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(57) 要約 選択 トランジスタ S T とメモ リセル トランジスタM T とを有するメモ リセルM Cがマ トリクス状に配列
されて成るメモ リセルア レイ 1 0 と、ピツ ト線 B 」の電位を制御する列子コーダ 1 2 と、第 のワー ド線W 」 の
電位を制御する第 の行子コーダ 1 4 と、第 2 のワー ド線W」2 の電位を制御する第 の行子コーダ 1 6 と、ソー
ス線 」の電位を制御する第 の行子コーダ 1 8 とを有 し、列子コーダは第 の行子コーダ及び第 の行子コーダ
より耐圧の低い回路によ り構成されており、第 2 の行子コーダは第 の行子コーダ及び第 の行子コーダより耐圧
の低い回路により構成されている。 ピツ ト線 と第 のワー ド線 とが高速で制御され得るため、メモ リセル トランジ
スタに書き込まれた情報を高速で読み出すことができる。



不揮発，性半導体記，漬装置並びにその読み出し方、法、書き込み方法及び

消去方法

技術分野

０００1 本発明は、不揮発性半導体記憶装置並びにその読み出し方法、書き込み方法及

び消去方法に関する。

背景技術

０００2 近時、選択トランジスタとメモリセルトランジスタとにょりメモリセルを構成した不揮発

性半導体記憶装置が提案されている (特許文献 ，2 参照 ) 。

０００3 このょぅな不揮発性半導体記憶装置では、ビ、ソト線、ワード線、ソース線等を列デコ

ーダや行デコーダにょり適宜選択することにょり、メモリセルが選択され、選択された

メモリセルに対して情報の読み出し、書き込み、消去等が行われる。

特許文献 1 特開2 ００5 ０号公報

特許文献2 特開2 ００5 22772 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００4 しかしながら、提案されている不揮発性半導体記憶装置では、列デコーダと行デコ

ーダのいずれにも高耐圧回路 (高電圧回路 ) が用いられていた。高耐圧回路には厚

いゲート絶縁膜を有する高耐圧トランジスタが用いられているため、メモリセルに書き

込まれた情報を高速で読み出すことが困難であった。

０００5 本発明の目的は、高速で動作し得る不揮発性半導体記憶装置並びにその読み出

し方法、書き込み方法及び消去方法を提供することにある。

課題を解決するための手段

０００6 本発明の一観点にょれば、選択トランジスタと、前記選択トランジスタに接続された

メモリセルトランジスタとを有するメモリセルが、マトリクス状に複数配列されて成るメモ

リセルアレイと、同一の列に存在する複数の前記選択トランジスタのドレインを共通接

続する複数のビ、ソト線と、同一の行に存在する複数の前記メモリセルトランジスタのコ



ントロールゲートを共通接続する複数の第 のワード線と、同一の行に存在する複数

の前記選択トランジスタのセレクトゲートを共通接続する複数の第2のワード線と、同

一の行に存在する前記複数のメモリセルトランジスタのソースを共通接続する複数の

ソース線と、前記複数のビット線に接続され、前記複数のビ、ソト線の電位を制御する

列デコーダと、前記複数の第 のワード線に接続され、前記複数の第 のワード線の

電位を制御する第 の行デコーダと、前記複数の第2のワード線に接続され、前記複

数の第2のワード線の電位を制御する第2の行デコーダと、前記複数のソース線に接

続され、前記複数のソース線の電位を制御する第3の行デコーダとを有し、前記列デ

コーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の行デコーダより耐圧の低い回路によ

り構成されており、前記第2の行デコーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の

行デコーダより耐圧の低い回路により構成されていることを特徴とする不揮発性半導

体記憶装置が提供される。

本発明の他の観点によれば、選択トランジスタと、前記選択トランジスタに接続され

たメモリセルトランジスタとを有するメモリセルが、マトリクス状に複数配列されて成るメ

モリセルアレイと 同一の列に存在する複数の前記選択トランジスタのドレインを共通

接続する複数のビ、ソト線と、同一の行に存在する複数の前記メモリセルトランジスタの

コントロールゲートを共通接続する複数の第 のワード線む同一の行に存在する複

数の前記選択トランジスタのセレクトゲートを共通接続する複数の第2のワード線と、

同一の行に存在する前記複数のメモリセルトランジスタのソースを共通接続する複数

のソース線む前記複数のビット線に接続され、前記複数のビット線の電位を制御する

列デコーダむ前記複数の第 のワード線に接続され、前記複数の第 のワード線の

電位を制御する第 の行デコーダむ前記複数の第2のワード線に接続され、前記複

数の第2のワード線の電位を制御する第2の行デコーダむ前記複数のソース線に接

続され、前記複数のソース線の電位を制御する第3の行デコーダとを有し、前記列デ

コーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の行デコーダより耐圧の低い回路によ

り構成されており、前記第2の行デコーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の

行デコーダより耐圧の低い回路により構成されている不揮発性半導体記憶装置の読

み出し方法であって、前記第2の行デコーダにより一の前記第2のワード線に第 の



電圧を選択的に印加し、前記列デコーダにより一の前記ビット線に第2の電圧を選択

的に印加することにより、選択された前記メモリセルに書き込まれた情報を前記一の

ビット線に流れる電流に基づいて読み出すことを特徴とする不揮発性半導体記憶装

置の読み出し方法が提供される。

０００8 本発明の更に他の観点によれば、選択トランジスタと、前記選択トランジスタに接続

されたメモリセルトランジスタとを有するメモリセルが、マトリクス状に複数配列されて成

るメモリセルアレイと 同一の列に存在する複数の前記選択トランジスタのドレインを

共通接続する複数のビ、ソト線む同一の行に存在する複数の前記メモリセルトランジス

タのコントロールゲートを共通接続する複数の第 のワード線む同一の行に存在する

複数の前記選択トランジスタのセレクトゲートを共通接続する複数の第2のワード線と

同一の行に存在する前記複数のメモリセルトランジスタのソースを共通接続する複

数のソース線む前記複数のビット線に接続され、前記複数のビット線の電位を制御

する列デコーダむ前記複数の第 のワード線に接続され、前記複数の第 のワード

線の電位を制御する第 の行デコーダむ前記複数の第2のワード線に接続され、前

記複数の第2のワード線の電位を制御する第2の行デコーダむ前記複数のソース線

に接続され、前記複数のソース線の電位を制御する第3の行デコーダとを有し、前記

列デコーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の行デコーダより耐圧の低い回

路により構成されており、前記第2の行デコーダは、前記第 の行デコーダ及び前記

第3の行デコーダより耐圧の低い回路により構成されている不揮発性半導体記憶装

置の書き込み方法であって、前記第2の行デコーダにより一の前記第2のワード線に

第 の電圧を選択的に印加し、前記第3の行デコーダにより一の前記ソース線に第2

の電圧を選択的に印加し、前記第 の行デコーダにより一の前記第 のワード線に第

3の電圧を選択的に印加し、前記列デコーダにより一の前記ビ、ソト線を選択的に接地

することにより、選択された前記メモリセルに情報を書き込むことを特徴とする不揮発

性半導体記憶装置の書き込み方法が提供される。

０００9 本発明の更に他の観点によれば、選択トランジスタと、前記選択トランジスタに接続

されたメモリセルトランジスタとを有するメモリセルが、マトリクス状に複数配列されて成

るメモリセルアレイと 同一の列に存在する複数の前記選択トランジスタのドレインを



共通接続する複数のビ、ソト線む同一の行に存在する複数の前記メモリセルトランジス

タのコントロールゲートを共通接続する複数の第 のワード線む同一の行に存在する

複数の前記選択トランジスタのセレクトゲートを共通接続する複数の第2のワード線と

同一の行に存在する前記複数のメモリセルトランジスタのソースを共通接続する複

数のソース線と 前記複数のビット線に接続され、前記複数のビット線の電位を制御

する列デコーダと 前記複数の第 のワード線に接続され、前記複数の第 のワード

線の電位を制御する第 の行デコーダど前記複数の第2のワード線に接続され、前

記複数の第2のワード線の電位を制御する第2の行デコーダと 前記複数のソース線

に接続され、前記複数のソース線の電位を制御する第3の行デコーダとを有し、前記

列デコーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の行デコーダより耐圧の低い回

路により構成されており、前記第2の行デコーダは、前記第 の行デコーダ及び前記

第3の行デコーダより耐圧の低い回路により構成されている不揮発性半導体記憶装

置の書き込み方法であって、徐々に上昇する第 の電圧を前記第 の行デコーダに

より一の前記第 のワード線に選択的に印加するとともに、前記第3の行デコーダによ

り一の前記ソース線に第2の電圧をパルス状に印加することにより、選択された前記メ

モリセルに情報を書き込むことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の書き込み方

法が提供される。

本発明の更に他の観点によれば、選択トランジスタと、前記選択トランジスタに接続

されたメモリセルトランジスタとを有するメモリセルが、マトリクス状に複数配列されて成

るメモリセルアレイと 同一の列に存在する複数の前記選択トランジスタのドレインを

共通接続する複数のビ、ソト線む同一の行に存在する複数の前記メモリセルトランジス

タのコントロールゲートを共通接続する複数の第 のワード線む同一の行に存在する

複数の前記選択トランジスタのセレクトゲートを共通接続する複数の第2のワード線と

同一の行に存在する前記複数のメモリセルトランジスタのソースを共通接続する複

数のソース線む前記複数のビット線に第 の保護トランジスタを介して接続され、前

記複数のビ、ソト線の電位を制御する列デコーダむ前記複数の第 のワード線に接続

され、前記複数の第 のワード線の電位を制御する第 の行デコーダど前記複数の

第2のワード線に第2の保護トランジスタを介して接続され、前記複数の第2のワード



線の電位を制御する第2の行デコーダむ前記複数のソース線に接続され、前記複数

のソース線の電位を制御する第3の行デコーダむ複数の前記第 の保護トランジスタ

及び複数の前記第2の保護トランジスタを制御する第 の制御回路とを有し、前記列

デコーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の行デコーダより耐圧の低い回路

により構成されており、前記第2の行デコーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第

3の行デコーダより耐圧の低い回路により構成されている不揮発性半導体記憶装置

の消去方法であって、前記第 の制御回路により前記第 の保護トランジスタを制御

することにより前記複数のビット線を前記行デコーダから電気的に分離し、前記第

の制御回路により前記第2の保護トランジスタを制御することにより前記複数の第2の

ワード線を前記第2の行デコーダから電気的に分離し、前記第 の行デコーダにより

前記複数の第 のワード線に電圧を印加することにより、前記メモリセルに書き込まれ

た情報を消去することを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の消去方法が提供さ

れる。

本発明の更に他の観点によれば、選択トランジスタと、前記選択トランジスタに接続

されたメモリセルトランジスタとを有するメモリセルが、マトリクス状に複数配列されて成

るメモリセルアレイと 同一の列に存在する複数の前記選択トランジスタのドレインを

共通接続する複数のビ、ソト線む同一の行に存在する複数の前記メモリセルトランジス

タのコントロールゲートを共通接続する複数の第 のワード線む同一の行に存在する

複数の前記選択トランジスタのセレクトゲートを共通接続する複数の第2のワード線と

同一の行に存在する前記複数のメモリセルトランジスタのソースを共通接続する複

数のソース線む前記複数のビット線に第 の保護トランジスタを介して接続され、前

記複数のビ、ソト線の電位を制御する列デコーダむ前記複数の第 のワード線に接続

され、前記複数の第 のワード線の電位を制御する第 の行デコーダむ前記複数の

第2のワード線に第2の保護トランジスタを介して接続され、前記複数の第2のワード

線の電位を制御する第2の行デコーダむ前記複数のソース線に接続され、前記複数

のソース線の電位を制御する第3の行デコーダむ前記複数の第2のワード線に接続

され、前記複数の第2のワード線の電位を制御する第4の行デコーダど複数の前記

第 の保護トランジスタ及び複数の前記第2の保護トランジスタを制御する第 の制御



回路とを有し、前記列デコーダは、前記第 の行デコーダ、前記第3の行デコーダ及

び前記第4の行デコーダより耐圧の低い回路により構成されており、前記第2の行デ

コーダは、前記第 の行デコーダ、前記第3の行デコーダ及び前記第4の行デコーダ

より耐圧の低い回路により構成されている不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法

であって、前記第 の制御回路により前記複数の第2の保護トランジスタを制御するこ

とにより前記複数の第2のワード線を前記第2の行デコーダから電気的に分離し、前

記第4の行デコーダにより一の前記第2のワード線に選択的に第 の電圧を印加し、

前記第3の行デコーダにより一の前記ソース線に第2の電圧を選択的に印加し、前記

第 の行デコーダにより一の前記第 のワード線に第3の電圧を選択的に印加し、前

記列デコーダにより一の前記ビ、ソト線を選択的に接地することにより、選択された前記

メモリセルに情報を書き込むことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の書き込み

方法が提供される。

本発明の更に他の観点によれば、選択トランジスタと、前記選択トランジスタに接続

されたメモリセルトランジスタとを有するメモリセルが、マトリクス状に複数配列されて成

るメモリセルアレイと 同一の列に存在する複数の前記選択トランジスタのドレインを

共通接続する複数のビ、ソト線む同一の行に存在する複数の前記メモリセルトランジス

タのコントロールゲートを共通接続する複数の第 のワード線む同一の行に存在する

複数の前記選択トランジスタのセレクトゲートを共通接続する複数の第2のワード線と

同一の行に存在する前記複数のメモリセルトランジスタのソースを共通接続する複

数のソース線む前記複数のビット線に第 の保護トランジスタを介して接続され、前

記複数のビ、ソト線の電位を制御する列デコーダむ前記複数の第 のワード線に接続

され、前記複数の第 のワード線の電位を制御する第 の行デコーダむ前記複数の

第2のワード線に第2の保護トランジスタを介して接続され、前記複数の第2のワード

線の電位を制御する第2の行デコーダむ前記複数のソース線に接続され、前記複数

のソース線の電位を制御する第3の行デコーダむ各々の行において前記第2のワー

ド線と前記ソース線との間に設けられたバイパストランジスタと 複数の前記第 の保

護トランジスタ及び複数の前記第2の保護トランジスタを制御する第 の制御回路と

複数の前記バイパストランジスタを制御する第2の制御回路とを有し、前記列デコー



ダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の行デコーダより耐圧の低い回路により構

成されており、前記第2の行デコーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の行デ

コーダより耐圧の低い回路により構成されている不揮発性半導体記憶装置の書き込

み方法であって、前記第 の制御回路により前記複数の第2の保護トランジスタを制

御することにより前記複数の第2のワード線を前記第2の行デコーダから電気的に分

離し、前記第2の制御回路により前記複数のバイパストランジスタを制御することによ

り、各々の行における前記第2のワード線と前記ソース線とを互いに電気的に接続し

、前記第3の行デコーダにより一の前記ソース線及び一の前記第2のワード線に第

の電圧を選択的に印加し、前記第 の行デコーダにより一の前記第 のワード線に前

記第 の電圧より高い第2の電圧を選択的に印加し、前記列デコーダにより一の前記

ビット線を選択的に接地することにより、選択された前記メモリセルに情報を書き込む

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法が提供される。

本発明の更に他の観点によれば、選択トランジスタと、前記選択トランジスタに接続

されたメモリセルトランジスタとを有するメモリセルが、マトリクス状に複数配列されて成

るメモリセルアレイと 同一の列に存在する複数の前記選択トランジスタのドレインを

共通接続する複数のビ、ソト線む同一の行に存在する複数の前記メモリセルトランジス

タのコントロールゲートを共通接続する複数の第 のワード線む同一の行に存在する

複数の前記選択トランジスタのセレクトゲートを共通接続する複数の第2のワード線と

同一の行に存在する前記複数のメモリセルトランジスタのソースを共通接続する複

数のソース線む前記複数のビット線に第 の保護トランジスタを介して接続され、前

記複数のビ、ソト線の電位を制御する列デコーダむ前記複数の第 のワード線に接続

され、前記複数の第 のワード線の電位を制御する第 の行デコーダむ前記複数の

第2のワード線に第2の保護トランジスタを介して接続され、前記複数の第2のワード

線の電位を制御する第2の行デコーダむ前記複数のソース線に接続され、前記複数

のソース線の電位を制御する第3の行デコーダむ各々の行において前記第 のワー

ド線と前記第2のワード線との間に設けられたバイパストランジスタと 複数の前記第

の保護トランジスタ及び複数の前記第2の保護トランジスタを制御する第 の制御回

路と 複数の前記バイパストランジスタを制御する第2の制御回路とを有し、前記列デ



コーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の行デコーダより耐圧の低い回路によ

り構成されており、前記第2の行デコーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の

行デコーダより耐圧の低い回路により構成されている不揮発性半導体記憶装置の書

き込み方法であって、前記第 の制御回路により前記複数の第2の保護トランジスタ

を制御することにより前記複数の第2のワード線を前記第2の行デコーダから電気的

に分離し、前記第2の制御回路により前記複数のバイパストランジスタを制御すること

により、各々の行における前記第 のワード線と前記第2のワード線とを互いに電気

的に接続し、前記第3の行デコーダにより一の前記ソース線に第 の電圧を選択的に

印加し、前記第 の行デコーダにより一の前記第 のワード線及び一の前記第2のワ

ード線に第2の電圧を選択的に印加し、前記列デコーダにより一の前記ビット線を選

択的に接地することにより、選択された前記メモリセルに情報を書き込むことを特徴と

する不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法が提供される。

発明の効果

００14 本発明によれば、選択トランジスタのドレイン拡散層を共通接続するビット線の電位

を制御する列デコーダが、高速動作が可能な低電圧回路により構成されており、選

択トランジスタのセレクトゲートを共通接続する第2のワード線の電位を制御する第2

の行デコーダが、高速動作が可能な低電圧回路により構成されており、ビット線と第2

のワード線のみの電位を制御することにより、メモリセルトランジスタに書き込まれた情

報を読み出すことができる。ビット線と第2のワード線とが高速で制御され得るため、

本発明によれば、メモリセルトランジスタに書き込まれた情報を高速で読み出し得る

不揮発性半導体記憶装置を提供することができる。

００15 また、本発明によれば、選択トランジスタが Sトランジスタにより構成されてレ巧
ため、P S トランジスタにより選択トランジスタを構成する場合と比較して、動作速

