
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一定間隔で平行に配列された複数本のビットラインと、前記ビットラインに垂直に一定
間隔で配列された複数本のワードラインとを具備し、前記ビットラインとワードラインと
の交差領域に浮遊ゲートとコントロールゲートの積層ゲート構造を有する単位セルが位置
し、二つのセルは一つのビットラインコンタクトによってビットラインと連結され、前記
セルのソースアクティブ領域は前記ビットラインに平行な複数本のソースラインによって
連結され、相異なるビットラインコンタクトを通じて同一のビットラインに連結される対
称する二つのセルは一つのソースアクティブ領域を共有し、前記ソースアクティブ領域は
ソースラインとワードラインとの重畳領域に形成されるソース選択トランジスタによって
分離される不揮発性メモリ装置の作動方法において、前記セルの浮遊ゲートに電子を注入
するプログラム動作時、選択セルのビットラインとワードラインにポジティブ電圧を印加
し、前記ソースラインにビットライン電圧に比べて低い基準電圧を印加してセル電流を発
生する段階と、
　 前記選択セルとソースアクティブ領域を共有する非選
択セルのワードラインには他の非選択セルのワードラインに印加される基準電圧より低い
電圧を印加する段階とを具備することを特徴とする不揮発性メモリ装置の作動方法。
【請求項２】
　前記基準電圧は０Ｖ又はグラウンド電圧であり、前記基準電圧より低い電圧はネガティ
ブ電圧であることを特徴とする請求項１に記載の不揮発性メモリ装置の作動方法。
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前記セル電流を発生するときに、



【請求項３】
　前記プログラム動作時、選択セルのワードラインに前記ソース選択トランジスタのスレ
ッショルド電圧より高い電圧を印加することを特徴とする請求項１に記載の不揮発性メモ
リ装置の作動方法。
【請求項４】
　前記プログラム動作時、前記ソースラインを先充電する段階をさらに具備することを特
徴とする請求項１に記載の不揮発性メモリ装置の作動方法。
【請求項５】
　前記セルの浮遊ゲートにプログラム動作時より少ない電子を注入するポストプログラム
動作をさらに具備し、前記ポストプログラム動作時、前記選択セルとソースアクティブ領
域を共有する非選択セルのワードラインに他の非選択セルのワードラインに印加する電圧
より低いネガティブ電圧を印加することを特徴とする請求項１に記載の不揮発性メモリ装
置の作動方法。
【請求項６】
　前記ポストプログラム動作時、選択セルのワードラインに前記ソース選択トランジスタ
のスレッショルド電圧より高い電圧を印加することを特徴とする請求項５に記載の不揮発
性メモリ装置の作動方法。
【請求項７】
　前記ポストプログラム動作時、前記ソースラインを先充電する段階をさらに具備するこ
とを特徴とする請求項５に記載の不揮発性メモリ装置の作動方法。
【請求項８】
　前記ソース選択トランジスタの初期スレッショルド電圧を前記セルの初期スレッショル
ド電圧より低くすることを特徴とする請求項１に記載の不揮発性メモリ装置の作動方法。
【請求項９】
　一定間隔で平行に配列された複数本のビットラインと、前記ビットラインに垂直に一定
間隔で配列された複数本のワードラインとを具備し、前記ビットラインとワードラインと
の交差領域に浮遊ゲートとコントロールゲートの積層ゲート構造を有する単位セルが位置
し、二つのセルは一つのビットラインコンタクトによってビットラインと連結され、前記
セルのソースアクティブ領域は前記ビットラインに平行な複数本のソースラインによって
連結され、相異なるビットラインコンタクトを通じて同一のビットラインに連結される対
称する二つのセルは一つのソースアクティブ領域を共有し、前記ソースアクティブ領域は
