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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の表面部に離間して配置されるソース・ドレイン層と、
　前記ソース・ドレイン層の間のチャネル上に配置される第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜上に配置され、複数の絶縁物層を含む電荷蓄積層と、
　前記電荷蓄積層上に配置され、前記第１絶縁膜よりも誘電率の高い第２絶縁膜と、
　前記第２絶縁膜上に配置される制御ゲート電極とを具備し、
　前記電荷蓄積層に含まれる複数の絶縁物層を前記第１絶縁膜側から前記第２絶縁膜側に
向かってi=1,2,..nと表し、それら各層の伝導帯端のエネルギーをφc,i (i=1,2,..n)と表
し、価電子帯端のエネルギーをφv,i (i=1,2,..n)と表したときに、隣り合う層の伝導帯
端エネルギーおよび価電子帯端エネルギーは、
　φc,i+1 < φc,i かつ φv,i+1 < φv,i、i=1,2,..n-1
を満たし、
　さらに、前記第２絶縁膜の比誘電率をεrと表したときに、前記電荷蓄積層における最
小の伝導帯端エネルギー・レベルと前記第２絶縁膜の伝導帯端のエネルギー・レベルとの
差として定義される電子に対する電位障壁は、4.5εr

-2/3(eV)以上、3.8(eV)以下であり
、かつ、前記電荷蓄積層における最大の価電子帯端エネルギー・レベルと前記第２絶縁膜
の価電子帯端エネルギー・レベルとの差として定義される正孔に対する電位障壁は、4.0
εr

-2/3(eV)以上、3.8(eV)以下であることを特徴とする不揮発性半導体記憶装置のメモリ
セル。
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【請求項２】
　前記電荷蓄積層は、窒素を含む絶縁物層および金属元素を含む酸化物層の積層を含むこ
とを特徴とする請求項１に記載の不揮発性半導体記憶装置のメモリセル。
【請求項３】
　前記窒素を含む絶縁物層は、前記第１絶縁膜側に配置され、前記金属元素を含む酸化物
層は、前記第２絶縁膜側に配置されることを特徴とする請求項２に記載の不揮発性半導体
記憶装置のメモリセル。
【請求項４】
　前記窒素を含む絶縁物層は、窒化シリコンを含むことを特徴とする請求項２又は３に記
載の不揮発性半導体記憶装置のメモリセル。
【請求項５】
　前記窒素を含む絶縁物層は、酸窒化ハフニウムを含むことを特徴とする請求項２又は３
に記載の不揮発性半導体記憶装置のメモリセル。
【請求項６】
　前記金属元素を含む酸化物層は、タンタルを含むことを特徴とする請求項２乃至５のい
ずれか１項に記載の不揮発性半導体記憶装置のメモリセル。
【請求項７】
　前記金属元素を含む酸化物層は、さらに、ハフニウム、チタン、アルミニウムのうちの
１つを含むことを特徴とする請求項６に記載の不揮発性半導体記憶装置のメモリセル。
【請求項８】
　前記第２絶縁膜のうち前記電荷蓄積層に接する領域は、アルミナを含むことを特徴とす
る請求項７に記載の不揮発性半導体記憶装置のメモリセル。
【請求項９】
　前記金属元素を含む酸化物層は、タンタルとハフニウムを含み、その組成を(ＨｆＯ２)

ｘ(Ｔａ２Ｏ５)１－ｘと表したときに、組成範囲は、０＜ｘ＜０．９２であることを特徴
とする請求項８に記載の不揮発性半導体記憶装置のメモリセル。
【請求項１０】
　前記金属元素を含む酸化物層は、タンタルとチタンを含み、その組成を(ＴｉＯ２)ｘ(
Ｔａ２Ｏ５)１－ｘと表したときに、組成範囲は、０＜ｘ＜０．８７であることを特徴と
する請求項８に記載の不揮発性半導体記憶装置のメモリセル。
【請求項１１】
　前記金属元素を含む酸化物層は、タンタルとアルミニウムを含み、その組成を(Ａｌ２

Ｏ３)ｘ(Ｔａ２Ｏ５)１－ｘと表したときに、組成範囲は、０＜ｘ＜０．５７であること
を特徴とする請求項８に記載の不揮発性半導体記憶装置のメモリセル。
【請求項１２】
　前記第１絶縁膜は、酸化膜、窒化膜および酸窒化膜のうちの１つであるか、それらの積
層膜であることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の不揮発性半導体記
憶装置のメモリセル。
【請求項１３】
　前記第２絶縁膜は、アルミナを含むことを特徴とする請求項１乃至７、１２のいずれか
１項に記載の不揮発性半導体記憶装置のメモリセル。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のメモリセルをデータ記憶用のメモリセルとし
て備えたＮＡＮＤ型フラッシュメモリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、不揮発性半導体記憶装置のメモリセルに関し、特に、ＭＯＮＯＳ型メモリセ
ルを有するＮＡＮＤフラッシュメモリに使用される。
【背景技術】
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【０００２】
　ＭＯＮＯＳ型メモリセルは、電荷蓄積層が電荷トラップ機能を有する絶縁物から構成さ
れるメモリセルとして定義される。
【０００３】
　ここで、微細化されたＮＡＮＤフラッシュメモリで使われるＭＯＮＯＳ型メモリセルは
、Ｓｉ基板上に形成される第１絶縁膜、その上に形成される電荷蓄積層、さらに、その上
に形成される第２絶縁膜、およびその上の制御ゲート電極から構成される。
【０００４】
　第１絶縁膜は「トンネル絶縁膜」と呼ばれており、この絶縁膜に高電界を印加すること
でＳｉ基板から電荷蓄積層へ電荷の注入を行う。また、特性向上のために膜の一部に窒素
を導入したシリコン酸窒化膜が第１絶縁膜として用いられる場合が多い。ここで、第１絶
縁膜をトンネル絶縁膜と呼んでいるのは、書き込み／消去時に、電荷蓄積層とＳｉ基板と
の間の電荷移動をこの絶縁膜に流れるＦＮ(Fowler-Nordheim)トンネル電流により行って
いるためである。
【０００５】
　また、電荷蓄積層には、電子および正孔を捕獲・放出しやすい絶縁膜として、シリコン
窒化膜が用いられている。なお、シリコン窒化膜はある程度の量の酸素を含んでいても構
わない。
【０００６】
　一方、第２絶縁膜は、「ブロック絶縁膜」と呼ばれ、第１絶縁膜と比べて絶縁性が高い
材料が用いられる。すなわち、第２絶縁膜として通常は金属酸化物などで形成される高誘
電率(Ｈｉｇｈ－ｋ)絶縁膜が使われている。ここで、第２絶縁膜をブロック絶縁膜と呼ん
でいるのは、書き込み／消去時に、電荷蓄積層と制御ゲート電極との間の電荷移動をこの
絶縁膜によりブロックしているためである。
【０００７】
　また、制御ゲート電極には多結晶シリコンが用いられるが、それ以外に最近では、金属
、もしくは金属窒化物、金属炭化物のゲート電極も用いられている。
【０００８】
　これらの技術を使って微細なゲート長（概ね３０ｎｍ以下)のＭＯＮＯＳ型メモリセル
を形成する場合、電荷蓄積層に関係した課題として、以下の２つの問題点が顕在化する。
【０００９】
　第1の問題点は、電荷蓄積層としてのシリコン窒化膜における電荷捕獲効率の問題であ
る。
【００１０】
　図１は、ＭＯＮＯＳ(electrode(ex. metal)-oxide-nitride-oxide-silicon)構造におい
て、書き込み/消去特性から得られた捕獲電流、およびトンネル絶縁膜を流れる電流の理
論値(Fowler-Nordheimトンネル電流)をトンネル絶縁膜の実効電界の関数としてプロット
した例である。シンボルはデータ点、太い実線は電子電流と正孔電流の理論式を示す。
【００１１】
　この図から分かるように、シリコン窒化膜は、高電界領域においてトンネル絶縁膜を流
れる電流の理論値(Fowler-Nordheimトンネル電流)を大幅に下回る電荷量しか捕獲してい
ない。すなわち、高電界領域ではシリコン窒化膜の電荷捕獲効率が劣化する。
【００１２】
　この傾向は、正孔捕獲の場合はさほど深刻ではないが、電子捕獲の場合は高電界領域で
捕獲電流が注入電流(Fowler-Nordheimトンネル電流)と比べて１桁以上も小さくなり、電
荷捕獲率が１０％以下という低い値になる。このような状態になると、メモリセルの制御
ゲートに対して高い電圧をかけなければ所望の閾値電圧シフトが得られないという不具合
が生じる。さらに、書き込み／消去時の通過電荷量が多いため、メモリセルの信頼性が劣
化するという不具合も生じる。
【００１３】
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　第２の問題点は、メモリセルの微細化に伴って捕獲電子数(書き込みの場合)もしくは捕
獲正孔数(消去の場合)が少なくなることである。
【００１４】
　典型的には、10nm台のゲート長を有するメモリセルの捕獲キャリア数は数十個のオーダ
ーになる。このようにメモリセルのキャリア数が少なくなったときに本質的に発生する現
象として、リテンション特性のバラつきが拡大するという問題がある。
【００１５】
　すなわち、非特許文献１で議論されているように、捕獲された電荷の放出のランダム性
によってメモリセルのリテンション時間がバラついてしまう。そのため、多数のメモリセ
ルの集合を考えると、リテンション時間が短い「裾ビット(tail bits)」が必然的に発生
してしまうという不具合が生じる。
【非特許文献１】G. Molas, D. Deleruyelle, B. De Salvo, G. Ghibaudo, M. Gely, L. 
Perniola, D. Lafond, and S. Deleonibus, "Degradation of Floating-Gate Memory Rel
iability by Few Electron Phenomena," IEEE Trans. Electron Devices, 53, 2610 (200
6)
【非特許文献２】A. Furnemont, M. Rosmeulen, A. Cacciato, L. Breuil, K. De Meyer,
 H. Maes, and J. Van Houdt, “A Consistent Model for the SANOS Programming Opera
tion,” pp.96-97, in 22nd IEEE Non-Volatile Semiconductor Memory Workshop (2007)
【非特許文献３】Y.C. Yeo, Q. Lu, W.C. Lee, T.-J. King, C. Hu, X. Wang, X. Guo, T
.P. Ma, "Direct Tunneling Gate Leakage Current in Transistors with Ultrathin Sil
icon Nitride Gate Dielectric," IEEE Electron Device Lett. 21, 540 (2000)
【非特許文献４】S. Miyazaki, "Photoemission study of energy-band alignments and 
gap-state density distributions for high-k gate dielectrics," J. Vac. Sci. Techn
ol. B 19, 2212 (2001)
【非特許文献５】H.Y. Yu, M.F. Li, B.J. Cho, C.C. Yeo, M.S. Joo, D.-L. Kwong, J.S
. Pan, C.H. Ang, J.Z. Zheng, and S. Ramanathan, "Energy gap and band alignment f
or (HfO2)x(Al2O3)1-x on (100) Si,"　Appl. Phys. Lett. 81, 376 (2002)
【非特許文献６】M.H. Zhang, S.J. Rhee, C.Y. Kang, C.H. Choi, M.S. Akbar, S.A. Kr
ishnan, T. Lee, I.J. Ok, F. Zhu, H.S. Kim, and J.C. Lee, "Improved electrical an
d material characteristics of HfTaO gate dielectrics with high crystallization t
emperature," Appl. Phys. Lett. 87, 232901 (2005)
【非特許文献７】S. Maikap, T.-Y. Wang, P.-J. Tzeng, C.-H. Lin, T.C. Tien, L.S. L
ee, J.-R. Yang, M.-J. Tsai, "Band offsets and charge storage characteristics of 
atomic layer deposited high-k HfO2/TiO2 multilayers," Appl. Phys. Lett. 90, 2629
01 (2007)
【非特許文献８】V.V. Afanas'ev, A. Stesmans, C. Zhao, M. Caymax, Z.M. Rittersma,
 J.W. Maes, "Band alignment at the interface of (100)Si with HfxTa1-xOy high-k d
ielectric layers," Appl. Phys. Lett. 86, 072108 (2005)
【非特許文献９】J.-Y. Gan, Y.C. Chang, and T.B. Wu, “Dielectric property of (Ti
O2)x－(Ta2O5)1-x thin films,” Appl. Phys. Lett. 72, 332 (1998))
【非特許文献１０】K.M.A. Salam, H. Fukuda, and S. Nomura, "Effects of additive e
lements on improvement of the dielectric properties of Ta2O5 films formed by met
alorganic decomposition," J. Appl. Phys. 93, 1169 (2003)
【非特許文献１１】R.J. Cava, W.F. Peck, Jr.,J.J. Krajewski, G.L. Roberts, B.P. B
arber, H.M. O'Bryan, and P.L. Gammel, "Improvement of the dielectric properties 
of Ta2O5 through substitution with Al2O3," Appl. Phys. Lett. 70, 1396 (1997)
【非特許文献１２】A. Chin, C.C. Laio, C. Chen, K.C. Chiang, D.S. Yu, W.J. Yoo, G
.S. Samudra, T. Wang, I.J. Hsieh, S.P. McAlister, and C.C. Chi, "Low Voltage Hig
h Speed SiO2/AlGaN/AlLaO3/TaN Memory with Good Retention," IEDM Tech. Dig. pp.16
5-168(2005)
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【非特許文献１３】H.J. Yang, A. Chin, W.J. Chen, C.F. Cheng, W.L. Huang, I.J. Hs
ieh, and S.P. McAlister, "A program-Erasable High-k Hf0.3N0.2O0.5 MIS Capacitor 
With Good Retention," IEEE Electron Device Lett. 28, 913 (2007)
【非特許文献１４】S.J. Wang, J.W. Chai, Y.F. Dong, Y.P. Feng, N. SUtanto, J.S. P
an, and A.C.H. Huan, "Effect of nitrogen incorporation on the electronic structu
re and thermal stability of HfO2 gate dielectric," Appl. Phys. Lett. 88, 192103 
(2006)
【非特許文献１５】G. He, G.W. Meng, L.D. Zhang, and M. Liu, "Temperature-depende
nt interfacial chemical bonding states and band alignment of HfOxNy/SiO2/Si gate
 stacks," Appl. Phys. Lett. 91, 232910 (2007)
【非特許文献１６】N. Lu, H.-J. Li, M. Gardner, S. Wickramanayaka, and D.-L. Kwon
g, "Electrical Properties of Amorphous High-k HfTaTiO Gate Dielectric With Diele
ctric Constants of 40-60," IEEE Electron Device Lett. 26, 298 (2005)
【非特許文献１７】S.-C. Lai, H.-T. Lue, M.-J. Yang, J.-Y. Hsieh, S.-Y. Wang, T.-
B. Wu, G.-L. Luo, C.-H. Chien, E.-K. Lai, K.-Y. Hsieh, R. Liu, and C.-Y. Lu, “M
A ME-SONOS: A Bandgap Engineered SONOS using Metal Gate and Al2O3 Blocking Layer
 to Overcome Erase Saturation,” pp.88-89 in Proc. 22nd IEEE Non-Volatile Semico
nductor Memory Workshop (2007)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明は、高電界領域における電荷捕獲効率が向上し、しかもリテンション時間が劣化
しない高性能・高信頼性の微細化ＭＯＮＯＳ型メモリセルを実現することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の例に係る不揮発性記憶装置のメモリセルは、半導体基板の表面部に離間して配
置されるソース・ドレイン層と、前記ソース・ドレイン層の間のチャネル上に配置される
第１絶縁膜と、前記第１絶縁膜上に配置され、複数の絶縁物層を含む電荷蓄積層と、前記
電荷蓄積層上に配置され、前記第１絶縁膜よりも誘電率の高い第２絶縁膜と、前記第２絶
縁膜上に配置される制御ゲート電極とを備える。前記電荷蓄積層に含まれる複数の絶縁物
層を前記第１絶縁膜側から前記第２絶縁膜側に向かってi=1,2,..nと表し、それら各層の
伝導帯端のエネルギーをφc,i (i=1,2,..n)と表し、価電子帯端のエネルギーをφv,i (i=
1,2,..n)と表したときに、隣り合う層の伝導帯端エネルギーおよび価電子帯端エネルギー
は、φc,i+1 < φc,i かつ φv,i+1 < φv,i、i=1,2,..n-1を満たす。さらに、前記第２
絶縁膜の比誘電率をεrと表したときに、前記電荷蓄積層における最小の伝導帯端エネル
ギー・レベルと前記第２絶縁膜の伝導帯端のエネルギー・レベルとの差として定義される
電子に対する電位障壁は、4.5εr