度の高速ィビに寄与することができる。

００16 図 図 は、本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置を示す回路図

である。

図2 図2は、本発明の第ェ実施形態による不揮発性半導体記憶装置のメモリセルア



レイを示す平面図である。

図3 図3は、図2の 断面図である。

図4 図4は、図2の 断面図である。

図5 図5は、図2のC 断面図である。

図6 図6は、本発明の第ェ実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し方

法、書き込み方法及び消去方法を示す図である。

図7 図7は、本発明の第ェ実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法を

示す工程断面図 (その )である。

図8 図8は、本発明の第ェ実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法を

示す工程断面図 (その2)である。

図9 図9は、本発明の第ェ実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法を

示す工程断面図 (その3)である。

図1０図 ０は、本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法

を示す工程断面図 (その4)である。

図11 図皿は、本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法

を示す工程断面図 (その5)である。

図12 図 2は、本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法

を示す工程断面図 (その6)である。

図13 図 3は、本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法

を示す工程断面図 (その7)である。

図14 図 4は、本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法

を示す工程断面図 (その8)である。

図15 図 5は、本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法

を示す工程断面図 (その9)である。

図16 図 6は、本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法

を示す工程断面図 (その ０)である。

図 7 図 7は、本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法

を示す工程断面図 (その )である。



図18 図 8は、本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法

を示す工程断面図 (その 2)である。

図19 図 9は、本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法

を示す工程断面図 (その 3)である。

図2０図2０は、本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法

を示す工程断面図 (その 4)である。

図2 1 図2 は、本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法

を示す工程断面図 (その 5)である。

図22 図22は、本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法

を示す工程断面図 (その 6)である。

図23 図23は、本発明の第2実施形態による不揮発性半導体記憶装置の一部を示

す回路図である。

図24 図24は、本発明の第2実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し

方法、書き込み方法及び消去方法を示す図である。

図25 図25は、本発明の第2実施形態による不揮発性半導体記憶装置の書き込み

方法を示すタイムチャートである。

図26 図26は、本発明の第3実施形態による不揮発性半導体記憶装置の一部を示

す回路図である。

図27 図27は、本発明の第3実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し

方法、書き込み方法及び消去方法を示す図である。

図28 図28は、本発明の第4実施形態による不揮発性半導体記憶装置の一部を示

す回路図である。

図29 図29は、本発明の第4実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し

方法、書き込み方法及び消去方法を示す図である。

図3０図3０は、コントロールゲート電圧と閾値電圧との差と、メモリセルトラン、ジスタの

ソースノドレイン間電圧との関係を示すグラフである。

図3 1 図3 は、本発明の第5実施形態による不揮発性半導体記憶装置を示す回路

図である。



図32 図32は、本発明の第5実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し

方法、書き込み方法及び消去方法を示す図である。

図33 図33は、本発明の第6実施形態による不揮発性半導体記憶装置を示す回路

図である。

図34 図34は、本発明の第6実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し

方法、書き込み方法及び消去方法を示す図である。

図35 図35は、本発明の第7実施形態による不揮発性半導体記憶装置を示す回路

図である。

図36 図36は、本発明の第7実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し

方法、書き込み方法及び消去方法を示す図である。

図37 図37は、本発明の第8実施形態による不揮発性半導体記憶装置を示す回路

図である。

図38 図38は、本発明の第8実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し

方法、書き込み方法及び消去方法を示す図である。

図39 図39は、本発明の第9実施形態による不揮発性半導体記憶装置を示す断面

図である。

図4０図4０は、本発明の第9実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し

方法、書き込み方法及び消去方法を示す図である。

符号の説明

2 …メモリセルアレイ領域

4 …周辺回路領域

6 …高耐圧トラン、ジスタが形成される領域

6 …高耐圧 チャネルトラン、ジスタが形成される領域

6P…高耐圧Pチャネルトラン、ジスタが形成される領域

8 …低電圧トラン、ジスタが形成される領域

8 …低電圧 チャネルトラン、ジスタが形成される領域

8P…低電圧Pチャネルトラン、ジスタが形成される領域

０…メモリセルアレイ



…列デコーダ
。…センスアンフ

…第 の行デコーダ

…第2の行デコーダ

…第3の行デコーダ

…半導体基板

…素子領域

…素子分離領域

…埋め込み拡散層

…ウェル
…トンネル絶縁膜

・トンネル絶縁膜

b …ゲート絶縁膜

a・‥フローティングゲート

b …セレクトゲート

、32b …絶縁膜

a・‥コントロールゲート

b …ポリシリコン膜

c 34d…ゲート電極

…不純物拡散層

a・‥不純物拡散層、ソース拡散層

b …不純物拡散層

c・‥不純物拡散層、ドレイン拡散層

…サイドウオール絶縁膜

a・・・シリサイド層、ソース電極

b …シリサイド層、ドレイン電極

c～38f…シリサイド層
…サイドウオール絶縁膜



4０…層間絶縁膜

42…コンタクトホール

44…導体プラグ

46…配線 (第 金属配線層)

48…層間絶縁膜

5０…コンタクトホール

52…導体プラグ

54 …配線 (第2金属配線層)

56…層間絶縁膜

58…コンタクトホール

6０…導体プラグ

62…配線 (第3金属配線層)

64…熱酸化膜

66…シリコン窒化膜

68…溝

69…犠牲酸化膜

7０…埋め込み拡散層

72P…P型ウェル
72 … 型ウェル
74P…P型ウェル
74 … 型ウェル
76…ゲート絶縁膜

78…ゲート絶縁膜

8０…反射防止膜

82…シリコン酸化膜

84…シリコン窒化膜、サイドウオール絶縁膜

86…低濃度拡散層

88…低濃度拡散層



9０…低濃度拡散層

92…低濃度拡散層

…シリコン酸化膜、サイドウオール絶縁膜

94 …高濃度拡散層

96…ソースノドレイン拡散層

98… 高濃度拡散層

０…ソースノドレイン拡散層

2 …高濃度拡散層

4 …ソースノドレイン拡散層

6 …高濃度拡散層

8 …ソースノドレイン拡散層

1 O …高耐圧 チャネルトランジスタ

OP …高耐圧Pチャネルトランジスタ

…低電圧 チャネルトランジスタ

P …低電圧Pチャネルトランジスタ

1 14 …シリコン窒化膜

1 16 …シリコン酸化膜

1 18 …シリコン酸化膜

０…シリコン酸化膜

2 …シリコン酸化膜

4 …シリコン酸化膜

6 …シリコン酸化膜

8 …シリコン酸化膜

０…層間絶縁膜

2 …コンタクトホール

4 …導体プラグ

6 …配線偵 4金属配線副
8 …シリコン酸化膜



…シリコン酸ィロ膜

…層間絶縁膜

3 …コンタクトホール

4 …導体プラグ

F …配線

…シリコン酸ィロ膜

8 …シリコン窒ィロ膜

F …第 の保護トラン、ジスタ

F g …第2の保護トラン、ジスタ

F 4 …制御回路、第 の制御回路

5 …第4の行デコーダ

F …バイパストランジスタ

…第2の制御回路

S …選択トラン、ジスタ

…メモリセルトラン、ジスタ

V …メ「 モリセル
…ビット線

W …第 のワード線

W g …第2のワード線
…ソース線

…第 の制御線

T …第2の制御線

…第3の制御線

発明を実施するための最良の形態

「0 第 実施形態

本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置及びその読み出し方法、

書き込み方法、消去方法、並びに、その不揮発性半導体記憶装置の製造方法を図

乃至図9 を用いて説明する。



００19 (不揮発性半導体記憶装置)

まず、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置について図 乃至図6を用いて

説明する。図 は、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置を示す回路図である

００2０ 図 に示すよぅに、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置は、選択トランジス

タS と、選択トランジスタS に接続されたメモリセルトランジスタ とによりメモリセ

ル Cが構成されている。選択トランジスタS のソースは、メモリセルトランジスタ

のドレインに接続されている。より具体的には、選択トランジスタS のソースとメモリセ

ルトランジスタ のドレインとは、 つの不純物拡散層により一体に形成されている。

００2 1 複数のメモリセル Cは、マトリクス状に配列されている。マトリクス状に配列された

複数メモリセル Cにより、メモリセルアレイ ０が構成されている。

００22 同一の列に存在する複数の選択トランジスタS のドレインは、ビット線 により共

通接続されている。

００23 同一の行に存在する複数のメモリセルトランジスタ のコントロールゲートは、第

のワード線W により共通接続されている。

００24 同一の行に存在する複数の選択トランジスタS のセレクトゲートは、第2のワード線

W 2により共通接続されている。

００25 同一の行に存在する複数のメモリセルトランジスタ のソースは、ソース線S によ

り共通接続されている。

００26 選択トランジスタS のドレインを共通接続する複数のビ、ソト線 は、列デコーダ 2

に接続されている。列デコーダ 2は、選択トランジスタS のドレインを共通接続する

複数のビ、ソト線 の電位を制御するためのものである。列デコーダ 2には、ビット線

に流れる電流を検出するためのセンスアンプ 3が接続されている。列デコーダ

2は、比較的低い電圧で動作する低電圧回路により構成されている。低電圧回路は

、耐圧が比較的低い一方、高速で動作し得る回路である。低電圧回路のトランジスタ

(図示せず)のゲート絶縁膜 (図示せず) は、比較的薄く形成されている。このため、

列デコーダ 2に用いられている低電圧回路のトランジスタは比較的高速で動作し得

る。本実施形態において列デコーダ 2に低電圧回路を用いているのは、選択トラン



、ジスタS のドレインには高電圧を印加する必要がない一方、メモリセルトランジスタ

に書き込まれた情報を読み出す際に選択トランジスタS を高速で動作させることが

必要なためである。本実施形態では、列デコーダ 2に低電圧回路が用いられている

ため、選択トランジスタS を比較的高速で動作させることができ、ひいては読み出し

速度の速い不揮発性半導体記憶装置を提供することが可能となる。

００27 メモリセルトランジスタ のコントロールゲートを共通接続する複数の第 のワード

線W は、第 の行デコーダ 4に接続されている。第 の行デコーダ 4は、メモリセ

ルトランジスタ のコントロールゲートを共通接続する複数の第 のワード線W 2

の電位を制御するためのものである。第 の行デコーダ 4は、高電圧回路 (高耐圧

回路 ) により構成されている。高電圧回路は、動作速度が比較的遅い一方、耐圧が

比較的商い回路である。高電圧回路のトランジスタ(図示せず)のゲート絶縁膜 (図示

せず) は、十分な耐圧を確保すべく、比較的厚く形成されている。このため、高電圧

回路のトランジスタは、低電圧回路のトランジスタと比較して、動作速度が遅い。本実

施形態において第 の行デコーダ 4に高電圧回路を用いているのは、メモリセルトラ

ンジスタ に情報を書き込む際やメモリセルトランジスタ に書き込まれた情報を

消去する際に、第 のワード線W に高電圧を印加する必要があるためである。な

お、後述するよぅに、メモリセルトランジスタ に書き込まれた情報を読み出す際に

は、第 のワード線W には常に電源電圧 が
c

印加されている。このため、第 の

行デコーダ 4に用いられている高電圧回路の動作速度が比較的遅くても、特段の

問題はない。

００28 選択トランジスタS のセレクトゲートを共通接続する複数の第2のワード線W 2は、

第2の行デコーダ 6に接続されている。第2の行デコーダ 6は、選択トランジスタS

のセレクトゲートを共通接続する複数の第2のワード線W 2の電位を制御するための

ものである。第2の行デコーダ 6は、低電圧回路 (低耐圧回路 ) により構成されてレ巧
。本実施形態において第2の行デコーダ 6に低電圧回路を用いているのは、選択ト

ランジスタS のセレクトゲートには高電圧を印加する必要がない一方、選択トランジ

スタS を高速で動作させることが重要なためである。本実施形態では、第2の行デコ

ーダ 6に低電圧回路が用いられているため、選択トランジスタS を比較的高速で動



作させることができ、ひいては読み出し速度の速い不揮発性半導体記憶装置を提供

することが可能となる。

００2 9 メモリセルトランジスタ のソースを共通接続する複数のソース線S は、第3の行

デコーダ 8 に接続されている。第3の行デコーダ 8 は、メモリセルトランジスタ の

ソースを共通接続する複数のソース線S の電位を制御するためのものである。第3

の行デコーダ 8 は、高電圧回路 (高耐圧回路 ) により構成されている。本実施形態に

おいて第3の行デコーダ 8 に高電圧回路を用いているのは、メモリセルトランジスタ

に情報を書き込む際に、ソース線S に高電圧を印加する必要があるためである

。なお、後述するよぅに、メモリセルトランジスタ に書き込まれた情報を読み出す際

には、ソース線S は常に接地されている。このため、第3の行デコーダ 8の動作速

度が比較的遅くても、特段の問題はない。

００3０ 次に、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置のメモリセルアレイの構造を図2

乃至図5を用いて説明する。図2は、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の

メモリセルアレイを示す平面図である。図3は、図2の 断面図である。図4 は、

図2の 断面図である。図5 は、図2のC 断面図である。

００3 1 半導体基板2０には、素子領域2 を画定する素子分離領域2 2が形成されている。

半導体基板2０としては、例えばP型のシリコン基板が用いられている。素子分離領域

2 2は、例えばS ( ha ow T ench so a on)法により形成されている。

００3 2 素子分離領域2 2が形成された半導体基板2０内には、 型の埋め込み拡散層24

が形成されている。 型の埋め込み拡散層24の上側の部分は、P型ウェル2 6 となっ
ている。

００3 3 半導体基板2０上には、トンネル絶縁膜28a を介してフローティングゲート3０a が形

成されている。フローティングゲート3０aは、各々の素子領域2 毎に電気的に分離さ

れている。

００3 4 フローティングゲート3０a上には、絶縁膜 32a を介してコントロールゲート34 aが形

成されている。同一の行に存在するメモリセルトランジスタ のコントロールゲート3

4 aは、共通接続されている。換言すれば、フローティングゲート3０上には、絶縁膜 3

2を介して、コントロールゲート34 aを共通接続する第 のワード線W が形成されて



いる。

００3 5 半導体基板2０上には、フローティングゲート3０a と並行して、選択トランジスタS の

セレクトゲート3０bが形成されている。同一の行に存在する選択トランジスタS のセレ

クトゲート3０bは、共通接続されている。換言すれば、半導体基板2０上には、ゲート

絶縁膜28b を介して、セレクトゲート3０bを共通接続する第2のワード線W 2が形成

されている。選択トランジスタS のゲート絶縁膜28b の膜厚は、メモリセルトランジスタ

のトンネル絶縁膜28a の膜厚と等しくなっている。

００3 6 セレクトゲート3０b上には、絶縁膜3 2bを介して、ポリシリコン層34bが形成されてい
る。

００3 7 フローティングゲート3０aの両側の半導体基板2０内、及び、セレクトゲート3０bの両

側の半導体基板2０内には、 型の不純物拡散層36a 36b 36c が形成されてレ巧

００3 8 メモリセルトランジスタ のドレインを構成する不純物拡散層3 6bと選択トランジス

タS のソースを構成する不純物拡散層3 6bとは、同一の不純物拡散層3 6bにより構

成されている。

００3 9 フローティングゲート3０a とコントロールゲート34aとを有する積層体の側壁部分に

は、サイドウオール絶縁膜3 7が形成されている。

００4０ また、セレクトゲート3 bとポリシリコン層34bとを有する積層体の側壁部分には、サ

イドウオール絶縁膜3 7が形成されている。

００4 1 メモリセルトランジスタ のソース領域36a 上、選択トランジスタS のドレイン領域

36c 上、コントロールゲー34aの上部、及び、ポリシリコン層34bの上部には、例えば

コバルトシリサイドより成るシリサイド層38a ～3 8 dがそれぞれ形成されている。ソース

電極36a 上のシリサイド層38a は、ソース電極として機能する。ドレイン電極36c 上の

シリサイド層38c は、ドレイン電極として機能する。

００42 こぅして、フローティングゲート3 a とコントロールゲート34 aとソースノドレイン拡散

層38a 38b とを有するメモリセルトランジスタ が構成されている。

００43 また、セレクトゲート3０bとソースノドレイン拡散層 3 6b 36c とを有する選択トランジ

スタS が構成されている。選択トランジスタS は、 OSトランジスタである。本実



施形態では、選択トランジスタとして、P S トランジスタより動作速度が速 n

トランジスタが用いられているため、動作速度の向上に寄与することができる。

００44 メモリセルトランジスタ 及び選択トランジスタ が形成された半導体基板 n上

には、シリコン窒ィロ膜 (図示せず) とシリコン酸ィロ膜 (図示せず) とから成る層間絶縁膜

4０が形成されている。

００45 層間絶縁膜4０には、ソース電極38a 、ドレイン電極38 にそれぞれ達するコンタクト

ホール42が形成されている。

００46 コンタクトホール42内には、例えばタングステンより成る導体プラグAAが埋め込まれ

ている。

００47 導体プラグ44が埋め込まれた層間絶縁膜4０上には、配線 (第 金属配線層) A6が

形成されている。

００48 配線46が形成された層間絶縁膜4０上には、層間絶縁膜48が形成されている。

００49 層間絶縁膜48には、配線46に達するコンタクトホール が形成されている。

００5０ コンタクトホール5０内には、例えばタングステンより成る導体プラグ が埋め込まれ

ている。

００5 1 導体プラグ52が埋め込まれた層間絶縁膜48上には、配線 (第2金属配線層 が

形成されている。

００52 配線54が形成された層間絶縁膜48上には、層間絶縁膜 が形成されている。

００53 層間絶縁膜56には、配線54に達するコンタクトホール が形成されている。

００54 コンタクトホール 内には、例えばタングステンより成る導体プラグ が埋め込まれ

ている。

００55 導体プラグ6０が埋め込まれた層間絶縁膜 上には、配線 (第3金属配線層) 9が

形成されている。

００56 こぅして、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置のメモリセルアレイ 図 参

照) が構成されている。

００57 (不揮発性半導体記憶装置の動作)

次に、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の動作方法を図6を用いて説明

する。図6は、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法、書き込



み方法及び消去方法を示す図である。図6において括弧内は非選択線の電位を示

している。また、図6において はフローティングを示している。

００58 (読み出し方法)

