
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
不揮発性記憶装置が複数の行および列にマトリクス状に配列されたメモリセルアレイを構
成するメモリ領域を含む、半導体装置であって、
前記不揮発性記憶装置は、
半導体層の上方に、ゲート絶縁層を介して形成されたワードゲートと、
前記半導体層に形成された、ソース領域またはドレイン領域を構成する不純物層と、
前記ワードゲートの両側面に沿ってそれぞれ形成された、サイドウォール状のコントロー
ルゲートと、を含み、
前記コントロールゲートは、互いに隣り合う第１コントロールゲートと、第２コントロー
ルゲートと、を有し、
前記第１コントロールゲートは、前記半導体層に対して第１酸化シリコン膜、窒化シリコ
ン膜および第２酸化シリコン膜からなる第１絶縁層を介して、かつ前記ワードゲートに対
してサイド絶縁層を介して配置され、
前記第２コントロールゲートは、前記半導体層に対して酸化シリコン膜からなる第２絶縁
層を介して、配置され、
前記第２絶縁層の膜厚は、前記第１絶縁層の膜厚より小さい、半導体装置。
【請求項２】
請求項１において、
前記第２絶縁層の酸化シリコン膜は、前記第１絶縁層の第１酸化シリコン膜と同じ膜厚で
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ある、半導体装置。
【請求項３】
請求項１または２において、
少なくとも前記第１絶縁層の第２酸化シリコン膜および窒化シリコン膜の端面は、電荷移
動防止膜に覆われている、半導体装置。
【請求項４】
請求項３において、
前記電荷移動防止膜は、酸化シリコン膜または窒化酸化シリコン膜である、半導体装置。
【請求項５】
不揮発性記憶装置が複数の行および列にマトリクス状に配列されたメモリセルアレイを構
成するメモリ領域を含む、半導体装置の製造方法であって、以下の工程を含む、半導体装
置の製造方法。
（ａ）半導体層の上方に、ゲート絶縁層を形成し、
（ｂ）前記ゲート絶縁層の上方に、第１導電層を形成し、
（ｃ）前記第１導電層の上方に、ストッパ層を形成し、
（ｄ）前記ストッパ層と前記第１導電層とをパターニングし、該ストッパ層と該第１導電
層とからなる積層体を形成し、
（ｅ）前記メモリ領域の全面に、第１酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、第２酸化シリコ
ン膜からなる第１絶縁層を形成し、
（ｆ）前記第１絶縁層の上方に、第２導電層を形成し、該第２導電層を異方性エッチング
することにより、前記第１導電層の両側面に、前記半導体層に対して、前記第１絶縁層を
介してサイドウォール状の第１コントロールゲートを形成し、
（ｇ）前記第１コントロールゲートをマスクとして前記第１絶縁層の窒化シリコン膜およ
び第２酸化シリコン膜を除去して、第２絶縁層を形成し、
（ｈ）前記メモリ領域の全面に第３導電層を形成し、該第３導電層を異方性エッチングす
ることにより、前記第１コントロールゲートと隣り合う位置に、前記半導体層に対して、
前記第２絶縁層を介して第２コントロールゲートを形成し、
（ｉ）ソース領域またはドレイン領域となる不純物層を前記半導体層に形成し、
（ｊ）前記メモリ領域の全面に第３絶縁層を形成した後、前記ストッパ層が露出するよう
に、該第３絶縁層を除去し、
（ｋ）前記ストッパ層を除去した後、第４導電層を形成し、該第４導電層をパターニング
して、ワードラインを形成すること。
【請求項６】
請求項５において、
前記（ｇ）は、前記第２絶縁層を形成した後、少なくとも前記第１絶縁層の第２酸化シリ
コン膜および窒化シリコン膜の端面を覆うように電荷移動防止膜を形成すること、を含む
、半導体装置の製造方法。
【請求項７】
請求項５において、
前記（ｇ）は、前記第２絶縁層を形成した後、全面に電荷移動防止膜を形成し、該電荷移
動防止膜を異方性エッチングすることにより、前記第１絶縁層の第２酸化シリコン膜およ
び窒化シリコン膜の端面に該電荷移動防止膜からなるサイドウォールを形成すること、を
含む、半導体装置の製造方法。
【請求項８】
請求項６または７において、
前記電荷移動防止膜は、ＣＶＤ法により形成される、半導体装置の製造方法。
【請求項９】
請求項６～８のいずれかにおいて、
前記電荷移動防止膜は、酸化シリコン膜または窒化酸化シリコン膜である、半導体装置の
製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、メモリ領域を含む半導体装置の製造方法に関し、特に、メモリ領域に形成され
る不揮発性記憶装置が１つのワードゲートに対して２つの電荷蓄積領域を有する半導体装
置の製造方法に関する。
【０００２】
【背景技術】
不揮発性半導体記憶装置のひとつのタイプとして、チャネル領域とコントロールゲートと
の間のゲート絶縁層が酸化シリコン層と窒化シリコン層との積層体からなり、前記窒化シ
リコン層に電荷がトラップされる MONOS（ Metal　 Oxide　 Nitride　 Oxide　 Semiconductor
）型もしくは SONOS（ Silicon　 Oxide　 Nitride　 Oxide　 Silicon）型と呼ばれるタイプが
ある。
【０００３】
MONOS型の不揮発性半導体記憶装置として、図１７に示すデバイスが知られている（非特
許文献１参照）。
【０００４】
この MONOS型のメモリセル１００は、半導体基板１０上にゲート絶縁層１２を介してワー
ドゲート１４が形成されている。そして、ワードゲート１４の両側には、それぞれサイド
ウォール状のコントロールゲート２０とコントロールゲート３０とが配置されている。コ