-2/3(eV)以上、3.8(eV)以下であり、かつ、前記電荷蓄
積層における最大の価電子帯端エネルギー・レベルと前記第２絶縁膜の価電子帯端エネル
ギー・レベルとの差として定義される正孔に対する電位障壁は、4.0εr

-2/3(eV)以上、3.
8(eV)以下である。

【００１８】
　なお、前記エネルギーφc,Iおよびφv,I(i=1,2,..n)は、外部電界が印加されない状態(
フラットバンド状態)において前記電荷蓄積層中に存在する電子に対するエネルギーとし
て定義される。また、前記第２絶縁膜の比誘電率とは、当該絶縁膜の誘電率と真空の誘電
率の比率として定義される。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、微細化が進行した場合でも、電荷捕獲効率が高く、電荷放出率が抑制
された電荷蓄積層を実現し、書き込み(programming)、消去(erasing)、データ保持(reten
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ＯＮＯＳ型メモリセルを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を参照しながら、本発明の例を実施するための最良の形態について詳細に説
明する。
【００２１】
　１．本発明の原理　
　最初に、本発明の概念について述べる。本発明は、高い電荷捕獲効率と良好なリテンシ
ョン時間を有するＭＯＮＯＳ型メモリセルの構造を提案するものである。
【００２２】
　すなわち、本発明の第１の特徴は、電荷蓄積層とブロック絶縁膜との間の電位障壁(バ
ンドオフセット)を高くした電荷蓄積層とブロック絶縁膜の組み合わせを用いてメモリセ
ルを構成することにある。そのことによって、書き込み／消去時における電荷蓄積層から
ブロック絶縁膜への電荷抜けを抑制し、電荷捕獲効率を増加させる。
【００２３】
　また、本発明の第２の特徴は、電荷蓄積層の絶縁膜を複数層で構成し、その複数層がポ
テンシャルの高い領域と低い領域との接合として構成されていることにある。すなわち、
言わば、絶縁膜で形成された”ｐｎ接合”のようなポテンシャル・プロファイルを電荷蓄
積層の中に作り込む。このことによって電荷蓄積層に蓄積される電子と正孔の位置を分離
する。後述するように、電子と正孔の分離は、リテンションの平均時間を向上させ、また
、リテンション時間のバラつきを低減させる。
【００２４】
　以下では、上記の２つの内容に対応する具体的な膜構造について、定量的で物理的な説
明を行う。
【００２５】
　最初に、本発明の第１の特徴である電荷蓄積層とブロック絶縁膜の間の電位障壁高さに
関する定量的説明を述べる。ＭＯＮＯＳ型メモリセルの書き込み特性のモデル(非特許文
献２を参照)によれば、ＭＯＮＯＳ型メモリセルに短時間のパルス電圧を印加した場合の
電荷捕獲効率を決めているのは、電荷蓄積層からブロック絶縁膜への電荷抜けの特性であ
る。
【００２６】
　上記の非特許文献２に記載されたモデルによれば、Ｓｉ基板からトンネル絶縁膜を介し
て電荷蓄積層に注入された電子は、電荷蓄積層(シリコン窒化膜)とブロック絶縁膜(アル
ミナ)の界面の伝導帯に２次元サブバンドを形成する。注入された電子は、この２次元サ
ブバンドに到達してから平均自由時間（Mean Free Time: MFT）までの間、ある試行頻度(
attempt frequency)のトンネリング確率過程で電荷蓄積層／ブロック絶縁膜の界面エネル
ギー障壁を越え、ブロック絶縁膜側に抜けることが可能である。
【００２７】
　しかし、平均自由時間(MFT)以上の時間にわたって電子が界面２次元サブバンドに滞在
すると電子・格子相互作用を受ける。その結果、注入された電子は、電荷蓄積層(シリコ
ン窒化膜)に蓄積されてしまう。
【００２８】
　なお、上記の非特許文献２には上記のモデルに関する式が具体的に提示されていない。
そこで、本特許の発明者は以下のような定式化を試みた。電荷蓄積層とブロック絶縁膜の
界面の２次元サブバンドに存在する電子がブロック絶縁膜側に抜ける単位時間あたりのレ
ートＲは、試行頻度とトンネル確率の積として、
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【数１】

【００２９】
と表される（図２を参照）。
【００３０】
　(1)式において、試行頻度とは、界面の２次元サブバンドからブロック絶縁膜側へ電子
が出ようと試みる1秒間あたりの回数のことである。ここで、サブバンドの幅(膜厚方向の
幅)をλと表すことにする。電子が幅２λを往復すれば外部に出るトンネリング過程を経
験する機会が１回与えられることを考慮し、試行頻度は、電子の速度ｖを用いて、
【数２】

【００３１】
と表される。
【００３２】
　電子が最低サブバンドに存在するものとすれば、電子の速度は、

【数３】

【００３３】
と表される。
【００３４】
　ここで、pは電子の運動量、mは電子の質量である。なお、(3)式では、最低サブバンド
に存在する電子に対して成り立つ関係(不確定性原理):

【数４】

【００３５】
を用いた。(2),(3)式から、試行頻度ｆは、
【数５】

【００３６】
と表される。
【００３７】
　さて、ここで用いた最低サブバンドの幅λの定式化について詳細を説明する。(4)式の
関係(不確定性原理)を用い、全エネルギー、即ち、運動エネルギーとポテンシャルエネル
ギーとの和を最小にする条件を導入することによって、次の計算結果が得られる。
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【００３８】
　ここで、Ｅは、電荷蓄積層における電界(実電界)である。ＭＯＮＯＳ型メモリセルの実
際の動作を考えると、実効電界(SiO2換算電界) Eeff = 20 MV/cm 程度の領域で書き込み/
消去動作が行われる。通常、電荷蓄積層の絶縁膜材料としてはシリコン窒化膜が使われる
。この場合の実電界Ｅは、シリコン窒化膜の比誘電率を考慮すれば、概ね、10MV/cmとな
る。このとき、(6)式から

【数７】

【００３９】
が得られる。
【００４０】
　以下では、サブバンド幅は(7)式で近似する。なお、電荷蓄積層を構成する材料の誘電
率によってEeff = 20 MV/cmに対応する実電界Eは若干変化する。その結果、(6)式のサブ
バンド幅も若干変化する。しかし、(1)式において、ブロック絶縁膜への電荷抜けのレー
トＲを決める最も支配的な因子は、電界の指数関数として表される電子のトンネル確率で
ある。したがって、サブバンド幅を(7)式で表す近似を行い、試行頻度に若干の変化があ
っても、電荷抜けのレートＲの計算結果はほとんど変わらない。また、同様の理由で、(6
)式で電子の有効質量mが多少変わっても、電荷抜けのレートＲは大きく変化しない。
【００４１】
　以上の考察に基づいて、(5),(7)式より試行頻度を決定することができ、f=3x1014 (Hz)
が得られた。
【００４２】
　一方、(1)式におけるトンネル確率はWKB (Wentzel-Kramers-Brillouin) 近似で計算す
る。その際に、ブロック絶縁膜の膜厚も考慮し、膜厚に応じて直接トンネリング、もしく
はFN(Fowler-Nordheim)トンネリングのうちのいずれかが計算されるように配慮した。な
お、通常はブロック絶縁膜が厚めであり、FNトンネリングが実現される。
【００４３】
　このようにして計算されたWKBトンネル確率をPWKBと表記すれば、図３を参照して、電
荷蓄積層に電子が蓄積される確率Ptrapは、

【数８】

【００４４】
と表される。
【００４５】
　ここで、MONOS型メモリセルの書き込み特性の実測結果とモデル式との対比に基づき、
平均自由時間は、
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【数９】

【００４６】
と定めた。
【００４７】
　なお、以上のモデル式において、ＭＯＮＯＳ実動作における電荷捕獲効率は、電荷蓄積
層／ブロック絶縁膜の間の電位障壁(barrier height)とブロック絶縁膜の比誘電率との関
数として決まることに注意したい。なお、電荷捕獲効率の支配因子であるPWKBは、電位障
壁と、ブロック絶縁膜の電界(実電界)で決まる。書き込み/消去で用いられる一定の実効
電界のもとでは、実電界はブロック絶縁膜の比誘電率に反比例して変化する。したがって
、PWKBは、ブロック絶縁膜の比誘電率の関数であると言ってよい。
【００４８】
　以上のモデルに基づき、一例として、ブロック絶縁膜がアルミナ（比誘電率１１）で構
成されるＭＯＮＯＳ型メモリセルの電子捕獲効率の実効電界依存性を計算した。
【００４９】
　その結果を図４に示す。この図から明らかなように、電界が高くなるほど電子捕獲効率
は減少するが、その減少の度合いは、電荷蓄積層とブロック絶縁膜の間の電位障壁に大き
く依存することが分かる。
【００５０】
　ＭＯＮＯＳ型メモリセルの書き込みの典型的な動作電界であるEeff=20MV/cmに注目する
と、電位障壁が0.4eVの場合は電子捕獲効率がゼロに近くなってしまう。電荷蓄積層にシ
リコン窒化膜(Ｓｉに対する伝導帯オフセット: 2.1eV)、ブロック絶縁膜にアルミナ(Ｓｉ
に対する伝導帯オフセット: 2.4eV)を用いる典型的なＭＯＮＯＳ型メモリセルの構成例で
は電位障壁が0.3eV程度となり、その場合は、図４の計算例と比べて電子捕獲効率がさら
に劣化しているはずである。
【００５１】
　すなわち、ブロック絶縁膜がアルミナである通常のＭＯＮＯＳ構造(ゲート電極/Al2O3/
Si3N4/SiON/Si基板)のメモリセルでは、電荷蓄積層とブロック絶縁膜の間の電位障壁が十
分とは言えない。したがって、高性能のメモリセルを実現するためには、この電位障壁を
もっと大きくした材料系でＭＯＮＯＳ構造を構成することが必須となる。
【００５２】
　ここで、電荷蓄積層とブロック絶縁膜の間の電位障壁を十分に大きくした材料系を選択
する指針を得るために、望ましいキャリア捕獲率の基準を設定する。ここでは、電子捕獲
率(書き込み時)および正孔捕獲率(消去時)が９０％以上になることを、キャリア捕獲率の
良し悪しに関する判別基準とした。
【００５３】
　この判別基準は、半導体素子では通常、素子劣化量の判別基準として約１０％の劣化量
を用いる場合が多いことに習ったものである。なお、一例として、ＭＯＳトランジスタの
ホットキャリアによる劣化は、相互コンダクタンスの１０％劣化を判別基準とすることが
よく行われる。
【００５４】
　次に、任意の電荷蓄積層とブロック絶縁膜の系に対して、上記のキャリア捕獲率の判別
基準と、(1),(5),(7),(8),(9)式によるキャリア捕獲率の解析方法を適用する。そのこと
によって、電荷蓄積層とブロック絶縁膜の間の電位障壁はどのようにするのが望ましいか
を一般的に示す。
【００５５】
　図５は、ＭＯＮＯＳメモリセルの典型的な動作電界として実効電界Eeff=20MV/cmを用い
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るときの電子捕獲効率を、電荷蓄積層／ブロック絶縁膜界面の電子電位障壁、およびブロ
ック絶縁膜の比誘電率の関数として計算した結果を示す。この図から分かるように、ブロ
ック絶縁膜の比誘電率が大きくなればブロック絶縁膜の実電界は小さくなるので、電子の
トンネル確率が減少する。その結果として、等しい電位障壁に対する電子捕獲効率が増加
する。
【００５６】
　図５から、電子捕獲効率が９０％となる界面電位障壁の高さを求めることができる。そ
の結果を図６に示す。図６から、電荷蓄積層／ブロック絶縁膜の間の電位障壁(電子に対
する電位障壁)Δφｅに要求される最小条件は、ブロック絶縁膜の比誘電率εrの関数とし
て、次の式で表される。
【数１０】

【００５７】
　次に、同様の解析を価電子帯側に対しても行った。その結果を図７に示す。
【００５８】
　図７から、電荷蓄積層／ブロック絶縁膜の間の電位障壁(正孔に対する電位障壁)Δφｈ

に要求される最小条件は、ブロック絶縁膜の比誘電率の関数として、次の式で表される。

【数１１】

【００５９】
　以上の計算で得られた電位障壁の要件が電子と正孔で異なる値になるのは、主として、
WKBトンネル確率の計算において現れる「トンネル有効質量」の違いによる。(電子のトン
ネル有効質量は0.42ｍｅ、正孔のトンネル有効質量は0.6ｍｅとした。ここでｍｅは、自
由電子質量である。)。
【００６０】
　また、これらの計算結果にはブロック絶縁膜の膜厚が現れていない。これは、通常はブ
ロック絶縁膜が比較的厚く、ＦＮトンネリングが生じる状況の下で書き込み/消去が行わ
れることに対応している。
【００６１】
　(10)式と(11)式はそれぞれ、電子および正孔に対する電位障壁が満たすべき最小値を示
している。一方、電位障壁が満たすべき最大値は規定されていないが、最大値は電子に対
して３．２ｅＶ、正孔に対して３．８ｅＶとするのが妥当であろう。なぜならば、第２絶
縁膜(ブロック絶縁膜)に用いる可能性のある絶縁膜の中で最も誘電率が低く、電位障壁が
高いのはシリコン酸化膜と考えてよいからである。
【００６２】
　この場合、仮に電荷蓄積層に伝導帯端エネルギー位置が低いＳｉを使ったとしても、電
荷蓄積層とブロック絶縁膜と間のバンドオフセットが電子に対して３．２ｅＶ、正孔に対
して３．８ｅＶとなる。これを超えるバンドオフセットが実現されることは通常は起こら
ないからである。ただし、例外的に、電荷蓄積層の一部にＧａＮを用いる場合は伝導帯の
バンドオフセットがシリコンよりも０．６ｅＶ低い。したがって、この場合は電子に対す
るエネルギー障壁の最大値として３．８ｅＶ(=3.2+0.6)までを見込むべきであろう。
【００６３】
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　以上の内容をまとめると、本発明の第１の特徴である電荷蓄積層とブロック絶縁膜の間
の電位障壁高さに関しては、第２絶縁膜(ブロック絶縁膜)の比誘電率をεrと表して、電
子に対する電位障壁が4.5εr

-2/3(eV)以上、3.8(eV)以下、かつ、正孔に対する電位障壁
が4.0εr 

-2/3(eV)以上、3.8(eV)以下であるようにＭＯＮＯＳ型メモリセルを構成する。
【００６４】
　なお、本発明では、電荷蓄積層が複数層から構成されている。この場合には、複数層の
うちで伝導帯のエネルギーが最も低いものとブロック絶縁膜の伝導帯端エネルギーとの間
の差が4.5εr 

-2/3(eV)以上、3.8(eV)以下であり、また、複数層のうちで価電子帯のエネ
ルギーが最も高い(正孔に対して最も低い)ものとブロック絶縁膜の価電子帯端エネルギー
との間の差が4.0εr