まず、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法を図6を用いて

説明する。

００59 メモリセルトランジスタ に書き込まれた情報を読み出す際には、各部の電位を以

下のよぅに設定する。即ち、選択すべきメモリセル Cに接続されているビット線 の

電位を とする。一方、選択されたビット線以外のビ、ソト線 の電位を とする。ソ
CC

一ス線S の電位は、いずれも とする。第 のワード線W の電位は、読み出し待

機時において、いずれも常時 とする。選択すべきメモリセル Cに接続されて
CC

い
る第2のワード線W 2の電位を とする。一方、選択された第2のワード線W 2以

C

外の第2のワード線W 2の電位を とする。ウェル26の電位はいずれも とする。

本実施形態では、ソース線S の電位が読み出し待機時において に設定されて

おり、第 のワード線W の電位が読み出し待機時において常時 に設定されて
CC

いるため、ビ、ソト線 の電位と第2のワード線W 2の電位とを制御するだけで、メモリ

セルトランジスタ に書き込まれた情報を読み出すことが可能である。本実施形態

では、ビット線 の電位を制御する列デコーダ 2が上述したよぅに低電圧回路によ

り構成されているため、ビット線 が高速で制御される。また、第2のワード線W 2の

電位を制御する第2の行デコーダ 6が上述したよぅに低電圧回路により構成されて

いるため、第2のワード線W 2が高速で制御される。このため、本実施形態によれば

、メモリセルトランジスタ に書き込まれた情報を高速で読み出すことができる。

００6０ メモリセルトランジスタ に情報が書き込まれている場合、即ち、メモリセルトランジ

スタ の情報が ㌣の場合には、メモリセルトランジスタ のフローティングゲート

3 aに電荷が蓄積されている。この場合には、メモリセルトランジスタ のソース拡

散層36a と選択トランジスタS のドレイン拡散層36c との間に電流が流れず、選択さ

れた一のビット線 には電流が流れない。この場合には、メモリセルトランジスタ

の情報は ㌣であると判断される。

００6 1 一方、メモリセルトランジスタ に書き込まれた情報が消去されている場合、即ち、



メモリセルの情報が ０の場合には、メモリセルトランジスタ のフローティングゲー

ト3０aに電荷が蓄積されていない。この場合には、メモリセルトランジスタ のソース

拡散層36a と選択トランジスタS のドレイン拡散層36c との間に電流が流れ、選択さ

れた一のビット線 に電流が流れる。選択された一のビット線 に流れる電流は、

センスアンプ 3により検出される。この場合には、メモリセルトランジスタ の情報が

０であると判断される。

００62 (書き込み方法

次に、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法を図6を用いて

説明する。

００63 メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際には、各部の電位を以下のよぅに設

定する。即ち、選択すべきメモリセル Cに接続されているビット線 の電位を と

する。一方、選択されたビ、ソト線 以外のビ、ソト線 の電位をフローティングとする。

また、選択すべきメモリセル Cに接続されているソース線S の電位を例えば5 (第

2の電位) とする。一方、選択されたソース線S 以外のソース線S の電位を 又は

フローティングとする。また、選択すべきメモリセル Cに接続されている第 のワード

線W の電位を例えばg (第3の電位) とする。一方、選択された第 のワード線W

以外の第 のワード線 の電位を 又はフローティングとする。また、選択すべ

きメモリセル Cに接続された第2のワード線W 2の電位を (第 の電位) とする。
c

一方、選択された第2のワード線W 2以外の第2のワード線W 2の電位をフローテ

ィングとする。ウェルの電位はいずれも とする。

００64 各部の電位を上記のよぅに設定すると、メモリセルトランジスタ のソース拡散層3

6aと選択トランジスタS のドレイン拡散層36c との間に電子が流れ、メモリセルトラン

、ジスタ のフローティングゲート3 a内に電子が導入される。これにより、メモリセル
トランジスタ のフローティングゲート3 aに電荷が蓄積され、メモリセルトランジスタ

に情報が書き込まれることとなる。

００65 (消去方法)

次に、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の消去方法を図6を用いて説明

する。



００66 メモリセルアレイ ０に書き込まれた情報を消去する際には、各部の電位を以下のよ

ぅに設定する。即ち、ビット線 の電位はいずれもフローティングとする。ソース線S

の電位はいずれもフローティングとする。第 のワード線W の電位は、いずれも例え

ば とする。第2のワード線W 2の電位は、いずれもフローティングとする。ウェル

26の電位は、いずれも例えば g とする。

００67 各部の電位を上記のよぅに設定すると、メモリセルトランジスタ のフローティング

ゲート3０aから電荷が引き抜かれる。これにより、メモリセルトランジスタ のフロー

ティングゲート3０aに電荷が蓄積されていない状態となり、メモリセルトランジスタ

の情報が消去されることとなる。

００68 このよぅに本実施形態によれば、選択トランジスタS のドレイン拡散層36c を共通

接続するビット線 の電位を制御する列デコーダ 2が、高速動作が可能な低電圧

回路により構成されており、選択トランジスタS のセレクトゲート3 bを共通接続する

第2のワード線W 2の電位を制御する第2の行デコーダが、高速動作が可能な低電

圧回路により構成されており、ビット線 と第2のワード線W 2のみの電位を制御す

ることにより、メモリセルトランジスタ に書き込まれた情報を読み出すことができる。

ビット線 と第2のワード線W 2が高速で制御され得るため、本実施形態によれば、

メモリセルトランジスタ に書き込まれた情報を高速で読み出し得る不揮発性半導

体記憶装置を提供することができる。

００69 また、本実施形態では、選択トランジスタS が Sトランジスタにより構成されて

いるため、P OSトランジスタにより選択トランジスタを構成する場合と比較して、動

作速度の高速ィビに寄与することができる。

００7０ (不揮発性半導体記憶装置の製造方法)

次に、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法を図7乃至図22を

用いて説明する。図7乃至図22は、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の

製造方法を示す工程断面図である。図7 (a) 、図8 (a) 、図9 (a) 、図 ０(a) 、図 (a)

、図 (a) 、図 3 (a) 、図 4 (a) 、図 5 (a) 及び図 6 (a) 、図 7、図 9及び図2 は

、メモリセルアレイ領域 (コア領域) 2を示している。図7 (a) 、図8 (a) 、図9 (a) 、図 (

a ) (a) 図 2 a 、図 3 a 、図 4 a 、図 (a) (a) 図 7 図 9及



び図2 の紙面左側の図は、図2のC 断面に対応している。図7 (a) 、図8 (a)

図9 (a) 図 ０(a 、 (a 、図 2 (a) 図 3 (a) 図 4 (a) 図 (a) ０ (a)

図 7、図 9及び図2 の紙面右側は、図2の 断面に対応している。図7 b)

、図8 (b 、図g (b 、 O (b 、図 (b) 2 (b 、 3 (b 、 4 (b) (b)