ソースラインとワードラインとの重畳領域に形成されるソース選択トランジスタによって
分離される不揮発性メモリ装置の作動方法において、前記セルの読取り動作時、選択セル
のビットラインとワードラインにポジティブ電圧を印加し、前記ソースラインにビットラ
イン電圧に比べて低い基準電圧を印加する段階と、
　

前記選択セルとソース
アクティブ領域を共有する非選択セルのワードラインには他の非選択セルのワードライン
に印加される基準電圧より低い電圧を印加する段階とを具備することを特徴とする不揮発
性メモリ装置の作動方法。
【請求項１０】
　前記基準電圧は０Ｖ又はグラウンド電圧であり、前記基準電圧より低い電圧はネガティ
ブ電圧であることを特徴とする請求項９に記載の不揮発性メモリ装置の作動方法。
【請求項１１】
　前記読取り動作時、選択セルのワードラインに前記ソース選択トランジスタのスレッシ
ョルド電圧より高い電圧を印加することを特徴とする請求項９に記載の不揮発性メモリ装
置の作動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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前記選択セルのビットラインとワードラインにポジティブ電圧を印加し、前記ソースラ
インにビットライン電圧に比べて低い基準電圧を印加するときに、



本発明は、不揮発性メモリ装置、そしてその作動方法及び製造方法に関し、特に浮遊ゲー
トとコントロールゲートの積層構造を有するＮＯＲ型フラッシュメモリ装置並びにその作
動方法及び製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体メモリ装置は、ＲＡＭ（ Random Access Memory）とＲＯＭ（ Read Only Memory）と
に大別される。前記ＲＡＭは、時間の経過につれてデータを失う揮発性であり、且つデー
タの入／出力が速いものであって、ＤＲＡＭ (Dynamic RAM）及びＳＲＡＭ (Static RAM)な
どがある。そして、前記ＲＯＭは、一旦入力されたデータは保存しうるが、データの入／
出力が遅いものであって、ＰＲＯＭ (Programmable ROM)、ＥＰＲＯＭ (Erasable PROM）及
びＥＥＰＲＯＭ (Electrically EPROM)に分けられる。このうち、電気的にデータをプログ
ラム及び消去し得るＥＥＰＲＯＭに対する需要が高まりつつある。前記ＥＥＰＲＯＭセル
や一括消去機能を有するフラッシュメモリセルは浮遊ゲートとコントロールゲートの積層
構造を有する。
【０００３】
回路的観点から、フラッシュメモリセルは、ｎ個のセルトランジスタが直列に連結されて
単位ストリングをなし、該単位ストリングがビットラインと接地ラインとの間に並列に連
結されるＮＡＮＤ型と、各々のセルトランジスタがビットラインと接地ラインとの間に並
列に連結されるＮＯＲ型とに分けられる。前記ＮＡＮＤ型は高集積化に有利であり、ＮＯ
Ｒ型は高速動作に有利である。
【０００４】
図１乃至図３は、米国特許公報第４６９８７８７号に開示された基本的なＮＯＲ型フラッ
シュメモリセルの構造及びその動作方式を示す図である。
【０００５】
図１は、前記ＮＯＲ型フラッシュメモリ装置のセルアレイの一部を示したレイアウト図で
ある。また、図２は、前記セルアレイの等価回路図であり、図３は、単位セルの垂直断面
図である。ここで参照符号１０は半導体基板、１２はトンネル酸化膜、１４は浮遊ゲート
、１６は層間誘電膜、１８はコントロールゲート、２０及び２２は単位セルのソース及び
ドレイン領域、２４はビットラインコンタクトを各々示す。
【０００６】
図１乃至図３を参照すれば、一定間隔に形成される多数本のビットラインＢ／Ｌ、ワード
ラインＷ／Ｌ及びソースライン (common source line:CSL)を含む多数のセルアレイにおい