-2/3(eV)以上、3.8(eV)以下になるようにすべきである。
【００６５】
　上記の説明はブロック絶縁膜が単層の場合であるが、ブロック絶縁膜が積層膜からなる
場合には、ブロック絶縁膜の伝導帯端エネルギーと価電子帯端エネルギーは、電荷蓄積層
との界面近傍における値を採用するのが妥当である。
【００６６】
　次に、本発明の第２の特徴としての、電荷蓄積層をポテンシャルの高い層と低い層の接
合から成り立つように構成することが、ＭＯＮＯＳ型メモリセルのリテンション時間の向
上と結びつくかについて物理的説明を行う。なお、「リテンション時間」とは、ＭＯＮＯ
Ｓ型メモリセルの電荷蓄積層の電荷があらかじめ定められた基準値まで減少するのにかか
る時間として定義される。この基準値として、例えば、初期電荷量の９５％などを用いる
ことができる。
【００６７】
　メモリセルを微細化すると、セル中の電荷数が減少する。その結果として、電荷放出時
間のランダム性が露わに見えるようになり、リテンション時間がばらつく。そのため、非
特許文献１のFig.15に端的に示されているように、多数のメモリセルの集合においては、
極めてリテンション時間が短い「裾ビット」が発生してしまう。これは電荷蓄積層中の電
荷数が少ない場合に本質的に発生する現象であり、避けがたいものである。したがって、
単一種類のキャリアを用いる限り、キャリア総数を増やす以外に解決策はあり得ないと考
えられる。
【００６８】
　そこで、本発明では以下の点に着目した。電荷蓄積層が導体もしくは半導体で構成され
る従来の浮遊ゲート型不揮発性メモリセルとは異なり、ＭＯＮＯＳ型メモリセルは、電荷
蓄積層が絶縁物で構成される。絶縁物への電荷蓄積は、局所的な電荷捕獲によって起こる
ので、電荷蓄積層に注入された電子と正孔がすべて再結合を起こしてしまうわけではなく
、再結合をせずに電子と正孔が共存することが可能である。この電子・正孔の共存を用い
れば電荷蓄積層中のキャリアの絶対数が増えるので、メモリセルの特性バラつきを抑制す
ることができる。さらに、電子と正孔の放出は電荷量の符号が逆なので、総電荷量の増減
という観点では互いに打ち消し合う。すなわち、たとえキャリア放出が起こっても、総電
荷量の変化が抑制されるために、リテンションの平均時間が長くなると期待される。
【００６９】
　具体例を用いてこのことをさらに詳しく説明しよう。
【００７０】
　一例として、図８は電荷蓄積層に電子のみが存在する場合と、電荷蓄積層に電子と正孔
が共存する場合を示している。「リテンション時間」を、捕獲電荷量のある割合(この例
では２５％)が失われた時点と定義するならば、電子だけが存在する場合には４個の電子
のうち１個が失われただけでリテンション時間に達する。それに対して、電子と正孔が共
存する場合には、電子が放出されるとともに正孔も放出される。これらの放出電荷は符号
が逆なので、電荷蓄積層からの実効的な放出電荷量としては互いに打ち消し合う。例えば
、図８では、２個の正孔が抜けたのに対して３個の電子が放出されて初めてリテンション
時間に達する。この例からわかるように、電子・正孔の共存を用いれば、リテンションの
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平均時間が大きくなり、リテンション特性が改善される。また、発明者らの詳細な計算で
は、単一種類のキャリアの場合と比べて多くのキャリア放出が起こる結果として、リテン
ション時間のバラつきも抑制可能なことがわかっている。
【００７１】
　以上の内容を、状態図を用いて図９で確認する。
【００７２】
　単一種類のキャリア捕獲の場合は、データ保持(retention)の過程において、キャリア
が抜けていくばかりである。したがって、必ずリテンション時間に達し、またキャリア数
が少ないためにリテンション時間のバラつきも大きい。それに対して、電子と正孔が共存
する場合は、電子の抜けと正孔の抜けが互いに補償し合うので、そのバランスが取れてい
る間はリテンション時間に達しない。つまり、リテンション特性が良好に保たれる。さら
に、電子・正孔のいずれも、単一種類のキャリアの場合よりも多くの放出を必要とし、多
数のキャリアが関与するために特性バラつきも抑制される。
【００７３】
　なお、以上のような２種類のキャリア捕獲では、初期の実効捕獲キャリア数も正孔・電
子で部分的に打ち消し合う。したがって、２種類のキャリア捕獲のメリットを生かすため
には、書き込み／消去動作の過程で共に捕獲効率が高く、多数のキャリアを捕獲できるこ
とが前提条件となる。このことは、本発明では、電荷蓄積層／ブロック絶縁膜の間の電位
障壁を伝導帯側(電子側)と価電子帯側(正孔側)でいずれも高くし、キャリア捕獲効率を向
上させたことによって担保されている。
【００７４】
　以上のようにして、２種類のキャリア(電子と正孔)を電荷蓄積層にそれぞれ捕獲して共
存させることでリテンションの平均時間およびバラつきを改善できることが分かった。
【００７５】
　そこで、次に、どのようにすれば電子と正孔の共存を効果的に作り出せるかについて説
明する。本発明で採用したのは、電荷蓄積層を言わば「絶縁膜のｐｎ接合」にするという
方法である。その一例を図１０に示した。
【００７６】
　すなわち、電荷蓄積層の絶縁膜を複数層から構成し、各層の界面において、伝導帯のバ
ンドオフセット差が負であるとともに価電子帯のバンドオフセット差も負であるか、もし
くは、伝導帯のバンドオフセット差が正であるとともに価電子帯のバンドオフセット差も
正であるようにする。
【００７７】
　隣接する絶縁膜各層のバンドオフセットの関係をこのように構成すれば、書き込み／消
去時に、電子は主として伝導帯端エネルギーの最も低い層に捕獲され、正孔は主として価
電子帯端エネルギーの最も高い層(正孔に対しては最もエネルギーの低い層)に捕獲される
。したがって、電子と正孔の捕獲位置を物理的に分離することができる。
【００７８】
　また、このようにすれば、電子と正孔の捕獲領域の間にエネルギーバリアが存在するの
で、容易に再結合することができない。したがって、この構造を電荷蓄積層に用いること
によって電子と正孔の共存を効果的に実現することができる。
【００７９】
　なお、電荷蓄積層の絶縁膜の一部としてシリコン窒化膜を用いる場合には、シリコン窒
化膜をトンネル絶縁膜側に用い、シリコン窒化膜よりも誘電率の高いhigh-k絶縁膜をブロ
ック絶縁膜側に用いる構成(図１０と同様)が望ましい。この場合、電子が主として捕獲さ
れるhigh-k絶縁膜がトンネル絶縁膜から離れた場所にあるので、書き込み後のリテンショ
ン特性の向上が見込め、メモリセルの多値動作に向いているからである。
【００８０】
　また、同様の理由で、一般に、窒素を多く含む絶縁膜ほどトンネル絶縁膜側に配置する
のが望ましい。すなわち、窒素濃度が低い絶縁膜ほど電子捕獲領域として機能する傾向が
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強い。したがって、電荷蓄積層の絶縁物層で窒素を多く含むものをトンネル絶縁膜側に置
き、窒素を少なく含むものをブロック絶縁膜側に置けば、書き込み後のリテンション特性
の向上が見込める。また、窒素を多く含む絶縁膜は価電子帯バンドオフセットが高いエネ
ルギー位置にあるので、主として正孔捕獲領域として機能する。正孔捕獲領域がトンネル
絶縁膜の近くにあることは、消去効率を上げる観点からも望ましい。
【００８１】
　なお、書き込み/消去時動作後の電子・正孔共存を実現するためには、書き込み/消去方
法に若干の工夫が必要である。すなわち、書き込み時には、やや多めの書き込みを行った
後に、短時間の消去パルスを加えて正孔注入を行い、両キャリアを共存させる。また、同
様にして、消去時には、やや多めの消去を行った後に、短時間の書き込みパルスを加えて
電子注入を行い、両キャリアを共存させる。
【００８２】
　２．　参考例　
　実施例を説明する前に、本発明の参考例について説明する。
【００８３】
　図１１は、本発明の参考例に係わるメモリセルを示している。
【００８４】
　このメモリセルは、電荷蓄積層が単層の絶縁膜から構成される通常のＭＯＮＯＳ型メモ
リセルである。同図（ａ）は、チャネル長方向に沿う断面図、同図（ｂ）は、チャネル幅
方向に沿う断面図である。これらの図において、チャネル長方向とは、ビット線が延びる
カラム方向のことであり、チャネル幅方向とは、ワード線（コントロールゲート電極）が
延びるロウ方向のことである。
【００８５】
　まず、同図（ａ）に示すように、ｐ型不純物がドーピングされたシリコン基板（ウェル
を含む）１１の表面部に、２つのソース・ドレイン拡散層２１が互いに離間して配置され
る。ソース・ドレイン拡散層２１の間はチャネル領域であり、メモリセルがオン状態にな
ると、チャネル領域には、２つのソース・ドレイン拡散層２１を電気的に導通させるチャ
ネルが形成される。
【００８６】
　チャネル領域上には、厚さ約３～４ｎｍのトンネルＳｉＯ２膜（第１絶縁膜）１２が配
置される。第１絶縁膜１２上には、厚さ約５～１０ｎｍのシリコン窒化膜１３(電荷蓄積
層)、厚さ１０～２０ｎｍのアルミナ（第２絶縁膜）１４及び厚さ１００ｎｍのリン・ド
ープ多結晶シリコン膜（制御ゲート電極）１５がスタックされる。リン・ドープ多結晶シ
リコン膜１５上には、バリアメタル１６、およびワード線２３が配置される。ワード線２
３は、例えば、タングステンからなる厚さ約１００ｎｍの導電膜から構成される。
【００８７】
　ソース・ドレイン拡散層２１は、これらスタックされたゲート部をマスクにして、シリ
コン基板１１内にセルフアラインで不純物をイオン注入することにより形成される。
【００８８】
　また、同図（ｂ）に示すように、トンネル酸化膜１２、シリコン窒化膜１３、アルミナ
１４及びリン・ドープ多結晶シリコン膜１５からなるスタック構造（ゲート部）はロウ方
向に複数形成され、これらはＳＴＩ（Shallow Trench Isolation）構造の素子分離絶縁層
２２により互いに分離される。素子分離絶縁層２２は、リン・ドープ多結晶シリコン膜１
５の下面からシリコン基板１１までの深さを有するスリット状のトレンチを満たしている
。
【００８９】
　この構造では、電荷蓄積層がシリコン窒化膜で構成されており、ブロック絶縁膜（アル
ミナ）との界面における電子に対する電位障壁が低い。そのため、この参考例のメモリセ
ル構造では電子捕獲効率が低い。
【００９０】



(14) JP 5459650 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

　また、電荷蓄積層がシリコン窒化膜の単層で構成されているため、電子と正孔の捕獲位
置を物理的に分離するのは難しい。そのため、この参考例のメモリセルでは、微細化した
場合に書き込み/消去効率が劣化する。また、リテンション時間およびそのバラつきも劣
化した特性になってしまう。
【００９１】
　３．　実施例　
　以下では、本発明の実施例について図面を用いて詳細に説明する。
【００９２】
　(1)　実施例１　
　図１２は、実施例１のメモリセルを示している。同図（ａ）は、チャネル長方向に沿う
断面図、同図（ｂ）は、チャネル幅方向に沿う断面図である。また、図１３は、図１２（
ａ）の構造を詳細に示している。
【００９３】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１２０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１２０の間はチャネル領
域であり、メモリセルがオン状態になると、チャネル領域には、２つのソース・ドレイン
拡散層１２０を電気的に導通させるチャネルが形成される。
【００９４】
　チャネル領域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ５ｎｍのシ
リコン酸窒化膜（ＳｉＯＮ）１０２が配置される。このシリコン酸窒化膜の平均組成は、
例えば、（ＳｉＯ２）０．８（Ｓｉ３Ｎ４）０．２である。第１絶縁膜１０２上には、電
荷蓄積層として、厚さ３ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）１０３と、厚さ３ｎｍの酸
化タンタル膜（Ｔａ２Ｏ５）１０４がこの順に配置される。
【００９５】
　酸化タンタル電荷蓄積層１０４上には、第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）として、例えば
、厚さ８ｎｍのアルミナ膜１０５が配置される。
【００９６】
　この第２絶縁膜１０５上には、例えば、窒化タンタル膜（ＴａＮ）から構成される制御
ゲート電極１０６が配置される。制御ゲート電極１０６上には、例えば、バリアメタルと
しての窒化タングステン（ＷＮ）１０７が配置される。また、窒化タングステン膜１０７
の上には、タングステン（Ｗ）から構成される低抵抗金属膜１０８が配置される。
【００９７】
　また、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）１０２、電荷蓄積層１０３と１０４は、ロウ方向
に複数形成され、これらはＳＴＩ(Shallow Trench Isolation)構造の素子分離絶縁層１２
１により互いに分離される。また、電荷蓄積層１０３と１０４の上に配置された各層(１
０５、１０６、１０７、１０８)はロウ方向に延びている。すなわち、ロウ方向に延びる
導電性の各層(１０６、１０７、１０８)は、一体としてワード線を構成する。
【００９８】
　ここで、本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２の膜厚は、２～８ｎｍ程
度が望ましい。また、本実施例では第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２としてシリコン酸
窒化膜を用いたが、膜中欠陥を低減する観点からシリコン酸窒化膜の平均組成は、（Ｓｉ
Ｏ２）ｘ（Ｓｉ３Ｎ４）１－ｘという組成式において０．７５＜ｘ＜１とするのが望まし
い。
【００９９】
　また、もちろん、ｘ＝１の極限の組成に相当するシリコン酸化膜（ＳｉＯ２）を第１絶
縁膜に用いても構わない。なお、第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)にシリコン酸窒化膜を用い
れば、正孔に対する電位障壁が小さくなるので、メモリセルの消去動作が速くなるという
効果が得られる。
【０１００】
　同様に、第１絶縁膜として、シリコン酸化膜／シリコン窒化膜／シリコン酸化膜（ＯＮ
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Ｏトンネル絶縁膜）などの積層トンネル絶縁膜を用いても消去動作が速くなる効果が得ら
れる。例えば、ＯＮＯトンネル絶縁膜の各層の膜厚として、Ｓｉ基板側からそれぞれ１．
５ｎｍ、２．０ｎｍ、２．５ｎｍとし、これを第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)に用いてもよ
い。
【０１０１】
　本実施例で用いる電荷蓄積層の下部１０３としてのシリコン窒化膜の膜厚は、１～５ｎ
ｍ程度が望ましい。また、このシリコン窒化膜は、必ずしも化学量論的組成を持つＳｉ３

Ｎ４である必要はなく、膜中トラップ密度を増大させるためにＳｉリッチの組成にしても
よいし、あるいはトラップ準位を深くするために窒素リッチの組成にしてもよい。
【０１０２】
　また、電荷蓄積層の下部１０３としてのシリコン窒化膜は、ある程度の量の酸素を含有
してもかまわない。さらに、このシリコン窒化膜は必ずしも均一な組成の膜である必要は
なく、その組成が膜厚方向で変化してもかまわない。
【０１０３】
　本実施例で用いる電荷蓄積層の上部１０４としての酸化タンタルの膜厚は１～５ｎｍ程
度が望ましい。また、この酸化タンタル膜は、必ずしも化学量論的組成を持つＴａ２Ｏ５