、図 6 (b) 、図 8、図2０及び図22は、周辺回路領域4を示している。図7 b) 、図 (

b) 図g (b) ０(b) 図 (b) 2 (b) 3 (b) 4 (b) 5 (b 、図 6

(b) 、図 8、図2０及び図22の紙面左側は、高耐圧トランジスタが形成される領域6を

示している。高耐圧トランジスタが形成される領域6のうちの紙面左側は高耐圧 チヤ

ネルトランジスタが形成される領域6 を示しており、高耐圧トランジスタが形成される

領域6のうちの紙面右側は高耐圧Pチヤネルトランジスタが形成される領域6Pを示し

ている。図7 b 図8 (b) 図g (b 、図 ０(b) 図 (b) 図 2 (b) 図 3 (b) 図

4 b) 、図 5 (b) 、図 6 (b) 、図 8、図2０及び図22の紙面右側は、低電圧トランジス

タが形成される領域8を示している。低電圧トランジスタが形成される領域8のうちの

紙面左側は低電圧 チヤネルトランジスタが形成される領域8 を示しており、低電圧

形成される領域8Pを示している。

００7 1 まず、半導体基板2０を用意する。かかる半導体基板2０としては、例えばP型のシリ

コン基板を用意する。

００72 次に、全面に、例えば熱酸ィロ法により、膜厚 の熱酸ィロ膜64を形成する。

００73 次に、全面に、例えばC 法により、膜厚 5０ のシリコン窒ィロ膜66を形成する

００74 次に、全面に、例えばスピンコート法により、フオトレ、ジスト膜 (図示せず)を形成する

００75 次に、フオトリソグラフィ技術を用い、フオトレ、ジスト膜に開口部 (図示せず)を形成す

る。かかる開口部は、シリコン窒化膜66をパターニングするためのものである。

００76 次に、フオトレ、ジスト膜をマスクとして、シリコン窒ィロ膜66をパターニングする。これに

より、シリコン窒ィロ膜より成るハードマスク66が形成される。

００77 次に、ドライエッチングにより、ハードマスク66をマスクとして、半導体基板2０をエッ



チングする。これにより、半導体基板2０に溝6 8が形成される (図7参照) 。半導体基

板2０に形成する溝6 8の深さは、半導体基板2０の表面から例えば4００ とする。

００78 次に、熱酸ィロ法により、半導体基板2０のぅちの露出している部分を酸ィビする。これ

により、半導体基板2０のぅちの露出している部分にシリコン酸ィロ膜 (図示せず) が形

成される。

００79 次に、図8 に示すよぅに、全面に、高密度プラズマC 法により、膜厚 O O のシ

リコン酸ィロ膜2 2を形成する。

００8０ 次に、図9 に示すよぅに、C P (Chem ca Mechan ca Po sh ng、化学的機械的研

磨) 法により、シリコン窒ィロ膜6 6の表面が露出するまでシリコン酸ィロ膜2 2を研磨する

。こぅして、シリコン酸ィロ膜より成る素子分離領域2 2が形成される。

００8 1 次に、素子分離領域2 2を硬ィビさせるための熱処理を行ぅ。熱処理条件は、例えば

窒素雰囲気中で9 C 3０分とする。

００82 次に、ウエットエッチングにより、シリコン窒ィロ膜6 6を除去する。

００83 次に、図 ０に示すよぅに、熱酸ィロ法により、半導体基板2０の表面に犠牲酸ィロ膜6 8

を成長する。

００84 次に、図皿に示すよぅに、メモリセルアレイ領域2 に、 型のド一パント不純物を深く

注入することにより、 型の埋め込み拡散層24を形成する。埋め込み拡散層24の上

部は、P型のウェル2 6となる。この際、高耐圧 チヤネルトランジスタが形成される領

域6 にも、 型のド一パント不純物を深く注入することにより、 型の埋め込み拡散

層24 を形成する。

００85 次に、高耐圧 チヤネルトランジスタが形成される領域6 に、 型の埋め込み拡散

層7０を枠状に形成する。かかる枠状の埋め込み拡散層7０は、半導体基板2０の表

面から埋め込み拡散層24の周縁部に至るよぅに形成する。埋め込み拡散層24 と埋

め込み拡散層7０とにより囲まれた領域は、P型のウェル72P となる。

００86 次に、高耐圧Pチヤネルトランジスタが形成される領域6 P に、 型のド一パント不純

物を導入することにより、 型のウェル7 2 を形成する。

００8 7 次に、高耐圧 チヤネルトランジスタが形成される領域6 と、高耐圧Pチヤネルトラ

ンジスタが形成される領域6 P とに、チヤネルドーヒングを行列図示せず) 。



００88 次に、半導体基板2０の表面に存在する犠牲酸化膜68をエッチング除去する。

００89 次に、全面に、熱酸化法により、膜厚 O のトンネル絶縁膜28を形成する。

００9０ 次に、全面に、例えばC 法により、膜厚g０ のポリシリコン膜3０を形成する。

かかるポリシリコン膜3０としては、不純物がド一プされたポリシリコン膜を形成する。

００9 1 次に、周辺回路領域4に存在するポリシリコン膜3０をエッチング除去する。

００92 次に、全面に、シリコン酸化膜とシリコン窒化膜とシリコン酸化膜とを順次積層して

成る絶縁膜 (O O膜) 32を形成する。かかる絶縁膜32は、フローティングゲート3０a

とコントロールゲート34aとを絶縁するためのものである。

００93 次に、図 2に示すよぅに、低電圧 チヤネルトランジスタが形成される領域8 に、P

型のド一パント不純物を導入することにより、P型のウェル74P を形成する。

００94 次に、低電圧Pチヤネルトランジスタが形成される領域8Pに、 型のド一パント不純

物を導入することにより、 型のウェル74 を形成する。

００95 次に、低電圧 チヤネルトランジスタが形成される領域8 と、低電圧Pチヤネルトラ

ンジスタが形成される領域8Pとに、チヤネルドーヒングを〒ぅ(図示せず)。

００96 次に、周辺回路領域4に存在する絶縁膜 ( 膜) 3 2をエッチング除去する。

００97 次に、全面に、熱酸化法により、例えば膜厚 のゲート絶縁膜76を形成する。

００98 次に、ウエットエッチングにより、低電圧トランジスタが形成される領域8に存在する

ゲート絶縁膜76を除去する。

００99 次に、全面に、熱酸化法により、例えば膜厚 のゲート絶縁膜78を形成する。こ

れにより、低電圧トランジスタが形成される領域8においては、例えば膜厚 のゲ

ート絶縁膜が形成される。一方、高耐圧トランジスタが形成される領域6においては、

ゲート絶縁膜76の膜厚は例えば 6 程度となる。

０1００ 次に、全面に、例えばC 法により、例えば膜厚 8０ のポリシリコン膜34を形

成する。

０1０1 次に、全面に、反射防止膜8０を形成する。

０1０2 次に、図 3に示すよぅに、フオトリソグラフィ技術を用い、反射防止膜8０、ポリシリコ

ン膜34、絶縁膜32及びポリシリコン膜3０をドライエッチングする。これにより、ポリシリ

コンより成るフローティングゲート3０aと、ポリシリコンより成るコントロールゲート34aと



を有する積層体が、メモリセルアレイ領域2内に形成される。また、ポリシリコンより成

るセレクトゲート3０bと、ポリシリコン膜 34bとを有する積層体がメモリセルアレイ領域2

内に形成される。

０1０3 次に、配線 (第 金属配線) 46とセレクトゲート3０bとを接続すべき領域において、

ポリシリコン膜34bをェッチング除去する (図示せず)。

０1０4 次に、図 4に示すよぅに、熱酸ィロ法により、フローテイングゲート3０aの側壁部分、

コントロールゲート34aの側壁部分、セレクトゲート3０bの側壁部分及びポリシリコン

膜34bの側壁部分に、シリコン酸ィロ膜 (図示せず) を形成する。

０1０5 次に、全面に、スピンコート法により、フオトレジスト膜 (図示せず) を形成する。

０1０6 次に、フオトリソグラフイ技術を用い、メモリセルアレイ領域2を露出する開口部 (図示

せず) をフオトレジスト膜に形成する。

００7 次に、フオトレジスト膜をマスクとして、 型のド一パント不純物を半導体基板2０内

に導入する。これにより、フローテイングゲート3０aの両側の半導体基板2０内、及び、

セレクトゲート3０bの両側の半導体基板2０内に、不純物拡散層36a ～36c が形成さ

れる。この後、フオトレジスト膜を剥離する。

０1０8 こぅして、フローテイングゲート3０aとコントロールゲート34aとソースノドレイン拡散

層36a 36b とを有するメモリセルトラン、ジスタ が形成される。また、コントロールゲ

ート3０bとソースノドレイン拡散層36b 36c とを有する選択トラン、ジスタS が形成さ

れる。

０1０9 次に、熱酸ィロ法により、フローテイングゲート3０aの側壁部分、コントロールゲート34

bの側壁部分、セレクトゲート3０bの側壁部分及びポリシリコン膜34bの側壁部分に、

シリコン酸化膜82を形成する。

０11０ 次に、例えばC 法により、膜厚 のシリコン窒ィロ膜84を形成する。

０111 次に、ドライェッチングにより、シリコン窒ィロ膜84を異方性ェッチングすることにより、

シリコン窒ィロ膜より成るサイドウオール絶縁膜84を形成する。この際、反射防止膜8０

がェッチング除去されることとなる。

０112 次に、フオトリソグラフイ技術を用い、高耐圧トラン、ジスタが形成される領域6と低電

圧トラン、ジスタが形成される領域8のポリシリコン膜34をパターニングする。これにより



、ポリシリコン膜34より成る高耐圧トランジスタのゲート電極34cが形成される。また、

ポリシリコン34より成る低電圧トランジスタのゲート電極34dが形成される。

０113 次に、全面に、スピンコート法により、フオトレジスト膜 (図示せず) を形成する。

０114 次に、フオトリソグラフィ技術を用い、高耐圧 チヤネルトランジスタが形成される領

域6 を露出する開口部 (図示せず) をフオトレジスト膜に形成する。

０115 次に、フオトレジスト膜をマスクとして、 型のド一パント不純物を半導体基板2０内

に導入する。これにより、高耐圧 チヤネルトランジスタのゲート電極34cの両側の半

導体基板2０内に、 型の低濃度拡散層8 6が形成される。この後、フオトレジスト膜を

剥離する。

０116 次に、全面に、スピンコート法により、フオトレジスト膜 (図示せず) を形成する。

０117 次に、フオトリソグラフィ技術を用い、高耐圧Pチヤネルトランジスタが形成される領

域6Pを露出する開口部 (図示せず) をフオトレジスト膜に形成する。

０118 次に、フオトレジスト膜をマスクとして、P型のド一パント不純物を半導体基板2０内に

導入する。これにより、高耐圧Pチヤネルトランジスタのゲート電極34cの両側の半導

体基板2０内に、P型の低濃度拡散層88が形成される。この後、フオトレジスト膜を剥

離する。

０119 次に、全面に、スピンコート法により、フオトレジスト膜 (図示せず) を形成する。

０12０ 次に、フオトリソグラフィ技術を用い、低電圧 チヤネルトランジスタが形成される領

域8 を露出する開口部 (図示せず) をフオトレジスト膜に形成する。

０121 次に、フオトレジスト膜をマスクとして、 型のド一パント不純物を半導体基板2０内

に導入する。これにより、低電圧 チヤネルトランジスタのゲート電極34dの両側の半

導体基板2０内に、 型の低濃度拡散層9０が形成される。この後、フオトレジスト膜を

剥離する。

０122 次に、全面に、スピンコート法により、フオトレジスト膜 (図示せず) を形成する。

０123 次に、フオトリソグラフィ技術を用い、低電圧Pチヤネルトランジスタが形成される領

域8Pを露出する開口部 (図示せず) をフオトレジスト膜に形成する。

０ 24 次に、フオトレジスト膜をマスクとして、P型のド一パント不純物を半導体基板2０内に

導入する。これにより、低電圧Pチヤネルトランジスタのゲート電極34dの両側の半導



体基板2０内に、P型の低濃度拡散層9 2が形成される。この後、フオトレジスト膜を剥

０125 次に、例えばC 法により、膜厚 OO のシリコン酸ィロ膜9 3を形成する。

０126 次に、ドライェッチングにより、シリコン酸ィロ膜9 3を異方性ェッチングする。これによ

り、フローティングゲート3 a とコントロールゲート34aとを有する積層体の側壁部分に

、シリコン酸ィロ膜より成るサイドウオール絶縁膜9 3が形成される (図 5参照)。また、

セレクトゲート3０bとポリシリコン膜34bとを有する積層体の側壁部分に、シリコン酸ィヒ

膜より成るサイドウオール絶縁膜9 3が形成される。また、ゲート電極34cの側壁部分

にシリコン酸ィロ膜より成るサイドウオール絶縁膜9 3が形成される。また、ゲート電極34

dの側壁部分にシリコン酸化膜より成るサイドウオール絶縁膜9 3が形成される。

０127 次に、全面に、スピンコート法により、フオトレジスト膜 (図示せず) を形成する。

０128 次に、フオトリソグラフィ技術を用い、高耐圧 チヤネルトランジスタが形成される領

域6 を露出する開口部 (図示せず) をフオトレジスト膜に形成する。

０129 次に、フオトレジスト膜をマスクとして、 型のド一パント不純物を半導体基板2０内

に導入する。これにより、高耐圧 チヤネルトランジスタのゲート電極34cの両側の半

導体基板2０内に、 型の高濃度拡散層94が形成される。 型の低濃度拡散層86と

型の高濃度拡散層94とにより、 構造の 型のソースノドレイン拡散層96が形

成される。こぅして、ゲート電極34cとソースノドレイン拡散層96とを有する高耐圧

チヤネルトランジスタ ０ が形成される。高耐圧 チヤネルトランジスタ は、高

電圧回路 (高耐圧回路 ) に用いられる。この後、フオトレジスト膜を剥離する。

０13０ 次に、全面に、スピンコート法により、フオトレジスト膜 (図示せず) を形成する。

０131 次に、フオトリソグラフィ技術を用い、高耐圧Pチヤネルトランジスタが形成される領

域6Pを露出する開口部 (図示せず) をフオトレジスト膜に形成する。

０132 次に、フオトレジスト膜をマスクとして、P型のド一パント不純物を半導体基板2０内に

導入する。これにより、高耐圧Pチヤネルトランジスタのゲート電極34cの両側の半導

体基板2０内に、P型の高濃度拡散層98が形成される。P型の低濃度拡散層88とP

型の高濃度拡散層98とにより、 構造のP型のソースイドレイン拡散層 ００が形

成される。こぅして、ゲート電極34cとソースノドレイン拡散層 ００とを有する高耐圧P



チヤネルトランジスタ OPが形成される。高耐圧Pチヤネルトランジスタ OPは、高

電圧回路 (高耐圧回路 ) に用いられる。この後、フオトレジスト膜を剥離する。

０133 次に、全面に、スピンコート法により、フオトレジスト膜 (図示せず) を形成する。

０134 次に、フオトリソグラフィ技術を用い、低電圧 チヤネルトランジスタが形成される領

域8 を露出する開口部 (図示せず) をフオトレジスト膜に形成する。

０135 次に、フオトレジスト膜をマスクとして、 型のド一パント不純物を半導体基板2０内

に導入する。これにより、低電圧 チヤネルトランジスタのゲート電極34dの両側の半

導体基板2０内に、 型の高濃度拡散層 ０2が形成される。 型の低濃度拡散層9０

と 型の高濃度拡散層 ０2とにより、 構造の 型のソースノドレイン拡散層 ０4

が形成される。こぅして、ゲート電極34dとソースノドレイン拡散層 ０4とを有する低電

圧 チヤネルトランジスタェ 2 が形成される。低電圧 チヤネルトランジスタ 2 は

、低電圧回路に用いられる。この後、フオトレジスト膜を剥離する。

０136 次に、全面に、スピンコート法により、フオトレジスト膜 (図示せず) を形成する。

０137 次に、フオトリソグラフィ技術を用い、低電圧Pチヤネルトランジスタが形成される領

域8Pを露出する開口部 (図示せず) をフオトレジスト膜に形成する。

０138 次に、フオトレジスト膜をマスクとして、P型のド一パント不純物を半導体基板2０内に

導入する。これにより、低電圧Pチヤネルトランジスタのゲート電極34dの両側の半導

体基板2０内に、P型の高濃度拡散層 ０6が形成される。P型の低濃度拡散層9 2とP

型の高濃度拡散層 ０6とにより、 構造のP型のソースノドレイン拡散層 ０8が

形成される。こぅして、ゲート電極34dとソースノドレイン拡散層 ０8とを有する低電圧

Pチヤネルトランジスタ 2Pが形成される。低電圧Pチヤネルトランジスタ 2Pは、

低電圧回路に用いられる。この後、フオトレジスト膜を剥離する。

０139 次に、例えばスパッタリング法により、全面に、膜厚 O のコバルト膜を形成する。

０14０ 次に、熱処理を〒ぅことにより、半導体基板2０の表面のシリコン原子とコバルト膜中

のコバルト原子とを反応させる。また、コントロールゲート34cの表面のシリコン原子と

コバルト膜中のコバルト原子とを反応させる。また、ポリシリコン膜34dの表面のシリコ

ン原子とコバルト膜中のコバルト原子とを反応させる。また、ゲート電極34c 34 dの

表面のシリコン原子とコバルト膜中のコバルト原子とを反応させる。こぅして、ソース



ドレイン拡散層36a 36c 上にコバルトシリサイド膜38a 38b が形成される (図 6参

照)。また、コントロールゲート34a上にコバルトシリサイド膜38c が形成される。また、

ポリシリコン膜34b上にコバルトシリサイド膜38dが形成される。また、ソースノドレイン

拡散層96 ００ ０4 ０8上にコバルトシリサイド膜38e が形成される。また、ゲート

電極34c 34d上にコバルトシリサイド膜38f が形成される。

０14 1 次に、末反応のコバルト膜をェッチング除去する。

０ 42 選択トランジスタS のドレイン拡散層 36c 上に形成されたコバルトシリサイド膜 38b

は、ドレイン電極として機能する。

０143 メモリセルトランジスタ のソース拡散層36a 上に形成されたコバルトシリサイド膜

38a は、ソース電極として機能する。

０144 高耐圧トランジスタ ０ のソースノドレイン拡散層96 ００上に形成され

たコバルトシリサイド膜38e は、ソースノドレイン電極として機能する。

０145 低電圧トランジスタ 2 2Pのソースノドレイン拡散層 ０4 ０8上に形成さ

れたコバルトシリサイド膜38e は、ソースノドレイン電極として機能する。

０146 次に、図 7及び図 8に示すよぅに、全面に、例えばC 法により、膜厚 OO の

シリコン窒ィロ膜 4を形成する。シリコン窒化膜 4は、ェッチングスト、ソパとして機能

するものである。

０147 次に、全面に、C 法により、膜厚 ・6 のシリコン酸ィロ膜 6を形成する。こぅ

して、シリコン窒ィロ膜 4とシリコン酸ィロ膜 6とから成る層間絶縁膜4０が形成され

る。

０148 次に、C P法により、層間絶縁膜4０の表面を平坦ィビする。

０149 次に、フオトリソグラフィ技術を用い、ソースノドレイン電極38a 38b に達するコンタ

クトホール4 2、ソースノドレイン拡散層38e に達するコンタクトホール4 2、及び、コバ

ルトシリサイド膜38 に達するコンタクトホール4 2を形成する (図 9、図2０参照)。

０15０ 次に、全面に、スパッタリング法により、 膜と 膜とから成るバリア層 (図示せず)

を全面に形成する。

０ 5 次に、全面に、例えばC 法により、膜厚3００ のタングステン膜44を形成する



０152 次に、C P法により、層間絶縁膜4０の表面が露出するまでタングステン膜44及び

バリア膜を研磨する。こぅして、コンタクトホール4 2内に、例えばタングステンより成る

導体プラグ44が埋め込まれる。

０153 次に、例えばスパッタリング法により、導体プラグ44が埋め込まれた層間絶縁膜4０

上に、 膜、 膜、 膜、 膜及び 膜を順次積層して成る積層膜4 6を形成す

る。

０ 54 次に、フオトリソグラフイ技術を用い、積層膜4 6をパターニングする。これにより、積

層膜より成る配線 (第 金属配線層) 4 6が形成される。

０155 次に、図2 及び図2 2に示すよぅに、例えば高密度プラズマC 法により、膜厚7０

O のシリコン酸ィロ膜 8を形成する。

０156 次に、 OSC 法により、シリコン酸ィロ膜 2０を形成する。シリコン酸ィロ膜 8 と

シリコン酸ィロ膜 2０とにより層間絶縁膜4 8が形成される。

０157 次に、フオトリソグラフイ技術を用い、配線4 6に達するコンタクトホール5０を層間絶

縁膜4 8に形成する。

０158 次に、全面に、スパッタリング法により、 膜と 膜とから成るバリア層 (図示せず)

を全面に形成する。

０159 次に、全面に、例えばC 法により、膜厚3００ のタングステン膜5 2を形成する

０16０ 次に、C P法により、層間絶縁膜4 8の表面が露出するまでタングステン膜5 2及び

バリア膜を研磨する。こぅして、コンタクトホール5０内に、例えばタングステンより成る

導体プラグ5 2が埋め込まれる。

０161 次に、例えばスパッタリング法により、導体プラグ5 2が埋め込まれた層間絶縁膜4 8

上に、 膜、 膜、 膜、 膜及び 膜を順次積層して成る積層膜54を形成す

る。

０162 次に、フオトリソグラフイ技術を用い、積層膜54をパターニングする。これにより、積

層膜より成る配線 (第2金属配線層) 54が形成される。

０ 63 次に、例えば高密度プラズマC 法により、シリコン酸化膜 22を形成する。

０164 次に、 OSC 法により、シリコン酸ィロ膜 24を形成する。シリコン酸化膜 2 2と



シリコン酸ィロ膜 24 とにより層間絶縁膜5 6が形成される。

０ 65 次に、フオトリソグラフイ技術を用い、配線54に達するコンタクトホール5 8を層間絶

縁膜5 6 に形成する。

０166 次に、全面に、スパッタリング法により、 膜と 膜とから成るバリア層 (図示せず)

を全面に形成する。

０167 次に、全面に、例えばC 法により、膜厚3００ のタングステン膜6０を形成する

０168 次に、C P法により、層間絶縁膜5 6の表面が露出するまでタングステン膜6０及び

バリア膜を研磨する。こうして、コンタクトホール5 8 内に、例えばタングステンより成る

導体プラグ6０(図2 2参照) が埋め込まれる。

０169 次に、例えばスパッタリング法により、導体プラグ6０が埋め込まれた層間絶縁膜5 6

上に、積層膜6 2を形成する。

０17０ 次に、フオトリソグラフイ技術を用い、積層膜6 2をパターニングする。これにより、積

層膜より成る配線 (第3金属配線層) 6 2が形成される。

０171 次に、例えば高密度プラズマC 法により、シリコン酸ィロ膜 26を形成する。

０172 次に、 OSC 法により、シリコン酸ィロ膜 28を形成する。シリコン酸ィト膜 26と

シリコン酸ィロ膜 28とにより層間絶縁膜 3０が形成される。

０173 次に、フオトリソグラフイ技術を用い、配線6 2に達するコンタクトホール 3 2を層間絶

縁膜 3０に形成する。

０174 次に、全面に、スパッタリング法により、 膜と 膜とから成るバリア層 (図示せず)

を全面に形成する。

０ 75 次に、全面に、例えばC 法により、膜厚3００ のタングステン膜 34を形成す

る。

０176 次に、C P法により、層間絶縁膜 3０の表面が露出するまでタングステン膜 34

及びバリア膜を研磨する。こうして、コンタクトホール 3 2内に、例えばタングステンよ

り成る導体プラグ (図示せず) 34が埋め込まれる。

０177 次に、例えばスパッタリング法により、導体プラグ 34が埋め込まれた層間絶縁膜

3０上に、積層膜 3 6を形成する。



０178 次に、フオトリソグラフイ技術を用い、積層膜 36をパターニングする。これにより、積

層膜より成る配線 (第4金属配線層) 3 6が形成される。

０179 次に、例えば高密度プラズマC 法により、シリコン酸ィロ膜 38を形成する。

０18０ 次に、 S C 法により、シリコン酸ィロ膜 4０を形成する。シリコン酸ィロ膜 38と

シリコン酸ィロ膜 4０とにより層間絶縁膜 4 2が形成される。

０181 次に、フオトリソグラフイ技術を用い、配線 36 に達するコンタクトホール 4 3を層間

絶縁膜 4 2に形成する。

０182 次に、全面に、スパッタリング法により、 膜と 膜とから成るバリア層 (図示せず)

を全面に形成する。

０183 次に、全面に、例えばC 法により、膜厚3００ のタングステン膜 46を形成す

る。

０184 次に、C P法により、層間絶縁膜 4 2の表面が露出するまでタングステン膜 46

及びバリア膜を研磨する。こぅして、コンタクトホール 4 3内に、例えばタングステンよ

り成る導体プラグ 44が埋め込まれる。

０185 次に、例えばスパッタリング法により、導体プラグ 44が埋め込まれた層間絶縁膜

4 2上に、積層膜 4 5を形成する。

０186 次に、フオトリソグラフイ技術を用い、積層膜 4 5をパターニングする。これにより、積

層膜より成る配線 (第5金属配線層) 4 5が形成される。

０187 次に、例えば高密度プラズマC 法により、シリコン酸ィロ膜 46を形成する。

０188 次に、プラズマC 法により、膜厚 ば のシリコン窒化膜 48を形成する。

０189 こぅして本実施形態による不揮発性半導体記憶装置が製造される。

０19０ 第2実施形態

本発明の第2実施形態による不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法を図23乃

至図25を用いて説明する。図23は、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の

一部を示す回路図である。図24 は、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の

読み出し方法、書き込み方法及び消去方法を示す図である。図24 において括弧内

は非選択線の電位を示している。また、図24 において はフローテイングを示してい
る。図25は、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法を示すタ



イムチャートである。図 乃至図2 2 に示す第 実施形態による不揮発性半導体記憶

装置等と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略または簡潔にする。

０19 1 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構成は、図 を用いて上述した第

実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構成と同様である。

０19 2 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法は、非選択のビット線

に電源電圧 (第 の電圧) を印加し、非選択の第2 のワード線の電位をO (接地)
C C

とすることに主な特徴がある。

０19 3 メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際には、図2 5 に示すタイムチャートに

従い、各部の電位を図2 3及び図2 4 に示すよぅに設定する。なお、情報を書き込むべ

きメモリセルトランジスタ は、図2 3 において実線の丸印で囲まれている。

０19 4 まず、選択すべきメモリセル Cに接続されているビット線 。 ，の電位、
S

即ち
C

、選択列のビット線 。
S C

，の電位を とする。一方、選択されたビット線 (S C

，以外のビット線 の電位、即ち、非選択列のビット線 の電位を (第 の電位)
C C

とする。

０19 5 次に、選択すべきメモリセル Cに接続された第2 のワード線W 2。 ，の電位、
S C

即ち、選択行の第2 のワード線W 2。
，の電位を、 (第 の電位) とする

S
。一方

C C C

、選択された第2 のワード線W 2。 ，以外の第2 のワード線W 2の電位、即ち、
S C

非選択行の第2 のワード線W 2の電位を、 (接地) とする。

０19 6 次に、選択すべきメモリセル Cに接続されている第 のワード線W 。
S

，の電
C

位、即ち、選択行の第 のワード線 『L』 。 ，の電位を、例えばg (第3 の電位) と
S C

する。選択された第 のワード線 『L』 。 ，の電位 (第3 の電位) は、後述する
S

選択
C

されたソース線S 。 ，の電位 (第2 の電位) より高い電位とする。一方、選択さ
S

れ
C

た第 のワード線W 。 ，以外の第 のワード線W の電位、即ち、非選択
S

行の
C

第 のワード線 『L』 の電位を、 又はフローティングとする。

０19 7 次に、選択すべきメモリセル Cに接続されているソース線S 。
S

，の電位、即ち
C

、選択行のソース線S 。 ，の電位を、例えば5 (第2 の電位) とする。一方、
S

選択
C

されたソース線S 。 ，以外のソース線S の電位、即ち、非選択行のソース線S
S C

の電位を 又はフローティングとする。なお、図2 3 において、選択行のソース線S (



s
隣接 ソース線Sする他の行の

c
に の電位が 5 (第2の電位) となっているのは、

ソース線S が 2行毎に共通になっているためである。

０198 なお、ウェル26の電位は常に (接地) とする。

０199 各部の電位を上記のように設定すると、メモリセルトランジスタ のソース拡散層3

6aと選択トランジスタS のドレイン拡散層36c との間に電子が流れ、メモリセルトラン

ジスタ のフローティングゲート3 a内に電子が導入される。これにより、メモリセル
トランジスタ のフローティングゲート3 a に電荷が蓄積され、メモリセルトランジスタ

に情報が書き込まれることとなる。

０2００ なお、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法及び消去方法

は、第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法及び消去方法と

同様であるので説明を省略する。

０2０1 本実施形態において、非選択のビ、ソト線 の電位を とするのは、以下のような
cc

理由によるものである。即ち、非選択のビット線 の電位を第 実施形態のようにフロ

ーティングにした場合には、選択された行と同じ行に存在している非選択のメモリセ

ルトランジスタ に誤って情報が書き込まれる虞がある。例えば、図23において符

号 で示されたメモリセルトランジスタ に、誤って情報が書き込まれる虞がある。本

実施形態では、非選択のビ、ソト線 の電位を とするため、選択トランジスタS
cc

の

セレクトゲート3 bの電位と選択トランジスタS のドレイン拡散層36c の電位とが等し

くなる。このため、本実施形態によれば、選択トランジスタS を確実にオフ状態にす

ることができる。従って、本実施形態によれば、選択された行と同凶了に存在している

非選択のメモリセルトランジスタ に誤って情報が書き込まれるのを防止することが

できる。

０2０2 また、本実施形態において、非選択の第2のワード線W 2の電位を (接地) とす

るのは、以下のような理由によるものである。即ち、非選択の第2のワード線W 2の電

位を第 実施形態のようにフローティングにした場合には、選択された行以外の行に

存在している非選択のメモリセルトランジスタ に誤って情報が書き込まれる虞があ

る。例えば、図23において符号 、Cで示されたメモリセルトランジスタ に、誤って

情報が書き込まれる虞がある。本実施形態では、非選択の第2のワード線W 2の電



位を０ (接地) とするため、選択トランジスタS のセレクトゲート3０bの電位が選択ト

ランジスタS のドレイン拡散層36c の電位より低くなる。このため、本実施形態によれ

ば、選択トランジスタS を確実にオフ状態にすることができる。従って、本実施形態

によれば、選択された行と異なる行に存在している非選択のメモリセルトランジスタ

に誤って情報が書き込まれるのを防止することができる。

０2０3 また、本実施形態において、各部の電位を図25に示すタイムチヤートに従って設

定するのは、第 のワード線W 及びソース線S に電圧が印加される前に、非選択

のメモリセル Cの選択トランジスタS をオフ状態にするためである。

０2０4 このよぅに本実施形態によれば、非選択のビット線に電源電圧 (第 の電圧)を
CC

印加し、非選択の第2のワード線の電位を (接地) とするため、非選択のメモリセル

Cに誤って情報が書き込まれるのを防止することができる。

０2０5 第3実施形態

本発明の第3実施形態による不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法を図26及

び図27を用いて説明する。図26は、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の

一部を示す回路図である。図27は、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の

読み出し方法、書き込み方法及び消去方法を示す図である。図27において括弧内

は非選択線の電位を示している。また、図27において はフローティングを示してい
る。図27は、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法を示すタ

イムチヤートである。図 乃至図25に示す第 又は第2実施形態による不揮発性半導

体記憶装置等と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略または簡潔

にする。

０2０6 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構成は、図 を用いて上述した第

実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構成と同様である。

０2０7 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法は、選択すべきメモリ

セル Cに接続された第2のワード線W 2 の電位を、非選択のビ
S C

ット線 の
S C

電位である より低い電位 とすることに主な特徴がある。
C CC

０2０8 メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際には、図25に示すタイムチヤートに

従い、各部の電位を図26及び図27に示すよぅに設定する。



０2 ０9 まず、選択すべきメモリセル C に接続されているビット線 の
S

電位を
CC

と
S

する。一方、選択されたビ、ソト線 以外のビ
CCC )