ントロールゲート２０の底部と半導体基板１０との間には、絶縁層２２が存在し、コント
ロールゲート２０の側面とワードゲート１４との間にはサイド絶縁層２４が存在する。同
様に、コントロールゲート３０の底部と半導体基板１０との間には、絶縁層２２が存在し
、第２コントロールゲート３０の側面とワードゲート１４との間にはサイド絶縁層２４が
存在する。そして、隣り合うメモリセルの、対向するコントロールゲート２０とコントロ
ールゲート３０との間の半導体基板１０には、ソース領域またはドレイン領域を構成する
不純物層１６，１８が形成されている。
【０００５】
このように、ひとつのメモリセル１００は、ワードゲート１４の側面に２つのＭＯＮＯＳ
型メモリ素子を有する。また、これらの２つのＭＯＮＯＳ型メモリ素子は独立に制御され
る。したがって、ひとつのメモリセル１００は、２ビットの情報を記憶することができる
。
【０００６】
【非特許文献１】
Ｙ． Hayashi， et　 al　， 2000　 Symposium　 on　 VLSI　 Technology　 Digest　 of　 Techni
cal　 Papers　ｐ．１２２－ｐ．１２３
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、２つの電荷蓄積領域を有する MONOS型の不揮発性記憶装置を含む半導体
装置であって、特に、データの書き込み／消去の際の劣化に対する耐性を有する半導体装
置およびその製造方法を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の半導体装置は、不揮発性記憶装置が複数の行および列にマトリクス状に配列され
たメモリセルアレイを構成するメモリ領域を含み、
前記不揮発性記憶装置は、
半導体層の上方に、ゲート絶縁層を介して形成されたワードゲートと、
前記半導体層に形成された、ソース領域またはドレイン領域を構成する不純物層と、
前記ワードゲートの両側面に沿ってそれぞれ形成された、サイドウォール状のコントロー
ルゲートと、を含み、
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前記コントロールゲートは、互いに隣り合う第１コントロールゲートと、第２コントロー
ルゲートと、を有し、
前記第１コントロールゲートは、前記半導体層に対して第１酸化シリコン膜、窒化シリコ
ン膜および第２酸化シリコン膜からなる第１絶縁層を介して、かつ前記ワードゲートに対
してサイド絶縁層を介して配置され、
前記第２コントロールゲートは、前記半導体層に対して酸化シリコン膜からなる第２絶縁
層を介して、配置され、
前記第２絶縁層の膜厚は、前記第１絶縁層の膜厚より小さい。
【０００９】
本発明の半導体装置によれば、コントロールゲートは、異なる膜厚の絶縁層の上に形成さ
れた、第１コントロールゲートと、第２コントロールゲートとからなる。そのため、コン
トロールゲートの下方の基板表面の電位も二段階に変動し、コントロールゲートと基板表
面との電界強度が不均一である半導体装置を提供することができる。
【００１０】
本発明は、下記の態様をとることができる。
【００１１】
本発明の半導体装置において、少なくとも、前記第１絶縁層の第２酸化シリコン膜および
窒化シリコン膜の端面は、電荷移動防止膜に覆われることができる。この態様によれば、
第１絶縁層と第２コントロールゲートとが接触することを防ぐことができ、第１絶縁層に
蓄積された電子が第２コントロールゲートに放出されることを防ぐことができる。
【００１２】
本発明の半導体装置の製造方法は、不揮発性記憶装置が複数の行および列にマトリクス状
に配列されたメモリセルアレイを構成するメモリ領域を含む、半導体装置の製造方法であ
って、以下の工程を含む。
【００１３】
（ａ）半導体層の上方に、ゲート絶縁層を形成し、
（ｂ）前記ゲート絶縁層の上方に、第１導電層を形成し、
（ｃ）前記第１導電層の上方に、ストッパ層を形成し、
（ｄ）前記ストッパ層と前記第１導電層とをパターニングし、該ストッパ層と該第１導電
層とからなる積層体を形成し、
（ｅ）前記メモリ領域の全面に、第１酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、第２酸化シリコ
ン膜からなる第１絶縁層を形成し、
（ｆ）前記第１絶縁層の上方に、第２導電層を形成し、該第２導電層を異方性エッチング
することにより、前記第１導電層の両側面に、前記半導体層に対して、前記第１絶縁層を
介してサイドウォール状の第１コントロールゲートを形成し、
（ｇ）前記第１コントロールゲートをマスクとして前記第１絶縁層の窒化シリコン膜およ
び第２酸化シリコン膜を除去して、第２絶縁層を形成し、
（ｈ）前記メモリ領域の全面に第３導電層を形成し、該第３導電層を異方性エッチングす
ることにより、前記第１コントロールゲートと隣り合う位置に、前記半導体層に対して、
前記第２絶縁層を介して第２コントロールゲートを形成し、
（ｉ）ソース領域またはドレイン領域となる不純物層を前記半導体層に形成し、
（ｊ）前記メモリ領域の全面に第３絶縁層を形成した後、前記ストッパ層が露出するよう
に、該第３絶縁層を除去し、
（ｋ）前記ストッパ層を除去した後、第４導電層を形成し、該第４導電層をパターニング
して、ワードラインを形成すること。
【００１４】
本発明の半導体装置の製造方法によれば、コントロールゲートは、２段階の工程に分けて
形成される。具体的には、第１コントロールゲートを形成し、ついで、第１絶縁層のうち
、第２酸化シリコン膜と窒化シリコン膜とを除去して第２絶縁層を形成する。その後、第