て、前記ワードラインＷ／Ｌと金属層よりなるビットラインが直交する領域に浮遊ゲート
１４とコントロールゲート１８の積層構造に単位セルが形成される。二つのセルは一つの
ビットラインコンタクト２４によってビットラインＢ／Ｌと連結され、前記ワードライン
Ｗ／Ｌに平行な不純物拡散層よりなる各セルのソース領域は、各ビットごとに与えられた
ソースラインＣＳＬによって連結され、ビットラインＢ／Ｌに平行に配置される。
【０００７】
単位セルにおいて、浮遊ゲート１４と基板１０との間にトンネル酸化膜１２が形成され、
前記浮遊ゲート１４とワードラインとして提供されるコントロールゲート１８との間に層
間誘電膜１６が形成される。さらに、ソース／ドレイン領域２０，２２は前記積層ゲート
に自己整列されてなる。前記浮遊ゲート１４はアクティブ領域と前記アクティブ領域の両
側のフィールド領域の縁部の一部領域にかけて形成されることによって、隣接したセルの
浮遊ゲート１４と隔離される。前記コントロールゲート１８は隣接したセルのコントロー
ルゲート１８と連結されることによってワードラインＷ／Ｌを形成する。
【０００８】
隣接したセルは互いに逆方向に形成されてソース／ドレイン領域２０，２２を共有する。
単位セルのドレイン領域２２は同一行の隣接したセルのドレイン領域２２と連結され、前
記ドレイン領域２２にはビットラインコンタクト２４が形成される。同一行に形成された
ビットラインコンタクト２４はワードラインＷ／Ｌに垂直に配置されるビットラインによ
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って電気的に連結される。即ち、二つのセルは一つのビットラインコンタクト２４によっ
てビットラインＢ／Ｌと連結される。
【０００９】
単位セルのソース領域２０はワードラインＷ／Ｌと平行な不純物拡散層よりなるソースア
クティブ領域を通じて同一行の隣接したセルのソース領域２０と連結される。さらに、ソ
ースラインの抵抗を低減させるためにワードラインＷ／Ｌに沿って平行に形成されたソー
スアクティブ領域に複数本のビットラインＢ／Ｌごとに一つずつソースラインコンタクト
が形成され、前記ビットラインＢ／Ｌと平行に形成されたソースラインＣＳＬがソースラ
インコンタクトを通じて前記ソースアクティブ領域に電気的に連結される。
【００１０】
前記ＮＯＲ型フラッシュメモリセルのプログラム及び消去は、各々チャンネル熱電子 (Cha
nnel Hot electron:CHE)注入方式及びソースやバルク基板を通じてＦ－Ｎトンネリング (F
owler-Nordheim Tunneling）方式で行われる。
【００１１】
まず、プログラム動作は、浮遊ゲートに電子を貯蔵してセルのスレッショルド電圧 (Thres
hold Voltage:Vth）を初期Ｖｔｈ値の２Ｖ前後から約７Ｖに高める動作である。即ち、選
択ビットラインに６～７Ｖ、コントロールゲートとして用いられる選択ワードラインに１
０～１２Ｖの電圧を印加し、ソース及び基板に０Ｖの電圧を印加すると、チャンネル熱電
子の一部がゲート電界によってトンネル酸化膜を通じて浮遊ゲートに注入されることによ
ってプログラムが行われる。
【００１２】
消去動作は、浮遊ゲートの電子を放電させ、セルのスレッショルド電圧を初期Ｖｔｈの２
Ｖ前後に下がる動作である。即ち、選択ビットラインを浮遊させ、ソースに１２～１５Ｖ
の電圧を印加し、選択ワードラインに０Ｖの電圧を印加すると、浮遊ゲートとソース接合
間の電圧差によって略１００Åのトンネル酸化膜を通じたＦ－Ｎトンネリング方式で浮遊
ゲート内の電子がソース接合に放電されることによって消去がなされる。消去動作は、多
数本のワードラインとビットラインを含む数百乃至数千ビットを一つのブロックとして消
去する一括ブロック消去方式で具現できる。
【００１３】
読取り動作は、選択ビットラインに略１Ｖの電圧を印加し、ワードラインに４～５Ｖの電
