列的に接続されており、それらは全て第二
の伝導領域に形成されている。結合素子の電極および第
一の浮遊ゲートトランジスターのゲートは、モノリシッ
クに形成された浮遊ゲートである。第二の伝導領域は第
一の伝導領域と第三の伝導領域の間に形成され、第一の
伝導領域、第二の伝導領域、および第三の伝導領域は、
ウェルである。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不揮発性メモリーセルであって：
　第一の伝導領域に形成された結合素子；並びに
　第一の浮遊ゲートトランジスターと第二の浮遊ゲートトランジスターとに直列的に接続
された第一のセレクトトランジスター；
を有し、
　前記第一の浮遊ゲートトランジスター、前記第二の浮遊ゲートトランジスター、および
前記第一のセレクトトランジスターは、第二の伝導領域に形成され、
　前記結合素子の電極と前記第一の浮遊ゲートトランジスターのゲートは、モノリシック
に形成された浮遊ゲートであり、
　前記第一の伝導領域と第二の伝導領域は、第三の伝導領域において形成され、
　前記第一の伝導領域、第二の伝導領域、および前記第三の伝導領域は、ウェルである、
ことを特徴とする揮発性メモリーセル。
【請求項２】
　前記第一の伝導領域と前記第二の伝導領域は、第一の伝導タイプであり、前記第三の伝
導領域は、第二の伝導タイプである、
請求項１に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項３】
　前記浮遊ゲートは：
　　前記結合素子を形成する第一のゲート部分と；
　　前記第一の浮遊ゲートトランジスターを形成する第二のゲート部分と；
　を有し、
　前記第一のゲート部分は、前記第二のゲート部分よりも大きな領域を有する、
請求項１に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項４】
　前記結合素子は、金属酸化膜半導体キャパシター、または金属酸化膜半導体フィールド
効果トランジスターにより、形成されている
請求項１に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項５】
　前記第一の浮遊ゲートトランジスターは、前記第一のセレクトトランジスターと前記第
二のセレクトトランジスターの間に配置される、
請求項１に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項６】
　前記不揮発性メモリーセルは、さらに：
　前記結合素子に電気的に接続されたコントロールラインと；
　前記第一のセレクトトランジスターのゲートに電気的に接続されたワードラインと；
　前記第二のセレクトトランジスターのゲートに電気的に接続されたセレクトゲートと；
　前記第二のセレクトトランジスターのドレイン領域に電気的に接続されたビットライン
と；
　前記第一のセレクトトランジスターのソース領域に電気的に接続されたソースラインと
；
を有する、
請求項１に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項７】
　リード操作において、
コントロールラインに適用されるコントロールライン電圧、ワードラインに適用されるワ
ードライン電圧、セレクトゲートに適用されるセレクトゲート電圧、ソースラインに適用
されるソースライン電圧、前記第二の伝導領域に適用される第一のウェル電圧、および前
記第三の伝導領域に適用される第二のウェル電圧が、
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直列的に接続された前記第一のセレクトトランジスター、前記第一の浮遊ゲートトランジ
スター、および前記第二のセレクトトランジスターを通して流れる電流を検知するために
構成されている、
請求項６に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項８】
　前記コントロールライン電圧は、０ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記ワードライン電圧は、１ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記セレクトゲート電圧は、１ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記ビットライン電圧は、１ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記ソースライン電圧は、０ボルトであり；
　前記第一のウェル電圧は、０ボルトであり；かつ、
　前記第二のウェル電圧は、０ボルトから５ボルトの範囲である、
請求項７に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項９】
　プログラム操作において、
コントロールラインに適用されるコントロールライン電圧、ワードラインに適用されるワ
ードライン電圧、セレクトゲートに適用されるセレクトゲート電圧、ビットラインに適用
されるビットライン電圧、ソースラインに適用されるソースライン電圧、前記第二の伝導
領域に適用される第一のウェル電圧、および前記第三の伝導領域に適用される第二のウェ
ル電圧が、
　前記第一の浮遊ゲートトランジスターにおいて、ファウラーノルドハイムトンネル効果
注入を引き起こすように構成されている、
請求項６に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項１０】
　前記コントロールライン電圧は、５ボルトから２０ボルトの範囲であり；
　前記ワードライン電圧は、０ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記セレクトゲート電圧は、１ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記ビットライン電圧は、０ボルトであり；
　前記ソースライン電圧は、０ボルトであり；
　前記第一のウェル電圧は、０ボルトであり；かつ、
　前記第二のウェル電圧は、５ボルトから２０ボルトの範囲である、
請求項９に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項１１】
　プログラムインヒビット操作において、
コントロールラインに適用されるコントロールライン電圧、ワードラインに適用されるワ
ードライン電圧、セレクトゲートに適用されるセレクトゲート電圧、ビットラインに適用
されるビットライン電圧、ソースラインに適用されるソースライン電圧、前記第二の伝導
領域に適用される第一のウェル電圧、および前記第三の伝導領域に適用される第二のウェ
ル電圧が、
　前記第一の浮遊ゲートトランジスターにおいて、チャネル電圧の押し上げを引き起こす
ように構成されている、
請求項６に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項１２】
　前記コントロールライン電圧は、５ボルトから２０ボルトの範囲であり；
　前記ワードライン電圧は、０ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記セレクトゲート電圧は、１ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記ビットライン電圧は、１ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記ソースライン電圧は、０ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記第一のウェル電圧は、０ボルトであり；かつ、
　前記第二のウェル電圧は、５ボルトから２０ボルトの範囲である、
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請求項１１に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項１３】
　イレーズ操作において、
コントロールラインに適用されるコントロールライン電圧、ワードラインに適用されるワ
ードライン電圧、セレクトゲートに適用されるセレクトゲート電圧、ビットラインに適用
されるビットライン電圧、ソースラインに適用されるソースライン電圧、前記第二の伝導
領域に適用される第一のウェル電圧、および前記第三の伝導領域に適用される第二のウェ
ル電圧が、
　前記第一の浮遊ゲートトランジスターにおいて、ファウラーノルドハイムトンネル効果
排出を引き起こすように構成されている、
請求項６に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項１４】
　前記コントロールライン電圧は、０ボルトであり；
　前記ワードライン電圧は、５ボルトから２０ボルトの範囲であり；
　前記セレクトゲート電圧は、５ボルトから２０ボルトの範囲であり；
　前記ビットライン電圧は、５ボルトから２０ボルトの範囲であり；
　前記ソースライン電圧は、５ボルトから２０ボルトの範囲であり；
　前記第一のウェル電圧は、５ボルトから２０ボルトの範囲であり；かつ、
　前記第二のウェル電圧は、５ボルトから２０ボルトの範囲である、
請求項１３に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項１５】
　前記不揮発性メモリーセルは、さらに：
　第四の伝導領域に形成された第二の浮遊ゲートトランジスターを有し、
　　前記第四の伝導領域は、前記第三の伝導領域において形成され、
　　前記第二の浮遊ゲートトランジスターのゲート、前記結合素子の電極、および前記第
一の浮遊ゲートトランジスターのゲートは、一体的に形成された浮遊ゲートである、
請求項１に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項１６】
　前記第一の伝導領域、前記第二の伝導領域、および前記第四の伝導領域は、第一の伝導