２絶縁層の上方に第２コントロールゲートが形成される。そのため、コントロールゲート
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を膜厚の異なる絶縁層の上に形成することができる。その結果、コントロールゲートと基
板表面との電界強度が不均一となる半導体装置を製造することができる。
【００１５】
本発明は、下記の態様をとることができる。
【００１６】
本発明の半導体装置の製造方法において、前記（ｇ）は、前記第２絶縁層を形成した後、
少なくとも、前記第１絶縁層の第２酸化シリコン膜および窒化シリコン膜の端面を覆うよ
うに電荷移動防止膜を形成すること、を含むことができる。この態様によれば、第１絶縁
層の端面に電荷移動防止膜を形成することができる。その結果、第１絶縁層と第２コント
ロールゲートとが接触することが防止された半導体装置を製造することができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
［第１の実施の形態］
（デバイスの構造）
図１は、本実施の形態にかかる半導体装置のレイアウトを示す平面図である。半導体装置
は、不揮発性記憶装置を有するメモリ領域１０００を含む。
【００１８】
メモリ領域１０００には、ＭＯＮＯＳ型不揮発性記憶装置（以下、「メモリセル」という
）１００が複数の行および列にマトリクス状に配列されている。メモリ領域１０００には
、第１のブロックＢ１と、それに隣り合う他のブロックＢ０，Ｂ２の一部とが示されてい
る。ブロックＢ０，Ｂ２は、ブロックＢ１を反転させた構成となる。
【００１９】
ブロックＢ１とそれに隣り合うブロックＢ０，Ｂ２との間の一部領域には、素子分離領域
３００が形成されている。各ブロックにおいては、Ｘ方向（行方向）に延びる複数のワー
ド線５０（ＷＬ）と、Ｙ方向（列方向）に延びる複数のビット線６０（ＢＬ）とが設けら
れている。一本のワード線５０は、Ｘ方向に配列された複数のワードゲート１４に接続さ
れている。ビット線６０は不純物層１６，１８によって構成されている。
【００２０】
コントロールゲート２０，３０を構成する導電層４０は、各不純物層１６，１８を囲むよ
うに形成されている。すなわち、コントロールゲート２０，３０は、それぞれＹ方向に延
びており、１組のコントロールゲート２０，３０の一方の端部は、Ｘ方向に延びる導電層
によって互いに接続されている。また、１組のコントロールゲート２０，３０の他方の端
部はともに１つの共通コンタクト部２００に接続されている。したがって、導電層４０は
、メモリセルのコントロールゲートの機能と、Ｙ方向に配列された各コントロールゲート
を接続する配線としての機能とを有する。
【００２１】
単一のメモリセル１００は、１つのワードゲート１４と、コントロールゲート２０，３０
と、不純物層１６，１８とを含む。コントロールゲート２０，３０は、ワードゲート１４
の両側に形成されている。不純物層１６，１８は、コントロールゲート２０，３０の外側
に形成されている。そして、不純物層１６，１８は、それぞれ隣り合うメモリセル１００
によって共有される。
【００２２】
Ｙ方向に互いに隣り合う不純物層１６であって、ブロックＢ１に形成された不純物層１６
とブロックＢ２に形成された不純物層１６とは、半導体基板内に形成されたコンタクト用
不純物層４００によって互いに電気的に接続されている。このコンタクト用不純物層４０
０は、不純物層１６に対し、コントロールゲートの共通コンタクト部２００とは反対側に
形成される。
【００２３】
このコンタクト用不純物層４００上には、コンタクト３５０が形成されている。不純物層
１６によって構成されたビット線６０は、このコンタクト３５０によって、上層の配線層
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に電気的に接続される。
【００２４】
同様に、Ｙ方向に互いに隣り合う２つの不純物層１８であって、ブロックＢ１に形成され
た不純物層１８とブロックＢ０に形成された不純物層１８とは、共通コンタクト部２００
が配置されていない側において、コンタクト用不純物層４００によって互いに電気的に接
続されている。図１からわかるように、１つのブロックにおいて、複数の共通コンタクト
部２００の平面レイアウトは、不純物層１６と不純物層１８とで交互に異なる側に形成さ
れ、千鳥配置となる。また、１つのブロックに対し、複数のコンタクト用不純物層４００
の平面レイアウトは、不純物層１６と不純物層１８とで交互に異なる側に形成され、千鳥
配置となる。
【００２５】
次に図２および図３を参照しながら、半導体装置の断面構造について説明する。図２は、
図１のＡ－Ａ線に沿った断面図である。図３は、図２のＢ部を拡大して示す断面図である
。
【００２６】
メモリ領域１０００において、メモリセル１００は、ワードゲート１４と、不純物層１６
，１８と、コントロールゲート２０、３０とを含む。ワードゲート１４は、半導体基板１
０の上方にゲート絶縁層１２を介して形成されている。不純物層１６，１８は、半導体基
板１０内に形成されている。各不純物層は、ソース領域またはドレイン領域となる。また
、不純物層１６，１８上には、シリサイド層９２が形成されている。
【００２７】
コントロールゲート２０，３０は、ワードゲート１４の両側に沿ってそれぞれ形成されて
いる。コントロールゲート２０は、互いに接する第１コントロールゲート２０ａと、第２
コントロールゲート２０ｂとからなる。第１コントロールゲート２０ａは、半導体基板１
０の上方に第１絶縁層２２を介して形成され、かつ、ワードゲート１４の一方の側面に対
してサイド絶縁層２６を介して形成されている。第２コントロールゲート２０ｂは、半導