である必要はなく、膜中トラップ密度を増大させるためにＴａリッチの組成にしてもよい
。また、電荷蓄積層の上部１０４としての酸化タンタル膜は、必ずしも均一な組成の膜で
ある必要はなく、その組成が膜厚方向で変化してもかまわない。
【０１０４】
　また、本実施例で用いる第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）１０５としてのアルミナの膜厚
は、５～２０ｎｍ程度が望ましい。また、第２絶縁膜としてのアルミナは、膜中欠陥の低
減のために、若干の窒素を膜中に含んでいても構わない。さらに、第２絶縁膜（ブロック
絶縁膜）１０５は必ずしも単層のアルミナ膜で構成される必要はなく、例えば、アルミナ
膜／シリコン酸化膜／アルミナ膜（ＡＯＡ膜）などの積層ブロック絶縁膜を用いてもよい
。ＡＯＡ膜を用いる場合には、ブロック絶縁膜の高電界と低電界のリーク電流が同時に低
減するという効果が得られる。
【０１０５】
　本実施例で用いる制御ゲート電極１０６は窒化タンタル膜で構成しているが、それ以外
にＴｉＮ、ＴａＣなどの金属窒化物もしくは金属炭化物、あるいはＭｏ、Ｐｔなどの単体
金属材料を用いてもよい。また、制御ゲート電極１０６として、ｎ＋型多結晶シリコンも
しくはｐ＋型多結晶シリコンなどの半導体電極を用いてもよいし、ニッケル・シリサイド
、コバルト・シリサイド、タンタル・シリサイドなどのシリサイド材料を用いても構わな
い。ただし、このような半導体系の材料(シリサイドを含む)を制御ゲート電極として用い
る場合には、第２絶縁膜との反応性に注意する必要があり、第２絶縁膜と半導体系の制御
ゲート電極との間に反応防止層として極薄のシリコン窒化膜を挿入してもよい。
【０１０６】
　次に、図１２及び図１３のメモリセルの製造方法について説明する。
【０１０７】
　図１４～図１８において、（ａ）はチャネル長方向に沿う断面図、（ｂ）は、チャネル
幅方向に沿う断面図である。
【０１０８】
　まず、図１４に示すように、ｐ型不純物がドーピングされたシリコン基板（ウェルを含
む）１０１の表面を洗浄した後に、８００℃から１０００℃の温度範囲の熱酸化法で、厚
さ約５ｎｍのシリコン酸化膜を形成する。続いてプラズマ窒化法を用いてシリコン酸化膜
を窒化し、第1絶縁膜としてのシリコン酸窒化膜１０２を形成する。
【０１０９】
　続いて、６００℃から８００℃の温度範囲において、ジクロルシラン（ＳｉＨ２Ｃｌ２

）とアンモニア（ＮＨ３）を原料ガスとするＬＰＣＶＤ（low pressure chemical vapor 
deposition）法で、第１絶縁膜１０２上に電荷蓄積層の下部としての厚さ３ｎｍのシリコ
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ン窒化膜１０３を形成する。
【０１１０】
　続いて、例えば、４００℃から５００℃の温度範囲において、(Ｔａ(ＯＣ２Ｈ５)５)と
Ｏ２を原料とするＭＯＣＶＤ(metal organic chemical vapor deposition)法によって、
電荷蓄積層の上部としての厚さ約３ｎｍの酸化タンタル（Ｔａ２Ｏ５）膜１０４を形成す
る。
【０１１１】
　そして、この酸化タンタル膜１０４上に、素子分離領域を加工するためのマスク材１３
１を形成する。このマスク材１３１上にフォトレジストを形成し、フォトレジストを露光
及び現像する。そして、ＲＩＥ（reactive ion etching）法により、フォトレジストのパ
ターンをマスク材１３１に転写する。この後、フォトレジストを除去する。
【０１１２】
　この状態で、マスク材１３１をマスクにして、ＲＩＥ法により、電荷蓄積層の上部１０
４、電荷蓄積層の下部１０３、及び第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２を順次エッチング
し、ロウ方向に隣接するメモリセル同士を分離するスリット１４１ａを形成する。
【０１１３】
　さらに、ＲＩＥ法により、シリコン基板１０１をエッチングし、シリコン基板１０１に
、深さ約１５０ｎｍの素子分離トレンチ１４１ｂを形成する。
【０１１４】
　次に、図１５に示すように、ＣＶＤ法により、図１４のスリット１４１ａ及び素子分離
トレンチ１４１ｂを完全に満たすシリコン酸化膜（埋込酸化膜）１２１を形成する。続い
て、ＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）法により、マスク材１３１が露出するま
でシリコン酸化膜１２１を研磨し、シリコン酸化膜１２１の表面を平坦化する。
【０１１５】
　次に、ウェットエッチング法によって、埋め込み酸化膜１２１のエッチバックを行う。
このエッチバックによって、マスク材１３１と電荷蓄積層上部１０４の境界面の高さと、
埋め込み酸化膜１２１の表面の高さが一致するようにする。続いて、マスク材を選択的に
除去する。
【０１１６】
　図１６に示すように、続いて、２００℃から４００℃の温度範囲において、ＴＭＡ (Ａ
ｌ(ＣＨ３)３)とＨ２Ｏ(もしくはＯ３)を原料とするＡＬＤ(atomic layer deposition)法
で約８ｎｍの厚さのアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）膜１０５を形成する。続いて、アルミナ膜１
０５上に、例えば、３５０℃から５００℃の温度範囲で、Ｔａ(Ｎ(ＣＨ３)２)５を原料ガ
スとするＣＶＤ法を用いて、制御ゲート電極１０６としての厚さ約１０ｎｍの窒化タンタ
ルを堆積する。引き続いて、例えば、４００℃から５００℃の温度範囲で、ＮＨ３とＷ(
ＣＯ)６を原料ガスとするＣＶＤ法を用いて、バリアメタルとしての厚さ約５ｎｍの窒化
タングステン膜１０７を堆積する。このバリアメタル１０７上に、タングステンから成る
厚さ約５０ｎｍの低抵抗金属膜（ワード線）１０８を、例えば、４００℃から５００℃の
温度範囲で、Ｗ(ＣＯ)６を原料ガスとするＣＶＤ法で形成する。
【０１１７】
　次に、図１７に示すように、低抵抗金属膜１０８上にマスク材１３２を形成する。この
マスク材１３２上にフォトレジストを形成し、フォトレジストを露光及び現像する。そし
て、ＲＩＥ法により、フォトレジストのパターンをマスク材１３２に転写する。その後、
フォトレジストを除去する。
【０１１８】
　次に、図１８に示すように、マスク材１３２をマスクにして、ＲＩＥ法により、低抵抗
金属膜１０８、バリアメタル１０７、制御ゲート電極１０６、第２絶縁膜(ブロック絶縁
膜)１０５、電荷蓄積層の上部１０４、電荷蓄積層の下部１０３、及び第１絶縁膜(トンネ
ル酸化膜)１０２を順次エッチングし、ＭＯＮＯＳ構造を形成する。
【０１１９】
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　これ以降は、ＣＶＤ法により、ＭＯＮＯＳ構造の側面にシリコン酸化膜を形成する処理
を行った後、イオン注入法によりセルフアラインで、シリコン基板１０１の表面領域にｎ
＋型ソース・ドレイン拡散層１２０を形成し、メモリセルを完成する。そして、最後に、
ＣＶＤ法により、メモリセルを覆う層間絶縁膜（図示せず）を形成する。
【０１２０】
　なお、上述の製造法は、一例に過ぎない。これ以外の製造方法により、図１２及び図１
３のメモリセルを形成しても構わない。
【０１２１】
　例えば、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）形成工程のうち、熱酸化の方法は、ドライＯ２

酸化のほかにウェット酸化(水素燃焼酸化)、Ｏ２もしくはＨ２Ｏを原料ガスとするプラズ
マ酸化など様々な方法を用いることができる。また、窒化を行ってシリコン酸窒化膜を形
成する工程は、窒素プラズマの代わりに、ＮＯガス、もしくはＮＨ３ガス雰囲気下の熱処
理の工程に置き換えてもよい。
【０１２２】
　また、電荷蓄積層の下部として用いるシリコン窒化膜の組成は、ＬＰＣＶＤの原料ガス
であるジクロルシラン（ＳｉＨ２Ｃｌ２）とアンモニア（ＮＨ３）の流量比を調整するこ
とにより変化させることができる。また、電荷蓄積層の上部として用いる酸化タンタルの
組成は、原料ガスである(Ｔａ(ＯＣ２Ｈ５)５)とＯ２の比率を調整することにより変化さ
せてもよい。
【０１２３】
　また、第２絶縁膜(ブロック絶縁膜)のＡｌ２Ｏ３は、ＡＬＤ法で形成する以外に、５０
０℃から８００℃の温度範囲において、ＴＭＡ (Ａｌ(ＣＨ３)３)とＨ２Ｏを原料ガスと
して用いるＭＯＣＶＤ(metal organic chemical vapor deposition)法で形成しても構わ
ない。
【０１２４】
　また、制御ゲート電極として用いる窒化タンタルは、ＭＯＣＶＤ法で形成する以外に、
２００℃から４００℃の温度範囲において、Ｔａ(Ｎ(ＣＨ３)２)５とＮＨ３を原料ガスと
して用いるＡＬＤ法で形成しても構わない。
【０１２５】
　さらに、上述のＭＯＮＯＳ構造を構成する各膜の形成では、ＣＶＤ法(もしくはＡＬＤ
法)に使用する原料ガスを、他のガスで代替してもよい。また、ＣＶＤ法は、スパッタ法
で代用することもできる。また、上記の各層の成膜は、ＣＶＤ法、スパッタ法以外の、蒸
着法、レーザーアブレーション法、ＭＢＥ法などの方法、もしくは、これらの方法を組み
合わせた方法などにより形成することも可能である。
【０１２６】
　次に、本実施例におけるＭＯＮＯＳ構造のエネルギーバンド・ダイアグラムを図１９に
示す。この図から分かるように、電荷蓄積層上部の酸化タンタル膜は、電荷蓄積層下部の
シリコン窒化膜と比較して、伝導帯バンドオフセットと価電子帯バンドオフセットのいず
れも低くなっており、“ｐｎ接合型”に相当する積層絶縁膜を構成することが分かる。
【０１２７】
　また、電荷蓄積層（上部、下部）のうち伝導帯端の最も低いエネルギー位置と、ブロッ
ク絶縁膜の伝導帯端のエネルギー位置との差は、２．１ｅＶである。一方、ブロック絶縁
膜としてのアルミナ膜の比誘電率は約１１なので、(10)式に示した電子に対する電位障壁
の要件は０．９ｅＶとなる。
【０１２８】
　したがって、本実施例では、(10)式よりも大きい電子の電位障壁が得られているので、
ＭＯＮＯＳ構造の動作電界において９０％を超える優良な電子捕獲効率が得られる。
【０１２９】
　また、電荷蓄積層（上部、下部）のうち、価電子帯端の最も高いエネルギー位置(正孔
にとって最も低いエネルギー位置)と、ブロック絶縁膜の価電子帯端のエネルギー位置と
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の差は１．１ｅＶとなっている。一方、(11)式から導出される正孔に対する電位障壁の要
件は、アルミナ膜の比誘電率を約１１として、０．８ｅＶである。
【０１３０】
　したがって、本実施例では、(11)式よりも大きい正孔の電位障壁が得られているので、
ＭＯＮＯＳ構造の動作電界において９０％を超える優良な正孔捕獲効率が得られる。
【０１３１】
　以上のことから、本実施例のＭＯＮＯＳ構造は本発明の要件を満たしていることがわか
る。また、本発明の原理の項で議論したように、微細化を行っても、書き込み/消去特性
、繰り返し(endurance)特性、およびリテンション特性が優れたＭＯＮＯＳ型メモリセル
を実現できる。
【０１３２】
　なお、本実施例で用いた言葉の定義、および各材料のバンドプロファイルの出典につい
て、ここで明記しておく。まず、「伝導帯バンドオフセット」とは、Ｓｉ基板の伝導帯端
エネルギー位置を基準とし、対象とする絶縁膜の伝導帯端までのエネルギーのことを言う
ものとする。また、「価電子帯バンドオフセット」とは、Ｓｉ基板の価電子端エネルギー
を基準とし、対象とする絶縁膜の価電子帯端までのエネルギー(の絶対値)のことを言うも
のとする。なお、いずれの場合も、外部から電界を印加しない「フラットバンド状態」を
前提として議論される。
【０１３３】
　次に、各材料のバンドプロファイルの出典について述べる。
【０１３４】
　シリコン窒化膜の伝導帯バンドオフセット２．１ｅＶ、価電子帯バンドオフセット１．
９ｅＶは、非特許文献３に記載されている。
【０１３５】
　また、酸化タンタルの伝導帯バンドオフセット０．３ｅＶ、価電子帯バンドオフセット
３．２ｅＶは、非特許文献４に記載されている。
【０１３６】
　また、アルミナの伝導帯バンドオフセット２．４ｅＶ、価電子帯バンドオフセット３．
０ｅＶについては、以下のように考えた。アルミナのバンドプロファイルにはいくつかの
報告例があるが、本特許の発明者がアルミナ膜(単層)のキャパシタの電流－電圧特性から
伝導帯バリアハイトを求めたところ、２．４ｅＶとなった。
【０１３７】
　これに最も近い伝導帯バンドオフセットを与えている例として、非特許文献５で報告さ
れるアルミナの伝導帯バンドオフセットと価電子帯バンドオフセットの値を用いた。
【０１３８】
　(2)　実施例２　
　図２０は、実施例２のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図２
０において、図１２と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０１３９】
　本実施例が先に説明した実施例１と異なる点は、電荷蓄積層の上下層の酸化タンタル膜
とシリコン窒化膜の順序を入れ替えた点にある。本実施例の構成では、書き込み時の主要
な電荷捕獲サイトを提供する酸化タンタル膜がトンネル絶縁膜に隣接して位置することに
よって、速い書き込みレートを得ることができる。したがって、本実施例では、書き込み
時に十分な閾値電圧シフトを確保しやすいという利点がある。
【０１４０】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１２０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１２０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ５ｎｍのシリコン酸窒化
膜（ＳｉＯＮ）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層の下部として
、例えば、厚さ３ｎｍの酸化タンタル膜（Ｔａ２Ｏ５）１１４が配置される。また、この
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酸化タンタル膜１１４上には、電荷蓄積層の上部として、例えば、厚さ３ｎｍのシリコン
窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）１１５が配置される。
【０１４１】
　そして、電荷蓄積層の上部１１５の上には、第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）として、例
えば、厚さが８ｎｍのアルミナ膜（Ａｌ２Ｏ３）１０５が配置される。この第２絶縁膜１
０５上には、例えば、窒化タンタルから構成される制御ゲート電極１０６が配置される。
また、制御ゲート電極１０６上には、例えば、窒化タングステン（ＷＮ）で構成されるバ
リアメタル１０７と、その上に、タングステン（Ｗ）で構成される低抵抗金属膜１０８が
配置される。
【０１４２】
　本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１１４、１１５、お
よび制御ゲート電極１０６に関しては、実施例１と同様の変形が可能である。
【０１４３】
　また、図２０のメモリセルの製造方法は、実施例１において電荷蓄積層の下部と上部を
形成する工程を入れ替えただけなので、詳細な説明は省略する。
【０１４４】
　本実施例におけるＭＯＮＯＳ構造のエネルギーバンド・ダイアグラムを図２１に示す。
この図から分かるように、電荷蓄積層下部の酸化タンタル膜は、電荷蓄積層上部のシリコ
ン窒化膜と比較して、伝導帯バンドオフセットと価電子帯バンドオフセットがともに低い
エネルギー位置にあり、“ｐｎ接合型”の積層絶縁膜を構成していることが分かる。
【０１４５】
　また、電荷蓄積層（上部、下部）の伝導帯端の最も低いエネルギー位置と、ブロック絶
縁膜の伝導帯端のエネルギー位置との差は２．１ｅＶとなっており、(10)式に示した電子
に対する電位障壁の要件よりも大きくなっている。
【０１４６】
　また、電荷蓄積層（上部、下部）の価電子帯端の最も高いエネルギー位置(正孔にとっ
て最も低いエネルギー位置)と、ブロック絶縁膜の価電子帯端のエネルギー位置との差は
、１．１ｅＶとなっており、(11)式に示した正孔に対する電位障壁の要件よりも大きくな
っている。
【０１４７】
　以上のことから、このＭＯＮＯＳ構造における電荷蓄積層のエネルギー帯構造は、本発
明の要件を満たしていることがわかる。したがって、本発明の原理の項で議論したように
、微細化を行っても書き込み/消去およびリテンション特性のいずれにおいても優れた性
能を示す信頼性の高いＭＯＮＯＳ型メモリセルが実現できる。
【０１４８】
　(3)　実施例３　
　図２２は、実施例３のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図２
２において、図１２と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０１４９】
　本実施例が先に説明した実施例１と異なる点は、電荷蓄積層の上部にＴａＨｆＯ膜を用
いたことにある。非特許文献６に示されているように、ＴａＨｆＯ系の絶縁膜は結晶化温
度が高く、また、トランジスタの移動度が高いという特徴を持っている。これらの性質は
、製造プロセス上の耐熱性を持ち、かつ、性能の高いＭＯＮＯＳ型メモリセルを実現する
上で有用である。
【０１５０】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１２０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１２０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ５ｎｍのシリコン酸窒化
膜（ＳｉＯＮ）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層の下部として
、例えば、厚さ３ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）１０３が配置される。また、電荷
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ＴａＨｆＯ膜が配置される。このＴａＨｆＯ膜の組成は、結晶化温度が最も高くなる［Ｈ
ｆ］／［Ｔａ］＝０．６／０．４、すなわち(ＴａＯ５/２)０．４(ＨｆＯ２)０．６、お
よびその近傍の組成を用いることが望ましい。
【０１５１】
　電荷蓄積層の上部１０９上には、第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）として、例えば、厚さ
約８ｎｍのアルミナ膜１０５が配置される。
【０１５２】
　この第２絶縁膜１０５上には、例えば、窒化タンタル膜で構成される制御ゲート電極１
０６が配置される。制御ゲート電極１０６上には、例えば、窒化タングステン（ＷＮ）で
構成されるバリアメタル１０７、およびタングステン（Ｗ）で構成される低抵抗金属膜１
０８が配置される。
【０１５３】
　本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１０３、１０９、お
よび制御ゲート電極１０６の構成に関しては、実施例１と同様の変形が可能である。
【０１５４】
　また、図２２のメモリセルの製造方法は、実施例１の製造方法とほぼ同様であるが、電
荷蓄積層の上部のＴａＨｆＯ膜を形成する工程のみが実施例１とは異なる。この工程は、
例えば、２００℃から４００℃の温度範囲において、ＨｆＣｌ４とＴａＣｌ５とＨ２Ｏを
原料ガスとするＡＬＤ法を用いて行うことができる。ＴａＨｆＯの組成比は、ＡＬＤ法に
おいて、ＨｆＣｌ４とＴａＣｌ５のサイクル比を変えることによって調整できる。なお、
この製造法は一例に過ぎず、他の製造方法を用いても構わない。
【０１５５】
　次に、本実施例のＭＯＮＯＳ型メモリセルのエネルギーバンド・ダイアグラムについて
検討する。最初に、ＸＰＳ(x-ray photoelectron spectroscopy)を用いたバンド・ダイア
グラムの評価に関して述べる。
【０１５６】
　非特許文献７に示されているように、ＨｆＯ２の伝導帯バンドオフセットは１．７ｅＶ
、価電子帯バンドオフセットは３．１ｅＶである。なお、ＨｆＯ２の価電子帯バンドオフ
セットはアニール条件に依存するので、上記文献(非特許文献７)のように、堆積後アニー
ル(post deposition annealing)を行った後で評価した値を採用すべきである。
【０１５７】
　また、前述の非特許文献４を参照すると、Ｔａ２Ｏ５の伝導帯バンドオフセットは０．
３ｅＶ、価電子帯バンドオフセットは３．２ｅＶである。
【０１５８】
　さらに、非特許文献８によれば、ＴａＨｆＯ絶縁膜のバンドオフセットは膜組成に対し
て連続的に変化することが報告されている。
【０１５９】
　以上のことから、ＴａＨｆＯ絶縁膜における伝導帯オフセット、および価電子帯オフセ
ットは、ＴａＨｆＯ絶縁膜の組成を(ＴａＯ５/２)ｙ(ＨｆＯ２)１－ｙと表した場合、次
のように定式化できる。
【数１２】