タイプであり、前記第三の伝導領域は、第二の伝導タイプである、
請求項１５に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項１７】
　前記浮遊ゲートは：
　　前記結合素子を形成する第一のゲート部分と；
　　前記第一の浮遊ゲートトランジスターおよび前記第二の浮遊ゲートトランジスターを
形成する第二のゲート部分と；
　を有し、
　前記第一のゲート部分は、前記第二のゲート部分よりも大きな領域を有する、
請求項１５に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項１８】
　前記結合素子は、金属酸化膜半導体キャパシター、または金属酸化膜半導体フィールド
効果トランジスターにより、形成されている
請求項１５に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項１９】
　前記第二の浮遊ゲートトランジスターは、金属酸化膜半導体フィールド効果トランジス
ター、または金属酸化膜半導体キャパシターにより、形成されている
請求項１５に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項２０】
　前記第二の伝導領域は、前記第一の伝導領域と前記第四の拡張領域の間に配置される、
請求項１５に記載の不揮発性メモリーセル。
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【請求項２１】
　前記第四の伝導領域は、前記第一の伝導領域と前記第二の拡張領域の間に配置される、
請求項１５に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項２２】
　前記第一の浮遊ゲートトランジスターは、前記第一のセレクトトランジスターと前記第
二のセレクトトランジスターの間に配置される、
請求項１５に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項２３】
　前記不揮発性メモリーセルは、さらに：
　前記結合素子に電気的に接続されたコントロールラインと；
　前記第一のセレクトトランジスターのゲートに電気的に接続されたワードラインと；
　前記第二のセレクトトランジスターのゲートに電気的に接続されたセレクトゲートと；
　前記第二の浮遊ゲートトランジスターの拡張領域および前記第四の伝導領域に電気的に
接続されたイレーズラインと；
　前記第二のセレクトトランジスターのドレイン領域に電気的に接続されたビットライン
と；
　前記第一のセレクトトランジスターのソース領域に電気的に接続されたソースラインと
；
を有する、
請求項２２に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項２４】
　リード操作において、
コントロールラインに適用されるコントロールライン電圧、ワードラインに適用されるワ
ードライン電圧、セレクトゲートに適用されるセレクトゲート電圧、イレーズラインに適
用されるイレーズライン電圧、ビットラインに適用されるビットライン電圧、ソースライ
ンに適用されるソースライン電圧、前記第二の伝導領域に適用される第一のウェル電圧、
および前記第三の伝導領域に適用される第二のウェル電圧が、
　直列的に接続された前記第一のセレクトトランジスター、前記第一の浮遊ゲートトラン
ジスター、および前記第二のセレクトトランジスターを通して流れる電流を検知するため
に構成されている、
請求項２３に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項２５】
　前記コントロールライン電圧は、０ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記ワードライン電圧は、１ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記セレクトゲート電圧は、１ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記イレーズライン電圧は、０ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記ビットライン電圧は、１ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記ソースライン電圧は、０ボルトであり；
　前記第一のウェル電圧は、０ボルトであり；かつ、
　前記第二のウェル電圧は、０ボルトから５ボルトの範囲である、
請求項２４に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項２６】
　プログラム操作において、
コントロールラインに適用されるコントロールライン電圧、ワードラインに適用されるワ
ードライン電圧、セレクトゲートに適用されるセレクトゲート電圧、イレーズラインに適
用されるイレーズライン電圧、ビットラインに適用されるビットライン電圧、ソースライ
ンに適用されるソースライン電圧、前記第二の伝導領域に適用される第一のウェル電圧、
および前記第三の伝導領域に適用される第二のウェル電圧が、
　前記第一の浮遊ゲートトランジスターにおいて、ファウラーノルドハイムトンネル効果
注入を引き起こすように構成されている、
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請求項２３に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項２７】
　前記コントロールライン電圧は、５ボルトから２０ボルトの範囲であり；
　前記ワードライン電圧は、０ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記セレクトゲート電圧は、１ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記イレーズライン電圧は、５ボルトから２０ボルトの範囲であり；
　前記ビットライン電圧は、０ボルトであり；
　前記ソースライン電圧は、０ボルトであり；
　前記第一のウェル電圧は、０ボルトであり；かつ、
　前記第二のウェル電圧は、５ボルトから２０ボルトの範囲である、
請求項２６に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項２８】
　プログラムインヒビット操作において、
コントロールラインに適用されるコントロールライン電圧、ワードラインに適用されるワ
ードライン電圧、セレクトゲートに適用されるセレクトゲート電圧、イレーズラインに適
用されるイレーズライン電圧、ビットラインに適用されるビットライン電圧、ソースライ
ンに適用されるソースライン電圧、前記第二の伝導領域に適用される第一のウェル電圧、
および前記第三の伝導領域に適用される第二のウェル電圧が、
　前記第一の浮遊ゲートトランジスターにおいて、チャネル電圧の押し上げを引き起こす
ように構成されている、
請求項２３に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項２９】
　前記コントロールライン電圧は、５ボルトから２０ボルトの範囲であり；
　前記ワードライン電圧は、０ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記セレクトゲート電圧は、１ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記イレーズライン電圧は、５ボルトから２０ボルトの範囲であり；
　前記ビットライン電圧は、１ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記ソースライン電圧は、０ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記第一のウェル電圧は、０ボルトであり；かつ、
　前記第二のウェル電圧は、５ボルトから２０ボルトの範囲である、
請求項２８に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項３０】
　イレーズ操作において、
コントロールラインに適用されるコントロールライン電圧、ワードラインに適用されるワ
ードライン電圧、セレクトゲートに適用されるセレクトゲート電圧、イレーズラインに適
用されるイレーズライン電圧、ビットラインに適用されるビットライン電圧、ソースライ
ンに適用されるソースライン電圧、前記第二の伝導領域に適用される第一のウェル電圧、
および前記第三の伝導領域に適用される第二のウェル電圧が、
　前記第二の浮遊ゲートトランジスターにおいて、ファウラーノルドハイムトンネル効果
排出を引き起こすように構成されている、
請求項２３に記載の不揮発性メモリーセル。
【請求項３１】
　前記コントロールライン電圧は、０ボルトであり；
　前記ワードライン電圧は、０ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記セレクトゲート電圧は、０ボルトから５ボルトの範囲であり；
　前記イレーズライン電圧は、５ボルトから２０ボルトの範囲であり；
　前記ビットライン電圧は、０ボルトであり；
　前記ソースライン電圧は、０ボルトであり；
　前記第一のウェル電圧は、０ボルトであり；かつ、
　前記第二のウェル電圧は、５ボルトから２０ボルトの範囲である、
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請求項３０に記載の不揮発性メモリーセル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許出願は、２０１１年１１月７日に出願された米国仮特許出願第６１／５５６２９
６号　タイトル「Ｌｏｇｉｃ－Ｂａｓｅｄ　ＭＴＰ　Ｃｅｌｌ」、これは２０１０年６月
１７日に出願された米国特許出願第１２／８１８０９５号　タイトル「Ｌｏｇｉｃ－Ｂａ