体基板１０の上方に第２絶縁層２４を介して形成されている。同様に、コントロールゲー
ト３０は、第１コントロールゲート３０ａと、第２コントロールゲート３０ｂとからなる
。
【００２８】
第１絶縁層２２は、ＯＮＯ膜である。具体的には、第１絶縁層２２は、ボトム酸化シリコ
ン層（第１酸化シリコン層）２２ａ、窒化シリコン層２２ｂ、トップ酸化シリコン層（第
２酸化シリコン層）２２ｃの積層膜である。
【００２９】
第２絶縁層２４は、酸化シリコン膜２４ａからなる。酸化シリコン膜２４ａは、第１絶縁
層２２の第１酸化シリコン層２２ａと同じ工程で形成され、これとほぼ同じ膜厚を有する
。
【００３０】
第１酸化シリコン層２２ａは、チャネル領域と電荷蓄積領域との間に電位障壁（ potentia
l　 barrier）を形成する。窒化シリコン層２２ｂは、キャリア（たとえば電子）をトラッ
プする電荷蓄積領域として機能する。第２酸化シリコン層２２ｃは、コントロールゲート
と電荷蓄積領域との間に電位障壁を形成する。
【００３１】
サイド絶縁層２６は、ＯＮＯ膜である。具体的には、サイド絶縁層２６は、第１酸化シリ
コン層２６ａ、窒化シリコン層２６ｂ、第２酸化シリコン層２６ｃの積層膜である。サイ
ド絶縁層２６は、ワードゲート１４と、コントロールゲート２０，３０とをそれぞれ電気
的に分離させる。また、サイド絶縁層２６において、少なくとも第１酸化シリコン層２６
ａの上端は、ワードゲート１４とコントロールゲート２０，３０とのショートを防ぐため
に、コントロールゲート２０，３０の上端に比べ、半導体基板１０に対して上方に位置し
ている。
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【００３２】
サイド絶縁層２６と第１絶縁層２２とは、同一の成膜工程で形成され、それぞれの層構造
は等しくなる。
【００３３】
コントロールゲート２０、３０は、その表面をサイドウォール絶縁層１５２に覆われてい
る。
【００３４】
そして、隣り合うメモリセル１００において、隣り合うコントロールゲート２０とコント
ロールゲート３０との間には、埋め込み絶縁層７０が形成される。この埋め込み絶縁層７
０は、少なくともコントロールゲート２０，３０が露出しないようにこれらを覆っている
。さらに、埋め込み絶縁層７０の上面は、ワードゲート１４の上面より半導体基板１０に
対して上方に位置している。埋め込み絶縁層７０をこのように形成することで、コントロ
ールゲート２０，３０と、ワードゲート１４およびワード線５０との電気的分離をより確
実に行うことができる。
【００３５】
ワードゲート１４の上には、図２に示すように、ワード線５０が形成される。
【００３６】
本実施の形態の半導体装置は、コントロールゲート２０、３０が、異なる膜厚の絶縁層の
上に形成された第１コントロールゲート２０ａ、３０ａと、第２コントロールゲート２０
ｂ、３０ｂとからなる。そのため、コントロールゲート２０、３０の下方の基板表面の電
位が二段階に変動し、電界強度はワードゲート１４とコントロールゲート２０、３０の境
界、第１コントロールゲート２０ａ、３０ａと第２コントロールゲート２０ｂ、３０ｂと
の境界、不純物領域の端部の三箇所でピークを有することとなる。このことは、メモリセ
ル１００へのデータの書き込み／消去の動作に関して以下のような利点がある。
【００３７】
まず、データの書き込みについて説明する。データの書き込みの際は、不純物領域１６か
ら移動してきた電子は、ワードゲート１４と、コントロールゲート３０との境界でエネル
ギーを与えられ、第１コントロールゲート３０ａと、第２コントロールゲート３０ｂとの
境界領域で再びエネルギーを与えられてホットエレクトロンとなり、段差部近傍の第１絶
縁層２２に注入・トラップされることとなる。
【００３８】
本実施の形態の半導体装置において、電子の注入位置は第１コントロールゲート３０ａと
、第２コントロールゲート３０ｂの境界部を中心に分布することになる。しかし、第２コ
ントロールゲート３０ｂの下方には、 NO膜からなる第２絶縁層２４があるため、電荷はコ
ントロールゲート３０へ抜けてしまう。結果として第１コントロールゲート３０ａ側にト
ラップされた電子が残ることになる。
【００３９】
次に、データを消去する動作について図１８を参照しながら説明する。図１８は電子のポ
テンシャルエネルギーを縦軸、実空間座標を横軸としたバンド図であり、不純物層１８の
端部、すなわちｐｎ接合部分の状態を示している。
【００４０】
まず、不純物層１８に高い正の電圧を印加し、コントロールゲート３０に負の電圧を印加
する。その結果、ｎ型領域である不純物層１８において、電子のポテンシャルエネルギー
が小さくなる（図１８において、ｎ型領域の電子のポテンシャルエネルギーが矢印方向に
シフトする）。そして、高濃度のｐｎ接合では、空乏層の厚みは数ｎｍと非常に小さいた
め、ｐ型価電子帯にある電子はｎ型伝導帯中へトンネル効果により移動することが可能と
なる。つまり、電子の移動に伴い、ｐ型領域である不純物層１８の端部近傍には正孔が発
生することになる。すなわち、不純物層の端部近傍にはホール蓄積層が形成されることを
意味する。
【００４１】
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ここで、コントロールゲート３０において、第２絶縁層２４の上方に形成されている第２
コントロールゲート３０ｂと、第１絶縁層２２の上方に形成されている第１コントロール
ゲート３０ａと、基板表面との電界に着目する。第２絶縁層２４においては、ホール蓄積
層が形成されているため、キャリアの伝導度は高い。従って横方向（ゲート長方向）の電