【０１６０】
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【数１３】

【０１６１】
　ここで、ブロック絶縁膜に比誘電率１１のアルミナ膜(伝導帯バンドオフセット２．４
ｅＶ)を用いた場合を考える。(10)式を参照すれば、この場合は電荷蓄積層とブロック絶
縁膜との間に０．９ｅＶ以上の電位障壁を形成する必要がある。そのためには、(12)式の
ΔECを１．５ｅＶ以下にしなければならない。
【０１６２】
　この条件を満たすＴａＨｆＯ絶縁膜の組成範囲は、
【数１４】

【０１６３】
である。
【０１６４】
　つまり、ブロック絶縁膜がアルミナの場合、本発明で用いるＴａＨｆＯ絶縁膜の組成は
(14)式の範囲に限る。本実施例ではy=0.4なので、本実施例のＴａＨｆＯ絶縁膜の組成は
、(14)式の範囲に含まれている。
【０１６５】
　なお、エネルギーバンド構造は、金属元素のモル分率で決まるので上記のように記載し
たが、これを各要素材料のモル分率で記載すると以下のようになる。ＴａＨｆＯ絶縁膜の
モル分率表示を(ＨｆＯ２)ｘ(Ｔａ２Ｏ５)１－ｘと表すと、分率 xとｙの間の関係は、
【数１５】

【０１６６】
となる。
【０１６７】
　したがって、本発明の要件である0.14<y<1という条件は、　
　０＜ｘ＜０．９２　
に対応する。
【０１６８】
　すなわち、ＴａＨｆＯ絶縁膜の組成を(ＨｆＯ２)ｘ(Ｔａ２Ｏ５)１－ｘと表した場合に
は、組成範囲 ０＜ｘ＜０．９２ で用いるべきである。
【０１６９】
　次に、本実施例におけるＭＯＮＯＳ構造のエネルギーバンド・ダイアグラムを図２３に
示す。
【０１７０】
　本実施例のＴａＨｆＯ絶縁膜(y=0.4)に対する伝導帯バンドオフセットは１．１ｅＶ、
価電子帯バンドオフセットは３．１ｅＶである。図２３から分かるように、電荷蓄積層上
部のＴａＨｆＯ絶縁膜は、電荷蓄積層下部のシリコン窒化膜と比較して、伝導帯バンドオ
フセットと価電子帯バンドオフセットのいずれも低くなっており、“ｐｎ接合型”の積層
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絶縁膜を構成している。
【０１７１】
　また、電荷蓄積層（上部、下部）の伝導帯端の最も低いエネルギー位置と、ブロック絶
縁膜の伝導帯端のエネルギー位置との差は１．３ｅＶとなっており、(10)式で示した電位
障壁差以上になっている。
【０１７２】
　さらに、電荷蓄積層（上部、下部）の価電子帯端の最も高いエネルギー位置(正孔にと
って最も低いエネルギー位置)と、ブロック絶縁膜の価電子帯端のエネルギー位置との差
は、１．１ｅＶとなっており、(11)式で示した電位障壁差以上になっている。
【０１７３】
　以上のことから、このＭＯＮＯＳ構造の電荷蓄積層のエネルギー帯構造は、本発明の要
件を満たしていることがわかる。したがって、本発明の原理の項で議論したように、微細
化を行っても書き込み/消去およびリテンション特性に優れ、信頼性の高いＭＯＮＯＳ型
メモリセルが実現できる。
【０１７４】
　(4) 　実施例４　
　図２４は、実施例４のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図２
４において、図１２と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０１７５】
　本実施例が先に説明した実施例１と異なる点は、電荷蓄積層の上部にＴａＴｉＯ膜を用
いたことにある。
【０１７６】
　非特許文献９で報告されているように、Ｔａ２Ｏ５に微量のＴｉＯ２を添加することで
誘電率が急増することが知られている。この効果は、ＴｉＯ２のモル分率が８％程度の場
合に最も顕著に現れる。本発明の要件を満たすＭＯＮＯＳ型メモリセル電荷蓄積層の一部
としてこのようなＴａＴｉＯ膜を用いると、メモリセルのＥＯＴ(equivalent oxide thic
kness)を低減することができる。
【０１７７】
　したがって、本発明の例としてＴａＴｉＯ膜を用いることは、メモリセルの電源電圧の
低減、低消費電力化、および信頼性の向上に寄与する。
【０１７８】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１２０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１２０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ５ｎｍのシリコン酸窒化
膜（ＳｉＯＮ）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層の下部として
、例えば、厚さ３ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）１０３が配置される。
【０１７９】
　また、電荷蓄積層の下部１０３の上には、電荷蓄積層の上部１１０として、例えば、厚
さ約３ｎｍのＴａＴｉＯ膜が配置される。本実施例では、(ＴｉＯ２)ｘ(Ｔａ２Ｏ５)１－

ｘにおいてＴｉＯ２モル分率が８％になるようにした。なお、このＴａＴｉＯ膜の組成は
、前掲の非特許文献９および非特許文献１０を参照して、誘電率が最も高くなる組成近傍
を用いるのが望ましい。そのような組成領域は、(ＴｉＯ２)ｘ(Ｔａ２Ｏ５)１－ｘにおい
てｘ＝０．０４から０．１２程度の範囲に相当する。
【０１８０】
　電荷蓄積層の上部１１０の上には、第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）として、例えば、厚
さ約８ｎｍのアルミナ膜１０５が配置される。
【０１８１】
　この第２絶縁膜１０５上には、例えば、窒化タンタル膜で構成される制御ゲート電極１
０６が配置される。制御ゲート電極１０６上には、例えば、窒化タングステン（ＷＮ）で
構成されるバリアメタル１０７、およびタングステン（Ｗ）で構成される低抵抗金属膜１
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【０１８２】
　本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１０３、１１０、お
よび制御ゲート電極１０６の構成に関しては、実施例１と同様の変形が可能である。
【０１８３】
　また、図２４のメモリセルの製造方法は、実施例１の製造方法とほぼ同様であるが、電
荷蓄積層の上部のＴａＴｉＯ膜を形成する工程が実施例１とは異なる。この工程は、例え
ば、２００℃から４００℃の温度範囲において、ＴｉＣｌ４とＴａＣｌ５とＨ２Ｏを原料
ガスとするＡＬＤ法を用いて行うことができる。また、ＴａＴｉＯの組成比は、ＡＬＤ法
において、ＴｉＣｌ４とＴａＣｌ５のサイクル比を変えることによって調整できる。なお
、この製造法は一例に過ぎず、他の製造方法を用いても構わない。
【０１８４】
　次に、本実施例のＭＯＮＯＳ型メモリセルのエネルギーバンド・ダイアグラムについて
検討する。
【０１８５】
　まず、前掲の非特許文献７に示されているように、ＴｉＯ２の伝導帯バンドオフセット
は０．９ｅＶ、価電子帯バンドオフセットは１．５ｅＶである。
【０１８６】
　ＴａＴｉＯ絶縁膜の場合にも、伝導帯バンドオフセットと価電子帯バンドオフセットが
膜組成に対して連続的に変化すると仮定することができる。このとき、各バンドオフセッ
トは次のように定式化できる。

【数１６】

【０１８７】
【数１７】

【０１８８】
　ここで、変数yは、ＴａＴｉＯ絶縁膜の組成を(ＴａＯ５/２)ｙ(ＴｉＯ２)１－ｙと表し
た場合の組成比率を表している。組成変数xとyの関係については後述する。
【０１８９】
　本実施例では、ブロック絶縁膜としてアルミナを用いている。この場合、(16)式と(17)
式を参照すると、電荷蓄積層とブロック絶縁膜間の電位障壁に対する本発明の要件は、Ｔ
ａＴｉＯ膜の組成に関わらず、常に満たされていることが分かる。なお、電位障壁に対す
る条件は、伝導帯側はＴａＴｉＯ膜とアルミナ膜との間で満たされ、価電子帯側はシリコ
ン窒化膜とアルミナとの間で満たされている。
【０１９０】
　一方、本発明のもう１つの要件である“ｐｎ接合”型の積層絶縁膜が実現されているか
どうかは、ＴａＴｉＯ絶縁膜の膜組成に依存する。まず、(16)式から分かるように、Ｔａ
ＴｉＯ絶縁膜の伝導帯バンドオフセットは、シリコン窒化膜の伝導帯バンドオフセットよ
りも常に小さい。したがって、“ｐｎ接合”型の積層絶縁膜を実現するためには、ＴａＴ
ｉＯの価電子帯バンドオフセットがシリコン窒化膜の価電子帯バンドオフセットよりも大
きくなっている必要がある。その条件は、(17)式で ΔＥｖ > 1.9eVとして、
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【数１８】

【０１９１】
となる。
【０１９２】
　すなわち、本発明の要件を満たすためには、ＴａＴｉＯ絶縁膜中のＴａ原子の比率を(1
8)式で表される範囲内に保つ必要がある。
【０１９３】
　なお、エネルギーバンド構造は、金属元素のモル分率で決まるので上記のように記載し
たが、これを各要素材料のモル分率で記載すると次のようになる。ＴａＴｉＯ絶縁膜中の
ＴｉＯ２のモル分率をｘとして、ＴａＴｉＯ絶縁膜の組成を(ＴｉＯ２)ｘ(Ｔａ２Ｏ５)１
－ｘと表すと、分率 xとｙの間の関係は、

【数１９】

【０１９４】
となる。したがって、0.24<y<1という条件は、

【数２０】

【０１９５】
に対応する。
【０１９６】
　以上のことから、ＴａＴｉＯ絶縁膜の組成を(ＴｉＯ２)ｘ(Ｔａ２Ｏ５)１－ｘと表した
場合には(20)式で表される組成範囲を用いるべきである。なお、本実施例のＴａＴｉＯ絶
縁膜は、(ＴｉＯ２)ｘ(Ｔａ２Ｏ５)１－ｘにおいてＴｉＯ２のモル分率が８％なので、x=
0.08であり、(20)式の範囲内にある。
【０１９７】
　次に本実施例におけるＭＯＮＯＳ構造のエネルギーバンド・ダイアグラムを図２５に示
す。
【０１９８】
　本実施例ではＴｉＯ２のモル分率x=0.08であるが、(19)式を用いれば、これはＴａ原子
の比率 y=0.96に相当する。このときのＴａＴｉＯ絶縁膜の伝導帯バンドオフセットと価
電子帯バンドオフセットは、(16)式と(17)式からそれぞれ約0.3eVおよび3.1eVとなる。こ
の結果を基にしたエネルギーバンド・ダイアグラムを図２５に示した。
【０１９９】
　この図から分かるように、電荷蓄積層上部のＴａＴｉＯ絶縁膜は、電荷蓄積層下部のシ
リコン窒化膜と比較して、伝導帯バンドオフセットと価電子帯バンドオフセットのいずれ
も低くなっており、“ｐｎ接合型”の積層絶縁膜を構成していることが分かる。
【０２００】
　また、電荷蓄積層（上部、下部）の伝導帯端の最も低いエネルギー位置と、ブロック絶
縁膜の伝導帯端のエネルギー位置との差は２．１ｅＶである。すなわち、伝導帯側では、
(10)式から得られる０．９ｅＶよりも大きい電位障壁を実現している。
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【０２０１】
　また、電荷蓄積層（上部、下部）の価電子帯端の最も高いエネルギー位置(正孔にとっ
て最も低いエネルギー位置)と、ブロック絶縁膜の価電子帯端のエネルギー位置との差は
、１．１ｅＶとなっている。すなわち、価電子帯側でも(11)式から得られる０．８ｅＶよ
りも大きい電位障壁を実現している。
【０２０２】
　以上のことから、本実施例のＭＯＮＯＳのエネルギー帯構造は本発明の要件を満たして
いる。したがって、本発明の原理の項で議論したように、微細化を行っても書き込み/消
去およびリテンション特性に優れ、信頼性の高いＭＯＮＯＳ型メモリセルが実現できる。
【０２０３】
　(5)　実施例５　
　図２６は、実施例５のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図２
６において、図１２と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０２０４】
　本実施例が先に説明した実施例１と異なる点は、電荷蓄積層の上部にＴａＡｌＯ膜を用
いたことにある。非特許文献１１に示されているように、Ｔａ２Ｏ５に微量のＡｌ２Ｏ３