ｓｅｄ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｔｉｍｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃｅｌ
ｌ」の部分継続出願であるが、に基づく優先権を主張するものである。本先行出願の開示
内容は、本出願において参考として組み入れられている。
【０００２】
　本発明は、マルチプルタイムプログラミング（ＭＴＰ）メモリーセルに関する。より詳
細には、一般的な相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）プロセスとコンパチブルな、ロジ
ックベースのＭＴＰメモリーセルに関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　種々の回路ブロックが単一の集積回路（ＩＣ）に集約されるにつれて、不揮発性メモリ
ーブロックをロジック機能ブロックにまとめることが切望されるようになった。しかしな
がら、多くの不揮発性メモリープロセスは、積層ゲート構造を必要としており、その工程
は、従来のロジックゲート製造プロセスにおいては利用できない。例えば、ただ一つの多
結晶シリコン層を使用し、特別なチャージトラップ型（ｃｈａｒｇｅ－ｔｒａｐｐｉｎｇ
）構造を使用しない、半導体プロセスである。
【０００４】
　米国特許第７３８２６５８号（以降、６５８特許）、第７３９１６４７号（以降、６４
７特許）、第７２６３００１号（以降、００１特許）、第７４２３９０３号（以降、９０
３特許）、第７２０９３９２号（以降、３９２特許）は、メモリーセルを形成するための
種々のアーキテクチャー（ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）について教えてくれる。６５８特
許は、浮遊ゲート（ｆｌｏａｔｉｎｇ　ｇａｔｅ）を一つのｎ型相補型金属酸化膜半導体
（ｎ－ＣＭＯＳ）と共有する一つのｐ型アクセストランジスターについて教示する。６４
７特許は、一つのｐ型相補型金属酸化膜半導体（ｐ－ＣＭＯＳ）と一つのｎ－ＣＭＯＳを
伴う一つのｐ型アクセストランジスターについて教示する。００１特許は、二つのｐ－Ｃ
ＭＯＳと浮遊ゲートを共有する一つのｐ型アクセストランジスターについて教示する。９
０３特許は、チャネルホットエレクトロン(ＣＨＥ)注入を通じてプログラムをするための
ｐ型電界効果トランジスター（Ｐ－ＦＥＴ）と、ファウラーノルドハイム（Ｆｏｗｌｅｒ
－Ｎｏｒｄｈｅｉｍ：ＦＮ）トンネル効果を通じてイレーズを行うためのｎ型電界効果ト
ランジスター（Ｎ－ＦＥＴ）について教示する。３９２特許は、それぞれのトランジスタ
ーがそれ自身固有のアクセストランジスターに接続されている、一つのｐ型金属酸化膜半
導体電界効果トランジスター（ｐ－ＭＯＳＦＥＴ）と浮遊ゲートを共有する一つのｎ型金
属酸化膜半導体電界効果トランジスター（ｎ－ＭＯＳＦＥＴ）について教示する。
【０００５】
　図１は、３９２特許に示される不揮発性メモリーセルの模式図を示している。不揮発性
メモリーセルは、第一のｐ型金属酸化膜半導体（ＰＭＯＳ）トランジスターＴ１と、第二
のＰＭＯＳトランジスターＴ２と、第一のｎ型金属酸化膜半導体（ＮＭＯＳ）トランジス
ターＴ３と、第二のＮＭＯＳトランジスターＴ４とを有している。第一のＰＭＯＳトラン
ジスターＴ１と第一のＮＭＯＳトランジスターＴ３は、それぞれが第二のＰＭＯＳトラン
ジスターＴ２と第二のＮＭＯＳトランジスターＴ４のためのアクセストランジスターであ
り、コントロール電圧ＶＳＧにより制御される。第一のＰＭＯＳトランジスターＴ１と第
一のＮＭＯＳトランジスターＴ３の入力端子は、セレクトライン電圧ＶＳＬを受け取り、
第二のＰＭＯＳトランジスターＴ２と第二のＮＭＯＳトランジスターＴ４の入力端子は、
それぞれに、第一のビットライン電圧ＶＢＬ１と第二のビットライン電圧ＶＢＬ２とを受
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け取る。第二のＮＭＯＳトランジスターＴ４と第二のＰＭＯＳトランジスターＴ２とは浮
遊ゲートを共有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第７３８２６５８号明細書
【特許文献２】米国特許第７３９１６４７号明細書
【特許文献３】米国特許第７２６３００１号明細書
【特許文献４】米国特許第７４２３９０３号明細書
【特許文献５】米国特許第７２０９３９２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　種々の回路ブロックが単一の集積回路（ＩＣ）に集約されるにつれて、不揮発性メモリ
ーブロックをロジック機能ブロックにまとめることが切望されるようになった。しかしな
がら、多くの不揮発性メモリープロセスは、積層ゲート構造を必要としており、その工程
は、従来のロジックゲート製造プロセスにおいては利用できない。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一つの実施例は、不揮発性メモリーセルを提供する。不揮発性メモリーセルは、結合素
子（ｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ）と、第一のセレクトトランジスター（ｓｅｌｅｃ
ｔ　ｔｒａｎｓｉｓｔｅｒ）を有している。結合素子は、第一の伝導領域（ｃｏｎｄｕｃ
ｔｉｖｉｔｙ　ｒｅｇｉｏｎ）に形成されている。第一のセレクトトランジスターは、第
一の浮遊ゲートトランジスターと第二のセレクトトランジスターに、直列的に接続されて
いる。第一のセレクトトランジスター、第一の浮遊ゲートトランジスター、および、第二
のセレクトトランジスターは、第二の伝導領域に形成されている。結合素子の電極と第一
の浮遊ゲートトランジスターのゲートは、単一の形成された浮遊ゲートである。ここで、
第一の伝導領域と第二の伝導領域は、第三の伝導領域において形成されており、第一の伝
導領域、第二の伝導領域、および第三の伝導領域はウェル（ｗｅｌｌ）である。
【０００９】
　種々の図や表において以降に説明される本発明の好適な実施例に係る詳細な記述を読ん
だ後においては、本発明に係るこれらの、そして他の目的は、疑いなく当業者にとって明
らかなものとなる。
 
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、不揮発性メモリーセルのダイアグラムを示している。
【図２】図２は、一つの実施例に従った不揮発性メモリーセルのダイアグラムを示してい
る。
【図３】図３は、図２の不揮発性メモリーセルを図式的に示している。
【図４】図４は、別の実施例に従った不揮発性メモリーセルのダイアグラムを示している
。
【図５】図５は、図４の不揮発性メモリーセルを図式的に示している。
【図６】図６は、一つの実施例に従って図２および図３の不揮発性メモリーセルに対する
プログラム（ｐｒｏｇｒａｍ）、消去（ｅｒａｓｅ）、およびリード（ｒｅａｄ）電圧を
示している。
【図７】図７は、一つの実施例に従って図４および図５の不揮発性メモリーセルに対する
プログラム、消去、リード、およびプログラムインヒビット(ｐｒｏｇｒａｍ　ｉｎｈｉ
ｂｉｔ)電圧を示している。
【図８】図８は、図４および図５の不揮発性メモリーセルにおける、プログラムインヒビ
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ット操作（ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）を説明するウェイブフォームダイアグラムである。
【図９】図９は、別の実施例に従った不揮発性メモリーセルのダイアグラムを示している
。
【図１０】図１０は、図９の不揮発性メモリーセルを図式的に示している。
【図１１】図１１は、図９および図１０の不揮発性メモリーセルに対するプログラム、消
去、リード、およびプログラムインヒビット電圧を示している。
【図１２】図１２は、図９および図１０の不揮発性メモリーセルにおける、プログラムイ
ンヒビット操作を説明するウェイブフォームダイアグラムである。
【図１３】図１３は、別の実施例に従った不揮発性メモリーセルのダイアグラムを示して
いる。
【図１４】図１４は、図１３の不揮発性メモリーセルを図式的に示している。
【図１５】図１５は、図１３および図１４の不揮発性メモリーセルに対するプログラム、
消去、リード、およびプログラムインヒビット電圧を図式的に示している。
【図１６】図１６は、図１３および図１４の不揮発性メモリーセルにおける、プログラム
インヒビット操作を説明するウェイブフォームダイアグラムである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図２および図３についてみると、図２は、不揮発性メモリーセル２０の一つの実施例を
示すダイアグラムである。図３は、図２の不揮発性メモリーセル２０を図式的に示してい
る。図２に示される不揮発性メモリーセル２０は、サブストレートの上に、または中に形
成され得る。サブストレートは、ｐ型またｎ型であり得る。不揮発性メモリーセル２０は
、浮遊ゲート（ＦＧ）２００、コントロールライン（ＣＬ）、ワード（ｗｏｒｄ）ライン
（ＷＬ）２９０、第一のソースライン（ＳＬ１）、第一のビットライン（ＢＬ１）、第二
のソースライン（ＳＬ２）、そして第二のビットライン（ＢＬ２）を有している。例とし
てｐ型サブストレートを考えると、不揮発性メモリーセル２０のコントロールライン（Ｃ
Ｌ）は、第一の伝導タイプの第一の伝導領域上に形成された、ｎ型ウェル（ｎ－ｗｅｌｌ
：ＮＷ）といった、第一の拡張領域（ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ　ｒｅｇｉｏｎ）２２１と第二
の拡張領域２２２を有している。第三、第四および第五の拡張領域２６１、２７１、２８
１が、ｐ型ウェル（ｐ－ｗｅｌｌ：ＰＷ）といった、第二の伝導タイプの第二の伝導領域