ット線 の電位を
S

( 第4 の
S

電
S C C

位 ) とする。

０2 1 ０ 次に、選択すべきメモリセル C に接続されているソース線 S の
S

電位を例
S CC

えば5 ( 第 2 の電位 ) とする。一方、選択されたソース線 S 以外のソース線 S

SS CC

の電位を 又はフローティングとする。なお、図2 6 において、選択行に隣接する行

のソース線 S が 5 ( 第 2 の電位 ) になっているのは、2 行毎にソース線 S が共通に

なっているためである。

０2 1 1 次に、選択すべきメモリセル C に接続されている第 のワード線W の
S

電
S CC

位を例えばg ( 第 3 の電位 ) とする。選択された第 のワード線W

S

の電位 (

S CC

第 3 の電位 ) は、後述する選択されたソース線
S

の電位 ( 第 2 の電位 ) より
S

高
CC

い電位とする。一方、選択された第 のワード線W

)

以外の第 のワード線W

S C

の電位を 又はフローティングとする。

０2 1 2 また、選択すべきメモリセル C に接続された第 2 のワード線W 2
S )

の電位を
C

、非選択のビット線 の電位 ( 第4 の電位 ) より低い電位
C

( 第 の電位 ) と
C C

す

る。換言すれば、非選択のビット線 の電位 ( 第4 の電位 ) は、選択された第 2 の
C

ワード線W 2 の電位 ( 第 の電位 ) より高く設定されている。
S )

選択された
C C C

第 2 のワード線W 2 の電位 ( 第 の電位 ) は、非選択のビ、ソト
)

線 の
S

電
C C C

位 ( 第4 の電位 ) より例えば ・2 ～０・5 程度低い電位とする。一方、選択された
C

第 2 のワード線W 2 以外の第 2 のワー
S

ド線W

C
2 の電位を (接地 ) とする。

S C

０2 1 3 なお、ウェル 2 6 の電位は常に (接地 ) とする。

０2 1 4 本実施形態において、選択すべきメモリセル C に接続された第 2 のワード線W 2

S

のビ、ソト線
C

，の電位 C C ( 第 の電位 ) を、非選択 の電位 ( 第4 の電位 )

C C

より低い電位とするのは、以下のよぅな理由によるものである。即ち、非選択のビ、ソト線

の電位を第 実施形態のよぅにフローティングにした場合には、選択された行と同

じ行に存在している非選択のメモリセルトランジスタ に誤って情報が書き込まれる

虞がある。例えば、図2 6 において符号 で示されたメモリセルトランジスタ に、誤

って情報が書き込まれる虞がある。本実施形態では、選択された第 2 のワード線W 2



ソト
S

線 の電位 (第4の電位)
C
，の電位 (第 の電位)を、非選択のビ、

CC

より低い電位とするため、選択トランジスタS のセレクトゲート3０bの電位が選択トラ

ンジスタS のドレイン拡散層36c の電位より低くなる。このため、本実施形態によれ

ば、選択トランジスタS をより確実にオフ状態にすることができる。従って、本実施形

態によれば、選択された行と同じ行に存在している非選択のメモリセルトランジスタ

に誤って情報が書き込まれるのを、より確実に防止することができる。

０2 15 このよぅに、本実施形態によれば、選択すべきメモリセル Cに接続された第2のワ

ード線W 2
S

の電位を、非選択のビット線 の電位である
C )

より低
CC

い電位

とするため、選択された行と同じ行に存在している非選択のメモリセルトランジスタ

に誤って情報が書き込まれるのを、より確実に防止することができる。

０2 16 第4実施形態

本発明の第4実施形態による不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法を図28乃

至図3０を用いて説明する。図28は、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の

一部を示す回路図である。図29は、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の

読み出し方法、書き込み方法及び消去方法を示す図である。図29において括弧内

は非選択線の電位を示している。また、図29において はフローティングを示してい
る。図3０は、コントロールゲート電圧と閾値電圧との差と、メモリセルトランジスタのソ

ースノドレイン間電圧との関係を示すグラフである。図 乃至図27に示す第 乃至第

3実施形態による不揮発性半導体記憶装置等と同一の構成要素には、同一の符号

を付して説明を省略または簡潔にする。

０2 17 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構成は、図 を用いて上述した第

実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構成と同様である。

０2 18 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法は、選択すべきメモリ

セル Cに接続された第 のワード線W の電位を徐々に上昇さ
S C

せながら、
S C

選択すべきメモリセル Cに接続されたソース線 に電圧をパルス状に
SS

印加す
CC

ることにより、選択されたメモリセル Cのメモリセルトランジスタ に情報を書き込む

ことに主な特徴がある。

０2 19 メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際には、図28に示すよぅに、選択すべ



きメモリセル Cに接続されているビ、ソト線 の電位を とする。一方、選択
SS CC

されたビ、ソト線 以外
S

のビット線 の電位を
S

(第 の電位) とする。
S CCC ) CC

０22０ また、選択すべきメモリセル Cに接続されている第2のワード線W 2 の
S

電
S CC

位を (第 の電位) とする。一方、選択された第2のワード線W 2 以外の第
CC ( SS CC )

2のワード線W 2の電位を (接地) とする。

０22 1 また、選択すべきメモリセル Cに接続されている第 のワード線W に、
SS CC

図29に示すように、徐々に上昇する第 の電圧 を印加する。一方、選択さ
e

れた
P

第 のワード線 以外の第 のワード線 L』 の電位を 又はフローテ
S

ィン
C )

グとする。

０222 また、選択すべきメモリセル Cに接続されているソース線S に、
S

図29に
S

示
CC

すようにパルス状に第2の電圧を印加する。ソース線S に印加するパルス
S )

状
C

の第2の電圧は、例えば5 とする。一方、選択されたソース線S 以外
S

のソ一
C

ス線S の電位を 又はフローティングとする。

０223 なお、ウェル26の電位は常に (接地) とする。

０224 本実施形態において、選択行の第 のワード線 に印加する第
S

の電圧
C )

を徐々に上昇させながら、選択列のソース線S に電圧をパ
e P S C

ルス状に印

加するのは、以下のような理由によるものである。即ち、メモリセルトランジスタ の

コントロールゲート34bに高電圧を印加した場合には、メモリセルトランジスタ のソ

ースノドレイン間における電気抵抗が小さくなる。そうすると、メモリセルトランジスタ

のソースノドレイン間の電気抵抗が、選択トランジスタS のソースノドレイン間の電

気抵抗と比較して小さくなる。そうすると、選択トランジスタのソースノドレイン間に大

きい様方向電界が印加される一方、メモリセルトランジスタ のソースノドレイン間

には十分な横方向電界が印加されないこととなる。メモリセルトランジスタ のソー

スノドレイン間に十分な横方向電界が印加されないと、メモリセルトランジスタ の

ソースノドレイン間において電子が加速されず、書き込み速度が遅くなってしまう。本

実施形態では、書き込みの初期の段階では、選択行の第 のワード線W
SS CC

に比較的低い電圧を印加するため、メモリセルトランジスタ のソースノドレイン間

の電気抵抗が過度に高くなってしまうことはない。そして、選択列のソース線S
S C



に電圧をパルス状に印加すると、メモリセルトランジスタ のフローティングゲート

3０aに電荷が注入される。この後、選択行の第 のワード線W の電圧を徐
Ss Cc

々に上昇させながら、選択列のソース線S に
s c

電圧をパ
C

ルス状に印加すると、
S

メモリセルトランジスタ のフローティングゲート3 aに電荷が徐々に注入されていく

。選択行の第 のワード線W に
S

印加される第 の電圧 は徐々に上昇し
SS CCC ) e P

ていくが、フローティングゲート3０aに蓄積される電荷も徐々に増加していくため、メモ

リセルトランジスタ のソースノドレイン間における電気抵抗が過度に大きくなって

しまうことはない。このため、本実施形態によれば、メモリセルトランジスタ に情報

を書き込む際の書き込み速度を高速ィビすることができる。

本実施形態による不揮発性半導体記，漬装置では、ホットキヤリアを発生させ、発生

したホットキヤリアをメモリセルトランジスタ のフローティングゲート3０aに注入する

ことにより、メモリセルトランジスタ に情報が書き込まれる。ホットキヤリアを利用して

書き込みを行うためには、トンネル絶縁膜28a の障壁の高さ、即ち、3・2 を超えるェ
ネルギーが必要であり、メモリセルトランジスタ のソースノドレイン間の電位差によ

ってホットキヤリアを、このェネルギー以上に加速する必要がある。図3０は、コントロ

ールゲート電圧と閾値電圧との差と、メモリセルトランジスタのソースノドレイン間電圧

との関係を示すグラフである。なお、図3０は、シミュレーションにより求めたものである

。シミュレーションを〒う際の条件は、選択トランジスタS のセレクトゲート3０bに印加

する電圧を ・5 とし、ソース線に印加する電圧を5 とした。図3０から分かるように、

メモリセルトランジスタ のコントロールゲート34aの電圧とメモリセルトランジスタ

の閾値電圧との差が2・5 以下の場合には、メモリセルトランジスタ のソースノ

ドレイン間の電圧は3・2 以上となる。一方、メモリセルトランジスタ のチヤネルに

大きい電流を流し、書き込み速度を速くする観点からは、メモリセルトランジスタ

の閾値電圧に対してメモリセルトランジスタ のコントロールゲート34aの電圧をでき

るだけ高く設定することが望ましい。従って、メモリセルトランジスタ のコントロール

ゲート34aの電圧がメモリセルトランジスタ の閾値電圧に対して常に2・5 高くな

るように、メモリセルトランジスタ のコントロールゲート34aに印加する第 の電圧

を徐々に上昇させることが望ましい。換言すれば、メモリセルトランジスタ のコ
s e



ントロールゲート34aの電圧がメモリセルトランジスタ の閾値電圧に対して常に2・

5 高くなるよぅに、選択行の第 のワード線W に
S

印加する第 の電圧
S C )C P

を徐 、々に上昇させることが望ま 。

０226 なお、ここでは、選択行の第 のワード線W に
S

印加する電圧がメモリセ
S C

ル
C

トランジスタ の閾値電圧に対して常に2・5 高くなるよぅに、選択行の第 のワー

ド線W
S

に印加する第 の電圧 を徐々に上昇させる場合を例に説明
S

し
CC ) e P

たが、選択行の第 のワード線W に印加する第 の電圧
S C

とメモリセ
e P

ルト
S C )

ランジスタ の閾値電圧との差はこれに限定されるものではない。選択行の第 の

ワード線W に
S

印加する第 の電圧
C )

がメモリセルトランジスタ の閾値
S C e P

電圧に対して2～3 高くなるよぅに、選択行の第 のワード線W に
S

印加
S

す
CC

る第 の電圧 を徐々に上昇させてもよい。
e P

０227 第5実施形態

本発明の第5実施形態による不揮発性半導体記憶装置並びにその読み出し方法

、書き込み方法及び消去方法を図3 及び図32を用いて説明する。図3 は、本実施

形態による不揮発性半導体記憶装置を示す回路図である。図 乃至図3０に示す第

乃至第4実施形態による不揮発性半導体記憶装置等と同一の構成要素には、同

一の符号を付して説明を省略または簡潔にする。

０228 (不揮発性半導体記憶装置)

まず、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置にっいて図3 を用いて説明す
る。

０229 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置は、ビ、ソト線 が第 の保護トランジス

タ 5０を介して列デコーダ 2に接続されており、第2のワード線W 2が第2の保護ト

ランジスタ 52を介して第2の行デコーダ 6に接続されており、メモリセルアレイ ０に

書き込まれた情報を消去する際に、列デコーダ 2がビ、ソト線 から電気的に分離さ

れ、第2の行デコーダ 6が第2のワード線W 2から電気的に分離されることに主な特

徴がある。

０23０ 図3 に示すよぅに、各々のビット線 は、第 の保護トランジスタ 5０を介して行デ

コーダ 2に接続されている。換言すれば、第 の保護トランジスタ 5０のソースノドレ



インの一方がビット線 に接続されており、第 の保護トランジスタ 5０のソースノド

レインの他方が列デコーダ 2に接続されている。

０23 1 各々の第 の保護トランジスタ 5０のゲートは、第 の制御線C を介して制御回

路 54に接続されている。各々の第 の保護トランジスタ 5０は、制御回路 54により

制御される。

０232 第 の保護トランジスタ 5０のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚は、選択トランジスタ

S のゲート絶縁膜28bの膜厚と等しく設定されている。第 の保護トランジスタ 5０の

ゲート絶縁膜の膜厚を、選択トランジスタS のゲート絶縁膜28b の膜厚と同様に比

較的厚く設定しているのは、第 の保護トランジスタ 5０の耐圧を十分に確保するた

めである。

０233 なお、ここでは、第 の保護トランジスタ 5０のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚を選

択トランジスタS のゲート絶縁膜28bの膜厚と等しく設定する場合を例に説明したが

、第 の保護トランジスタ 5０のゲート絶縁膜の膜厚を高耐圧トランジスタのゲート絶

縁膜の膜厚と等しく設定してもよい。第 の保護トランジスタ 5０のゲート絶縁膜の膜

厚は、使用電圧に応じて適宜設定することができる。

０234 また、各々の第2のワード線W 2は、第2の保護トランジスタ 52を介して第2の行

デコーダ 6に接続されている。換言すれば、第2の保護トランジスタ 52のソースノ

ドレインの一方が第2のワード線W 2に接続されており、第2の保護トランジスタ 52

のソースノドレインの他方が第2の行デコーダ 6に接続されている。

０235 各々の第2の保護トランジスタ 52のゲートは、第2の制御線C 2を介して制御回

路 54に接続されている。各々の第2の保護トランジスタ 52は、制御回路 54により

制御される。

０236 第2の保護トランジスタ 52のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚は、選択トランジスタ

S のゲート絶縁膜28b の膜厚と等しく設定されている。第2の保護トランジスタ 52の

ゲート絶縁膜の膜厚を、選択トランジスタS のゲート絶縁膜28b の膜厚と同様に比

較的厚く設定しているのは、第2の保護トランジスタ 52の耐圧を十分に確保するた

めである。

０237 なお、ここでは、第2の保護トランジスタ 52のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚を選



択トラン、ジスタS のゲート絶縁膜28bの膜厚と等しく設定する場合を例に説明したが

、第2の保護トラン、ジスタ 52のゲート絶縁膜の膜厚を高耐圧トラン、ジスタのゲート絶

縁膜の膜厚と等しく設定してもよい。第2の保護トランジスタ 52のゲート絶縁膜の膜

厚は、使用電圧に応じて適宜設定することができる。

０238 こぅして本実施形態による不揮発性半導体記憶装置が構成されている。

０239 (不揮発性半導体記憶装置の動作)

次に、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の動作について図32を用いて

説明する。図32は、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法、

書き込み方法及び消去方法を示す図である。図32において括弧内は非選択線の電

位を示している。また、図32において はフローティングを示している。

０24０ (読み出し方法)

まず、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法を図32を用い
て説明する。

０241 本実施形態では、メモリセルトラン、ジスタ に書き込まれた情報を読み出す際に

は、第 の制御線C の電位を5 とし、第2の制御線C 2の電位を5 とする。即ち

、本実施形態では、メモリセルトラン、ジスタ に書き込まれた情報を読み出す際に

は、第 の保護トランジスタ 5０及び第2の保護トランジスタ 52をオン状態とする。ま

た、ビット線 の電位、ソース線S の電位、第 のワード線 『L』 の電位、第2のワー

ド線W 2の電位、及び、ウェル26の電位は、第 実施形態による不揮発性半導体記

憶装置の読み出し方法における各部の電位と同様とする。

０242 第 の保護トラン、ジスタ 5０及び第2の保護トラン、ジスタ 52がオン状態となっている

ため、ドソト線 は第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置と同様に列デコー

ダ 2に電気的に接続されており、第2のワード線W 2は第 実施形態による不揮発

性半導体記憶装置と同様に第2の行デコーダ 6に電気的に接続されている。このた

め、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置は、第 実施形態による不揮発性半

導体記憶装置の読み出し方法と同様にして、メモリセルトラン、ジスタ に書き込まれ

た情報を読み出すことができる。

０243 (書き込み方法)



次に、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法について図32

を用いて説明する。

０244 本実施形態では、メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際には、第 の制御

線C の電位を5 とし、第2の制御線C 2の電位を5 とする。即ち、本実施形態で

は、メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際には、第 の保護トランジスタ 5０

及び第2の保護トランジスタ 52をオン状態とする。また、ビット線 の電位、ソース

線S の電位、第 のワード線W の電位、第2のワード線W 2の電位、及び、ウェ

ル26の電位は、第2実施形態による不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法にお

ける各部の電位と同様とする。

０245 第 の保護トランジスタ 5０及び第2の保護トランジスタ 52がオン状態となっている

ため、ビ、ソト線 は第2実施形態による不揮発性半導体記憶装置と同様に列デコー

ダ 2に電気的に接続されており、第2のワード線W 2は第2実施形態による不揮発

性半導体記憶装置と同様に第2の行デコーダ 6に電気的に接続されている。このた

め、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置は、第2実施形態による不揮発性半

導体記憶装置の書き込み方法と同様にして、メモリセルトランジスタ に情報を書き

込むことができる。

０246 (消去方法)

次に、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の消去方法について図32を用

いて説明する。

０247 メモリセルアレイ ０に書き込まれた情報を消去する際には、第 の制御線C の電

位を とし、第2の制御線C 2の電位を とする。即ち、本実施形態では、メモリセ

ルトランジスタ に書き込まれた情報を消去する際には、第 の保護トランジスタ 5

０及び第2の保護トランジスタ 52をオフ状態とする。また、ビット線 の電位、ソース

線S の電位、第 のワード線W の電位、第2のワード線W 2の電位、及び、ウェ

ル26の電位は、第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の消去方法における

各部の電位と同様とする。

０248 メモリセルアレイ ０に書き込まれた情報を消去する際には、第 のワード線W と

ウェル26に高電圧が印加される。列デコーダ 2及び第2の行デコーダ 6は低電圧



回路により構成されているため、列デコーダ 2や第2の行デコーダ 6がメモリセルア

レイ ０に電気的に接続された状態でメモリセルアレイ ０の情報を消去した場合には

、列デコーダ 2や第2の行デコーダ 6が破壊されてしまぅ虞がある。本実施形態で

は、メモリセルアレイ ０に書き込まれた情報を消去する際に、第 の保護トランジスタ

5０及び第2の保護トランジスタ 52をオフ状態とするため、ビ、ソト線 が列デコーダ

2から電気的に分離され、第2のワード線W 2が第2の行デコーダ 6から電気的に

分離される。即ち、本実施形態では、メモリセルアレイ ０に書き込まれた情報を消去

する際に、低電圧回路より成る列デコーダ 2及び第2の行デコーダ 6が、メモリセル

アレイ ０から電気的に分離される。このため、本実施形態によれば、メモリセルアレイ

０に書き込まれた情報を消去する際に、耐圧の低い列デコーダ 2及び第2の行デ

コーダ 6が破壊されるのを防止することができる。

０249 このよぅに本実施形態によれば、ビ、ソト線 が第 の保護トランジスタ 5０を介して

列デコーダ 2に接続されており、第2のワード線W 2が第2の保護トランジスタ 52

を介して第2の行デコーダ 6に接続されており、メモリセルアレイ ０に書き込まれた

情報を消去する際に、列デコーダ 2がビット線 から電気的に分離され、第2の行

デコーダ 6が第2のワード線W 2から電気的に分離される。このため、このため、本

実施形態によれば、メモリセルアレイ ０に書き込まれた情報を消去する際に、耐圧の

低い列デコーダ 2及び第2の行デコーダ 6が破壊されるのを防止することができる

０25０ 第6実施形態

本発明の第6実施形態による不揮発性半導体記憶装置並びにその読み出し方法

、書き込み方法及び消去方法を図33及び図34を用いて説明する。図33は、本実施

形態による不揮発性半導体記憶装置を示す回路図である。図 乃至図32に示す第

乃至第5実施形態による不揮発性半導体記憶装置等と同一の構成要素には、同

一の符号を付して説明を省略または簡潔にする。

０25 1 (不揮発性半導体記憶装置)