を添加することで誘電率が増加するとともに、誘電率の温度に対する変化率が低減する。
この効果は、Ａｌ２Ｏ３のモル分率が１０％程度の場合に最も顕著に現れる。
【０２０５】
　本発明の要件を満たすＭＯＮＯＳ型メモリセルの電荷蓄積層の一部としてこのようなＴ
ａＡｌＯ膜を用いれば、メモリセルのＥＯＴ(equivalent oxide thickness)が低減すると
ともに、素子特性の温度依存性が小さくなる。したがって、電荷蓄積層の一部にＴａＡｌ
Ｏ膜を適用することで、メモリセルの電源電圧の低減、低消費電力化、および信頼性の向
上を実現できる。とりわけ、ＴａＡｌＯ膜の適用は、温度依存性の少ないＭＯＮＯＳ型メ
モリセル特性を実現することに寄与する。
【０２０６】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１２０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１２０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ５ｎｍのシリコン酸窒化
膜（ＳｉＯＮ）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層の下部として
、例えば、厚さ３ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）１０３が配置される。
【０２０７】
　また、この電荷蓄積層の下部１０３の上には、電荷蓄積層の上部１１１として、例えば
、厚さ約３ｎｍのＴａＡｌＯ膜が配置される。本実施例では、(Ａｌ２Ｏ３)ｘ(Ｔａ２Ｏ

５)１－ｘにおいてＡｌ２Ｏ３モル分率が１０％になるようにした。なお、非特許文献１
１を参照すれば、このＴａＡｌＯ膜の組成は、誘電率が高くなり、誘電率の温度依存性が
小さくなる組成範囲、すなわち、(Ａｌ２Ｏ３)ｘ(Ｔａ２Ｏ５)１－ｘにおいてｘ＝０．０
５から０．２の範囲を用いるのが望ましい。
【０２０８】
　電荷蓄積層の上部１１１上には、第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）として、例えば、厚さ
約８ｎｍのアルミナ膜１０５が配置される。
【０２０９】
　この第２絶縁膜１０５上には、例えば、窒化タンタル膜で構成される制御ゲート電極１
０６が配置される。制御ゲート電極１０６上には、例えば、窒化タングステン（ＷＮ）で
構成されるバリアメタル１０７、およびタングステン（Ｗ）で構成される低抵抗金属膜１
０８が配置される。
【０２１０】
　本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１０３、１１１、お
よび制御ゲート電極１０６の構成に関しては、実施例１と同様の変形が可能である。
【０２１１】
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　また、図２６のメモリセルの製造方法は、実施例１の製造方法とほぼ同様であるが、電
荷蓄積層の上部のＴａＡｌＯ膜を形成する工程が実施例１とは異なる。この工程は、例え
ば、２００℃から４００℃の温度範囲において、Ａｌ(ＣＨ３)３とＴａＣｌ５とＨ２Ｏを
原料ガスとするＡＬＤ法を用いて行うことができる。ＴａＡｌＯ膜の組成比は、ＡＬＤ法
において、Ａｌ(ＣＨ３)３とＴａＣｌ５のサイクル比を変えることによって調整できる。
なお、この製造法は一例に過ぎず、他の製造方法を用いても構わない。
【０２１２】
　次に、本実施例のＭＯＮＯＳ型メモリセルのエネルギーバンド・ダイアグラムについて
検討する。まず、前掲の非特許文献５に示されているように、Ａｌ２Ｏ３の伝導帯バンド
オフセットは２．４ｅＶ、価電子帯バンドオフセットは３．０ｅＶである。また、前掲の
非特許文献４に示されているように、Ｔａ２Ｏ５の伝導帯バンドオフセットは０．３ｅＶ
、価電子帯バンドオフセットは３．２ｅＶである。
【０２１３】
　ＴａＡｌＯ絶縁膜の場合にも、伝導帯バンドオフセットと価電子帯バンドオフセットが
膜組成に対して連続的に変化すると仮定すれば、各バンドオフセットは次のように定式化
できる。
【数２１】

【０２１４】
【数２２】

【０２１５】
　ここで、変数ｙは、ＴａＡｌＯ絶縁膜の組成を(ＴａＯ５/２)ｙ(ＡｌＯ３/２)１－ｙと
表した場合の組成比率を表している。
【０２１６】
　本実施例では、ブロック絶縁膜としてアルミナを用いている。この場合、電荷蓄積層に
シリコン窒化膜とＴａＡｌＯの積層絶縁膜を用いると、本発明の要件のひとつである電位
障壁の条件は、価電子帯側については満たされている。なぜならば、シリコン窒化膜とア
ルミナの価電子帯バンドオフセットの差は１．１ｅＶ(＞０．８ｅＶ)となっているからで
ある。
【０２１７】
　一方、伝導帯バンドオフセットについては、(21)式で表されるＴａＡｌＯ絶縁膜の伝導
帯オフセットが ΔEC < (2.4-0.9)eVを満たす組成範囲を選ぶ必要がある。
【０２１８】
　この条件は、

【数２３】

【０２１９】
である。
【０２２０】
　すなわち、本発明の要件を満たすためには、ＴａＡｌＯ絶縁膜中のＴａ原子の比率を(2
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3)式で表される範囲内に保つ必要がある。そして、(23)式の組成範囲内の場合には、(21)
式と(22)式から、本発明のもう１つの要件である“ｐｎ接合”型の積層絶縁膜の要件は常
に満たされていることが分かる。
【０２２１】
　なお、エネルギーバンド構造は、金属元素のモル分率で決まるので上記のように記載し
たが、これを各要素材料のモル分率で記載すると以下のようになる。ＴａＡｌＯ絶縁膜に
おけるＡｌ２Ｏ３のモル分率をｘとし、この絶縁膜の組成を(Ａｌ２Ｏ３)ｘ(Ｔａ２Ｏ５)

１－ｘと表す。分率 xとｙの間の関係は、
【数２４】

【０２２２】
となる。したがって、本発明の要件である0.43<y<1という条件は、

【数２５】

【０２２３】
に対応する。
【０２２４】
　すなわち、ＴａＡｌＯ絶縁膜の組成をアルミナのモル分率ｘを用いて(Ａｌ２Ｏ３)ｘ(
Ｔａ２Ｏ５)１－ｘと表した場合は、(25)式で表される組成範囲を用いるべきである。本
実施例ではx=0.1なので、本実施例のＴａＡｌＯ絶縁膜は、(25)式の組成範囲内に含まれ
ている。
【０２２５】
　以上の考察を踏まえて、本実施例におけるＭＯＮＯＳ構造のエネルギーバンド・ダイア
グラムを図２７に示す。
【０２２６】
　本実施例ではＡｌ２Ｏ３のモル分率がx=0.1であるが、(24)式を用いれば、これはＴａ
原子の比率 y=0.9に相当する。このときのＴａＡｌＯ絶縁膜の伝導帯バンドオフセットと
価電子帯バンドオフセットは、(21)式と(22)式からそれぞれ0.5eVおよび3.2eVとなる。こ
の結果を基にしてエネルギーバンド・ダイアグラムを図２７に示した。
【０２２７】
　この図から分かるように、電荷蓄積層上部のＴａＡｌＯ絶縁膜は、電荷蓄積層下部のシ
リコン窒化膜と比較して、伝導帯バンドオフセットと価電子帯バンドオフセットのいずれ
も低くなっており、“ｐｎ接合型”の積層絶縁膜を構成している。また、電荷蓄積層（上
部、下部）の伝導帯端の最も低いエネルギー位置と、ブロック絶縁膜の伝導帯端のエネル
ギー位置との差は１．９ｅＶとなっており、(10)式の電位障壁０．９ｅＶよりも大きい。
また、電荷蓄積層（上部、下部）の価電子帯端の最も高いエネルギー位置(正孔にとって
最も低いエネルギー位置)と、ブロック絶縁膜の価電子帯端のエネルギー位置との差は、
１．１ｅＶとなっており、(11)式の電位障壁０．８ｅＶよりも大きい。
【０２２８】
　以上のことから、本実施例のＭＯＮＯＳのエネルギー帯構造は本発明の要件を満たして
いることがわかる。したがって、本発明の原理の項で議論したように、微細化を行っても
書き込み/消去およびリテンション特性に優れ、信頼性の高いＭＯＮＯＳ型メモリセルが
実現できる。
【０２２９】
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　(6) 　実施例６　
　図２８は、実施例６のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図２
８において、図１２と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０２３０】
　本実施例が先に説明した実施例１と異なる点は、電荷蓄積層の上部にＡｌＮ－ＧａＮ系
の絶縁膜を用いたことにある。非特許文献１２に示されるように、ＡｌＮ－ＧａＮ系の絶
縁膜を用いることで、伝導帯エネルギーが深い位置にある電荷蓄積層を構成できる。
【０２３１】
　本発明の例では、このようなＡｌＮ－ＧａＮ系の絶縁膜を、ＭＯＮＯＳ型メモリセルの
電荷蓄積層の一部として用いることにより、良好な電荷捕獲効率と電子・正孔の捕獲位置
の分離を同時に実現する。したがって、電荷蓄積層の一部にＡｌＮ－ＧａＮ系の絶縁膜を
導入した本発明の例は、メモリセルの電源電圧の低減、およびリテンション時間の向上と
いう効果をもたらす。
【０２３２】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１２０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１２０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ５ｎｍのシリコン酸窒化
膜（ＳｉＯＮ）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層の下部として
、例えば、厚さ３ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）１０３が配置される。また、この
電荷蓄積層の下部１０３の上には、電荷蓄積層の上部１１２として、例えば、厚さ約３ｎ
ｍのＡｌＮ膜が配置される。すなわち、本実施例は (ＡｌＮ)ｘ(ＧａＮ)１－ｘにおいて
ＡｌＮのモル分率が１００％ (x=1) となる場合に相当する。なお、後述するように、ブ
ロック絶縁膜にアルミナを用いた場合、電荷蓄積層のＡｌＮ－ＧａＮ系の絶縁膜はその組
成比に関わらずに本発明の要件を満たすことができる。したがって、電荷蓄積層の上部を
構成する絶縁膜材料は必ずしもＡｌＮ膜に限ることはなく、(ＡｌＮ)ｘ(ＧａＮ)１－ｘに
おいて組成比xが０から１までの範囲の任意の値をとることができる。
【０２３３】
　電荷蓄積層の上部１１２の上には、第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）として、例えば、厚
さ約８ｎｍのアルミナ膜１０５が配置される。この第２絶縁膜１０５上には、例えば、窒
化タンタル膜で構成される制御ゲート電極１０６が配置される。制御ゲート電極１０６上
には、例えば、窒化タングステン（ＷＮ）で構成されるバリアメタル１０７、およびタン
グステン（Ｗ）で構成される低抵抗金属膜１０８が配置される。
【０２３４】
　本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１０３、１１２、お
よび制御ゲート電極１０６の構成に関しては、実施例１と同様の変形が可能である。
【０２３５】
　また、図２８のメモリセルの製造方法は、実施例１の製造方法とほぼ同様であるが、電
荷蓄積層の上部のＡｌＮ膜を形成する工程が実施例１とは異なる。この工程は、例えば、
２００℃から４００℃の温度範囲において、Ａｌ(ＣＨ３)３とＮＨ３を原料ガスとするＡ
ＬＤ法を用いて行うことができる。なお、この製造法は一例に過ぎず、他の製造方法を用
いても構わない。
【０２３６】
　次に、本実施例のＭＯＮＯＳ型メモリセルのエネルギーバンド・ダイアグラムについて
検討する。本実施例では電荷蓄積層の上部がＡｌＮ膜であるが、一般にはＧａＮ－ＡｌＮ
系の絶縁膜であればよい。したがって、ここではそのような一般的な場合について考察す
る。前掲の非特許文献１２を参考にすると、ＡｌＮの伝導帯バンドオフセットは１．０ｅ
Ｖ、価電子帯バンドオフセットは３．７ｅＶである。また、ＧａＮの伝導帯バンドオフセ
ットは－０．６ｅＶ、価電子帯バンドオフセットは２．９ｅＶである。
【０２３７】
　(ＡｌＮ)ｘ(ＧａＮ)１－ｘと表されるＡｌＧａＮ絶縁膜では、伝導帯バンドオフセット
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ΔECと価電子帯バンドオフセットΔEVは膜組成xに対して連続的に変化する。したがって
、各バンドオフセットは次のように定式化される。
【数２６】