に形成され得る。第六、第七および第八の拡張領域２６２、２７２、２８２が、別のｎ型
ウェル（ＮＷ）といった、第一の伝導タイプの第三の伝導領域上に形成され得る。ｐ型ウ
ェルは、二つのｎ型ウェル（ＮＷ）の間に配置され得る。図２に示すように、第一の伝導
領域は第一の伝導タイプであり、第二の伝導領域は第一の伝導領域と第三の伝導領域との
間に配置される。別の実施例においては、第一の伝導領域は第二の伝導タイプであり、第
三の伝導領域は第一の伝導領域と第二の伝導領域との間に配置される。浮遊ゲート（ＦＧ
）２００は、第一の拡張領域２２１と第二の拡張領域２２２の間に形成された第一のゲー
ト部分２０１と、第四の拡張領域２７１と第五の拡張領域２８１の間および第七の拡張領
域２７２と第八の拡張領域２８２の間に形成された第二のゲート部分２０２を有し得る。
第一のゲート部分２０１と第二のゲート部分２０２は、同じ多結晶シリコン層から形成さ
れ得るし、連続し得る。第一のゲート部分２０１のゲート領域は、第二のゲート部分２０
２のゲート領域よりも大きくてよいい。ワードライン（ＷＬ）２９０は、浮遊ゲート（Ｆ
Ｇ）２００のように、同じ多結晶シリコン層から形成され得る。ワードライン（ＷＬ）２
９０は、第三の拡張領域２６１と第四の拡張領域２７１の間および第六の拡張領域２６２
と第七の拡張領域２７２の間に形成され得る。第一および第二の拡張領域２２１、２２２
は、Ｎ＋拡張領域であり得る。第三、第四、そして第五の拡張領域２６１、２７１、２８
１は、Ｎ＋拡張領域であり得る。第六、第七、そして第八の拡張領域２６２、２７２、２
８２は、Ｐ＋拡張領域であり得る。不揮発性メモリーセル２０は、単一の多結晶シリコン
相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）プロセスにおいて製造され得る。
【００１２】
　図２および図３に関して、第一のゲート部分２０１とコントロールラインＣＬは、結合
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素子３００を形成し、金属酸化膜半導体（ＭＯＳ）キャパシターまたは相補的金属酸化膜
半導体電界効果トランジスター（ＭＯＳＦＥＴ）により形成され得る。第二のゲート部分
２０２は、第四および第五のＮ＋拡張領域２７１，２８１を伴う第一のｎ型金属酸化膜半
導体（ＮＭＯＳ）トランジスター３１０を形成し、第七および第八のＰ＋拡張領域２７２
，２８２を伴う第一のｐ型金属酸化膜半導体（ＰＭＯＳ）トランジスター３２０を形成し
得る。ワードライン（ＷＬ）２９０は、第三および第四のＮ＋拡張領域２６１，２７１を
伴う第二のＮＭＯＳトランジスター３３０を形成し、第六および第七のＰ＋拡張領域２６
２，２７２を伴う第二のＰＭＯＳトランジスター３３０を形成し得る。第一のソースライ
ンＳＬ１は、第二のＮＭＯＳトランジスター３３０のソース拡張領域と成り得る第三の拡
張領域２６１に電気的に接続され得る。第一のビットラインＢＬ１は、第一のＮＭＯＳト
ランジスター３１０のドレイン拡張領域と成り得る第五の拡張領域２８１に電気的に接続
され得る。第二のソースラインＳＬ２は、第二のＰＭＯＳトランジスター３４０のソース
拡張領域と成り得る第六拡張領域２６２に電気的に接続され得る。第二のビットラインＢ
Ｌ２は、第一のＰＭＯＳトランジスター３２０のドレイン拡張領域と成り得る第八の拡張
領域２８２に電気的に接続され得る。第四の拡張領域２７１は、第一のＮＭＯＳトランジ
スター３１０のソース拡張領域として、また、第二のＮＭＯＳトランジスター３３０のド
レイン拡張領域として、同時に機能し得る。第七の拡張領域２７２は、第一のＰＭＯＳト
ランジスター３２０のソース拡張領域として、また、第二のＰＭＯＳトランジスター３４
０のドレイン拡張領域として、同時に機能し得る。第一のＮＭＯＳトランジスター３１０
と第一のＰＭＯＳトランジスター３２０は、それぞれに、第一と第二の浮遊ゲートトラン
ジスターである、そして第二のＮＭＯＳトランジスター３３０と第二のＰＭＯＳトランジ
スター３４０は、それぞれに、第一と第二の浮遊ゲートトランジスターである
【００１３】
　図４および図５についてみると、図４は、不揮発性メモリーセル４０について、近傍の
セルがプログラムされている間のセルのインヒビット能力（ｉｎｈｉｂｉｔｉｎｇ　ｃａ
ｐａｂｉｌｉｔｙ）を改善するための別の実施例を示すダイアグラムである。図５は、図
４の不揮発性メモリーセル４０を図式的に示している。図４に示される不揮発性メモリー
セル４０は、サブストレートの上に、または中に形成され得る。サブストレートは、ｐ型
またｎ型であり得る。不揮発性メモリーセル４０は、浮遊ゲート（ＦＧ）４００、ワード
ライン（ＷＬ）４７１、セレクトゲート（ＳＧ）４７２、コントロールライン（ＣＬ）、
ソースライン（ＳＬ）、ビットライン（ＢＬ）、そしてイレーズライン（ＥＬ）を有して
いる。前述の改善にためにＳＧを適用している。例としてｐ型サブストレートを考えると
、不揮発性メモリーセル４０は、さらに、第一の伝導タイプの第一の伝導領域上に形成さ
れた、ｎ型ウェル（ｎ－ｗｅｌｌ：ＮＷ）といった、第一の拡張領域４２１と第二の拡張
領域４２２を有している。第三、第四、第五および第六の拡張領域４６１、４２，４６３
，４６４が、ｐ型ウェル（ｐ－ｗｅｌｌ：ＰＷ）といった、第二の伝導タイプの第二の伝
導領域に形成され得る。第七および第八の拡張領域４８１，４８２が、別のｎ型ウェル（
ＮＷ）といった、第一の伝導タイプの第三の伝導領域上に形成され得る。ｐ型ウェルは、
二つのｎ型ウェル（ＮＷ）の間に配置され得る。第一の伝導領域は第一の伝導タイプであ
り、第二の伝導領域は第一の伝導領域と第三の伝導領域との間に配置される。別の実施例
においては、第一の伝導領域は第二の伝導タイプであり、第三の伝導領域は第一の伝導領
域と第二の伝導領域との間に配置される。浮遊ゲート（ＦＧ）４００は、第一の拡張領域
４２１と第二の拡張領域４２２の間に形成された第一のゲート部分４０１と、第四の拡張
領域４６２と第五の拡張領域４６３の間および第七の拡張領域４８１と第八の拡張領域４
８２の間に形成された第二のゲート部分４０２を有し得る。第一のゲート部分４０１と第
二のゲート部分４０２は、同じ多結晶シリコン層から形成され得るし、連続し得る。第一
のゲート部分４０１のゲート領域は、第二のゲート部分４０２のゲート領域よりも大きく
てよい。ワードライン（ＷＬ）４７１とセレクトゲート（ＳＧ）４７２は、浮遊ゲート（
ＦＧ）４００のように、同じ多結晶シリコン層から形成され得る。ワードライン（ＷＬ）
４７１は、第三の拡張領域４６１と第四の拡張領域４６２の間に形成され得る。セレクト
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ゲート（ＳＧ）４７２は、第三の拡張領域４６３と第六の拡張領域４６４の間に形成され
得る。第一および第二の拡張領域４２１、４２２は、Ｎ＋拡張領域であり得る。第三、第
四、第五、そして第六の拡張領域４６１、４６２、４６３、４６４は、Ｎ＋拡張領域であ
り得る。第七そして第八の拡張領域４８１、４８２は、Ｐ＋拡張領域であり得る。不揮発
性メモリーセル４０は、単一の多結晶シリコン相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）プロ
セスにおいて製造され得る。
【００１４】
　図４および図５に関して、第一のゲート部分４０１とコントロールライン（ＣＬ）は、
結合素子５００を形成し、金属酸化膜半導体（ＭＯＳ）キャパシターまたはＭＯＳ電界効
果トランジスター（ＭＯＳＦＥＴ）により形成され得る。第二のゲート部分４０２は、第
四および第五のＮ＋拡張領域４６２、４６３を伴う第一のｎ型金属酸化膜半導体（ＮＭＯ
Ｓ）トランジスター５１０を形成し、第七および第八の拡張領域４８１，４８２を伴うｐ
型金属酸化膜半導体（ＰＭＯＳ）トランジスター５２０を形成し得る。ワードライン（Ｗ
Ｌ）４７１は、第三および第四のＮ＋拡張領域４６１，４６２を伴う第二のＮＭＯＳトラ
ンジスター５３０を形成する。セレクトゲート（ＳＧ）４７２は、第五および第六のＮ＋
拡張領域４６３，４６４を伴う第三のＮＭＯＳトランジスター５４０を形成する。ソース
ラインＳＬは、第二のＮＭＯＳトランジスター５３０のソース拡張領域と成り得る第三の
拡張領域４６１に電気的に接続され得る。ビットラインＢＬは、第三のＮＭＯＳトランジ
スター５４０のドレイン拡張領域と成り得る第六の拡張領域４６４に電気的に接続され得
る。イレーズラインＥＬは、ＰＭＯＳトランジスター５２０の第七と第八の拡張領域４８
１、４８２に電気的に接続され得る。第四の拡張領域４６２は、第一のＮＭＯＳトランジ
スター５１０のソース拡張領域として、また、第二のＮＭＯＳトランジスター５３０のド
レイン拡張領域として、機能し得る。第五の拡張領域４６３は、第一のＮＭＯＳトランジ
スター５１０のドレイン拡張領域として、また、第三のＮＭＯＳトランジスター５４０の
ソース拡張領域として、機能し得る。第一のＮＭＯＳトランジスター５１０とＰＭＯＳト
ランジスター５２０は、それぞれに、第一の浮遊ゲートトランジスターと第二の浮遊ゲー
トトランジスターを形成し得る。そして第二のＮＭＯＳトランジスター５３０と第三のＮ
ＭＯＳトランジスター５４０は、それぞれに、第一のセレクトトランジスターと第二のセ
レクトトランジスターを形成し得る。別の実施例においては、第二の浮遊ゲートトランジ
スターは、ＭＯＳキャパシターにより形成され得る。
【００１５】
　図６は、一つの実施例に従って、図２および図３の不揮発性メモリーセル２０に対する
プログラム、イレーズ、そしてリード電圧を示している。プログラム（ｐｒｏｇｒａｍｍ
ｉｎｇ）においては、プログラム電圧（ＶＰＰ）からスレショルド（ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ
）電圧（Ｖｔｈ）を引いた値に等しいコントロールライン電圧がコントロ－ルライン（Ｃ
Ｌ）に適用される。プログラム電圧（ＶＰＰ）は、５ボルトから８ボルトの範囲であり、