まず、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置にっいて図33を用いて説明す
る。



０252 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置は、第2のワード線W 2が第2の行デ

コーダ 6のみならず、高電圧回路より成る第4の行デコーダにも接続されており、メ

モリセルトランジスタ に情報を書き込む際に、第2の行デコーダ 6が第2のワード

線W 2から電気的に分離され、第4の行デコーダ 56により第2のワード線W 2に

電圧が印加されることに主な特徴がある。

０253 図33に示すように、各々のビット線 は、第 の保護トランジスタ 5０を介して行デ

コーダ 2に接続されている。換言すれば、第 の保護トランジスタ 5０のソースノドレ

インの一方がビット線 に接続されており、第 の保護トランジスタ 5０のソースノド

レインの他方が列デコーダ 2に接続されている。

０254 各々の第 の保護トランジスタ 5０のゲートは、第 の制御線C を介して制御回

路 54に接続されている。各々の第 の保護トランジスタ 5０は、制御回路 54により

制御される。

０255 第 の保護トランジスタ 5０のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚は、選択トランジスタ

S のゲート絶縁膜28b の膜厚と等しく設定されている。第 の保護トランジスタ 5０の

ゲート絶縁膜の膜厚を、選択トランジスタS のゲート絶縁膜28b の膜厚と同様に比

較的厚く設定しているのは、第 の保護トランジスタ 5０の耐圧を十分に確保するた

めである。

０256 なお、ここでは、第 の保護トランジスタ 5０のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚を選

択トランジスタS のゲート絶縁膜28bの膜厚と等しく設定する場合を例に説明したが

、第 の保護トランジスタ 5０のゲート絶縁膜の膜厚を高耐圧トランジスタのゲート絶

縁膜の膜厚と等しく設定してもよい。第 の保護トランジスタ 5０のゲート絶縁膜の膜

厚は、使用電圧に応じて適宜設定することができる。

０257 また、各々の第2のワード線W 2は、第2の保護トランジスタ 52を介して第2の行

デコーダ 6に接続されている。換言すれば、第2の保護トランジスタ 52のソースノ
ドレインの一方が第2のワード線W 2に接続されており、第2の保護トランジスタ 52

のソースノドレインの他方が第2の行デコーダ 6に接続されている。

０258 各々の第2の保護トランジスタ 52のゲートは、第2の制御線C 2を介して制御回

路 54に接続されている。各々の第2の保護トランジスタ 52は、制御回路 54により



制御される。

０259 第2の保護トランジスタ 52のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚は、選択トランジスタ

S のゲート絶縁膜28b の膜厚と等しく設定されている。第 の保護トランジスタ 52の

ゲート絶縁膜の膜厚を、選択トランジスタS のゲート絶縁膜28b の膜厚と同様に比

較的厚く設定しているのは、第 の保護トランジスタ 52の耐圧を十分に確保するた

めである。

０26０ なお、ここでは、第2の保護トランジスタ 52のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚を選

択トランジスタS のゲート絶縁膜28bの膜厚と等しく設定する場合を例に説明したが

、第2の保護トランジスタ 52のゲート絶縁膜の膜厚を高耐圧トランジスタのゲート絶

縁膜の膜厚と等しく設定してもよい。第2の保護トランジスタ 52のゲート絶縁膜の膜

厚は、使用電圧に応じて適宜設定することができる。

０26 1 また、各々の第2のワード線W 2は、第4の行デコーダ 56に更に接続されている

第4の行デコーダ 56は、複数の第2のワード線W 2の電位を制御するためのもの

である。第4の行デコーダ 56は、高電圧回路 (高耐圧回路 ) により構成されている。

本実施形態において第4の行デコーダ 56に高電圧回路を用いているのは、メモリ

セルトランジスタ に情報を書き込む際に、第2のワード線W 2に高電圧を印加す

るためである。

０262 こぅして本実施形態による不揮発性半導体記憶装置が構成されている。

０263 (不揮発性半導体記憶装置の動作)

次に、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の動作にっいて図34を用いて

説明する。図34は、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法、

書き込み方法及び消去方法を示す図である。図34において括弧内は非選択線の電

位を示している。また、図34において はフローティングを示している。

０264 (読み出し方法)

まず、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法を図34を用い
て説明する。

０265 本実施形態では、メモリセルトランジスタ に書き込まれた情報を読み出す際に



は、第 の制御線C の電位を5 とし、第2の制御線C 2の電位を5 とする。即ち

、本実施形態では、メモリセルトランジスタ に書き込まれた情報を読み出す際に

は、第 の保護トランジスタ 5０及び第2の保護トランジスタ 52をオン状態とする。ま

た、ビット線 の電位、ソース線S の電位、第 のワード線WL』 の電位、第2のワー

ド線W 2の電位、及び、ウェル26の電位は、第 実施形態による不揮発性半導体記

憶装置の読み出し方法における各部の電位と同様とする。

０266 第 の保護トランジスタ 5０及び第2の保護トランジスタ 52がオン状態となっている

ため、ビ、ソト線 は第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置と同様に列デコー

ダ 2に電気的に接続されており、第2のワード線W 2は第 実施形態による不揮発

性半導体記憶装置と同様に第2の行デコーダ 6に電気的に接続されている。このた

め、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置は、第 実施形態による不揮発性半

導体記憶装置の読み出し方法と同様にして、メモリセルトランジスタ に書き込まれ

た情報を読み出すことができる。

０267 (書き込み方法)

次に、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法を図34を用い

て説明する。

０268 メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際には、各部の電位を以下のよぅに設

定する。即ち、選択すべきメモリセル Cに接続されているビット線 の電位を と

する。一方、選択されたビ、ソト線 以外のビ、ソト線 の電位をフローティングとする。

また、選択すべきメモリセル Cに接続されているソース線S の電位を例えば5 (第

2の電位) とする。一方、選択されたソース線S 以外のソース線S の電位を 又は

フローティングとする。また、選択すべきメモリセル Cに接続されている第 のワード

線W の電位を例えばg (第3の電位) とする。選択された第 のワード線WL』 の

電位 (第3の電位) は、選択されたソース線 の電位 (第2の電位)より高い電位とす

る。一方、選択された第 のワード線W 以外の第 のワード線 の電位を 又は

フローティングとする。また、選択すべきメモリセル Cに接続された第2のワード線W

2の電位を例えば4 (第 の電位 とする。一方、選択された第2のワード線W 2以

外の第2のワード線W 2の電位を (接地) とする。第 の制御線C の電位を例



えば5 とする。第2の制御線C 2の電位を例えば5 とする。即ち、本実施形態では

、メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際には、第 の保護トランジスタ 5０を

オン状態とし、第2の保護トランジスタ 52をオフ状態とする。ウェル26の電位はいず

れも とする。

０269 本実施形態では、高電圧回路より成る第4の行デコーダ 56を用いて第2のワード

線W 2に電圧を印加するため、選択トランジスタS のセレクトゲート3０bに比較的高

い電圧を印加することができる。このため、本実施形態によれば、選択トランジスタS

のチヤネルに流れる電流を増加させることができ、書き込み速度を速くすることができ

る。一方、メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際には、第2の保護トランジス

タ 52をオフ状態とするため、低電圧回路より成る第2の行デコーダ 6が第2のワー

ド線W 2から電気的に分離される。このため、本実施形態によれば、メモリセルトラン

ジスタ に情報を書き込む際に、低電圧回路より成る第2の行デコーダ 6が破壊さ

れるのを防止することができる。

０27０ (消去方法)

まず、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の消去方法を図34を用いて説

明する。

０27 1 本実施形態では、メモリセルアレイ ０に書き込まれた情報を消去する際には、各部

の電位を、第5実施形態による不揮発性半導体記憶装置の消去方法における各部

の電位と同様とする。

０272 このため、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置は、第5実施形態による不

揮発性半導体記憶装置の消去方法と同様にして、メモリセルトランジスタ に書き

込まれた情報を消去することができる。

０273 このよぅに、本実施形態によれば、第2のワード線W 2が第2の行デコーダ 6のみ

ならず、高電圧回路より成る第4の行デコーダにも接続されており、メモリセルトランジ

スタ に情報を書き込む際に、第2の行デコーダ 6が第2のワード線W 2から電

気的に分離され、第4の行デコーダにより第2のワード線W 2に電圧が印加される。

このため、本実施形態によれば、メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際に、

選択トランジスタS のチヤネルに高電圧を印加することができ、選択トランジスタS



に流れる電流を増加させることができ、書き込み速度を速くすることができる。また、メ

モリセルトラン、ジスタ に情報を書き込む際に、第2の行デコーダ 6が第2のワード

線W 2から電気的に分離されるため、低電圧回路より成る第2の行デコーダ 6が破

壊されるのを防止することができる。

０274 第7実施形態

本発明の第7実施形態による不揮発性半導体記憶装置並びにその読み出し方法

、書き込み方法及び消去方法を図35及び図36を用いて説明する。図35は、本実施

形態による不揮発性半導体記憶装置を示す回路図である。図 乃至図34に示す第

乃至第6実施形態による不揮発性半導体記憶装置等と同一の構成要素には、同

一の符号を付して説明を省略または簡潔にする。

０275 (不揮発性半導体記憶装置)

まず、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置について図35を用いて説明す
る。

０276 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置は、第2のワード線W 2とソース線S

との間にバイパストラン、ジスタ 58が設けられており、メモリセルトラン、ジスタ に情

報を書き込む際に、第2の行デコーダ 6が第2のワード線W 2から電気的に分離さ

れ、バイパストラン、ジスタ 58によりソース線S と第2のワード線W 2とが電気的に接

続され、第3の行デコーダ 8により第2のワード線W 2に電圧が印加されることに主

な特徴がある。

０277 図35に示すよぅに、各々のビット線 は、第 の保護トラン、ジスタ 5０を介して行デ

コーダ 2に接続されている。換言すれば、第 の保護トランジスタ 5０のソースノドレ

インの一方がビット線 に接続されており、第 の保護トラン、ジスタ 5０のソースノド

レインの他方が列デコーダ 2に接続されている。

０278 各々の第 の保護トランジスタ 5０のゲートは、第 の制御線C を介して第 の制

御回路 54に接続されている。各々の第 の保護トランジスタ 5０は、第 の制御回

路 54により制御される。

０279 第 の保護トラン、ジスタ 5０のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚は、選択トラン、ジスタ

S のゲート絶縁膜28b の膜厚と等しく設定されている。第 の保護トラン、ジスタ 5０の



ゲート絶縁膜の膜厚を、選択トランジスタS のゲート絶縁膜28b の膜厚と同様に比

較的厚く設定しているのは、第 の保護トランジスタ 5０の耐圧を十分に確保するた

めである。

０28０ なお、ここでは、第 の保護トランジスタ 5０のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚を選

択トランジスタS のゲート絶縁膜28bの膜厚と等しく設定する場合を例に説明したが

、第 の保護トランジスタ 5０のゲート絶縁膜の膜厚を高耐圧トランジスタのゲート絶

縁膜の膜厚と等しく設定してもよい。第 の保護トランジスタ 5０のゲート絶縁膜の膜

厚は、使用電圧に応じて適宜設定することができる。

０28 1 また、各々の第2のワード線W 2は、第2の保護トランジスタ 52を介して第2の行

デコーダ 6に接続されている。換言すれば、第2の保護トランジスタ 52のソースノ
ドレインの一方が第2のワード線W 2に接続されており、第2の保護トランジスタ 52

のソースノドレインの他方が第2の行デコーダ 6に接続されている。

０282 各々の第2の保護トランジスタ 52のゲートは、第2の制御線C 2を介して第2の制

御回路 54に接続されている。各々の第2の保護トランジスタ 52は、第2の制御回

路 54により制御される。

０283 第2の保護トランジスタ 52のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚は、選択トランジスタ

S のゲート絶縁膜28b の膜厚と等しく設定されている。第 の保護トランジスタ 52の

ゲート絶縁膜の膜厚を、選択トランジスタS のゲート絶縁膜28b の膜厚と同様に比

較的厚く設定しているのは、第 の保護トランジスタ 52の耐圧を十分に確保するた

めである。

０284 なお、ここでは、第2の保護トランジスタ 52のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚を選

択トランジスタS のゲート絶縁膜28bの膜厚と等しく設定する場合を例に説明したが

、第2の保護トランジスタ 52のゲート絶縁膜の膜厚を高耐圧トランジスタのゲート絶

縁膜の膜厚と等しく設定してもよい。第2の保護トランジスタ 52のゲート絶縁膜の膜

厚は、使用電圧に応じて適宜設定することができる。

０285 第2のワード線W 2とソース線S との間には、バイパストランジスタ 58がそれぞれ

設けられている。換言すれば、バイパストランジスタ 58のソースノドレインの一方が

第2のワード線W 2に接続されており、バイパストランジスタ 58のソースノドレイン



の他方がソース線S に接続されている。

０286 各々のバイパストランジスタ 58のゲートは、第3の制御線C 3を介して第2の制御

回路 6０に接続されている。各々のバイパストランジスタ 58は、第3の制御回路 6

により制御される。

０287 バイパストランジスタ 58のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚は、選択トランジスタS

のゲート絶縁膜28b の膜厚と等しく設定されている。バイパストランジスタ 58のゲー

ト絶縁膜の膜厚を、選択トランジスタS のゲート絶縁膜28bの膜厚と同様に比較的

厚く設定しているのは、バイパストランジスタ 58の耐圧を十分に確保するためである

０288 なお、ここでは、バイパストランジスタ 58のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚を選択

トランジスタS のゲート絶縁膜28bの膜厚と等しく設定する場合を例に説明したが、

バイパストランジスタ 58のゲート絶縁膜の膜厚を高耐圧トランジスタのゲート絶縁膜

の膜厚と等しく設定してもよい。バイパストランジスタ 58のゲート絶縁膜の膜厚は、

使用電圧に応じて適宜設定することができる。

０289 本実施形態において、第2のワード線W 2をバイパストランジスタ 58を介して第3

の行デコーダ 8に接続しているのは、メモリセルトランジスタ に情報を書き込む

際に、第2のワード線W 2に高電圧を印加するためである。

０29０ こぅして本実施形態による不揮発性半導体記憶装置が構成されている。

０29 1 (不揮発性半導体記憶装置の動作)

次に、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の動作について図36を用いて

説明する。図36は、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法、

書き込み方法及び消去方法を示す図である。図36において括弧内は非選択線の電

位を示している。また、図36において はローティングを示している。

０292 (読み出し方法)

まず、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法を図36を用い

て説明する。

０293 本実施形態では、メモリセルトランジスタ に書き込まれた情報を読み出す際に

は、第 の制御線C の電位を5 とし、第2の制御線C 2の電位を5 とする。即ち



、本実施形態では、メモリセルトランジスタ に書き込まれた情報を読み出す際に

は、第 の保護トランジスタ 5０及び第2の保護トランジスタ 52をオン状態とする。ま

た、メモリセルトランジスタ に書き込まれた情報を読み出す際には、第3の制御線

C 3の電位を とする。即ち、本実施形態では、メモリセルトランジスタ に書き込

まれた情報を読み出す際には、バイパストランジスタ 58をオフ状態とする。また、ビ

、ソト線 の電位、ソース線S の電位、第 のワード線W の電位、第2のワード線W

2の電位、及び、ウェル26の電位は、第 実施形態による不揮発性半導体記憶装

置の読み出し方法における各部の電位と同様とする。

０294 第 の保護トランジスタ 5０及び第2の保護トランジスタ 52がオン状態となっている

ため、ビ、ソト線 は第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置と同様に列デコー

ダ 2に電気的に接続されており、第2のワード線W 2は第 実施形態による不揮発

性半導体記憶装置と同様に第2の行デコーダ 6に電気的に接続されている。また、

バイパストランジスタ 58がオフ状態となっているため、第2のワード線W 2は第 実

施形態による不揮発性半導体記憶装置と同様にソース線S から電気的に分離され

ている。このため、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置は、第 実施形態に

よる不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法と同様にして、メモリセルトランジスタ

に書き込まれた情報を読み出すことができる。

０295 (書き込み方法)

次に、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法を図36を用い
て説明する。

０296 メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際には、各部の電位を以下のよぅに設

定する。

０297 即ち、選択すべきメモリセル Cに接続されているビット線 の電位を とする。

一方、選択されたビ、ソト線 以外のビ、ソト線 の電位をフローティングとする。

０298 また、選択すべきメモリセル Cに接続されているソース線S の電位を例えば5 (

第 の電位) とする。一方、選択されたソース線S 以外のソース線S の電位を 又

はフローティングとする。

０299 また、選択すべきメモリセル Cに接続されている第 のワード線W の電位を例



えばg (第2の電位) とする。一方、選択された第 のワード線W 以外の第 のワ

ード線 の電位を 又はフローティングとする。

０3００ また、バイパストランジスタ 58をオン状態とすることにより、ソース線S と第2のワー

ド線W 2とを電気的に接続する。これにより、選択すべきメモリセル Cに接続され

た第2のワード線W 2の電位が、ソース線S の電位と等しくなる。ここでは、選択さ

れたソース線S の電位を例えば5 (第 の電位) とするため、選択された第2のワー

ド線W 2の電位も例えば5 (第 の電位 となる。一方、選択された第2のワード線

W 2以外の第2のワード線W 2の電位 (接地)又はフローティングとなる。

０3０1 また、第 の制御線C の電位を例えば5 とする。また、第2の制御線C 2の電位

を例えば とする。即ち、本実施形態では、メモリセルトランジスタ に情報を書き

込む際には、第 の保護トランジスタ 5０をオン状態とし、第2の保護トランジスタ 52

をオフ状態とする。

０3０2 また、第3の制御線C 3の電位を例えば6 (第3の電位) とする。第3の制御線C

3の電位 (第3の電位) は、選択されたソース線 の電位である第 の電位より高い電

位とする。第3の制御線C 3の電位 (第3の電位)を選択されたソース線S の電位 (

第 の電位)より高く設定するのは、第2のワード線W 2の電位とソース線S の電位

とを確実に等しくするためである。

０3０3 ウェル26の電位はいずれも とする。

０3０4 本実施形態では、メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際には、高電圧回

路より成る第3の行デコーダ 8を用いて第2のワード線W 2に電圧を印加するため、

選択トランジスタS のセレクトゲート3 bに比較的商い電圧を印加することができる。

このため、本実施形態によれば、選択トランジスタS のチヤネルに流れる電流を増加

させることができ、書き込み速度を速くすることができる。また、メモリセルトランジスタ

に情報を書き込む際には、第2の保護トランジスタ 52をオフ状態とするため、低

電圧回路より成る第2の行デコーダ 6が第2のワード線W 2から電気的に分離され

る。このため、本実施形態によれば、メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際

に、低電圧回路より成る第2の行デコーダ 6が破壊されるのを防止することができる



０3０5 (消去方法)