圧を印加して消去及びプログラムセルを通じた電流経路が発生したか否かを感知する。
【００１４】
ここで、前記ソースラインは、プログラム及び読取り動作時、セルを通じて発生する多量
の電流をグラウンドノードに放出させる役割を果たすものであって、ＣＨＥ注入方式を用
いるフラッシュメモリセルでは多量の電流を迅速に放出させるために８～１６個のセルご
とに一本のソースラインを形成する。
【００１５】
このような構造を有するＮＯＲ型フラッシュメモリ装置の問題点は、過度消去（ overeras
e ）による外乱現象である。過度消去とは、正常の消去セルのスレッショルド電圧が２Ｖ
であるに対し、単位セルの工程上の欠陥やトンネル酸化膜の劣化現象によってトンネリン
グ電界が変化して特定セルの消去スレッショルド電圧が０Ｖ以下に下がる現象をいう。通
常、プログラム動作時、６Ｖのプログラム電圧が印加された選択ビットラインと１２Ｖの
電圧が印加された選択ワードラインに連結された選択セルのみを通じた電流の発生によっ
て選択セルがプログラムされる。しかしながら、０Ｖの印加された非選択ワードラインに
過度消去セルが存在する場合は、０Ｖ以下のスレッショルド電圧によってビットライン電
圧が非選択セルを通じて放電され、よって選択セルを通じた電流量が減ってしまう。これ
により、プログラムに必要な熱電子の発生が抑えられ、選択セルがプログラミングされな
い問題が生じてしまう。さらに、読取り動作時にも非選択過度消去セルを通じた異常電流
経路によって選択セルがプログラム状態にも拘わらず、過度消去セルを通じた電流流れが
前記選択セルを消去状態と誤読する問題がある。

10

20

30

40

50

(4) JP 3856064 B2 2006.12.13



【００１６】
従って、このような過度消去問題を解決するためにソースラインとソースアクティブ領域
間にソース選択トランジスタを形成したＮＯＲ型フラッシュメモリセルが米国特許公報第
４８８７３４号に開示された。
【００１７】
図４は前記セルのレイアウト図であり、図５は図４に示したセルの等価回路図である。
【００１８】
図４及び図５を参照すれば、セルのソースアクティブ領域６６がソースラインＣＳＬとワ
ードラインＷ／Ｌとの重畳領域に形成されるソース選択トランジスタによって分離され、
セル面積の増加無しに非選択セルが過度消去されている場合にも前記ソース選択トランジ
スタのスレッショルド電圧が０Ｖ以上であり、非選択ワードラインのプログラム及び消去
電圧が０Ｖなので、過度消去セルによる従来の問題点がある程度解決される。
【００１９】
しかしながら、相異なるビットラインコンタクト６４を通じて同一のビットラインＢ／Ｌ
に連結される対称した二つのセル（図５のセル－Ａとセル－Ｂ）が一つのソースアクティ
ブ領域６６を共有するため、選択ワードラインセルとソースアクティブ領域６６を共有す
る対称したセルが過度消去されている場合には、前記過度消去セルを通じた電流経路が前
述したような問題を招く。
【００２０】
以下、前述した構造を有するセルの消去、プログラム及び読取り動作を図５に基づいてさ
らに詳しく説明する。
【００２１】
まず、前記セルの消去のために、ビットラインに１２Ｖの消去電圧を、ゲートに０Ｖの電
圧を印加することによって、ドレインと浮遊ゲート間の電界によって電子が浮遊ゲートか
らドレイン領域に消去される。この結果、セルのスレッショルド電圧が略２Ｖに下がる。
【００２２】
プログラム動作をセル－Ａを例にあげて説明する。ビットライン（Ｂ／Ｌ）－Ａに６Ｖ、
ゲートに１２Ｖ、ソースとバルクに０Ｖの電圧を印加してセル－Ａを通じた電流を発生さ
せ、ドレイン領域で水平電界によって発生した熱電子の一部がゲートとの垂直電界によっ
て浮遊ゲートに注入されるＣＨＥ注入によってセルのスレッショルド電圧が７Ｖ以上に上
がる。この際、セル－Ｃが過度消去された場合、０Ｖの印加された非選択ワードライン（