【０２３８】
【数２７】

【０２３９】
　本実施例では、ブロック絶縁膜としてアルミナを用いている。電荷蓄積層にシリコン窒
化膜と(ＡｌＮ)ｘ(ＧａＮ)１－ｘの積層絶縁膜を用いた場合、(26), (27)式を参照すれば
、電荷蓄積層とブロック絶縁膜間のエネルギー障壁の要件は常に満たされていることが分
かる。
【０２４０】
　すなわち、(26)式から、ＡｌＧａＮ絶縁膜とアルミナ・ブロック絶縁膜間の伝導帯バン
ドオフセットの差は、常に０．９ｅＶ((10)式)よりも大きくなっている。また、価電子帯
側は、シリコン窒化膜とアルミナの価電子帯バンドオフセットの差が１．１ｅＶであり、
常に０．８ｅＶ ((11)式)よりも大きい。また、本発明のもう１つの要件である“ｐｎ接
合”型の積層絶縁膜の条件も、ＡｌＧａＮ膜の組成によらずに常に満たされていることは
、(26), (27)式から明らかである。
【０２４１】
　以上の考察に基づいて、本実施例におけるＭＯＮＯＳ構造のエネルギーバンド・ダイア
グラムを図２９に示す。
【０２４２】
　本実施例では(ＡｌＮ)ｘ(ＧａＮ)１－ｘでＡｌＮのモル分率ｘがx=1である。したがっ
て、伝導帯バンドオフセットと価電子帯バンドオフセットは、ＡｌＮに対するものであり
、それぞれ1.0eVおよび3.7eVとなる。図２９は、この結果を基にしてエネルギーバンド・
ダイアグラムを示した結果である。
【０２４３】
　この図から分かるように、電荷蓄積層上部のＡｌＮは、電荷蓄積層下部のシリコン窒化
膜と比較して、伝導帯バンドオフセットと価電子帯バンドオフセットの両者が低くなって
おり、“ｐｎ接合型”の積層絶縁膜を構成している。また、電荷蓄積層（上部、下部）の
伝導帯端の最も低いエネルギー位置と、ブロック絶縁膜の伝導帯端のエネルギー位置との
差は１．４ｅＶであり、アルミナ・ブロック膜の場合における電子に対する電位障壁の要
件 ０．９ｅＶ ((10)式)よりも大きい。また、電荷蓄積層（上部、下部）の価電子帯端の
最も高いエネルギー位置(正孔にとって最も低いエネルギー位置)と、ブロック絶縁膜の価
電子帯端のエネルギー位置との差は、１．１ｅＶであり、アルミナ・ブロック膜の場合に
おける正孔に対する電位障壁の要件０．８ｅＶ ((11)式)よりも大きい。
【０２４４】
　以上のことから、本実施例のＭＯＮＯＳのエネルギー帯構造は本発明の要件を完全に満
たしていることがわかる。したがって、本発明の原理の項で議論したように、微細化を行
っても書き込み/消去およびリテンション特性に優れ、信頼性の高いＭＯＮＯＳ型メモリ
セルが実現できる。
【０２４５】
　(7) 　実施例７　
　図３０は、実施例７のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図３
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０において、図１２と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０２４６】
　本実施例が先に説明した実施例１と異なる点は、電荷蓄積層の下部がシリコン窒化膜か
らＨｆＯＮ膜に置き換わったことである。非特許文献１３に示されるように、ＨｆＯＮ絶
縁膜は電荷蓄積層としての機能を持つ。ＨｆＯＮ膜は窒素を含有した膜なので価電子帯バ
ンドオフセットが小さく、正孔捕獲において優れた性質を発揮する。
【０２４７】
　本実施例のように、電子捕獲に適したポテンシャル位置を持つＴａ２Ｏ５などと組み合
わせた積層絶縁膜の電荷蓄積層を構成することによって、電子と正孔の捕獲位置を容易に
分離できる。また、ＨｆＯＮ膜は誘電率が高いので、これを電荷蓄積層の一部として用い
ればＭＯＮＯＳ型メモリセルのＥＯＴを低減できる。
【０２４８】
　したがって、本実施例は、電荷蓄積層の一部にＨｆＯＮ系の絶縁膜を適用することによ
って、メモリセルの電源電圧の低減、および素子バラつきの低減を実現する。
【０２４９】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１２０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１２０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ５ｎｍのシリコン酸窒化
膜（ＳｉＯＮ）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層の下部として
、例えば、厚さ３ｎｍの窒化ハフニウム（ＨｆＯＮ）１１３が配置される。また、この電
荷蓄積層の下部領域１１３の上には、電荷蓄積層の上部領域として、例えば、厚さ約３ｎ
ｍのＴａ２Ｏ５膜１０４が配置される。
【０２５０】
　電荷蓄積層の上部１０４の上には、第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）として、例えば、厚
さ約８ｎｍのアルミナ膜１０５が配置される。この第２絶縁膜１０５上には、例えば、窒
化タンタル膜で構成される制御ゲート電極１０６が配置される。制御ゲート電極１０６上
には、例えば、窒化タングステン（ＷＮ）で構成されるバリアメタル１０７、およびタン
グステン（Ｗ）で構成される低抵抗金属膜１０８が配置される。
【０２５１】
　本実施例で用いる第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)１０２、電荷蓄積層１１３、１０４、お
よび制御ゲート電極１０６の構成に関しては、実施例１と同様の変形が可能である。
【０２５２】
　また、図３０のメモリセルの製造方法は、実施例１の製造方法とほぼ同様であるが、電
荷蓄積層の下部のＨｆＯＮ膜を形成する工程が実施例１とは異なる。この工程は、例えば
、２００℃から４００℃の温度範囲において、ＨｆＣｌ４とＨ２Ｏを原料ガスとするＡＬ
Ｄ法を用いてＨｆＯ２を形成した後にプラズマ窒化を行うことで実現できる。なお、この
製造法は一例に過ぎず、他の製造方法を用いても構わない。
【０２５３】
　次に、本実施例のＭＯＮＯＳ型メモリセルのエネルギーバンド・ダイアグラムについて
検討する。前掲の非特許文献７を参考にすると、ＨｆＯ２の伝導帯バンドオフセットは１
．７ｅＶ、価電子帯バンドオフセットは３．１ｅＶである。また、窒素を多く入れたＨｆ
ＯＮの伝導帯バンドオフセットは１．５ｅＶ、価電子帯バンドオフセットは２．１５ｅＶ
である。
【０２５４】
　この場合の価電子帯バンドオフセットに関しては、非特許文献１４に記載されている。
また、ここで得られた価電子帯バンドオフセットは理論計算ともよく一致している。
【０２５５】
一方、伝導帯オフセットはＨｆの５ｄ軌道の電子によるので、基本的には窒素導入によっ
て大きくは変化しないと考えられる。しかし、非特許文献１５によれば、伝導帯バンドオ
フセットは窒素導入に伴ってわずかに低下し、１．５ｅＶ程度となる。
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【０２５６】
　以上の考察を踏まえ、本実施例におけるＭＯＮＯＳ構造のエネルギーバンド・ダイアグ
ラムを図３１に示した。電荷蓄積層下部のＨｆＯＮは、電荷蓄積層上部のＴａ２Ｏ５と比
較して、伝導帯バンドオフセットと価電子帯バンドオフセットのいずれもが高くなってい
る。したがって、本実施例は“ｐｎ接合型”の積層絶縁膜の構成を実現している。
【０２５７】
　また、電荷蓄積層（上部、下部）の伝導帯端の最も低いエネルギー位置と、ブロック絶
縁膜(アルミナ)の伝導帯端のエネルギー位置との差は２．１ｅＶである。これは、(10)式
による電子に対する電位障壁:０．９ｅＶよりも大きい。一方、電荷蓄積層（上部、下部
）の価電子帯端の最も高いエネルギー位置(正孔にとって最も低いエネルギー位置)と、ブ
ロック絶縁膜の価電子帯端のエネルギー位置との差は、０．８５ｅＶである。これは、(1
1)式による正孔に対する電位障壁: ０．８ｅＶよりも大きい。
【０２５８】
　以上のことから、本実施例のＭＯＮＯＳのエネルギー帯構造は本発明の要件を満たして
いることがわかる。したがって、本発明の原理の項で議論したように、微細化を行っても
書き込み/消去およびリテンション特性に優れ、信頼性の高いＭＯＮＯＳ型メモリセルが
実現できる。
【０２５９】
　(8)　実施例８　
　図３２は、実施例８のメモリセルのチャネル長方向の断面図を示している。なお、図３
２において、図１２と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【０２６０】
　本実施例が先に説明した実施例１と異なる点は、ブロック絶縁膜をアルミナ単層ではな
く、アルミナ/シリコン酸化膜/アルミナの積層膜とした点にある。このようなブロック絶
縁膜の構成をとると、ブロック絶縁膜のリーク電流を低電界から高電界にわたる広い範囲
で低減できるという利点がある。
【０２６１】
　ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）１０１の表面部には、２つのソース・ドレイン拡散
層１２０が互いに離間して配置される。ソース・ドレイン拡散層１２０の間のチャネル領
域上には、第１絶縁膜（トンネル絶縁膜）として、例えば、厚さ５ｎｍのシリコン酸窒化
膜（ＳｉＯＮ）１０２が配置される。第１絶縁膜１０２上には、電荷蓄積層の下部として
、例えば、厚さ３ｎｍのシリコン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）１０３が配置される。また、この
シリコン窒化膜１０３上には、電荷蓄積層の上部として、例えば、厚さ３ｎｍの酸化タン
タル膜（Ｔａ２Ｏ５）１０４が配置される。
【０２６２】
　そして、電荷蓄積層の上部１０４の上には、第２絶縁膜（ブロック絶縁膜）１０５とし
て、例えば、厚さが３ｎｍのアルミナ膜２０１、厚さが３ｎｍのシリコン酸化膜２０２、
厚さが３ｎｍのアルミナ膜２０３から構成される積層膜が配置される。この第２絶縁膜１
０５上には、例えば、窒化タンタルから構成される制御ゲート電極１０６が配置される。
また、制御ゲート電極１０６上には、例えば、窒化タングステン（ＷＮ）で構成されるバ
リアメタル１０７と、その上に、タングステン（Ｗ）で構成される低抵抗金属膜１０８が
配置される。
【０２６３】
　また、図３２のメモリセルの製造方法は、実施例１においてブロック絶縁膜の堆積方法
を変えただけであり、詳細な説明は省略する。
【０２６４】
　ブロック絶縁膜中間層としてのシリコン酸化膜は、例えば、６００℃から８００℃の温
度範囲において、ジクロルシラン（ＳｉＨ２Ｃｌ２）と亜酸化窒素（Ｎ２Ｏ）を原料ガス
とするＬＰＣＶＤ法で堆積することができる。
【０２６５】
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　また、本実施例ではブロック絶縁膜がアルミナ／シリコン酸化膜／アルミナの積層膜で
あるが、電荷蓄積層に接している領域のブロック絶縁膜はアルミナなので、ＭＯＮＯＳの
エネルギーバンド・ダイアグラムに関する考え方は、基本的に実施例1（図１９）の場合
と同様である。
【０２６６】
　すなわち、電荷蓄積層上部の酸化タンタル膜は、電荷蓄積層下部のシリコン窒化膜と比
較して、伝導帯バンドオフセットと価電子帯バンドオフセットがともに低いエネルギー位
置にあり、“ｐｎ接合型”の積層絶縁膜を構成する。
【０２６７】
　また、電荷蓄積層（上部、下部）の伝導帯端の最も低いエネルギー位置と、ブロック絶
縁膜のうち電荷蓄積層と接する領域の伝導帯端のエネルギー位置との差は２．１ｅＶとな
っており、(10)式に示した電子に対する電位障壁の要件よりも大きくなっている。
【０２６８】
　さらに、電荷蓄積層（上部、下部）の価電子帯端の最も高いエネルギー位置(正孔にと
って最も低いエネルギー位置)と、ブロック絶縁膜のうち電荷蓄積層に接する領域の価電
子帯端エネルギー位置との差は、１．１ｅＶとなっており、(11)式に示した正孔に対する
電位障壁の要件よりも大きくなっている。
【０２６９】
　以上のことから、このＭＯＮＯＳ構造における電荷蓄積層のエネルギー帯構造は、本発
明の要件を満たしていることがわかる。したがって、本発明の原理の項で議論したように
、微細化を行っても書き込み/消去およびリテンション特性のいずれにおいても優れた性
能を示す信頼性の高いＭＯＮＯＳ型メモリセルが実現できる。
【０２７０】
　(9) その他　
　実施例１～８に関し、以下に補足説明を加える。
【０２７１】
　A.　３層以上の電荷蓄積層：　
　本発明の趣旨は、電荷蓄積層の各電荷捕獲領域とブロック絶縁膜とのエネルギー障壁を
十分に大きく保ち、かつ、電子と正孔の捕獲位置を物理的に分離することができる電荷蓄
積層の構造を提供することにある。本発明の実施の形態では電荷蓄積層が２層である例を
示したが、これは必ずしも電荷蓄積層を２層で形成しなければならないことを意味するも
のではない。例えば、電荷蓄積層をＴａ２Ｏ５／Ｓｉ３Ｎ４／Ｔａ２Ｏ５、もしくはＳｉ