界は相対的に小さい。また第２絶縁層２４は、第１絶縁層２２と比して膜厚が薄いために
、垂直方向の電界は相対的に大きい。従って、不純物層１８の端部近傍で発生した正孔は
、第２絶縁層２４の領域では第２絶縁層２４に飛び込むことができない。
【００４２】
一方、第１絶縁層２２の領域では、横方向の電界は相対的に大きく、垂直方向の電界は相
対的に小さい。したがって、不純物層１８の端部近傍で発生した正孔は、第２絶縁層２４
の領域と第１絶縁層２２の領域との境界部で大きなエネルギーを持つこととなり、電荷蓄
積膜中に飛び込むことになる。すなわち、電荷蓄積膜の厚みが異なる領域に近いところで
正孔の注入が行なわれ、消去はこの位置で行なわれることになる。
【００４３】
このようにして、書き込み時に電子が注入される位置と消去時に正孔が注入される位置と
を一致させることができる。その結果、書き込み／消去サイクルを繰り返しても劣化しな
い不揮発性記憶装置を実現することができる。
【００４４】
（半導体装置の製造方法）
次に、図４～図１４を参照しながら、本実施の形態に半導体装置の製造方法について説明
する。各断面図は、図１のＡ－Ａ線に沿った部分に対応する。図４～図１４において、図
１～図３で示す部分と実質的に同一の部分には同一の符号を付し、重複する記載は省略す
る。
【００４５】
（１）まず、半導体基板１０の表面に、トレンチアイソレーション法によって素子分離領
域３００（図１参照）を形成する。次いで、チャネルドープとしてＰ型不純物をイオン注
入する。次いで、イオン注入によって、コンタクト用Ｎ型不純物層４００（図１参照）を
半導体基板１０内に形成する。
【００４６】
次いで、図４に示すように、半導体基板１０の表面に、ゲート絶縁層となる絶縁層１２０
を形成する。次いで、ワードゲート１４になるゲート層（第１導電層）１４０を絶縁層１
２０上に堆積する。ゲート層１４０はドープトポリシリコンからなる。次いで、後のＣＭ
Ｐ工程におけるストッパ層Ｓ１００をゲート層１４０上に形成する。ストッパ層Ｓ１００
は、窒化シリコン層からなる。
【００４７】
（２）次いで、レジスト層（図示しない）を形成する。次いで、このレジスト層をマスク
としてストッパ層Ｓ１００をパターニングする。その後、パターニングされたストッパ層
Ｓ１００をマスクとして、ゲート層１４０をエッチングする。図５に示すように、ゲート
層１４０がパターニングされゲート層（ワードゲート）１４０ａとなる。
【００４８】
パターニング後の様子を平面的に示したのが図６である。このパターニングによって、メ
モリ領域１０００内のゲート層１４０ａおよびストッパ層Ｓ１００の積層体には、開口部
１６０，１８０が設けられる。開口部１６０，１８０は、後のイオン注入によって不純物
層１６，１８が形成される領域にほぼ対応している。そして、後の工程で、開口部１６０
，１８０の側面に沿ってサイド絶縁層とコントロールゲートとが形成される。
【００４９】
（３）次いで、希フッ酸を用いて半導体基板１０の表面を洗浄する。これにより、露出し
ていた絶縁層１２０が除去され、ゲート絶縁層１２が残存することとなる。次に、図７に
示すように、第１酸化シリコン膜２２０ａを熱酸化法により成膜する。第１酸化シリコン
膜２２０ａは、半導体基板１０とゲート層１４０ａとの露出面に形成される。なお、第１
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酸化シリコン膜２２０ａの形成にＣＶＤ法を用いてもよい。
【００５０】
次に、第１酸化シリコン膜２２０ａに対しアニール処理を施す。このアニール処理は、Ｎ
Ｈ 3ガスを含む雰囲気で行なわれる。この前処理により、第１酸化シリコン膜２２０ａ上
に窒化シリコン膜２２０ｂを均一に堆積し易くなる。その後、窒化シリコン膜２２０ｂを
、ＣＶＤ法によって成膜することができる。
【００５１】
次に、第２酸化シリコン膜２２０ｃは、たとえば、ＣＶＤ法や高温酸化法（ＨＴＯ：Ｈｉ
ｇｈ  Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ  Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ）により形成される。第２酸化シリコ
ン膜２２０ｃは、ＩＳＳＧ（ＩＮ‐ｓｉｔｕ  Ｓｔｅａｍ  Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）処理を
用いて成膜することもできる。ＩＳＳＧ処理によって成膜された膜は緻密である。ＩＳＳ
Ｇ処理によって成膜した場合、後述するＯＮＯ膜を緻密化するためのアニール処理を省略
することができる。
【００５２】
なお、上記工程において、窒化シリコン膜２２０ｂと第２酸化シリコン膜２２０ｃとを同
一の炉内で成膜することにより、出炉による界面の汚染を防止することができる。これに
より、均質なＯＮＯ膜を形成することができるため、安定した電気特性を有するメモリセ
ル１００が得られる。
【００５３】
本実施の形態においては、ＯＮＯ膜２２０は、後のパターニングによって、第１絶縁層２
２、第２絶縁層２４、およびサイド絶縁層２６となる（図２、３参照）。
【００５４】
（４）図８に示すように、ドープトポリシリコン層（第２導電層）２３０を、第２酸化シ
リコン膜２２０ｃ上に形成する。ドープトポリシリコン層２３０は、後にエッチングされ
て、第１コントロールゲート２０ａ，３０ａを構成する導電層４０（図１参照）となる。
【００５５】
（５）次いで、図９に示すように、ドープトポリシリコン層２３０を全面的に異方性エッ
チングする。これにより、メモリ領域１０００の開口部１６０，１８０（図６参照）の側