Ｗ／Ｌ）－Ｃ電圧によってソース選択トランジスタ－Ｃがターンオンされなく、よってセ
ル－Ｃからグラウンドノードのソースラインまで電流経路が形成されない。これに対し、
セル－Ｂが過度消去された場合、セル－Ｂを通過したビットライン電流は、０Ｖが印加さ
れたワードライン（Ｗ／Ｌ）－Ｂのソース選択トランジスタ－Ｂでなく、ソースアクティ
ブ領域６６を共有するソース選択トランジスタ－Ａを通じて流れる。従って、プログラム
動作の際に非選択セルを通じた余計な電流経路が発生するため、プログラムに必要な電流
が十分に選択セルに流れなくなり、よってセルのプログラムが失敗してしまう。
【００２３】
読取り動作は、選択ビットラインに略１Ｖの電圧を印加し、選択ワードラインに４～５Ｖ
の電圧を印加してセルのターンオン及びターンオフ電流によりプログラム及び消去状態を
読取ることで具現できる。しかし、プログラムされたセル－Ａを読取るとき、セル－Ｂが
過度消去されている場合には、０Ｖの印加された非選択ワードライン電圧でもセル－Ｂを
通じた電流経路が発生し、よって選択セル－Ａが消去セルと誤読される問題が生ずる。
【００２４】
図６は、前記米国特許公報第４８８８７３４号に開示された前記過度消去問題を完全に解
決しうるさらに他のレイアウト構造を示す図である。
【００２５】
図６を参照すれば、一つのソースアクティブ領域を共有する相異なるビットラインコンタ
クト６４を通じて同一のビットラインＢ／Ｌに連結された二つのセルを分離するために、
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独立のソース選択ゲートライン６８が形成される。従って、前記ソース選択ゲートライン
６８によってソースアクティブ領域を共有する他のセルのソース選択トランジスタを通じ
た電流経路が発生しないので前述した過度消去問題を解決し得る。しかしながら、ソース
選択ゲートライン６８によって全体セルの面積が大きくなるため高集積メモリセルとして
使用し難い問題がある。
【００２６】
さらに、前記米国特許公報第４８８８７８４号に開示されたＮＯＲ型フラッシュメモリセ
ルは、浮遊ゲート５４とコントロールゲート５８をミスアライン無しに形成するために、
通常のセルフアライン食刻方法による積層ゲート工程を用いるが、この時ソース選択トラ
ンジスタ及びソース選択ゲートラインによって図７Ａ乃至図７Ｃに示したような問題が生
じる。
【００２７】
図７Ａ乃至図７Ｃは各々図４のａ－ａ’線、ｂ－ｂ’線及びＣ－Ｃ’線による垂直断面図
である。
【００２８】
図７Ａ乃至図７Ｃを参照すれば、フィールド酸化膜５１の形成された半導体基板５０の上
部にトンネル酸化膜５２を形成し、その上に浮遊ゲート用の第１ポリシリコン層５４を蒸
着する。次いで、写真食刻工程でフィールド酸化膜５１の上部の第１ポリシリコン層５４
を食刻することによって、各セルの浮遊ゲートを独立させる。次いで、前記結果物の上部
に層間誘電膜５６を形成し、その上にコントロールゲート用の第２ポリシリコン層５８を
形成する。次に、前記第２ポリシリコン層５８の上部にワードライン形成のためのフォト
レジストパターン５９を形成した後、前記フォトレジストパターン５９を食刻マスクとし
て第２ポリシリコン層５８、層間誘電膜５６及び第１ポリシリコン層５４を順次に食刻す
ることによって、積層ゲートを形成する。この際、浮遊ゲート５４間のスペース領域がフ
ィールド酸化膜５１に部分的に存在し、浮遊ゲート５４を食刻する時露出されたフィール
ド酸化膜５１が食刻されることもあるが、一般の乾式食刻工程ではポリシリコンと酸化物
との食刻選択比が優秀なため、露出されたフィールド酸化膜５１が殆ど食刻されない。
【００２９】
しかしながら、積層ゲート構造のセルアレイ内にＭＯＳ型の単層ゲート構造を有するソー
ス選択トランジスタを形成する場合、前記ソース選択トランジスタのゲートはコントロー
ルゲート５８だけより構成されるため、ソースアクティブ領域の上部に浮遊ゲート用の第