まず、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の消去方法を図36を用いて説

明する。

０3０6 本実施形態では、メモリセルアレイ ０に書き込まれた情報を消去する際には、第

の制御線C の電位を とし、第2の制御線C 2の電位を とする。即ち、本実施

形態では、メモリセルアレイ ０に書き込まれた情報を消去する際には、第 の保護ト

ランジスタ 5０及び第2の保護トランジスタ 52をオフ状態とする。また、メモリセルア

レイ ０に書き込まれた情報を消去する際には、第3の制御線C 3の電位を とする

。即ち、本実施形態では、メモリセルアレイ ０に書き込まれた情報を消去する際には

、バイパストランジスタ 58をオフ状態とする。また、ビット線 の電位、ソース線S

の電位、第 のワード線W の電位、第2のワード線W 2の電位、及び、ウェル26

の電位は、第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の消去方法における各部

の電位と同様とする。

０3０7 第 の保護トランジスタ 5０及び第2の保護トランジスタ 52がオフ状態となっている

ため、ビ、ソト線 は第5実施形態と同様に列デコーダ 2から電気的に分離されてお
り、第2のワード線W 2は第5実施形態による不揮発性半導体記憶装置と同様に第

2の行デコーダ 6から電気的に分離されている。このため、本実施形態による不揮

発性半導体記憶装置は、第5実施形態による不揮発性半導体記憶装置の消去方法

と同様にして、メモリセルアレイ ０に書き込まれた情報を消去することができる。

０3０8 第8実施形態

本発明の第8実施形態による不揮発性半導体記憶装置並びにその読み出し方法

、書き込み方法及び消去方法を図37及び図38を用いて説明する。図37は、本実施

形態による不揮発性半導体記憶装置を示す回路図である。図 乃至図36に示す第

乃至第7実施形態による不揮発性半導体記憶装置等と同一の構成要素には、同

一の符号を付して説明を省略または簡潔にする。

０3０9 (不揮発性半導体記憶装置)

まず、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置について図37を用いて説明す
る。



０3 1０ 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置は、第 のワード線W と第2のワード

線W 2との間にバイパストランジスタ 58が設けられており、メモリセルトランジスタ

に情報を書き込む際に、第2の行デコーダ 6が第2のワード線W 2から電気的に

分離され、バイパストランジスタ 58により第 のワード線W と第2のワード線W 2

とが電気的に接続され、第 の行デコーダ 4により第 のワード線W 及び第2のワ

ード線W 2に電圧が印加されることに主な特徴がある。

０3 11 図37に示すように、各々のビット線 は、第 の保護トランジスタ 5０を介して行デ

コーダ 2に接続されている。換言すれば、第 の保護トランジスタ 5０のソースノドレ

インの一方がビット線 に接続されており、第 の保護トランジスタ 5０のソースノド

レインの他方が列デコーダ 2に接続されている。

０3 12 各々の第 の保護トランジスタ 5０のゲートは、第 の制御線C を介して第 の制

御回路 54に接続されている。各々の第 の保護トランジスタ 5０は、第 の制御回

路 54により制御される。

０3 13 第 の保護トランジスタ 5０のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚は、選択トランジスタ

S のゲート絶縁膜28b の膜厚と等しく設定されている。第 の保護トランジスタ 5０の

ゲート絶縁膜の膜厚を、選択トランジスタS のゲート絶縁膜28b の膜厚と同様に比

較的厚く設定しているのは、第 の保護トランジスタ 5０の耐圧を十分に確保するた

めである。

０3 14 なお、ここでは、第 の保護トランジスタ 5０のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚を選

択トランジスタS のゲート絶縁膜28bの膜厚と等しく設定する場合を例に説明したが

、第 の保護トランジスタ 5０のゲート絶縁膜の膜厚を高耐圧トランジスタのゲート絶

縁膜の膜厚と等しく設定してもよい。第 の保護トランジスタ 5０のゲート絶縁膜の膜

厚は、使用電圧に応じて適宜設定することができる。

０3 15 また、各々の第2のワード線W 2は、第2の保護トランジスタ 52を介して第2の行

デコーダ 6に接続されている。換言すれば、第2の保護トランジスタ 52のソースノ
ドレインの一方が第2のワード線W 2に接続されており、第2の保護トランジスタ 52

のソースノドレインの他方が第2の行デコーダ 6に接続されている。

０3 16 各々の第2の保護トランジスタ 52のゲートは、第2の制御線C 2を介して第2の制



御回路 54に接続されている。各々の第2の保護トランジスタ 52は、第2の制御回

路 54により制御される。

０3 17 第2の保護トランジスタ 52のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚は、選択トランジスタ

S のゲート絶縁膜28b の膜厚と等しく設定されている。第 の保護トランジスタ 52の

ゲート絶縁膜の膜厚を、選択トランジスタS のゲート絶縁膜28b の膜厚と同様に比

較的厚く設定しているのは、第 の保護トランジスタ 52の耐圧を十分に確保するた

めである。

０3 18 なお、ここでは、第2の保護トランジスタ 52のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚を選

択トランジスタS のゲート絶縁膜28bの膜厚と等しく設定する場合を例に説明したが

、第2の保護トランジスタ 52のゲート絶縁膜の膜厚を高耐圧トランジスタのゲート絶

縁膜の膜厚と等しく設定してもよい。第2の保護トランジスタ 52のゲート絶縁膜の膜

厚は、使用電圧に応じて適宜設定することができる。

０3 19 第 のワード線W と第2のワード線W 2との間には、バイパストランジスタ 58が

それぞれ設けられている。換言すれば、バイパストランジスタ 58のソースノドレイン

の一方が第 のワード線W に接続されており、バイパストランジスタ 58のソースノ

ドレインの他方が第2のワード線W 2に接続されている。

０32０ 各々のバイパストランジスタ 58のゲートは、第3の制御線C 3を介して第2の制御

回路 6０に接続されている。各々のバイパストランジスタ 58は、第2の制御回路 6

により制御される。

０32 1 バイパストランジスタ 58のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚は、選択トランジスタS

のゲート絶縁膜28b の膜厚と等しく設定されている。バイパストランジスタ 58のゲー

ト絶縁膜の膜厚を、選択トランジスタS のゲート絶縁膜28b の膜厚と同様に比較的

厚く設定しているのは、バイパストランジスタ 58の耐圧を十分に確保するためである

０322 なお、ここでは、バイパストランジスタ 58のゲート絶縁膜 (図示せず)の膜厚を選択

トランジスタS のゲート絶縁膜28bの膜厚と等しく設定する場合を例に説明したが、

バイパストランジスタ 58のゲート絶縁膜の膜厚を高耐圧トランジスタのゲート絶縁膜

の膜厚と等しく設定してもよい。バイパストランジスタ 58のゲート絶縁膜の膜厚は、



使用電圧に応じて適宜設定することができる。

０323 本実施形態において、第 のワード線W をバイパストランジスタ 58を介して第2

のワード線W 2に接続しているのは、メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際

に、第2のワード線W 2に高電圧を印加するためである。

０324 こぅして本実施形態による不揮発性半導体記憶装置が構成されている。

０325 (不揮発性半導体記憶装置の動作)

次に、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の動作について図38用いて説

明する。図38は、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法、書

き込み方法及び消去方法を示す図である。図38において括弧内は非選択線の電位

を示している。また、図38において はローティングを示している。

０326 (読み出し方法)

まず、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法を図38を用い
て説明する。

０327 本実施形態では、メモリセルトランジスタ に書き込まれた情報を読み出す際に

は、第 の制御線C の電位を5 とし、第2の制御線C 2の電位を5 とする。即ち

、本実施形態では、メモリセルトランジスタ に書き込まれた情報を読み出す際に

は、第 の保護トランジスタ 5０及び第2の保護トランジスタ 52をオン状態とする。

０328 また、メモリセルトランジスタ に書き込まれた情報を読み出す際には、第3の制

御線C 3の電位を とする。即ち、本実施形態では、メモリセルトランジスタ に

書き込まれた情報を読み出す際には、バイパストランジスタ 58をオフ状態とする。

０329 また、ビット線 の電位、ソース線S の電位、第 のワード線W の電位、第2の

ワード線W 2の電位、及び、ウェル26の電位は、第 実施形態による不揮発性半導

体記憶装置の読み出し方法における各部の電位と同様とする。

０33０ 第 の保護トランジスタ 5０及び第2の保護トランジスタ 52がオン状態となっている

ため、ビ、ソト線 は第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置と同様に列デコー

ダ 2に電気的に接続されており、第2のワード線W 2は第 実施形態による不揮発

性半導体記憶装置と同様に第2の行デコーダ 6に電気的に接続されている。また、

バイパストランジスタ 58がオフ状態となっているため、第2のワード線W 2は第 実



施形態による不揮発性半導体記憶装置と同様にソース線S から電気的に分離され

ている。このため、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置は、第 実施形態に

よる不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法と同様にして、メモリセルトランジスタ

に書き込まれた情報を読み出すことができる。

０33 1 (書き込み方法)

次に、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法を図38を用い
て説明する。

０332 メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際には、各部の電位を以下のよぅに設

定する。

０333 即ち、選択すべきメモリセル Cに接続されているビット線 の電位を とする。

一方、選択されたビ、ソト線 以外のビ、ソト線 の電位をフローティングとする。

０334 また、選択すべきメモリセル Cに接続されているソース線S の電位を例えば5 (

第 の電位) とする。一方、選択されたソース線S 以外のソース線S の電位を 又

はフローティングとする。

０335 また、選択すべきメモリセル Cに接続されている第 のワード線W の電位を例

えばg (第2の電位) とする。一方、選択された第 のワード線W 以外の第 のワ

ード線W の電位を 又はフローティングとする。

０336 また、バイパストランジスタ 58をオン状態とすることにより、第 のワード線W と第

2のワード線W 2とを電気的に接続する。これにより、選択すべきメモリセル Cに接

続された第2のワード線W 2の電位が、第 のワード線WL』 の電位と等しくなる。ここ

では、選択されたワード線W の電位を例えばg (第2の電位) とするため、選択さ

れた第2のワード線W 2の電位も例えばg (第2の電位) となる。また、選択された第

2のワード線W 2以外の第2のワード線W 2の電位 (接地)又はフローティング

となる。

０337 また、第 の制御線C の電位を例えば5 とする。また、第2の制御線C 2の電位

を例えば とする。即ち、本実施形態では、メモリセルトランジスタ に情報を書き

込む際には、第 の保護トランジスタ 5０をオン状態とし、第2の保護トランジスタ 52

をオフ状態とする。



０338 また、第3の制御線C 3の電位を例えば ０ (第3の電位) とする。第3の制御線C

3の電位 (第3の電位) は、選択された第 のワード線W 及び第2のワード線W 2

の電位である第2の電位より高い電位とする。第3の制御線C 3の電位 (第3の電位)

を選択された第 のワード線WL』 及び第2のワード線W 2の電位 (第2の電位)より

高く設定するのは、バイパストランジスタ 58をオン状態にするためである。

０339 ウェル26の電位はいずれも とする。

０34０ 本実施形態では、メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際には、高電圧回

路より成る第 の行デコーダ 4を用いて第 のワード線W 及び第2のワード線 『

2に電圧を印加するため、選択トランジスタS のセレクトゲート3０bに比較的高い電

圧を印加することができる。このため、本実施形態によれば、選択トランジスタS のチ

ヤネルに流れる電流を増加させることができ、書き込み速度を速くすることができる。

また、メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際に、第2の保護トランジスタ 52

をオフ状態とするため、低電圧回路より成る第2の行デコーダ 6が第2のワード線W

2から電気的に分離される。このため、本実施形態によれば、メモリセルトランジスタ

に情報を書き込む際に、低電圧回路より成る第2の行デコーダ 6が破壊される

のを防止することができる。

０34 1 (消去方法)

まず、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の消去方法を図38を用いて説

明する。

０342 本実施形態では、メモリセルアレイ ０に書き込まれた情報を消去する際には、第

の制御線C の電位を とし、第2の制御線C 2の電位を とする。即ち、本実施

形態では、メモリセルアレイ ０に書き込まれた情報を消去する際には、第 の保護ト

ランジスタ 5０及び第2の保護トランジスタ 52をオフ状態とする。また、メモリセルア

レイ ０に書き込まれた情報を消去する際には、第3の制御線C 3の電位を とする

。即ち、本実施形態では、メモリセルアレイ ０に書き込まれた情報を消去する際には

、バイパストランジスタ 58をオフ状態とする。また、ビット線 の電位、ソース線S

の電位、第 のワード線W の電位、第2のワード線W 2の電位、及び、ウェル26

の電位は、第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の消去方法における各部



の電位と同様とする。

０343 第 の保護トラン、ジスタ 5０及び第2の保護トラン、ジスタ 52がオフ状態となっている

ため、ドソト線 は第5実施形態と同様に列デコーダ 2から電気的に分離されてお
り、第2のワード線W 2は第5実施形態による不揮発性半導体記憶装置と同様に第

2の行デコーダ 6から電気的に分離されている。このため、本実施形態による不揮

発性半導体記憶装置は、第5実施形態による不揮発性半導体記憶装置の消去方法

と同様にして、メモリセルアレイ ０に書き込まれた情報を消去することができる。

０344 第9実施形態

本発明の第9実施形態による不揮発性半導体記憶装置及びその書き込み方法を

図39及び図4０を用いて説明する。図39は、本実施形態による不揮発性半導体記

憶装置を示す断面図である。図4０は、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置

の読み出し方法、書き込み方法及び消去方法を示す図である。図4０において括弧

内は非選択線の電位を示している。また、図4０において はフローティングを示して

いる。図 乃至図38に示す第 乃至第8実施形態による不揮発性半導体記憶装置

等と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略または簡潔にする。

０345 (不揮発性半導体記憶装置)

まず、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置及びその読み出し方法を図39

を用いて説明する。

０346 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置は、 型のソース拡散層36a が形成さ

れた領域にP型のド一パント不純物が導入されており、これによりP型の不純物拡散

層35が形成されていることに主な特徴がある。

０347 図39に示すよぅに、 型のソース拡散層36a が形成された領域を含む領域には、P

型のド一パント不純物が導入されている。これにより、 型のソース拡散層36a が形成

された領域を含む領域に、P型の不純物拡散層35が形成されている。

０348 本実施形態において、 型のソース拡散層36 が形成された領域を含む領域にP

型の不純物拡散層35を形成しているのは、以下のよぅな理由によるものである。

０349 即ち、 型のソース拡散層36a が形成された領域を含む領域にP型の不純物拡散

層35を形成すると、 型のソース拡散層36a からの空乏層の拡がりが抑制される。



型のソース拡散層36a からの空乏層の拡がりが抑制されると、 型のソース拡散層36

aの近傍において電界強度が強くなり、 型のソース拡散層36a の近傍においてキヤ

リアを急激に加速することが可能となる。本実施形態では、キヤリアを急激に加速する

ことができるため、メモリセルトランジスタ への情報の書き込み速度を向上させるこ

とができる。

０35０ なお、選択トランジスタS のソースノドレイン拡散層36b 36c が形成されている領

域にはP型のド一パント不純物が導入されていないため、選択トランジスタS はP型

のド一パント不純物の影響を受けることはない。このため、選択トランジスタS の閾値

電圧が高くなることはなく、選択トランジスタS は高速動作することが可能である。

０35 1 (読み出し方法)

本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法は、第 のワード線W

に口、ジ、ソク回路の電源電圧 より高い電圧 を印加することに主な特徴がある。
CC

０352 本実施形態では、メモリセルトランジスタ の 型のソース拡散層36a を含む領域

にP型の不純物拡散層35が形成されているため、メモリセルトランジスタ の閾値

電圧が比較的高くなっている。このため、第 のワード線W に比較的低い電圧で

ある を印加した場合には、メモリセルトランジスタ のソースノドレイン間に十分
CC

な電流が流れない虞がある。

０353 このため、本実施形態では、メモリセルトランジスタ に書き込まれた情報を読み

出す際には、ロ、ジ、ソク回路の電源電圧 より高い電圧 を第 のワード線W に
C

印加する。第 のワード線W に比較的高い電圧 が印加されるため、メモリセルト

ランジスタ のソースノドレイン間に十分な電流を流すことができ、メモリセルトラン

ジスタ に書き込まれた情報を安定して読み出すことが可能となる。

０354 変形実施形態

本発明は上記実施形態に限らず種々の変形が可能である。

０355 例えば、第6実施形態では、メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際に、第2

のワード線W 2の電位 (第 の電位)を4 とする場合を例に説明したが、メモリセルト

ランジスタ に情報を書き込む際の第2のワード線机山2の電位 (第 の電位 は4

に限定されるものではない。メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際の第2の



ワード線W 2の電位 (第 の電位) は、低電圧回路の電源電圧 より高い電圧と
CC

す

ればよい。少なくとも低電圧回路の電源電圧 より高い電圧を第2のワード線W 2
CC

に印加すれば、選択トランジスタS のチヤネルに流れる電流を増加させることができ

、書き込み速度を速くすることが可能である。

０356 また、第7実施形態では、メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際に、第3の

制御線C 3の電位 (第3の電位)を6 とする場合を例に説明したが、メモリセルトラン

、ジスタ に情報を書き込む際の第3の制御線C 3の電位 (第3の電位) は6 に限

定されるものではない。メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際の第3の制御

線C 3の電位 (第3の電位) は、選択されたソース線S の電位 (第 の電位)より高い
電位とすればよい。少なくとも選択されたソース線S の電位 (第 の電位)より高い電