面に沿って、サイドウォール状の導電層２３２が形成される。サイドウォール状の導電層
２３２は、後の工程でエッチングされ第１コントロールゲート２０ａ、３０ａとなる。
【００５６】
（６）ついで、図１０に示すように、サイドウォール状導電層２３２をマスクとして、Ｏ
ＮＯ膜２２０の一部を除去する。具体的には、第２酸化シリコン膜２２０ｃと、窒化シリ
コン膜２２０ｂの除去を行なう。除去方法としては、希フッ酸によるウェットエッチング
またはドライエッチングにより行なうことができる。これにより、第１コントロールゲー
ト２０ａ、３０ａの下方にＯＮＯ膜からなる第１絶縁層２２が残存することとなる。
【００５７】
（７）ついで、ドープトポリシリコン層（図示せず）を全面的に形成する。その後、ドー
プトポリシリコン層を全面的に異方性ドライエッチングする。これにより、図１１に示す
ように、サイドウォール状の導電層２３２の高さを低くくし、第１コントロールゲート２
０ａ、３０ａを形成すると共に、第１酸化シリコン層２４ａからなる第２絶縁層２４の積
層膜の上に、第２コントロールゲート２０ｂ、３０ｂを形成することができる。
【００５８】
このように、第１コントロールゲート２０ａ、３０ａと、第２コントロールゲート２０ｂ
、３０ｂとは、同じ工程で形成されているため、高さを揃えることが容易となる。ついで
、等方性のエッチングを行ない、コントロールゲート２０、３０の表面をなだらかな面に
する。また、これにより露出している第１酸化シリコン層２４ａが除去される。
【００５９】
（８）次に、メモリ領域１０００において、酸化シリコンまたは窒化酸化シリコンなどの
絶縁層（図示しない）を全面的に形成する。次いで、この絶縁層を異方性エッチングする
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ことにより、図１２に示すように、コントロールゲート２０，３０を覆うようにサイドウ
ォール絶縁層１５２が形成される。さらに、このエッチングによって、後の工程でシリサ
イド層が形成される領域に堆積された絶縁層は除去され、半導体基板１０が露出する。
【００６０】
次いで、図１２に示すように、Ｎ型不純物をイオン注入することにより、半導体基板１０
内に、不純物層１６，１８を形成する。
【００６１】
次いで、シリサイド形成用の金属を全面的に堆積させる。シリサイド形成用の金属とは、
例えば、チタンやコバルトである。その後、半導体基板１０の上に形成された金属をシリ
サイド化反応させることにより、半導体基板１０の露出面にシリサイド層９２を形成させ
る。次いで、メモリ領域１０００において、酸化シリコンまたは窒化酸化シリコンなどの
第３絶縁層２７０を全面的に形成する。第３絶縁層２７０は、ストッパ層Ｓ１００を覆う
ように形成される。
【００６２】
（９）図１３に示すように、第３絶縁層２７０をＣＭＰ法により、ストッパ層Ｓ１００が
露出するまで研磨し、第３絶縁層２７０を平坦化する。この研磨によって、対向するコン
トロールゲート２０，３０の間に埋め込み絶縁層７０が残存される。
【００６３】
（１０）ストッパ層Ｓ１００を熱りん酸で除去する。この結果、少なくともゲート層１４
０ａの上面が露出し、図１４に示すように、第３絶縁層２７０に開口部１７０が形成され
る。すなわち、この開口部１７０はストッパ層Ｓ１００が除去されることにより形成され
た領域であり、ゲート層１４０ａの上に位置する領域である。
【００６４】
（１１）その後、全面的にドープトポリシリコン層（図示せず）を堆積させる。次いで、
前記ドープトポリシリコン層上にパターニングされたレジスト層（図示せず）を形成する
。次いで、レジスト層をマスクとして、前記ドープトポリシリコン層をパターニングする
ことにより、ワード線５０（図２参照）が形成される。
【００６５】
引き続き、レジスト層をマスクとして、ゲート層１４０ａのエッチングが行われる。この
エッチングにより、ワード線５０が上方に形成されないゲート層１４０ａが除去される。
その結果、アレイ状に配列したワードゲート１４（図１参照）を形成することができる。
ゲート層１４０ａの除去領域は、後に形成されるＰ型不純物層（素子分離用不純物層）１
５の領域と対応する（図１参照）。
【００６６】
なお、このエッチング工程では、コントロールゲート２０、３０は、埋め込み絶縁層７０
で覆われているために、エッチングされずに残る。
【００６７】
次いで、Ｐ型不純物を半導体基板１０に全面的にドープする。これにより、Ｙ方向におけ
るワードゲート１４の相互間の領域にＰ型不純物層（素子分離用不純物層）１５（図１参
照）が形成される。このＰ型不純物層１５によって、不揮発性半導体記憶装置１００相互
の素子分離がより確実に行われる。
【００６８】
以上の工程により、図１から図３に示す半導体装置を製造することができる。
【００６９】
この製造方法による利点は以下の通りである。
【００７０】
コントロールゲート２０、３０は、２段階の工程に分けて形成される。具体的には、第１
コントロールゲート２０ａ、３０ａを形成し、ついで、ＯＮＯ膜２２０のうち、第２酸化
シリコン膜２２０ｃと、窒化シリコン膜２２０ｂとを除去し、その後、第２コントロール
ゲート２０ｂ、３０ｂが形成される。そのため、コントロールゲート２０、３０を膜厚の
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異なる絶縁層の上に形成することができる。その結果、コントロールゲート２０、３０と
基板表面との電界強度が不均一となる半導体装置を製造することができる。
【００７１】
［第２の実施の形態］