１ポリシリコン層５４が形成されない。従って、セルフアライン食刻方法でコントロール
ゲート用の第２ポリシリコン層５８及び層間誘電膜５６を食刻した後、浮遊ゲート用の第
１ポリシリコン層５４を食刻する時、露出されたソース選択トランジスタのソース／ドレ
インアクティブ領域６０，６２が同一の食刻率で食刻される（図７Ｃ参照）。
【００３０】
さらに、前記セルにソース選択ゲートラインを形成する場合、高電圧ソース消去方式（即
ち、ゲートに０Ｖの電圧を印加し、ソースに消去電圧を印加する方式）を用いると、選択
ワードライン電圧が０Ｖとソース選択トランジスタのスレッショルド電圧より低いため、
ソースラインに印加された消去電圧がソースアクティブ領域に伝達されない問題が生ずる
。従って、この問題を解決するために、高電圧ドレイン消去方式（即ち、ゲートに０Ｖの
電圧を印加し、ドレインに消去電圧を印加する方式）を用い、１０Ｖ以上の高い電圧でも
ビットライン接合の破壊無しに漏れ電流を抑制し得る二重拡散 (Double Diffused:DD)接合
構造のドレインを形成する。その結果、ＣＨＥ方式のプログラムのためにセルのドレイン
を階段接合で形成する通常のセルに比べて熱電子の発生が抑制され、よってプログラム効
率が低下する。かつ、プログラムと消去接合の両方ともドレインとして構成される場合、
ドレイン領域における電子の出入によってドレイン領域でトンネル酸化膜が急激に劣化す
る虞れがある。
【００３１】
【発明が解決しようとする課題】
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従って、本発明は前記問題点を解決するために案出されたものであって、その目的は、ソ
ース選択トランジスタを適用して従来のセルアレイと同一のセル面積を維持する上で、過
度消去問題を解決し得る不揮発性メモリ装置の作動方法を提供することにある。
【００３２】
本発明の他の目的は、ソース選択トランジスタを適用して従来のセルアレイと同一のセル
面積を維持する上で、過度消去問題を解決し得る不揮発性メモリ装置を提供することにあ
る。
【００３３】
本発明のさらに他の目的は、前記不揮発性メモリ装置の製造に最も好適な不揮発性メモリ
装置の製造方法を提供することにある。
【００３４】
【課題を解決するための手段】
　このような目的を達成するために、本発明は、一定間隔で平行に配列された複数本のビ
ットラインと、前記ビットラインに垂直に一定間隔で配列された複数本のワードラインと
を具備し、前記ビットラインとワードラインとの交差領域に浮遊ゲートとコントロールゲ
ートの積層ゲート構造を有する単位セルが位置し、二つのセルは一つのビットラインコン
タクトによってビットラインと連結され、前記セルのソースアクティブ領域は前記ビット
ラインに平行な複数本のソースラインによって連結され、相異なるビットラインコンタク
トを通じて同一のビットラインに連結される対称する二つのセルは一つのソースアクティ
ブ領域を共有し、前記ソースアクティブ領域はソースラインとワードラインとの重畳領域
に形成されるソース選択トランジスタによって分離される不揮発性メモリ装置の作動方法
において、前記セルの浮遊ゲートに電子を注入するプログラム動作時、選択セルのビット
ラインとワードラインにポジティブ電圧を印加し、前記ソースラインにビットライン電圧
に比べて低い基準電圧を印加してセル電流を発生させ、 前
記選択セルとソースアクティブ領域を共有する非選択セルのワードラインには他の非選択
セルのワードラインに印加される基準電圧より低い電圧を印 ることを特徴とする不揮
発性メモリ装置の作動方法を提供する。
【００３５】
好ましくは、前記基準電圧は０Ｖ又はグラウンド電圧であり、前記基準電圧より低い電圧
はネガティブ電圧である。
【００３６】
好ましくは、前記プログラム動作時、選択セルのワードラインに前記ソース選択トランジ