スレショルド電圧（Ｖｔｈ）は、およそ１ボルトであり得る。このように、コントロ－ル
ライン（ＣＬ）に適用される電圧は、４ボルトから７ボルトの範囲となり得る。ワードラ
イン（ＷＬ）２９０に適用される電圧は、０ボルトから７ボルトの範囲となり得る。第一
のソースライン（ＳＬ１）、第一のビットライン（ＢＬ１）、第二のビットライン（ＢＬ
２）、そしてｐ型ウェル（ＰＷ）が接地（ｇｒｏｕｎｄ）され得る。しかしながら、第一
のビットライン（ＢＬ１）は、フロート（ｆｌｏａｔ）していてもよい。プログラム電圧
（ＶＰＰ）は、第二のソースライン（ＳＬ２）とｎ型ウェル（ＮＷ）に対して適用され得
る。このようなプログラム構成においては、ＭＯＳキャパシター３００の大きさとＰＭＯ
Ｓトランジスター３２０の大きさの比率に応じて、コントロ－ルライン電圧は、ＭＯＳキ
ャパシター３００を通じて浮遊ゲート２００に結合され得る。例えば、コントロ－ルライ
ン電圧が６ボルトであり、比率が９対１であるとすれば、浮遊ゲート２００でのポテンシ
ャル(ｐｏｔｅｎｔｉａｌ)は５．４ボルトになり得る（６ボルトの１０分の９である）。
プログラムにおいては、ＰＭＯＳトランジスター３２０においてチャネルホットエレクト
ロン(ＣＨＥ)注入が生じ得る。ＰＭＯＳトランジスター３２０のソース拡張領域からの電
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子は、浮遊ゲート２００とＰＭＯＳトランジスター３２０を横切るスレショルド電圧およ
びＰＭＯＳトランジスター３２０のソース拡張領域とドレイン拡張領域を横切るプログラ
ム電圧ＶＰＰに因り形成されたピンチオフチャネル（ｐｉｎｃｈｅｄ－ｏｆｆ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ）を通して浮遊ゲート２００に注入され得る。イレーズ操作において、イレーズ電
圧（ＶＥＥ）が第二のソースライン（ＳＬ２）およびｎ型ウェル（ＮＷ）に適用されると
きに、ＰＭＯＳトランジスター３２０でファウラーノルドハイム（ＦＮ）電子トンネル効
果排出が起こり得る。第二のビットライン（ＢＬ２）は、０ボルトまたはフロート（ｆｌ
ｏａｔｉｎｇ）であり得る。ワードライン（ＷＬ）２９０は、０ボルトから２０ボルトの
範囲であり得る。コントロールライン（ＣＬ）、第一のソースライン（ＳＬ１）、第一の
ビットライン（ＢＬ１）、そしてｐ型ウェル（ＰＷ）は接地されている（ｇｒｏｕｎｄｅ
ｄ）。イレーズ電圧（ＶＥＥ）は、５ボルトから２０ボルトの範囲であり得る。このよう
にして、浮遊ゲート２００に注入された電子は、浮遊ゲート２００から排出され得る。
【００１６】
　別の実施例では、プログラムにおいては、第一のプログラム電圧（ＶＰＰ１）に等しい
コントロールライン電圧がコントロ－ルライン（ＣＬ）に適用される。第一のプログラム
電圧（ＶＰＰ１）は、５ボルトから１２ボルトの範囲であり得る。第一のソースライン（
ＳＬ１）、第二のソースライン（ＳＬ２）、第一のビットライン（ＢＬ１）、そしてｐ型
ウェル（ＰＷ）は接地され得る。しかしながら、第一のビットライン（ＢＬ１）は、フロ
ートしていてもよい。第二のプログラム電圧（ＶＰＰ２）は、ｎ型ウェル（ＮＷ）に対し
て適用され得る。第三のプログラム電圧（ＶＰＰ３）は、ワードライン(ＷＬ)に対して適
用され得る。第三のプログラム電圧（ＶＰＰ３）は、０ボルトよりも低い値であり得る。
第二のビットライン（ＢＬ２）は、フロートしていてもよい。このようなプログラム構成
においては、バンド間トンネリング誘導ホットエレクトロン（ｂａｎｄ－ｔｏ－ｂａｎｄ
　ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｈｏｔ　ｅｌｅｃｔｒｏｎ：ＢＢＨＥ）注入が
、ＰＭＯＳトランジスター３２０で起こり得る。イレーズ操作において、イレーズ電圧（
ＶＥＥ）が第二のソースライン（ＳＬ２）およびｎ型ウェル（ＮＷ）に適用されるときに
、ＰＭＯＳトランジスター３２０でファウラーノルドハイム（ＦＮ）電子トンネル効果排
出が起こり得る。ワードライン（ＷＬ）２９０は、０ボルトから２０ボルトの範囲であり
得る。コントロールライン（ＣＬ）、第一のソースライン（ＳＬ１）、そしてｐ型ウェル
（ＰＷ）は接地されている。第一のビットライン（ＢＬ１）は、０ボルトまたはフロート
であり得る。第二のビットスライン（ＢＬ２）は、０ボルトまたはフロートであり得る。
イレーズ電圧（ＶＥＥ）は、５ボルトから２０ボルトの範囲であり得る。このようにして
、浮遊ゲート２００に注入された電子は、浮遊ゲート２００から排出され得る。
【００１７】
　第三のプログラムモード（ＰＧＭ３）では、コントローライン（ＣＬ）電圧は５ボルト
から１２ボルトの範囲、ワードライン（ＷＬ）電圧は５ボルトから８ボルトの範囲、第二
のソースライン（ＳＬ２）電圧はフロート、そしてｎ型ウェル（ＮＷ）電圧は５ボルトか
ら８ボルトの範囲、であり得る。第一のビットライン（ＢＬ１）電圧、第一のソースライ
ン電圧（ＳＬ１）、ｐ型ウェル（ＰＷ）電圧、そして第二のビットライン（ＢＬ２）電圧
、は接地され得る。例えば０ボルトである。しかしながら、第一のビットライン（ＢＬ１
）はフロートしていてもよい。このようなプログラム構成においては、バンド間トンネリ
ング誘導ホットエレクトロン（ＢＢＨＥ）注入が、ＰＭＯＳトランジスター３２０で起こ
り得る。イレーズ操作において、イレーズ電圧（ＶＥＥ）が第二のソースライン（ＳＬ２
）およびｎ型ウェル（ＮＷ）に適用されるときに、ＰＭＯＳトランジスター３２０でファ
ウラーノルドハイム（ＦＮ）電子トンネル効果排出が起こり得る。ワードライン（ＷＬ）
２９０は、０ボルトから２０ボルトの範囲であり得る。コントロールライン（ＣＬ）、第
一のソースライン（ＳＬ１）、そしてｐ型ウェル（ＰＷ）は接地されている。第一のビッ
トライン（ＢＬ１）は、０ボルトまたはフロートであり得る。第二のビットスライン（Ｂ
Ｌ２）は、０ボルトまたはフロートであり得る。イレーズ電圧（ＶＥＥ）は、５ボルトか
ら２０ボルトの範囲であり得る。このようにして、浮遊ゲート２００に注入された電子は



(13) JP 2013-102119 A 2013.5.23

10

20

30

40

50

、浮遊ゲート２００から排出され得る。
【００１８】
　リード操作においては、第一の電圧（ＶＣＣ１）がコントロ－ルライン（ＣＬ）とワー
ドライン（ＷＬ）に適用され、第二の電圧（ＶＣＣ２）が第二のソースライン（ＳＬ２）
とｎ型ウェル（ＮＷ）に適用され、リード電圧（ＶＲＲ）が第一のビットライン（ＢＬ１
）に適用され得る。第一の電圧（ＶＣＣ１）とリード電圧（ＶＲＲ）は、１ボルトから５
ボルトの範囲であり得る。第二の電圧（ＶＣＣ２）は、０ボルトから５ボルトの範囲であ
り得る。第二のビットライン（ＢＬ２）は、０ボルトまたはフロートであり得る。第一の
ソースライン（ＳＬ１）とｐ型ウェル（ＰＷ）は接地され得る。ＰＭＯＳキャパシター３
００の容量結合（ｃａｐａｃｉｔｉｖｅ　ｃｏｕｐｌｉｎｇ）を通じて、第一の電圧（Ｖ
ＣＣ１）のいくらかの部分、例えば１０分の９、が、浮遊ゲート２００に結合され得る。
もし不揮発性メモリーセル２０がイレーズされるとすれば、浮遊ゲート２００におけるポ
テンシャル（ｐｏｔｅｎｔｉａｌ）はＮＭＯＳトランジスター３１０をオンするのに十分
である。第一のビットライン（ＢＬ１）に適用されるリード電圧（ＶＲＲ）に因って、第
一のソースライン（ＳＬ１）が接地されているのと同様に、リード電流がＮＭＯＳトラン
ジスター３１０を通じて流れ得る。リード電流は、正の論理状態（ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ｌ
ｏｇｉｃａｌ　ｓｔａｔｅ）を示すものとして検知される。もし、不揮発性メモリーセル
２０がプログラムされる場合は、浮遊ゲート２００に注入された電子は、浮遊ゲート２０
０に結合された第一の電圧の部分を相殺するのに十分であり得るか、もしくは、著しく小
さい。不揮発性メモリーセル２０がイレーズされるときに検知されるリード電流よりも実
質的に小さなリード電流をもって、ＮＭＯＳトランジスター３１０がオフのままであった
り、オンされ得るようにである。このようにして、低いリード電流は、負の（ｎｅｇａｔ
ｉｖｅ）論理状態を示すものとして検知される。正の論理状態を示すための高いリード電
流を利用し、負の論理状態を示すための低いリード電流を利用することは、一つの例に過
ぎず、それに限定されるものと考えられるべきではない。負の論理状態に対応するために
より高いリード電流を利用することもできるし、生の論理状態に対応するためにより低い
リード電流を利用することもできる。
【００１９】
　図７は、一つの実施例に従って、図４および図５の不揮発性メモリーセル４０に対する
プログラム（ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ:ＰＧＭ）、イレーズ（ｅｒａｓｅ：ＥＲＳ）、そ
してリード（+ＲＥＡＤ）電圧を示している。プログラムにおいては、５ボルトから２０
ボルトの範囲のコントロールライン電圧がコントロ－ルライン（ＣＬ）およびイレーズラ
イン（ＥＬ）に適用される。第一の電圧（ＶＣＣ）がセレクトゲート（ＳＧ）に適用され
得る。第一の電圧（ＶＣＣ）は、１ボルトから５ボルトの範囲であり得る。ソースライン
（ＳＬ）、ビットライン（ＢＬ）、そしてｐ型ウェル（ＰＷ）が接地（ｇｒｏｕｎｄ）さ
れ得る。ワードライン（ＷＬ）は、０ボルトから５ボルトの範囲であり得る。このような
プログラム構成においては、　ＭＯＳキャパシター５００の大きさとＮＭＯＳトランジス
ター５１０の大きさの比率に応じて、コントロ－ルライン電圧は、ＭＯＳキャパシター５
００を通じて浮遊ゲート４００に結合され得る。例えば、コントロ－ルライン電圧が６ボ
ルトであり、比率が９対１であるとすれば、浮遊ゲート４００でのポテンシャルは５．４
ボルトになり得る（６ボルトの１０分の９である）。プログラムにおいては、第一のＮＭ
ＯＳトランジスター５１０においてＦＮ電子トンネル効果注入が生じ得る。イレーズ操作