次に、第２の実施の形態について説明する。なお、以下の説明では、第１の実施の形態と
異なる点についての説明を行なう。
【００７２】
（デバイスの構造）
図１５は、第２の実施の形態にかかる半導体装置を模式的に示す断面図である。図１５は
、第１の実施の形態で示した図３に対応する箇所を示す断面図である。
【００７３】
第２の実施の形態にかかる半導体装置では、図１５に示すように、第２コントロールゲー
ト３０ｂは、第１コントロールゲート３０ａに対して電荷移動防止膜４２を介して、かつ
、半導体基板１０に対して第２絶縁層２４および電荷移動防止膜４２を介して形成されて
いる。電荷移動防止膜４２は、窒化シリコン膜２２ｂに蓄積された電荷が第２コントロー
ルゲート３０ｂに放出されることを防止する機能を有する膜であればよく、たとえば、酸
化シリコン膜を用いる。電荷移動防止膜４２の膜厚は、第１絶縁層２２の窒化シリコン膜
２２ｂの端面が露出することを防ぐことができる膜厚であれば、特に限定されない。電荷
移動防止膜４２は、ＣＶＤ法により形成され、この場合、第２絶縁層２４と、第１コント
ロールゲート３０ａとを覆うように形成されている。
【００７４】
（半導体装置の製造方法）
次に、第２の実施の形態にかかる半導体装置の製造方法について説明する。なお、以下の
説明では、第１の実施の形態と同様の工程については、第１の実施の形態と共通の図面を
用いて説明する。
【００７５】
まず、工程（１）～（５）は、第１の実施の形態と同様に行なう。
【００７６】
（６）ついで、図９に示すように、サイドウォール状の導電層２３２をマスクとして、Ｏ
ＮＯ膜２２０のうち第２酸化シリコン膜２２０ｃおよび窒化シリコン膜２２０ｂを除去す
る。これにより、第１コントロールゲート２０ａ、３０ａの下方にＯＮＯ膜からなる第１
絶縁層２２が残存することとなる。このエッチングは、具体的には、希フッ酸によるウェ
ットエッチングやドライエッチングなどにより行なうことができる。ついで、全面に電荷
移動防止膜４２（図１５参照）を形成する。電荷移動防止膜４２としては、酸化シリコン
膜、窒化酸化シリコン膜を形成することができる。
【００７７】
電荷移動防止膜４２は、たとえば、ＣＶＤ法により形成する。この場合、電荷移動防止膜
４２は、第１絶縁層２２の端面と、第１コントロールゲート３０ａと、第１コントロール
ゲート３０ａと接していない領域のサイド絶縁層２６とを覆うように形成される。
【００７８】
（７）ついで、ドープトポリシリコン層（図示せず）を全面的に形成する。その後、ドー
プトポリシリコン層を全面的に異方性ドライエッチングする。これにより、図１０に示す
ように、サイドウォール状の導電層２３２の高さを低くくし、第１コントロールゲート２
０ａ、３０ａを形成すると共に、酸化シリコン層２４ａと窒化シリコン層２４ｂと、電荷
移動防止膜４２とからなる第２絶縁層２４の積層膜の上に、第２コントロールゲート２０
ｂ、３０ｂを形成することができる。
【００７９】
ついで、工程（８）～（１１）を、第１の実施の形態と同様に行ない、図１５に示す半導
体装置を形成することができる。
【００８０】
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第２の実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、少なくとも第１絶縁層２２の端面を
覆うように電荷移動防止膜４２が形成されている。そのため、第１絶縁層２２の窒化シリ
コン膜２２ｂの端面と、第２コントロールゲート２０ｂ、３０ｂとが接触することを防ぐ
ことができる。その結果、窒化シリコン膜２２ｂに蓄積された電子が第２コントロールゲ
ート２０ｂ、３０ｂへ放出されることを防ぐことができ、電荷保持特性が向上した半導体
装置を提供することができる。
【００８１】
［第３の実施の形態］
次に、第３の実施の形態について説明する。なお、以下の説明では、第１の実施の形態と
異なる点についての説明を行なう。
【００８２】
（デバイスの構造）
図１６は、第３の実施の形態にかかる半導体装置を模式的に示す断面図である。図１６は
、第１の実施の形態で示した図３に対応する箇所を示す断面図である。
【００８３】
図１６に示す半導体装置においては、第２コントロールゲート３０ｂは、第１コントロー
ルゲート３０ａと隣りあって形成され、半導体基板１０に対して第２絶縁層２４を介して
形成されている。そして、第１絶縁層２２の第２酸化シリコン層２２ｃおよび窒化シリコ
ン膜２２ｂの端面には、電荷移動防止膜からなるサイドウォール４４が形成されている。
サイドウォール４４を構成する電荷移動防止膜は、第２の実施の形態と同様の機能を有す
る膜であればよく、たとえば、酸化シリコン膜を用いる。
【００８４】
（半導体装置の製造方法）
次に、第３の実施の形態にかかる半導体装置の製造方法について説明する。なお、以下の
説明では、第１の実施の形態と同様の工程については、第１の実施の形態と共通の図面を
用いて説明する。
【００８５】
まず、工程（１）～（５）は、第１の実施の形態と同様に行なう。
【００８６】
（６）ついで、図９に示すように、サイドウォール状の導電層２３２をマスクとして、Ｏ
ＮＯ膜２２０のうち第２酸化シリコン膜２２０ｃおよび窒化シリコン膜２２０ｂを除去す
る。これにより、第１コントロールゲート２０ａ、３０ａの下方にＯＮＯ膜からなる第１
絶縁層２２が残存することとなる。このエッチングは、具体的には、希フッ酸によるウェ
ットエッチングやドライエッチングなどにより行なうことができる。ついで、全面に電荷
移動防止膜（図示せず）を形成する。電荷移動防止膜としては、酸化シリコン膜、窒化酸