位を第3の制御線C 3に印加すれば、バイパストランジスタ 58をオン状態にするこ

とが可能である。

０357 また、第8実施形態では、メモリセルトランジスタ に情報を書き込む際に、第3の

制御線C 3の電位 (第3の電位)を ０ とする場合を例に説明したが、メモリセルトラ

ンジスタ に情報を書き込む際の第3の制御線C 3の電位 (第3の電位) は ０ に

限定されるものではない。

産業上の利用可能，性

０358 本発明による不揮発性半導体記憶装置並びにその読み出し方法、書き込み方法

及び消去方法は、高速で動作し得る不揮発性半導体記憶装置並びにその読み出し

方法、書き込み方法及び消去方法を提供するのに有用である。



請求の範囲

選択トランジスタと、前記選択トランジスタに接続されたメモリセルトランジスタとを有

するメモリセルが、マトリクス状に複数配列されて成るメモリセルアレイと、

同一の列に存在する複数の前記選択トランジスタのドレインを共通接続する複数の

ビット線と、

同一の行に存在する複数の前記メモリセルトランジスタのコントロールゲートを共通

接続する複数の第 のワード線と、

同一の行に存在する複数の前記選択トランジスタのセレクトゲートを共通接続する

複数の第2のワード線と、

同一の行に存在する前記複数のメモリセルトランジスタのソースを共通接続する複

数のソース線と、

前記複数のビット線に接続され、前記複数のビット線の電位を制御する列デコーダ

と、

前記複数の第 のワード線に接続され、前記複数の第 のワード線の電位を制御す

る第 の行デコーダと、

前記複数の第2のワード線に接続され、前記複数の第2のワード線の電位を制御す

る第2の行デコーダと、

前記複数のソース線に接続され、前記複数のソース線の電位を制御する第3の行

デコーダとを有し、

前記列デコーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の行デコーダより耐圧の低

い回路により構成されており、

前記第2の行デコーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の行デコーダより耐

圧の低い回路により構成されてレ巧

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。

2 請求項 記載の不揮発性半導体記憶装置において、

前記複数のビット線は、第 の保護トランジスタを介してそれぞれ前記列デコーダに

接続されており、

前記複数の第2のワード線は、第2の保護トランジスタを介してそれぞれ前記第2の



行デコーダに接続されており、

複数の前記第 の保護トランジスタ及び複数の前記第2の保護トランジスタを制御

する第 の制御回路を更に有する

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。

3 請求の範囲第2項記載の不揮発性半導体記憶装置において、

前記第 の保護トランジスタのゲート絶縁膜の膜厚と、前記第2の保護トランジスタ

のゲート絶縁膜の膜厚と、前記選択トランジスタのゲート絶縁膜の膜厚とが互いに等
、

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。

4 請求の範囲第2項又は第3項記載の不揮発性半導体記憶装置において、

前記複数の第2のワード線に接続され、前記複数の第2のワード線の電位を制御す

る第4の行デコーダを更に有し、

前記第4の行デコーダは、前記第2の行デコーダより耐圧の高い回路により構成さ

れている

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。

5 請求の範囲第2項又は第3項記載の不揮発性半導体記憶装置において、

各々の行における前記第2のワード線と前記ソース線との間に設けられたバイパスト

ランジスタと、

複数の前記バイパストランジスタを制御する第2の制御回路とを更に有する、

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。

6 請求の範囲第2項又は第3項記載の不揮発性半導体記憶装置において、

各々の行における前記第2のワード線と前記第 のワード線との間に設けられたバ

イパストランジスタと、

複数の前記バイパストランジスタを制御する第2の制御回路とを更に有する

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。

7 請求の範囲第 項乃至第6項のいずれか 項に記載の不揮発性半導体記憶装置

において、

前記メモリセルトランジスタは、半導体基板上にトンネル絶縁膜を介して形成された



フローティングゲートと、前記フローティングゲート上に絶縁膜を介して形成された前

記コントロールゲートと、前記フローティングゲートの一方の側の前記半導体基板内

に形成され、前記ソースを構成する 型の第 の不純物拡散層と、前記フローティン

グゲートの他方の側の前記半導体基板内に形成された 型の第2の不純物拡散層と

を有し、

前記第 の不純物拡散層が形成された領域を含む領域にP型のド一パント不純物

が導入されてレ巧

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。

8 選択トランジスタと、前記選択トランジスタに接続されたメモリセルトランジスタとを有

するメモリセルが、マトリクス状に複数配列されて成るメモリセルアレイと 同一の列に

存在する複数の前記選択トランジスタのドレインを共通接続する複数のビット線と、同

一の行に存在する複数の前記メモリセルトランジスタのコントロールゲートを共通接続

する複数の第 のワード線む同一の行に存在する複数の前記選択トランジスタのセ

レクトゲートを共通接続する複数の第2のワード線と、同一の行に存在する前記複数

のメモリセルトランジスタのソースを共通接続する複数のソース線む前記複数のビット

線に接続され、前記複数のビット線の電位を制御する列デコーダむ前記複数の第

のワード線に接続され、前記複数の第 のワード線の電位を制御する第 の行デコー

ダむ前記複数の第2のワード線に接続され、前記複数の第2のワード線の電位を制

御する第2の行デコーダむ前記複数のソース線に接続され、前記複数のソース線の

電位を制御する第3の行デコーダとを有し、前記列デコーダは、前記第 の行デコー

ダ及び前記第3の行デコーダより耐圧の低い回路により構成されており、前記第2の

行デコーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の行デコーダより耐圧の低い回

路により構成されている不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法であって、

前記第2の行デコーダにより一の前記第2のワード線に第 の電圧を選択的に印加

し、前記列デコーダにより一の前記ビ、ソト線に第2の電圧を選択的に印加することによ

り、選択された前記メモリセルに書き込まれた情報を前記一のビ、ソト線に流れる電流

に基づいて読み出す

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法。



9 選択トランジスタと、前記選択トランジスタに接続されたメモリセルトランジスタとを有

するメモリセルが、マトリクス状に複数配列されて成るメモリセルアレイと 同一の列に

存在する複数の前記選択トランジスタのドレインを共通接続する複数のビット線む同

一の行に存在する複数の前記メモリセルトランジスタのコントロールゲートを共通接続

する複数の第 のワード線む同一の行に存在する複数の前記選択トランジスタのセ

レクトゲートを共通接続する複数の第2のワード線む同一の行に存在する前記複数

のメモリセルトランジスタのソースを共通接続する複数のソース線む前記複数のビット

線に接続され、前記複数のビット線の電位を制御する列デコーダむ前記複数の第

のワード線に接続され、前記複数の第 のワード線の電位を制御する第 の行デコー

ダむ前記複数の第2のワード線に接続され、前記複数の第2のワード線の電位を制

御する第2の行デコーダむ前記複数のソース線に接続され、前記複数のソース線の

電位を制御する第3の行デコーダとを有し、前記列デコーダは、前記第 の行デコー

ダ及び前記第3の行デコーダより耐圧の低い回路により構成されており、前記第2の

行デコーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の行デコーダより耐圧の低い回

路により構成されている不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法であって、

前記第2の行デコーダにより一の前記第2のワード線に第 の電圧を選択的に印加

し、前記第3の行デコーダにより一の前記ソース線に第2の電圧を選択的に印加し、

前記第 の行デコーダにより一の前記第 のワード線に第3の電圧を選択的に印加し

、前記列デコーダにより一の前記ビット線を選択的に接地することにより、選択された

前記メモリセルに情報を書き込む

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法。

０ 請求の範囲第9項記載の不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法において、

前記列デコーダは、前記メモリセルに情報を書き込む際に、前記一のビット線を除

く他の前記ビット線に前記第 の電圧を印加する

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法。

請求の範囲第9項又は第 ０項記載の不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法

において、

前記第2の行デコーダは、前記メモリセルに情報を書き込む際に、前記一の第2の



ワード線を除く他の前記第2のワード線を接地する

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法。

2 請求の範囲第9項記載の不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法において、

前記列デコーダは、前記メモリセルに情報を書き込む際に、前記一のビット線を除

く他の前記ビット線に前記第 の電圧より高い第4の電圧を印加する

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法。

3 請求の範囲第 2項記載の不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法において、

前記第4の電圧は、前記第 の電圧より ・2～０・5 高い

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法。

4 請求の範囲第9項乃至第 3項のいずれか 項に記載の不揮発性半導体記憶装置

の書き込み方法において、

前記一のビット線を選択的に接地した後に、前記一の第2のワード線に選択的に前

記第 の電圧を印加し、前記一の第2のワード線に選択的に前記第 の電圧を印加

した後に、前記一の第 のワード線に前記第3の電圧を選択的に印加し、前記一の

第 のワード線に前記第3の電圧を選択的に印加した後に、前記ソース線に前記第2

の電圧を選択的に印加することにより、前記メモリセルに情報を書き込む

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法。

5 選択トランジスタと、前記選択トランジスタに接続されたメモリセルトランジスタとを有

するメモリセルが、マトリクス状に複数配列されて成るメモリセルアレイと 同一の列に

存在する複数の前記選択トランジスタのドレインを共通接続する複数のビット線む同

一の行に存在する複数の前記メモリセルトランジスタのコントロールゲートを共通接続

する複数の第 のワード線と 同一の行に存在する複数の前記選択トランジスタのセ

レクトゲートを共通接続する複数の第2のワード線む同一の行に存在する前記複数

のメモリセルトランジスタのソースを共通接続する複数のソース線と 前記複数のビット

線に接続され、前記複数のビット線の電位を制御する列デコーダむ前記複数の第

のワード線に接続され、前記複数の第 のワード線の電位を制御する第 の行デコー

ダむ前記複数の第2のワード線に接続され、前記複数の第2のワード線の電位を制

御する第2の行デコーダど前記複数のソース線に接続され、前記複数のソース線の



電位を制御する第3の行デコーダとを有し、前記列デコーダは、前記第 の行デコー

ダ及び前記第3の行デコーダより耐圧の低い回路により構成されており、前記第2の

行デコーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の行デコーダより耐圧の低い回

路により構成されている不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法であって、

徐々に上昇する第 の電圧を前記第 の行デコーダにより一の前記第 のワード線

に選択的に印加するとともに、前記第3の行デコーダにより一の前記ソース線に第2

の電圧をパルス状に印加することにより、選択された前記メモリセルに情報を書き込

む

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法。

6 請求項 5記載の不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法において、

前記第 の行デコーダは、前記メモリセルに情報を書き込む際に、前記第 のワー

ド線に印加する前記第 の電圧が前記メモリセルトランジスタの閾値電圧に対して2

～3 高くなるよぅに、前記第 の電圧を徐々に上昇させる

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法。

7 選択トランジスタと、前記選択トランジスタに接続されたメモリセルトランジスタとを有

するメモリセルが、マトリクス状に複数配列されて成るメモリセルアレイと 同一の列に

存在する複数の前記選択トランジスタのドレインを共通接続する複数のビット線む同

一の行に存在する複数の前記メモリセルトランジスタのコントロールゲートを共通接続

する複数の第 のワード線む同一の行に存在する複数の前記選択トランジスタのセ

レクトゲートを共通接続する複数の第2のワード線む同一の行に存在する前記複数

のメモリセルトランジスタのソースを共通接続する複数のソース線む前記複数のビット

線に第 の保護トランジスタを介して接続され、前記複数のビット線の電位を制御する

列デコーダむ前記複数の第 のワード線に接続され、前記複数の第 のワード線の

電位を制御する第 の行デコーダむ前記複数の第2のワード線に第2の保護トランジ

スタを介して接続され、前記複数の第2のワード線の電位を制御する第2の行デコー

ダむ前記複数のソース線に接続され、前記複数のソース線の電位を制御する第3の

行デコーダむ複数の前記第 の保護トランジスタ及び複数の前記第2の保護トランジ

スタを制御する第 の制御回路とを有し、前記列デコーダは、前記第 の行デコーダ



及び前記第3の行デコーダより耐圧の低い回路により構成されており、前記第2の行

デコーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の行デコーダより耐圧の低い回路

により構成されている不揮発性半導体記憶装置の消去方法であって、

前記第 の制御回路により前記第 の保護トランジスタを制御することにより前記複

数のビ、ソト線を前記行デコーダから電気的に分離し、前記第 の制御回路により前記

第2の保護トランジスタを制御することにより前記複数の第2のワード線を前記第2の

行デコーダから電気的に分離し、前記第 の行デコーダにより前記複数の第 のワー

ド線に電圧を印加することにより、前記メモリセルに書き込まれた情報を消去する

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の消去方法。

8 選択トランジスタと、前記選択トランジスタに接続されたメモリセルトランジスタとを有

するメモリセルが、マトリクス状に複数配列されて成るメモリセルアレイと 同一の列に

存在する複数の前記選択トランジスタのドレインを共通接続する複数のビット線む同

一の行に存在する複数の前記メモリセルトランジスタのコントロールゲートを共通接続

する複数の第 のワード線む同一の行に存在する複数の前記選択トランジスタのセ

レクトゲートを共通接続する複数の第2のワード線む同一の行に存在する前記複数

のメモリセルトランジスタのソースを共通接続する複数のソース線む前記複数のビット

線に第 の保護トランジスタを介して接続され、前記複数のビット線の電位を制御する

列デコーダむ前記複数の第 のワード線に接続され、前記複数の第 のワード線の

電位を制御する第 の行デコーダむ前記複数の第2のワード線に第2の保護トランジ

スタを介して接続され、前記複数の第2のワード線の電位を制御する第2の行デコー

ダむ前記複数のソース線に接続され、前記複数のソース線の電位を制御する第3の

行デコーダむ前記複数の第2のワード線に接続され、前記複数の第2のワード線の

電位を制御する第4の行デコーダむ複数の前記第 の保護トランジスタ及び複数の

前記第2の保護トランジスタを制御する第 の制御回路とを有し、前記列デコーダは、

前記第 の行デコーダ、前記第3の行デコーダ及び前記第4の行デコーダより耐圧の

低い回路により構成されており、前記第2の行デコーダは、前記第 の行デコーダ、

前記第3の行デコーダ及び前記第4の行デコーダより耐圧の低い回路により構成さ

れている不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法であって、



前記第 の制御回路により前記複数の第2の保護トランジスタを制御することにより

前記複数の第2のワード線を前記第2の行デコーダから電気的に分離し、前記第4の

行デコーダにより一の前記第2のワード線に選択的に第 の電圧を印加し、前記第3

の行デコーダにより一の前記ソース線に第2の電圧を選択的に印加し、前記第 の行

デコーダにより一の前記第 のワード線に第3の電圧を選択的に印加し、前記列デコ

ーダにより一の前記ビット線を選択的に接地することにより、選択された前記メモリセ

ルに情報を書き込む

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法。

9 選択トランジスタと、前記選択トランジスタに接続されたメモリセルトランジスタとを有

するメモリセルが、マトリクス状に複数配列されて成るメモリセルアレイと 同一の列に

存在する複数の前記選択トランジスタのドレインを共通接続する複数のビット線む同

一の行に存在する複数の前記メモリセルトランジスタのコントロールゲートを共通接続

する複数の第 のワード線む同一の行に存在する複数の前記選択トランジスタのセ

レクトゲートを共通接続する複数の第2のワード線む同一の行に存在する前記複数

のメモリセルトランジスタのソースを共通接続する複数のソース線む前記複数のビット

線に第 の保護トランジスタを介して接続され、前記複数のビット線の電位を制御する

列デコーダむ前記複数の第 のワード線に接続され、前記複数の第 のワード線の

電位を制御する第 の行デコーダむ前記複数の第2のワード線に第2の保護トランジ

スタを介して接続され、前記複数の第2のワード線の電位を制御する第2の行デコー

ダむ前記複数のソース線に接続され、前記複数のソース線の電位を制御する第3の

行デコーダむ各々の行において前記第2のワード線と前記ソース線との間に設けら

れたバイパストランジスタと 複数の前記第 の保護トランジスタ及び複数の前記第2

の保護トランジスタを制御する第 の制御回路む複数の前記バイパストランジスタを

制御する第2の制御回路とを有し、前記列デコーダは、前記第 の行デコーダ及び

前記第3の行デコーダより耐圧の低い回路により構成されており、前記第2の行デコ

ーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の行デコーダより耐圧の低い回路により

構成されている不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法であって、

前記第 の制御回路により前記複数の第2の保護トランジスタを制御することにより



前記複数の第2のワード線を前記第2の行デコーダから電気的に分離し、前記第2の

制御回路により前記複数のバイパストランジスタを制御することにより、各々の行にお

ける前記第2のワード線と前記ソース線とを互いに電気的に接続し、前記第3の行デ

コーダにより一の前記ソース線及び一の前記第2のワード線に第 の電圧を選択的に

印加し、前記第 の行デコーダにより一の前記第 のワード線に前記第 の電圧より

高い第2の電圧を選択的に印加し、前記列デコーダにより一の前記ビット線を選択的

に接地することにより、選択された前記メモリセルに情報を書き込む

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法。

2０ 選択トランジスタと、前記選択トランジスタに接続されたメモリセルトランジスタとを有

するメモリセルが、マトリクス状に複数配列されて成るメモリセルアレイと 同一の列に

存在する複数の前記選択トランジスタのドレインを共通接続する複数のビット線む同

一の行に存在する複数の前記メモリセルトランジスタのコントロールゲートを共通接続

する複数の第 のワード線む同一の行に存在する複数の前記選択トランジスタのセ

レクトゲートを共通接続する複数の第2のワード線む同一の行に存在する前記複数

のメモリセルトランジスタのソースを共通接続する複数のソース線む前記複数のビット

線に第 の保護トランジスタを介して接続され、前記複数のビット線の電位を制御する

列デコーダむ前記複数の第 のワード線に接続され、前記複数の第 のワード線の

電位を制御する第 の行デコーダむ前記複数の第2のワード線に第2の保護トランジ

スタを介して接続され、前記複数の第2のワード線の電位を制御する第2の行デコー

ダむ前記複数のソース線に接続され、前記複数のソース線の電位を制御する第3の

行デコーダむ各々の行において前記第 のワード線と前記第2のワード線との間に

設けられたバイパストランジスタと 複数の前記第 の保護トランジスタ及び複数の前

記第2の保護トランジスタを制御する第 の制御回路む複数の前記バイパストランジ

スタを制御する第2の制御回路とを有し、前記列デコーダは、前記第 の行デコーダ

及び前記第3の行デコーダより耐圧の低い回路により構成されており、前記第2の行

デコーダは、前記第 の行デコーダ及び前記第3の行デコーダより耐圧の低い回路

により構成されている不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法であって、

前記第 の制御回路により前記複数の第2の保護トランジスタを制御することにより



前記複数の第2のワード線を前記第2の行デコーダから電気的に分離し、前記第2の

制御回路により前記複数のバイパストランジスタを制御することにより、各々の行にお

ける前記第 のワード線と前記第2のワード線とを互いに電気的に接続し、前記第3

の行デコーダにより一の前記ソース線に第 の電圧を選択的に印加し、前記第 の行

デコーダにより一の前記第 のワード線及び一の前記第2のワード線に第2の電圧を

選択的に印加し、前記列デコーダにより一の前記ビット線を選択的に接地することに

より、選択された前記メモリセルに情報を書き込む

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法。
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