においては、イレーズ電圧（ＶＥＥ）がイレーズライン（ＥＬ）に適用され、コントロー
ルライン(ＣＬ)、ソースライン（ＳＬ）、ビットライン（ＢＬ）、そしてｐ型ウェル（Ｐ
Ｗ）が接地されているときに、ＰＭＯＳトランジスター５２０でファウラーノルドハイム
（ＦＮ）電子トンネル効果排出が起こり得る。ワードライン（ＷＬ）とセレクトライン（
ＳＬ）は、０ボルトから５ボルトの範囲であり得る。イレーズ電圧（ＶＥＥ）は、５ボル
トから２０ボルトの範囲であり得る。このようにして、プログラムにおいて浮遊ゲート４
００に注入された電子は、イレーズにおいて浮遊ゲート４００から排出され得る。
【００２０】
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　リード操作においては、第一の電圧（ＶＣＣ１）がコントロ－ルライン（ＣＬ）とｔレ
ーズライン（ＥＬ）に適用され、第二の電圧（ＶＣＣ２）がワードライン(ＷＬ)とセレク
トゲート(ＳＧ)に適用され、リード電圧（ＶＲＲ）がビットライン（ＢＬ）に適用され得
る。第二の電圧（ＶＣＣ２）とリード電圧（ＶＲＲ）は、１ボルトから５ボルトの範囲で
あり得る。第一の電圧（ＶＣＣ１）は、０ボルトから５ボルトの範囲であり得る。ソース
ライン（ＳＬ）とｐ型ウェル（ＰＷ）は接地され得る。ＰＭＯＳキャパシター５００の容
量結合を通じて、第一の電圧（ＶＣＣ１）のいくらかの部分、例えば１０分の９、が、浮
遊ゲート４００に結合され得る。もし不揮発性メモリーセル４０がイレーズされるとすれ
ば、浮遊ゲート４００におけるポテンシャルは第一のＮＭＯＳトランジスター５１０をオ
ンするのに十分である。ビットライン（ＢＬ）に適用されるリード電圧（ＶＲＲ）に因っ
て、ソースライン（ＳＬ）が接地されているのと同様に、リード電流がＮＭＯＳトランジ
スター５１０を通じて流れ得る。リード電流は、正の論理状態を示すものとして検知され
る。もし、不揮発性メモリーセル４０がプログラムされる場合は、浮遊ゲート４００に注
入された電子は、浮遊ゲート４００に結合された第一の電圧の部分を相殺するのに十分で
あり得るか、もしくは、著しく小さい。不揮発性メモリーセル４０がイレーズされるとき
に検知されるリード電流よりも実質的に小さなリード電流をもって、第一のＮＭＯＳトラ
ンジスター５１０がオフのままであったり、オンされ得るようにである。このようにして
、低いリード電流は、負の論理状態を示すものとして検知される。いくつかの実施例にお
いては、高いリード電流が正の論理状態に対応し、低いリード電流が負の論理状態に対応
し得る。
【００２１】
　図８についてみると、図８は、図４および図５の不揮発性メモリーセルにおけるプログ
ラムインヒビット操作（ｐｒｏｇｒａｍ　ｉｎｈｉｂｉｔ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）を説明
するウェイブフォームダイアグラムを示している。図８のウェイブフォームダイアグラム
は、コントロルライン（ＣＬ）に適用されるコントロールライン電圧、ワードライン（Ｗ
Ｌ）に適用されるワードライン電圧、セレクトゲート（ＳＧ）に適用されるセレクトゲー
ト電圧、イレーズライン（ＥＬ）に適用されるイレーズライン電圧、ビットライン（ＢＬ
）に適用されるビットライン電圧、ソースライン（ＳＬ）に適用されるソースライン電圧
、ｐ型ウェルに適用されるｐ型ウェル電圧（ＰＷ）、そして第一のＮＭＯＳトランジスタ
ー５１０のチャネル電圧を示している。チャネル電圧は、プログラムインヒビット操作に
おける第三の時刻（ｔ３）から第四の時刻（ｔ４）まで、押し上げ（ｂｏｏｓｔ）られて
いる。図に示されるように、チャネル電圧は、第二の時刻（ｔ２）から第三の時刻（ｔ３
）までの期間において、第六の電圧（Ｖ６）に達している。第三の時刻（ｔ３）から第四
の時刻（ｔ４）まで、コントロールライン電圧は第一の電圧（Ｖ１）であり、セレクトゲ
ート電圧は第二の電圧（Ｖ２）であり、イレーズライン電圧は第三の電圧（Ｖ３）であり
、ビットライン電圧は第四の電圧（Ｖ４）であり、そしてチャネル電圧は第五の電圧（Ｖ
５）である。プログラムインヒビット操作においては、Ｖ１からＶ６は、Ｖ１≧Ｖ３＞Ｖ
５＞Ｖ４≧Ｖ２＞Ｖ６　といった構成を取り得る。プログラム操作においては、Ｖ１から
Ｖ６は、Ｖ１≧Ｖ３≧Ｖ２＞Ｖ４＝Ｖ５＝Ｖ６≧０Ｖ　といった構成を取り得る。例えば
、図７に示すように、プログラムインヒビット操作（ＰＧＭ　Ｉｎｈｉｂｉｔ）において
は、コントロールライン電圧は５ボルトから２０ボルトの範囲であり得るし、ワードライ
ン電圧は０ボルトから５ボルトの範囲であり得るし、セレクトゲート電圧は１ボルトから
５ボルトの範囲であり得るし、イレーズライン電圧は５ボルトから２０ボルトの範囲であ
り得るし、ビットライン電圧は１ボルトから５ボルトの範囲であり得るし、ソースライン
電圧は０ボルトから５ボルトの範囲であり得るし、そしてｐ型ウェル電圧は、０ボルトで
あり得る。
【００２２】
　上述の不揮発性メモリーセル２０、４０は、一般的なＣＭＯＳ工程と完全にコンパチブ
ルであり、比較的小さなレイアウト領域しか要せず、サイクルウインドウの劣化を伴うこ
となく、良いプログラムおよびイレーズ速度、良い耐久性、そして良いデータ保持力を表
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している。
【００２３】
　図９および図１０についてみると、図９は、一つの実施例に従った不揮発性メモリーセ
ル９０のダイアグラムである。図１０は、図９の不揮発性メモリーセル９０を図式的に示
している。不揮発性メモリーセル９０は、浮遊ゲート（ＦＧ）９００、ワードライン（Ｗ
Ｌ）９７１、セレクトゲート（ＳＧ）９７２、コントロールライン（ＣＬ）、ソースライ
ン（ＳＬ）、ビットライン（ＢＬ）、そしてイレーズライン（ＥＬ）を有している。近傍
のセルがプログラムされる際にセルのインヒビット能力が達成されるようにセレクトゲー
ト（ＳＧ）を適用している。例としてｐ型（第一の伝導タイプ）サブストレートを考える
と、つまり、不揮発性メモリーセル９０は、Ｐ型サブストレートの中に形成された、Ｎ型
ウェル９３０の中に形成されている（第二の伝導タイプの第三の伝導領域）。不揮発性メ
モリーセル９０は、さらに、第一の伝導タイプの第一の伝導領域（ＰＷ１）上に形成され
た第一の拡張領域９２１と第二の拡張領域９２２を有している。第三、第四、第五および
第六の拡張領域９６１、９４２，９６３，９６４が、第一の伝導タイプの第二の伝導領域
（ＰＷ２）に形成される。第七および第八の拡張領域９８１，９８２が、第一の伝導タイ
プの第四の伝導領域（ＰＷ３）に形成される。第二の伝導領域（ＰＷ２）は、第一の伝導
領域（ＰＷ１）と第四の伝導領域（ＰＷ３）の間に配置され得る。浮遊ゲート（ＦＧ）９
００は、第一と第二の拡張領域９２１、９２２の間に形成された第一のゲート部分９０１
と、第四と第五の拡張領域９６２，９６３の間および第七と第八の拡張領域９８１、９８
２の間に形成された第二のゲート部分９０２を有し得る。第一のゲート部分９０１と第二
のゲート部分９０２は、同じ多結晶シリコン層から形成され得るし、連続し得る。第一の
ゲート部分９０１のゲート領域は、第二のゲート部分９０２のゲート領域よりも大きい。
ワードライン（ＷＬ）９７１とセレクトゲート（ＳＧ）９７２は、浮遊ゲート（ＦＧ）９
００のように、同じ多結晶シリコン層から形成され得る。ワードライン（ＷＬ）９７１は
、第三と第四の拡張領域９６１，９６２の間に形成される。セレクトゲート（ＳＧ）９７
２は、第五と第六の拡張領域９６３，９６４の間に形成される。第一および第二の拡張領
域９２１、９２２は、第二の伝導タイプである。第三、第四、第五、そして第六の拡張領
域９６１、９６２、９６３、９６４もまた第二の伝導タイプである。第七そして第八の拡
張領域９８１、９８２もまた第二の伝導タイプである。不揮発性メモリーセル９０は、単
一の多結晶シリコンＣＭＯＳプロセスにおいて製造され得る。しかしながら、本発明の別
の実施例においては、第一の伝導タイプは、Ｎ型であり、第二の伝導タイプは、Ｐ型であ
る。
【００２４】
　図９および図１０に関して、第一のゲート部分９０１とコントロールライン（ＣＬ）は
、結合素子１０００を形成し、金属酸化膜半導体（ＭＯＳ）キャパシターまたはＭＯＳ電
界効果トランジスター（ＭＯＳＦＥＴ）により形成され得る。第二のゲート部分９０２は
、第四および第五の拡張領域９６２、９６３を伴う第一の浮遊ゲート（ｎ型金属酸化膜半
導体、ＮＭＯＳ）トランジスター１０１０を形成し、第七および第八の拡張領域９８１，
９８２を伴う第二の浮遊ゲート（ＮＭＯＳ）トランジスター１０２０を形成し得る。ワー
ドライン（ＷＬ）９７１は、第三および第四の拡張領域９６１，９６２を伴う第一のセレ
クト（ＮＭＯＳ）トランジスター１０３０を形成し得る。セレクトゲート（ＳＧ）９７２
は、第五および第六の拡張領域９６３，９６４を伴う第二のセレクト（ＮＭＯＳ）トラン
ジスター１０４０を形成する。ソースラインＳＬは、第一のセレクトトランジスター１０
３０のソース拡張領域となり得る第三の拡張領域９６１に電気的に接続され得る。ビット
ラインＢＬは、第二のセレクトトランジスター１０４０のドレイン拡張領域と成り得る第
六の拡張領域９６４に電気的に接続され得る。イレーズラインＥＬは、第二の浮遊ゲート
トランジスター１０２０の第七と第八の拡張領域９８１、９８２に電気的に接続され得る
。第四の拡張領域９６２は、第一の浮遊ゲートトランジスター１０１０のソース拡張領域
として、また、第一セレクトトランジスター１０３０のドレイン拡張領域の両方として、
機能し得る。第五の拡張領域９６３は、第一の浮遊ゲートトランジスター１０１０のドレ
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イン拡張領域として、また、第二のセレクトトランジスター１０４０のソース拡張領域の
両方として、機能し得る。別の実施例においては、第二の浮遊ゲートトランジスター１０