スタのスレッショルド電圧より高い電圧を印加する。
【００３７】
好ましくは、前記プログラム動作時、前記ソースラインを先充電する段階をさらに具備す
る。
【００３８】
好ましくは、前記セルの浮遊ゲートにプログラム動作時より少ない電子を注入するポスト
プログラム動作をさらに具備し、前記ポストプログラム動作時、前記選択セルとソースア
クティブ領域を共有する非選択セルのワードラインに他の非選択セルのワードラインに印
加する電圧より低いネガティブ電圧を印加する。
【００３９】
好ましくは、前記ソース選択トランジスタの初期スレッショルド電圧をセルの初期スレッ
ショルド電圧より低くする。
【００４０】
　さらに、前記目的を達成するために本発明は、一定間隔で平行に配列された複数本のビ
ットラインと、前記ビットラインに垂直に一定間隔で配列された複数本のワードラインと
を具備し、前記ビットラインとワードラインとの交差領域に浮遊ゲートとコントロールゲ
ートの積層ゲート構造を有する単位セルが位置し、二つのセルは一つのビットラインコン
タクトによってビットラインと連結され、前記セルのソースアクティブ領域は前記ビット
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ラインに平行な複数本のソースラインによって連結され、相異なるビットラインコンタク
トを通じて同一のビットラインに連結される対称する二つのセルは一つのソースアクティ
ブ領域を共有し、前記ソースアクティブ領域はソースラインとワードラインの重畳領域に
形成されるソース選択トランジスタによって分離される不揮発性メモリ装置の動作方法に
おいて、前記セルの読取り動作時、選択セルのビットラインとワードラインにポジティブ
電圧を印加し、前記ソースラインにビットライン電圧に比べて低い基準電圧を印加し、

前記選択セルとソースアク
ティブ領域を共有する非選択セルのワードラインには他の非選択セルのワードラインに印
加される基準電圧より低い電圧を印加することを特徴とする不揮発性メモリ装置の作動方
法を提供する。
【００４１】
前記他の目的を達成するために本発明は、一定間隔で平行に配列された複数本のビットラ
インと、前記ビットラインに垂直に一定間隔で配列された複数本のワードラインとを具備
し、前記ビットラインとワードラインの交差領域に浮遊ゲートとコントロールゲートの積
層ゲート構造を有する単位セルが位置し、二つのセルは一つのビットラインコンタクトに
よってビットラインと連結され、前記セルのソースアクティブ領域は前記ビットラインに
平行な複数本のソースラインによって連結され、相異なるビットラインコンタクトを通じ
て同一のビットラインに連結される対称する二つのセルは一つのソースアクティブ領域を
共有し、前記ソースアクティブ領域はソースラインとワードラインとの重畳領域に形成さ
れるソース選択トランジスタによって分離される不揮発性メモリ装置において、前記ソー
ス選択トランジスタは単層ゲート構造よりなり、前記単層ゲートの下部に形成されるゲー
ト絶縁膜が前記セルの浮遊ゲートの下部に形成されるゲート絶縁膜と同一か、或いは厚い
ことを特徴とする不揮発性メモリ装置を提供する。
【００４２】
好ましくは、前記ソース選択トランジスタのアクティブ幅は前記セルのアクティブ幅と同
一又は大きく形成する。
【００４３】
好ましくは、前記ソース選択トランジスタの単層ゲートに整列されるソース／ドレイン接
合のうち少なくとも一つは、前記セルの積層ゲートに整列されるソース／ドレイン接合と
異なる構造を有する。例えば、前記セルのソース／ドレイン接合は単一接合構造又は二重
拡散接合構造で形成されたり、前記ソース接合とドレイン接合が相異なる構造で形成され
、前記ソース選択トランジスタのソース／ドレイン接合は単一接合構造又はＬＤＤ構造よ
り形成されたり、前記ソース接合とドレイン接合が相異なる構造で形成される。さらに、