化シリコン膜を形成することができる。電荷移動防止膜は、たとえば、ＣＶＤ法により形
成する。
【００８７】
ついで、全面に形成された電荷移動防止膜を、たとえば、異方性ドライエッチングにより
エッチングすることにより、第１絶縁層２２の第２酸化シリコン膜２２ｃおよび窒化シリ
コン膜２２ｂの端面に、電荷移動防止膜からなるサイドウォール４４が形成される（図１
６参照）。
【００８８】
次に、工程（７）～（１１）を、第１の実施の形態と同様に行ない、図１６に示す半導体
装置を形成することができる。
【００８９】
第３の実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、少なくとも第１絶縁層２２の窒化シ
リコン膜２２ｂおよび第２酸化シリコン膜２２ｃの端面を覆うように電荷移動防止膜４４
が形成されている。そのため、第１絶縁層２２の窒化シリコン膜２２ｂの端面と、第２コ
ントロールゲート２０ｂ、３０ｂとが接触することを防ぐことができる。その結果、窒化
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シリコン膜２２ｂに蓄積された電子が第２コントロールゲート２０ｂ、３０ｂへ放出され
ることを防ぐことができ、電荷保持特性が向上した半導体装置を提供することができる。
【００９０】
本発明は、上述の実施の形態に限定されず、本発明の要旨の範囲内で種々の態様をとりう
る。たとえば、半導体層としてバルク状の半導体基板を用いたが、ＳＯＩ基板の半導体層
を用いてもよい。また、上述した実施の形態では、これらを「半導体層」と称することと
する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　半導体装置のメモリ領域のレイアウトを模式的に示す平面図。
【図２】　図１のＡ－Ａ線に沿った部分を模式的に示す断面図。
【図３】　図２のＢ部を拡大して示す断面図。
【図４】　図１～３に示す半導体装置の製造方法の一工程を示す断面図。
【図５】　図１～３に示す半導体装置の製造方法の一工程を示す断面図。
【図６】　図５に示す半導体装置の製造方法の一工程を示す平面図である。
【図７】　図１～３に示す半導体装置の製造方法の一工程を示す断面図。
【図８】　図１～３に示す半導体装置の製造方法の一工程を示す断面図。
【図９】　図１～３に示す半導体装置の製造方法の一工程を示す断面図。
【図１０】　図１～３に示す半導体装置の製造方法の一工程を示す断面図。
【図１１】　図１～３に示す半導体装置の製造方法の一工程を示す断面図。
【図１２】　図１～３に示す半導体装置の製造方法の一工程を示す断面図。
【図１３】　図１～３に示す半導体装置の製造方法の一工程を示す断面図。
【図１４】　図１～３に示す半導体装置の製造方法の一工程を示す断面図。
【図１５】　第２の実施の形態にかかる半導体装置を模式的に示す断面図。
【図１６】　第３の実施の形態にかかる半導体装置を模式的に示す断面図。
【図１７】　公知の MONOS型メモリセルを示す断面図。
【図１８】　本発明の半導体装置の消去動作を説明する図。
【符号の説明】
１０　半導体基板、　１２　ゲート絶縁層、　１４　ワードゲート、　１６，１８　不純
物層、　２０，３０　コントロールゲート、　２０ａ，３０ａ　第１コントロールゲート
、　２０ｂ，３０ｂ　第２コントロールゲート、　２２　第１絶縁層、　２４　第２絶縁
層、　２６　サイド絶縁層、　４２　電荷移動防止膜、　４４　サイドウォール、　５０
　ワード線、　６０　ビット線、　７０　埋込み絶縁層、　７２　層間絶縁層、　８０　
配線層、　１００　不揮発性記憶装置（メモリセル）、　１２０　絶縁層、　１４０ａ　
ゲート層、　１６０，１８０　開口部、　２００　共通コンタクト部、　２２０　ＯＮＯ
膜、　２３２　サイドウォール状の導電層、　３００　素子分離領域、　４００　コンタ
クト用不純物層、　Ｓ１００　ストッパ層、　１０００　メモリ領域、
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】

(18) JP 3664161 B2 2005.6.22



フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００４－０９５９５７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－２８９７１５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－２３１８２９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－２６１１７４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－２３７３３０（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－３５００９８（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－１７８１１２（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              H01L 21/8247
              H01L 27/115
              H01L 29/788
              H01L 29/792

(19) JP 3664161 B2 2005.6.22


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