２０は、ＭＯＳキャパシターにより形成され得る。
【００２５】
　図１１は、図９および図１０の不揮発性メモリーセル９０に対するプログラム（Ｐｒｏ
ｇｒａｍｍｉｎｇ）、イレーズ（Ｅｒａｓｅ）、リード（Ｒｅａｄ）、そしてプログラム
インヒビット（Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　ｉｎｈｉｂｉｔ）
電圧を示している。プログラム操作においては、コントロ－ルライン（ＣＬ）および第一
の伝導領域（ＰＷ１）に適用されるコントロールライン電圧（ＶＣＬ）は、５ボルトから
２０ボルトの範囲である。ソースライン（ＳＬ）、ビットライン（ＢＬ）、そして第二の
伝導領域（ＰＷ２）が接地され得る。ワードライン（ＷＬ）は、０ボルトから５ボルトの
範囲である。イレーズライン（ＥＬ）および第四の伝導領域（ＰＷ３）に適用されるイレ
ーズライン電圧（ＶＥＬ）は、５ボルトから２０ボルトの範囲である。セレクトゲート（
ＳＧ）に適用されるセレクトゲート電圧（ＶＳＧ）は、１ボルトから５ボルトの範囲であ
る。加えて、Ｎ型ウェル９３０（第三の伝導領域）に適用される第二のウェル電圧（ＶＳ
Ｗ）は、５ボルトから２０ボルトの範囲である。第一の伝導領域（ＰＷ１）、第二の伝導
領域（ＰＷ２）、第四の伝導領域（ＰＷ３）、そしてＮ型ウェル９３０の間において生成
される順電圧（ｆｏｒｗａｒｄ　ｖｏｌｔａｇｅ）を防ぐためである。このようなプログ
ラム構成においては、結合素子１０００の大きさと第二の浮遊ゲートトランジスター１０
２０の大きさの比率に応じて、コントロ－ルライン電圧(ＶＣＬ)は、結合素子１０００を
通じて浮遊ゲート９００に結合され得る。例えば、コントロ－ルライン電圧（ＶＣＬ）が
１０ボルトであり、比率が９対１であるとすれば、浮遊ゲート９００でのポテンシャルは
９ボルトになり得る（１０ボルトの１０分の９である）。プログラムにおいては、第一の
浮遊ゲートトランジスター１０１０において、ファウラーノルドハイム（ＦＮ）電子トン
ネル効果注入が生じ得る。電子が、第一の浮遊ゲートトランジスター１０１０を通じて浮
遊ゲート９００に注入されるようにである。
【００２６】
　イレーズ操作においては、ワードライン（ＷＬ）に適用されるワードライン電圧は、０
ボルトから５ボルトの範囲である。コントロ－ルライン（ＣＬ）、第一の伝導領域（ＰＷ
１）、ソースライン（ＳＬ）、ビットライン（ＢＬ）、そして第二の伝導領域（ＰＷ２）
は接地され得る。セレクトゲート（ＳＧ）に適用されるセレクトゲート電圧（ＶＳＧ）は
、０ボルトから５ボルトの範囲である。イレーズライン（ＥＬ）および第四の伝導領域（
ＰＷ３）に適用されるイレーズライン電圧（ＶＥＬ）は、５ボルトから２０ボルトの範囲
である。加えて、Ｎ型ウェル９３０（第三の伝導領域）に適用される第二のウェル電圧（
ＶＳＷ：表中では９３０と表示）は、５ボルトから２０ボルトの範囲である。第一の伝導
領域（ＰＷ１）、第二の伝導領域（ＰＷ２）、第四の伝導領域（ＰＷ３）、そしてＮ型ウ
ェル９３０の間において生成される順電圧を防ぐためである。イレーズ操作において、イ
レーズライン電圧（ＶＥＬ）がイレーズライン（ＥＬ）および第四の伝導領域（ＰＷ３）
に適用されるときに、第二の浮遊ゲートトランジスター１０２０でファウラーノルドハイ
ム（ＦＮ）電子トンネル効果排出が起こり得る。このようにして、浮遊ゲート９００に保
持された電子は、浮遊ゲート９００から排出され得る。
【００２７】
　リード操作においては、コントロールライン（ＣＬ）と第一の伝導領域（ＰＷ１）に適
用されるコントロールライン電圧（ＶＣＬ）は０ボルトから５ボルトの範囲であり、ワー
ドライン（ＷＬ）に適用されるワードライン電圧（ＶＷＬ）は１ボルトから５ボルトの範
囲であり、セレクトゲート（ＳＧ）に適用されるセレクトゲート電圧（ＶＳＧ）は１ボル
トから５ボルトの範囲であり、そしてビットライン（ＢＬ）に適用されるビットライン電
圧（ＶＢＬ）は１ボルトから５ボルトの範囲である。ソースライン（ＳＬ）と第二の伝導
領域（ＰＷ２）は接地され得る。イレーズライン（ＥＬ）と第四の伝導領域（ＰＷ３）に
適用されるイレーズライン電圧（ＶＥＬ）は０ボルトから５ボルトの範囲である。加えて
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、Ｎ型ウェル９３０（第三の伝導領域）に適用される第二のウェル電圧（ＶＳＷ）は、０
ボルトから５ボルトの範囲である。第一の伝導領域（ＰＷ１）、第二の伝導領域（ＰＷ２
）、第四の伝導領域（ＰＷ３）、そしてＮ型ウェル９３０の間において生成される順電圧
を防ぐためである。結合素子１０００の容量結合を通じて、コントロールライン電圧（Ｖ
ＣＬ）のいくらかの部分、例えば１０分の９、が、浮遊ゲート９００に結合され得る。も
し不揮発性メモリーセル９０がイレーズされるとすれば、浮遊ゲート９００におけるポテ
ンシャルは第一の浮遊ゲートトランジスター１０１０をオンするのに十分である。ビット
ライン（ＢＬ）に適用されるリード電圧（ＶＲＲ）に因って、ソースライン（ＳＬ）およ
び第二の伝導領域（ＰＷ２）が接地されているのと同様に、リード電流が第一の浮遊ゲー
トトランジスター１０１０を通じて流れ得る。リード電流は、正の論理状態を示すものと
して検知される。もし、不揮発性メモリーセル９０がプログラムされる場合は、浮遊ゲー
ト９００に注入された電子は、浮遊ゲート９００に結合されたコントロールライン電圧の
部分を相殺するのに十分であり得るか、もしくは、著しく小さい。不揮発性メモリーセル
９０がイレーズされるときに検知されるリード電流よりも実質的に小さなリード電流をも
って、第一の浮遊ゲートトランジスター１０１０がオフのままであったり、オンされ得る
ようにである。このようにして、低いリード電流は、負の論理状態を示すものとして検知
される。正の論理状態を示すための高いリード電流を利用し、負の論理状態を示すための
低いリード電流を利用することは、一つの例に過ぎず、それに限定されるものと考えられ
るべきではない。負の論理状態に対応するためにより高いリード電流を利用することもで
きるし、生の論理状態に対応するためにより低いリード電流を利用することもできる。
【００２８】
　図１２についてみると、図１２は、図９および図１０の不揮発性メモリーセル９０にお
けるプログラムインヒビット操作を説明するウェイブフォームダイアグラムを示している
。図１２のウェイブフォームダイアグラムは、コントロルライン（ＣＬ）に適用されるコ
ントロールライン電圧、ワードライン（ＷＬ）に適用されるワードライン電圧、セレクト
ゲート（ＳＧ）に適用されるセレクトゲート電圧、イレーズライン（ＥＬ）と第四の伝導
領域（ＰＷ３）に適用されるイレーズライン電圧、ビットライン（ＢＬ）に適用されるビ
ットライン電圧、ソースライン（ＳＬ）に適用されるソースライン電圧、Ｎ型ウェル９３
０に適用される第二のウェル電圧（ＶＳＷ：ダイアグラム中では９３０と表示）、そして
第一の浮遊ゲートトランジスター１０１０のチャネル電圧を示している。チャネル電圧は
、プログラムインヒビット操作における第三の時刻（ｔ３）から第四の時刻（ｔ４）まで
、押し上げられている。図１２に示されるように、チャネル電圧は、第二の時刻（ｔ２）
から第三の時刻（ｔ３）までの期間において、第六の電圧（Ｖ６）に達している。第三の
時刻（ｔ３）から第四の時刻（ｔ４）まで、コントロールライン電圧は第一の電圧（Ｖ１
）であり、セレクトゲート電圧は第二の電圧（Ｖ２）であり、イレーズライン電圧は第三
の電圧（Ｖ３）であり、ビットライン電圧は第四の電圧（Ｖ４）であり、そしてチャネル
電圧は第五の電圧（Ｖ５）である。プログラムインヒビット操作においては、Ｖ１からＶ
６は、Ｖ１≧Ｖ３＞Ｖ５＞Ｖ４≧Ｖ２＞Ｖ６　といった構成を取り得る。プログラム操作
においては、Ｖ１からＶ６は、Ｖ１≧Ｖ３≧Ｖ２＞Ｖ４＝Ｖ５＝Ｖ６≧０Ｖ　といった構
成を取り得る。例えば、図１１に示すように、プログラムインヒビット操作（Ｐｒｏｇｒ
ａｍｍｉｎｇ　ｉｎｈｉｂｉｔ）においては、コントロールライン電圧は５ボルトから２
０ボルトの範囲であり得るし、コントロールライン電圧は５ボルトから２０ボルトの範囲
であり得るし、ワードライン電圧は０ボルトから５ボルトの範囲であり得るし、セレクト
ゲート電圧は１ボルトから５ボルトの範囲であり得るし、イレーズライン電圧は５ボルト
から２０ボルトの範囲であり得るし、ビットライン電圧は１ボルトから５ボルトの範囲で
あり得るし、ソースライン電圧は０ボルトから５ボルトの範囲であり得るし、第二のウェ
ル電圧は５ボルトから２０ボルトの範囲であり得るし、そしてＰＷ２電圧は、０ボルトで
あり得る。
【００２９】
　図１３および図１４についてみると、図１３は、別の実施例に従った不揮発性メモリー
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セル１３０のダイアグラムである。図１４は、図１３の不揮発性メモリーセル１３０を図
式的に示している。不揮発性メモリーセル１３０は、浮遊ゲート（ＦＧ）１３００、ワー
ドライン（ＷＬ）１３７１、セレクトゲート（ＳＧ）１３７２、コントロールライン（Ｃ
Ｌ）、ソースライン（ＳＬ）、そしてビットライン（ＢＬ）を有している。近傍のセルが
プログラムされる際にセルのインヒビット能力が達成されるようにセレクトゲート（ＳＧ
）を適用している。例としてｐ型（第一の伝導タイプ）サブストレートを考えると、つま
り、不揮発性メモリーセル１３０は、Ｐ型サブストレートの中に形成された、Ｎ型ウェル
１３３０（第二の伝導タイプの第三の伝導領域）の中に形成されている。不揮発性メモリ
ーセル１３０は、さらに、第一、第二、第三、第四、第五、そして第六の拡張領域１３２
１、１３２２、１３６１、１３６２、１３６３、そして１３６４を有している。浮遊ゲー
ト（ＦＧ）１３００は、第一と第二の拡張領域１３２１、１３２２の間に形成された第一
のゲート部分１３０１と、第四と第五の拡張領域１３６２，１３６３の間に形成された第
二のゲート部分１３０２を有している。図１３に示すように、不揮発性メモリーセル９０