３Ｎ４／Ｔａ２Ｏ５／Ｓｉ３Ｎ４というような構造にしても構わない。これらの構造の電
荷蓄積層を用いると、膜厚方向の構造の対称性により、捕獲電子の荷電中心位置と捕獲正
孔の荷電中心位置がほぼ一致する。したがって、ＭＯＮＯＳ型メモリセルの書き込み動作
と消去動作で閾値電圧が対称になるという利点があり、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリの回
路構成に向いたメモリセルを提供することができる。
【０２７２】
　B.　電荷蓄積層のhigh-k絶縁膜領域への窒素添加：　
　本発明の実施の形態では、電荷蓄積層の高誘電率(high-k)絶縁膜から構成される層とし
て、Ｔａ２Ｏ５、ＴａＨｆＯ、ＴａＴｉＯ、ＴａＡｌＯという金属酸化物の例を示した。
しかし、これは必ずしも電荷蓄積層を金属酸化物で構成しなければならないことを意味す
るものではない。例えば、上記の各金属酸化物に微量の窒素を添加した膜を用いてもよい
し、隣接するシリコン窒化膜から意図せずに各金属酸化物に微量の窒素が拡散しても構わ
ない。金属酸化物に微量の窒素が導入されれば、絶縁膜の信頼性が向上する効果が得られ
る。したがって、ＭＯＮＯＳ型メモリセルの繰り返し(endurance)特性が向上することに
なる。
【０２７３】
　なお、電荷蓄積層の高誘電率(high-k)絶縁膜の部分に窒素が導入されるとエネルギーバ
ンド・プロファイルが変化することには注意が必要である。本発明はＭＯＮＯＳ型メモリ
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セルのエネルギーバンド・プロファイルの構成に特徴があるので、本発明の要件となるエ
ネルギーバンド・プロファイルが満たされる範囲内で、電荷蓄積層の高誘電率(high-k)絶
縁膜の部分に窒素、もしくは他の不純物が添加されていても構わない。
【０２７４】
　C.　電荷蓄積層のhigh-k絶縁膜領域の組成：　
　本発明の実施の形態では、電荷蓄積層のうち、高誘電率(high-k)絶縁膜から構成される
層として、Ｔａ２Ｏ５をベースにして、Ｈｆ、Ｔｉ、Ａｌをそれぞれ加えた金属酸化物の
例を示した。しかし、これは必ずしも電荷蓄積層をそれらの各材料で構成しなければなら
ないことを示すものではない。例えば、本発明の要件を満たす範囲で、Ｈｆ、Ｔｉ、Ａｌ
から２つ以上の元素を選んでＴａ２Ｏ５に添加してもよいし、また、それら以外の金属元
素を添加しても構わない。なお、Ｔａ、Ｈｆ、Ｔｉ、Ａｌのすべてが存在する絶縁膜(単
層膜)を形成した例としては、非特許文献１６がある。
【０２７５】
　D.　電荷蓄積層のうちシリコン窒化膜部分の置き換え：　
　本発明の実施の形態では、シリコン窒化膜の領域をＨｆＯＮで置き換える例を示したが
、この置き換えはＨｆＯＮに限るものではない。一般に、高誘電率(ｈｉｇｈ－ｋ)絶縁膜
のバンドプロファイルは伝導帯バンドオフセットが小さく、価電子帯バンドオフセットが
大きいものが多い。すなわち、High-k絶縁膜は、言わば”ｎ型”の絶縁膜として機能する
ものが多い。High-k絶縁膜がシリコン窒化膜の代わりとして機能することを念頭に置いて
、正孔捕獲も十分に起こるようにするためには、価電子帯のバンドオフセットを小さくし
、“ｐ型”の絶縁膜に近づける工夫が必要になる。そのひとつの方法は、ｈｉｇｈ－ｋ絶
縁膜に対して多量の窒素ドープを行うことである。窒素ドープを行った金属酸窒化物とし
ては、ＨｆＯＮ以外に、ＨｆＡｌＯＮ、ＨｆＳｉＯＮ、ＺｒＡｌＯＮ、ＺｒＳｉＯＮなど
様々な実施形態があり得る。また、価電子帯のバンドオフセットを小さくするためのもう
1つの方法は、High-k絶縁膜に対して、Ｌａ、Ｃｅ、Ｙなどの希土類元素を添加し、バン
ドギャップは変えずに伝導帯オフセットを増加させることである。
【０２７６】
　E.　電荷蓄積層の積層順序：　
　本発明の実施例の多くは、シリコン窒化膜をトンネル絶縁膜側に配置し、Ｔａを含んだ
high-k絶縁膜をブロック絶縁膜側に配置している。その理由は次の通りである。本発明の
例で、シリコン窒化膜とhigh-k絶縁膜を積層する場合は、high-k絶縁膜が主として電子を
捕獲することになる。このhigh-k絶縁物層がトンネル絶縁膜から遠い位置にあるほど、良
好なリテンション特性が得られるからである。通常の多値化動作では電子の書き込み側に
多くの閾値電圧レベルを作るので、そのリテンション特性が良好であることが望ましい。
【０２７７】
　このことをもっと一般的に考察すると次のようになる。電子に対する良好なリテンショ
ン特性を重視するならば、窒素を少なく含む層(もしくは窒素を含まない層)をできるだけ
ブロック絶縁膜側に近づけた配置をとるのが好ましい。このことを言い換えれば、窒素を
より多く含む層をできるだけトンネル絶縁膜側に近づけた配置をとるのが好ましい、とい
うことにもなる。窒素を多く含む絶縁物層は価電子帯バンドオフセットが小さくなり、正
孔捕獲を効率良く行うことができる。したがって、窒素を多く含む層をトンネル絶縁膜に
近い領域に配置することは、消去動作の効率を上げるという観点でも有利である。
【０２７８】
　なお、上記とは別に、リテンション特性よりも書き込み効率、および書き込み閾値電圧
ウィンドウを重視する応用例も皆無とは言えない。この場合は、high-k絶縁物層をトンネ
ル絶縁膜側に配置すればよい。あるいは、一般的には、窒素をより少なく含む層をできる
だけトンネル絶縁膜側に近づけた配置をとるのが好ましい。
【０２７９】
　F.　トンネル絶縁膜：　
　本発明の実施例では、第１絶縁膜(トンネル絶縁膜)としてシリコン酸窒化膜を用いる例
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を示した。しかし、トンネル絶縁膜として用いることのできるのは、シリコン酸窒化膜に
限らない。例えば、シリコン酸化膜/シリコン窒化膜/シリコン酸化膜のような３層構造の
トンネル絶縁膜を用いても構わない。この形態のトンネル絶縁膜は、非特許文献１７に示
すように、消去特性が向上することが報告されている。また、ＳｉＯ２の中央部にＳｉド
ットを含んだ二重障壁トンネル膜を用いてもよい。
【０２８０】
　G.　トンネル絶縁膜と電荷蓄積層との関係：　
　トンネル絶縁膜と電荷蓄積層とは、互いに異なる構造又は材料から構成されていてもよ
いし、互いに同じ構造又は材料から構成されていてもよい。例えば、トンネル絶縁膜およ
び電荷蓄積層共に、窒化物（例えば、Si3N4）から構成してもよい。
【０２８１】
　H.　ブロック絶縁膜：　
　本発明の実施例では、ブロック絶縁膜にアルミナを用いた。しかし、ブロック絶縁膜は
アルミナに限ることはない。ブロック絶縁膜は、アルミナを主成分とする金属酸化物であ
ってもよい。ここで、アルミナを主成分とする金属酸化物とは、金属酸化物内に含まれる
金属元素のうち、Alの組成比率、原子数又は原子密度が、他の全ての金属元素のそれより
も多い金属酸化物のことをいう。
【０２８２】
　また、ブロック絶縁膜は、Al, Hf, La, Y, Ce, Ti, Zr, Siのうちから選択される少な
くとも１つの元素を含む材料の酸化物、窒化物、又は、酸窒化物で構成するのがよい。例
えば、ＨｆＡｌＯ、ＨｆＡｌＯＮ、ＬａＡｌＯ、ＬａＡｌＯＮ、ＬａＡｌＳｉＯ、ＬａＡ
ｌＳｉＯＮ、ＨｆＳｉＯ、ＨｆＳｉＯＮ、ＺｒＡｌＯ、ＺｒＡｌＯＮ、ＺｒＳｉＯ、Ｚｒ
ＳｉＯＮなどをブロック絶縁膜に用いることができる。
【０２８３】
　また、ブロック絶縁膜は、単層膜に限ることはない。例えば、アルミナ/シリコン酸化
膜/アルミナ、もしくは前述の各種high-k絶縁膜材料を用いて、high-k/シリコン酸(窒)化
膜/high-k膜、もしくはhigh-k/シリコン酸(窒)化膜のような積層膜を構成しても構わない
。
【０２８４】
　なお、積層ブロック絶縁膜の場合、伝導帯バンドオフセットは、最も高いエネルギー位
置の伝導帯を持つ層で代表させることができる。また、価電子帯バンドオフセットは、最
も低いエネルギー位置を持つ層(正孔に対してエネルギーが最も高い層)で代表させること
ができる。
【０２８５】
　I.　ゲート電極　
　本発明の実施例では、制御ゲート電極としてＴａＮを用いた。しかし、制御ゲート電極
はＴａＮに限ることはない。多結晶シリコンを用いてもよいし、他の金属材料もしくはシ
リサイド材料を用いても構わない。それらの材料の例としては、Pt, W, Ir, Ru, Re, Mo,
 Ti, Ta, Ni, Coのうちから選択される１種類以上の元素を含む金属材料、Pt, W, Ti, Ta
, Ni, Coのうちから選択される１種類以上の元素を含む材料の珪化物、W, Ti, Taのうち
から選択される１種類以上の元素を含む材料の炭化物、W, Mo, Ti, Taのうちから選択さ
れる１種類以上の元素を含む材料の窒化物、Tiを含む材料の珪窒化物、又は、それらの化
合物若しくは混合物が挙げられる。
【０２８６】
　例えば、制御ゲート電極は、Pt, W, Ir, IrO2, Ru, RuO2, Re, TaC, TaN, Mo, MoNx, M
oSix, TiN, TiC, TiSiN, TiCN, Ni, NixSi, PtSix, WC, WN, WSixなどから構成される。
【０２８７】
　J.　界面層について
　トンネル絶縁膜と電荷蓄積層との間、電荷蓄積層とブロック絶縁膜との間、さらには、
ブロック絶縁膜と制御ゲート電極との間には、それぞれ、非常に薄い界面層が存在してい
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てもよい。すなわち、本発明は、これらの間の領域に界面層が存在する場合を含む。ここ
で、界面層とは、独自のプロセスにより積極的に作る層ではなく、プロセスの途中で付加
的に形成される層、例えば、膜表面が酸化されることにより形成される極薄酸化層など、
のことをいうものとする。
【０２８８】
　４．適用例　
　本発明の例は、主として、絶縁膜から構成される電荷蓄積層を有するメモリセル、およ
びそのようなメモリセルを含む不揮発性半導体記憶装置、その中でも特に、ＮＡＮＤ型の
素子構成をしたフラッシュメモリに適用することができる。
【０２８９】
　本発明の実施例では、電荷蓄積層として積層膜の例を示した。しかし、電荷蓄積層が完
全な積層膜ではなく、連続膜に近い場合にも、本発明の概念は同様に適用可能である。
【０２９０】
　さらに、本発明は基本的には電荷蓄積層およびブロック絶縁膜の構成に特徴があること
に注意されたい。したがって、本発明が適用される対象は必ずしもＭＯＮＯＳ型、ＳＯＮ
ＯＳ型のメモリセルに限らない。本発明は、トンネル絶縁膜が電荷蓄積層の最下層と同一
材料で構成されるＭＯＮＳ型のメモリセル、もしくはブロック絶縁膜が電荷蓄積層の最上
層と同一材料で構成されるＭＮＯＳ型のメモリセルにも適用可能である。また、同様の理
由で、基板側のドーパント不純物分布に関わらずに本発明の概念を用いることができる。
したがって、例えば、メモリセルがソース・ドレイン拡散層を有しないＤ(depression)－
ｔｙｐｅのＮＡＮＤセルにも有効である。
【０２９１】
　さらにまた、同様の理由から、本発明の例に係わるスタックゲート構造は、必ずしもシ
リコン(Si)基板上に形成する必要はない。例えば、シリコン基板上に形成されるウェル領
域上に本発明のスタックゲート構造を形成してもよい。また、シリコン基板の代わりに、
SiGe基板、Ge基板、SiGeC基板などを用いてもよいし、これらの基板内のウェル領域上に
本発明のメモリセル構造を形成してもよい。
【０２９２】
　さらに、本発明の例では、絶縁膜上に薄膜半導体が形成されるSOI(silicon on insulat
or)基板、SGOI(silicon-germanium on insulator)基板、GOI(germanium on insulator)基
板などを使用することもできるし、これらの基板内のウェル領域上に本発明のスタックゲ
ート構造を形成してもよい。
【０２９３】
　また、本発明の例では、ｐ型シリコン基板（ウェル領域を含む）上のｎチャネルトラン
ジスタのメモリセル構造について述べたが、これを、ｎ型シリコン基板（ウェル領域を含
む）上のｐチャネルトランジスタのメモリセル構造に置き換えることも可能である。この
場合、ソース又はドレイン拡散層の導電型は、ｐ型になる。
【０２９４】
　また、本発明は、３次元構造のメモリセルにも適用することができる。例えば、ＭＯＮ
ＯＳトランジスタ構造としてＦＩＮ型(Fin-FET)、Gate-all-around構造などにも適用でき
る。さらには、縦型ＭＯＮＯＳ(BiCS: bit cost scalability)、積層ＭＯＮＯＳにも適用
可能である。
【０２９５】
　また、本発明は、ＭＯＮＯＳ構造の動作方式に関わらずに適用することができる。例え
ば、ＭＯＮＯＳトランジスタのソース端とドレイン端の電荷蓄積層にそれぞれ電荷を蓄積
し、多値化動作を行うデバイス動作方式にも適用可能である。
【０２９６】
　また、本発明の例は、メモリセル内の要素技術に関わる発明であり、メモリセルの回路
レベルでの接続の仕方には依存しないため、ＮＡＮＤ型の不揮発性半導体メモリ以外に、
ＮＯＲ型、ＡＮＤ型、ＤＩＮＯＲ型の不揮発性半導体メモリ、ＮＯＲ型とＮＡＮＤ型の良
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い点を融合した２トラ型フラッシュメモリ、さらには、１つのメモリセルが２つの選択ト
ランジスタにより挟みこまれた構造を有する３トラＮＡＮＤ型などにも適用可能である。
また、本発明は、ＮＡＮＤ型のインタフェースとＮＯＲ型の高信頼性・高速読み出し機能
を兼ね備えたアーキテクチャーを持つフラッシュメモリにも適用することができる。
【０２９７】
　その他、本発明の例は、その要旨を逸脱しない範囲で、各構成要素を変形して具体化で
きる。さらに、上述の実施例に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより
種々の発明を構成できる。例えば、上述の実施例に開示される全構成要素から幾つかの構
成要素を削除してもよいし、異なる実施例の構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０２９８】
【図１】トンネル絶縁膜の実効電界、捕獲電流密度および通過電流密度の関係を示す特性
図。
【図２】電子が電荷蓄積層からブロック絶縁膜に抜ける様子を示す概念図。
【図３】電子が電荷蓄積層内に残留する確率の時間変化を示す説明図。
【図４】ブロック絶縁膜がアルミナの場合の実効電界と電子捕獲効率の関係を示す特性図
。
【図５】電荷蓄積層とブロック絶縁膜の間の電位障壁と、電子捕獲効率との関係を示す特
性図。
【図６】電子に関し、ブロック絶縁膜の比誘電率と必要最小限の電位障壁の関係を示す特
性図。
【図７】正孔に関し、ブロック絶縁膜の比誘電率と必要最小限の電位障壁の関係を示す特
性図。
【図８】電子・正孔の捕獲位置の分離によるリテンション時間の向上に関する説明図。
【図９】電子・正孔が共存する電荷蓄積層の状態図。
【図１０】本発明によるメモリセルのエネルギーバンド構造の概念図。
【図１１】参考例のメモリセル構造を示す断面図。
【図１２】実施例１のメモリセルの構造を示す断面図。
【図１３】実施例１のメモリセルの構造を示す断面図。
【図１４】実施例１のメモリセル構造の製造方法を示す断面図。
【図１５】実施例１のメモリセル構造の製造方法を示す断面図。
【図１６】実施例１のメモリセル構造の製造方法を示す断面図。
【図１７】実施例１のメモリセル構造の製造方法を示す断面図。
【図１８】実施例１のメモリセル構造の製造方法を示す断面図。
【図１９】実施例１のメモリセルのエネルギーバンド構造を示す説明図。
【図２０】実施例２のメモリセルの構造を示す断面図。
【図２１】実施例２のメモリセルのエネルギーバンド構造を示す説明図。
【図２２】実施例３のメモリセルの構造を示す断面図。
【図２３】実施例３のメモリセルのエネルギーバンド構造を示す説明図。
【図２４】実施例４のメモリセルの構造を示す断面図。
【図２５】実施例４のメモリセルのエネルギーバンド構造を示す説明図。
【図２６】実施例５のメモリセルの構造を示す断面図。
【図２７】実施例５のメモリセルのエネルギーバンド構造を示す説明図。
【図２８】実施例６のメモリセルの構造を示す断面図。
【図２９】実施例６のメモリセルのエネルギーバンド構造を示す説明図。
【図３０】実施例７のメモリセルの構造を示す断面図。
【図３１】実施例７のメモリセルのエネルギーバンド構造を示す説明図。
【図３２】実施例８のメモリセルの構造を示す断面図。
【符号の説明】
【０２９９】
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１１： シリコン基板（ウェルを含む）、１２：トンネルＳｉＯ2膜（第１絶縁膜）、１３
：　シリコン窒化膜(電荷蓄積層)、１４：アルミナ（第２絶縁膜）、１５：リン・ドープ
多結晶シリコン膜（制御ゲート電極）、１６：バリアメタル、２１： ソース・ドレイン
拡散層、２２： 素子分離絶縁層、２３： ワード線(低抵抗金属膜 (タングステン))、 １
０１: ｐ型シリコン基板（ウェルを含む）、１０２：　第１絶縁膜（トンネル絶縁膜: シ
リコン酸窒化膜）、１０３：　電荷蓄積層の下部 (シリコン窒化膜)、１０４:　 電荷蓄
積層の上部 (酸化タンタル膜)、１０５：　第２絶縁膜（ブロック絶縁膜: アルミナ）、
１０６：　制御ゲート電極 (窒化タンタル)、　１０７： バリアメタル （窒化タングス
テン）、　１０８:　 低抵抗金属膜 （タングステン）、　１０９：　電荷蓄積層の上部 
（ＴａＨｆＯ膜）、　
１１０：　電荷蓄積層の上部（ＴａＴｉＯ膜）、　１１１：　電荷蓄積層の上部（ＴａＡ
ｌＯ膜）、　１１２：　電荷蓄積層の上部（ＡｌＮ膜）、　１１３：　電荷蓄積層の下部
（ＨｆＯＮ膜）、　１１４：　電荷蓄積層の下部（酸化タンタル膜）、１１５：　電荷蓄
積層の上部（シリコン窒化膜）、　１２０： ソース・ドレイン拡散層、１２１：　素子
分離絶縁層（埋め込みシリコン酸化膜）、１３１：　マスク材、　１３２：　マスク材、
　１４１ａ： スリット、１４１ｂ： 素子分離トレンチ、　２０１: アルミナ、２０２: 
シリコン酸化膜、２０３：アルミナ　

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(38) JP 5459650 B2 2014.4.2

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(39) JP 5459650 B2 2014.4.2

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】



(40) JP 5459650 B2 2014.4.2

【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】



(41) JP 5459650 B2 2014.4.2

【図２９】

【図３０】

【図３１】

【図３２】



(42) JP 5459650 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０１Ｌ  21/318    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  21/316   　　　Ｓ          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/316    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  21/316   　　　Ｐ          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/314    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  21/316   　　　Ｍ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  21/318   　　　Ｍ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  21/314   　　　Ｍ          　　　　　

(74)代理人  100119976
            弁理士　幸長　保次郎
(74)代理人  100153051
            弁理士　河野　直樹
(74)代理人  100140176
            弁理士　砂川　克
(74)代理人  100100952
            弁理士　風間　鉄也
(74)代理人  100101812
            弁理士　勝村　紘
(74)代理人  100070437
            弁理士　河井　将次
(74)代理人  100124394
            弁理士　佐藤　立志
(74)代理人  100112807
            弁理士　岡田　貴志
(74)代理人  100111073
            弁理士　堀内　美保子
(74)代理人  100134290
            弁理士　竹内　将訓
(74)代理人  100127144
            弁理士　市原　卓三
(74)代理人  100141933
            弁理士　山下　元
(72)発明者  安田　直樹
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内

    審査官  小山　満

(56)参考文献  特開２００８－１３０６７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３１９０８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２１４５５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２８９７０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－２９７９７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２５９９８６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３３６　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３１４　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３１６　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３１８　　　



(43) JP 5459650 B2 2014.4.2

              Ｈ０１Ｌ　　２１／８２４７　　
              Ｈ０１Ｌ　　２７／１１５　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２９／７８８　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２９／７９２　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