と不揮発性メモリーセル１３０との相違は、不揮発性メモリーセル１３０は第二の浮遊ゲ
ートトランジスター１０２０と第四の伝導領域（ＰＷ３）を有さないことである。加えて
、不揮発性メモリーセル１３０のこれ以降の構成は、不揮発性メモリーセル９０の構成と
同じである。よって、簡素化のために、これ以上の記述は省略する。
【００３０】
　図１３および図１４に関して、第一のゲート部分１３０１とコントロールライン（ＣＬ
）は、結合素子１４００を形成し得る。第二のゲート部分１３０２は、第四および第五の
拡張領域１３６２、１３６３を伴う第一の浮遊ゲートトランジスター１４１０を形成し得
る。ワードライン（ＷＬ）１３７１は、第三および第四の拡張領域１３６１，１３６２を
伴う第一のセレクトトランジスター１４３０を形成し得る。セレクトゲート（ＳＧ）１３
７２は、第五および第六の拡張領域１３６３，１３６４を伴う第二のセレクトトランジス
ター１４４０を形成し得る。ソースラインＳＬは、第一のセレクトトランジスター１４３
０のソース拡張領域となり得る第三の拡張領域１３６１に電気的に接続され得る。ビット
ラインＢＬは、第二のセレクトトランジスター１４４０のドレイン拡張領域と成り得る第
六の拡張領域１３６４に電気的に接続され得る。第四の拡張領域１３６２は、第一の浮遊
ゲートトランジスター１４１０のソース拡張領域として、また、第一のセレクトトランジ
スター１４３０のドレイン拡張領域の両方として、機能し得る。第五の拡張領域１３６３
は、第一の浮遊ゲートトランジスター１４１０のドレイン拡張領域として、また、第二の
セレクトトランジスター１４４０のソース拡張領域の両方として、機能し得る。
【００３１】
　図１５は、図１３および図１４の不揮発性メモリーセル１３０に対するプログラム（Ｐ
ｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ）、イレーズ（Ｅｒａｓｅ）、リード（Ｒｅａｄ）、そしてプログ
ラムインヒビット（Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　ｉｎｈｉｂｉｔ）電圧を示している。プロ
グラム操作においては、コントロ－ルライン（ＣＬ）および第一の伝導領域（ＰＷ１）に
適用されるコントロールライン電圧（ＶＣＬ）は、５ボルトから２０ボルトの範囲である
。ソースライン（ＳＬ）、ビットライン（ＢＬ）、そして第二の伝導領域（ＰＷ２）が接
地され得る。ワードライン（ＷＬ）は、０ボルトから５ボルトの範囲である。セレクトゲ
ート（ＳＧ）に適用されるセレクトゲート電圧（ＶＳＧ）は、１ボルトから５ボルトの範
囲である。加えて、Ｎ型ウェル１３３０（第三の伝導領域）に適用される第二のウェル電
圧（ＶＳＷ：表中で１３３０と表示）は、５ボルトから２０ボルトの範囲である。第一の
伝導領域（ＰＷ１）、第二の伝導領域（ＰＷ２）、そしてＮ型ウェル１３３０の間におい
て生成される順電圧（ｆｏｒｗａｒｄ　ｖｏｌｔａｇｅ）を防ぐためである。このような
プログラム構成においては、結合素子１４００の大きさと第一の浮遊ゲートトランジスタ
ー１４１０の大きさの比率に応じて、コントロ－ルライン電圧(ＶＣＬ)は、結合素子１４
００を通じて浮遊ゲート１３００に結合され得る。例えば、コントロ－ルライン電圧（Ｖ
ＣＬ）が１０ボルトであり、比率が９対１であるとすれば、浮遊ゲート１３００でのポテ
ンシャルは９ボルトになり得る（１０ボルトの１０分の９である）。プログラムにおいて
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は、第一の浮遊ゲートトランジスター１４１０において、ファウラーノルドハイム（ＦＮ
）電子トンネル効果注入が生じ得る。
【００３２】
　イレーズ操作においては、ワードライン（ＷＬ）に適用されるワードライン電圧、セレ
クトゲート（ＳＧ）に適用されるセレクトゲート電圧（ＶＳＧ）、ソースライン（ＳＬ）
に適用されるソースライン電圧（ＶＳＬ）、ビットライン（ＢＬ）に適用されるビットラ
イン電圧（ＶＢＬ）、そして第二の伝導領域（ＰＷ２）に適用される第一のウェル電圧（
ＶＦＷ）は、５ボルトから２０ボルトの範囲である。コントロールライン(ＣＬ)および第
一の伝導領域（ＰＷ１）は接地され得る。加えて、Ｎ型ウェル１３３０（第三の伝導領域
）に適用される第二のウェル電圧（ＶＳＷ）は、５ボルトから２０ボルトの範囲である。
第一の伝導領域（ＰＷ１）、第二の伝導領域（ＰＷ２）、そしてＮ型ウェル９３０の間に
おいて生成される順電圧を防ぐためである。イレーズ操作において、コントロールライン
（ＣＬ）と第一の伝導領域（ＰＷ１）が接地されるときに、第一の浮遊ゲートトランジス
ター１４１０でファウラーノルドハイム（ＦＮ）電子トンネル効果排出が起こり得る。こ
のようにして、浮遊ゲート１３００に保持された電子は、浮遊ゲート１３００から排出さ
れ得る。
【００３３】
　リード操作においては、コントロールライン（ＣＬ）と第一の伝導領域（ＰＷ１）に適
用されるコントロールライン電圧（ＶＣＬ）は０ボルトから５ボルトの範囲であり、ワー
ドライン（ＷＬ）に適用されるワードライン電圧（ＶＷＬ）は１ボルトから５ボルトの範
囲であり、セレクトゲート（ＳＧ）に適用されるセレクトゲート電圧（ＶＳＧ）は１ボル
トから５ボルトの範囲であり、そしてビットラインに適用されるビットライン電圧（ＶＢ
Ｌ）は１ボルトから５ボルトの範囲である。ソースライン（ＳＬ）と第二の伝導領域（Ｐ
Ｗ２）は接地され得る。加えて、Ｎ型ウェル１３３０（第三の伝導領域）に適用される第
二のウェル電圧（ＶＳＷ）は、０ボルトから５ボルトの範囲である。第一の伝導領域（Ｐ
Ｗ１）、第二の伝導領域（ＰＷ２）、そしてＮ型ウェル１３３０の間において生成される
順電圧を防ぐためである。結合素子１４００の容量結合を通じて、コントロールライン電
圧（ＶＣＬ）のいくらかの部分、例えば１０分の９、が、浮遊ゲート１３００に結合され
得る。もし不揮発性メモリーセル１３０がイレーズされるとすれば、浮遊ゲート１３００
におけるポテンシャルは第一の浮遊ゲートトランジスター１４１０をオンするのに十分で
ある。ビットライン（ＢＬ）に適用されるリード電圧（ＶＲＲ）に因って、ソースライン
（ＳＬ）および第二の伝導領域（ＰＷ２）が接地されているのと同様に、リード電流が第
一の浮遊ゲートトランジスター１４１０を通じて流れ得る。リード電流は、正の論理状態
を示すものとして検知される。もし、不揮発性メモリーセル１３０がプログラムされる場
合は、浮遊ゲート１３００に注入された電子は、浮遊ゲート１３００に結合されたコント
ロールライン電圧の部分を相殺するのに十分であり得るか、もしくは、著しく小さい。不
揮発性メモリーセル１３０がイレーズされるときに検知されるリード電流よりも実質的に
小さなリード電流をもって、第一の浮遊ゲートトランジスター１４１０がオフのままであ
ったり、オンされ得るようにである。このようにして、低いリード電流は、負の論理状態
を示すものとして検知される。
【００３４】
　図１６について述べる。図１６は、図１３および図１４の不揮発性メモリーセル１３０
におけるプログラムインヒビット操作を説明するウェイブフォームダイアグラムを示して
いる。図１６のウェイブフォームダイアグラムは、コントロルライン（ＣＬ）と第一の伝
導領域（ＰＷ１）に適用されるコントロールライン電圧、ワードライン（ＷＬ）に適用さ
れるワードライン電圧、セレクトゲート（ＳＧ）に適用されるセレクトゲート電圧、ビッ
トライン（ＢＬ）に適用されるビットライン電圧、ソースライン（ＳＬ）に適用されるソ
ースライン電圧、第二の伝導領域（ＰＷ２）に適用されるｐ型ウェル電圧、Ｎ型ウェル１
３３０に適用される第二のウェル電圧（ＶＳＷ：ダイアグラム中で１３３０と表示）、そ
して第一の浮遊ゲートトランジスター１４１０のチャネル電圧を示している。チャネル電
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圧は、プログラムインヒビット操作における第三の時刻（ｔ３）から第四の時刻（ｔ４）
まで、押し上げられている。図１５に示されるように、チャネル電圧は、第二の時刻（ｔ
２）から第三の時刻（ｔ３）までの期間において、第六の電圧（Ｖ６）に達している。第
三の時刻（ｔ３）から第四の時刻（ｔ４）まで、コントロールライン電圧は第一の電圧（
Ｖ１）であり、セレクトゲート電圧は第二の電圧（Ｖ２）であり、ビットライン電圧は第
四の電圧（Ｖ４）であり、そしてチャネル電圧は第五の電圧（Ｖ５）である。プログラム
インヒビット操作においては、Ｖ１からＶ６は、Ｖ１＞Ｖ５＞Ｖ４≧Ｖ２＞Ｖ６　といっ
た構成を取り得る。プログラム操作においては、Ｖ１からＶ６は、Ｖ１≧Ｖ２＞Ｖ４＝Ｖ
５＝Ｖ６≧０Ｖ　といった構成を取り得る。例えば、図１５に示すように、プログラムイ
ンヒビット操作においては、コントロールライン電圧は５ボルトから２０ボルトの範囲で
あり得るし、ワードライン電圧は０ボルトから５ボルトの範囲であり得るし、セレクトゲ
ート電圧は１ボルトから５ボルトの範囲であり得るし、ビットライン電圧は１ボルトから
５ボルトの範囲であり得るし、ソースライン電圧は０ボルトから５ボルトの範囲であり得
るし、第二のウェル電圧は５ボルトから２０ボルトの範囲であり得るし、そしてＰＷ２電
圧は、０ボルトであり得る。
【００３５】
　まとめると、上述の不揮発性メモリーセルは、一般的なＣＭＯＳプロセスと完全にコン
パチブルであり、比較的小さなレイアウト領域しか必要とせず、サイクルウインドウ（ｃ
ｙｃｌｉｎｇ　ｗｉｎｄｏｗ）を劣化させることなく、良好なプログラムおよびイレーズ
の速度と、耐久性と、データ保持性を表している。
【００３６】
　当業者にとっては、本発明の内容を保持しながらも、装置や方法について多くの変更や
代替をなし得ることが、容易に理解されよう。従って、上記の開示は、添付の特許請求の
範囲によってのみ制限されるものと解釈されるべきである。

【図１】 【図２】
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