前記ソース選択トランジスタのソース又はドレイン接合のうち少なくとも一つは前記セル
を駆動させるための周辺回路トランジスタのソース／ドレイン接合と同一の構造で形成さ
れる。
【００４４】
好ましくは、前記ソースアクティブ領域はワードライン方向に複数個のセルを連結する上
で、前記セル数よりは少なく入／出力端（Ｉ／Ｏ）の数よりは多い単位に分離されること
を特徴とする不揮発性メモリ装置を提供する。
【００４５】
前記さらに他の目的を達成するために本発明は、セルアレイ内に浮遊ゲートとコントロー
ルゲートの積層ゲート構造を有する複数個のセルと、前記セルのソースアクティブ領域と
ソースラインとを連結させるための単層ゲート構造のソース選択トランジスタが形成され
、前記セルを駆動させるための周辺回路領域を具備する不揮発性メモリ装置の製造方法に
おいて、半導体基板をアクティブ領域とフィールド領域とに区分し、前記半導体基板の上
部にセルの第１ゲート絶縁膜及び第１導電層を順次に形成し、前記アクティブ領域間のフ
ィールド領域を部分的に露出させて前記第１導電層を食刻することによってセルの浮遊ゲ
ートを隣接するセルから分離する。次に、前記結果物の上部に層間誘電膜を形成した後、
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前記周辺回路領域と前記セルアレイ内のソース選択トランジスタのアクティブ領域を限定
して露出された層間誘電膜、第１導電層及び第１ゲート絶縁膜を食刻した後、周辺回路領
域とソース選択トランジスタの第２及び第３ゲート絶縁膜を形成する。次いで、前記結果
物の上部に第２導電層を形成し、前記セルのゲート領域及び周辺回路領域のゲート領域を
限定して前記第２導電層を食刻し、前記周辺回路領域と前記セルアレイ内のソースアクテ
ィブ領域をマスキングした後、露出された層間誘電膜及び第１導電層を食刻することによ
って、第１導電層よりなる浮遊ゲートと第２導電層よりなるコントロールゲートの積層ゲ
ートを形成する。
【００４６】
前記半導体基板をアクティブ領域とフィールド領域とに区分する段階において、前記ソー
ス選択トランジスタのアクティブ幅を前記セルのアクティブ幅と同一又は大きく形成する
。
【００４７】
前記周辺回路領域とソース選択トランジスタの第２及び第３ゲート絶縁膜を形成する段階
において、前記第２及び第３ゲート絶縁膜は二回の酸化工程で形成し、前記第１ゲート絶
縁膜より厚く形成する。前記周辺回路領域の第２ゲート絶縁膜は多数の厚さに形成するこ
とができ、前記ソース選択トランジスタの第３ゲート絶縁膜は前記周辺回路領域の多数の
厚さを有する第２ゲート絶縁膜のうち少なくとも一つと同一に形成する。
【００４８】
前記第２導電層を形成し、前記セルのゲート領域及び周辺回路領域のゲート領域を限定し
て前記第２導電層を食刻する段階は、周辺回路領域及びソース選択トランジスタの第２及
び第３ゲート絶縁膜の形成された結果物の上部に第２導電層及びキャッピング絶縁膜を順
に形成する段階と、前記セルのゲート領域及び周辺回路領域のゲート領域をフォトレジス
トパターンで限定して露出されたキャッピング絶縁膜を食刻する段階と、前記フォトレジ
ストパターンを取り除いた後、前記キャッピング絶縁膜を食刻マスクとして露出された第
２導電層を食刻する段階とを含む。
【００４９】
さらに、前記第２導電層を形成し、前記セルのゲート領域及び周辺回路領域のゲート領域
を限定して前記第２導電層を食刻する段階は、周辺回路領域及びソース選択トランジスタ
の第２及び第３ゲート絶縁膜の形成された結果物の上部に第２導電層及びキャッピング絶
縁膜を順に形成する段階と、前記セルのゲート領域及び周辺回路領域のゲート領域をフォ
トレジストパターンで限定して露出されたキャッピング絶縁膜及び第２導電層を順次に食
刻する段階と、前記フォトレジストパターンを取り除く段階とを含めても良い。
【００５０】
前記積層ゲートを形成する段階後、前記周辺回路領域とソースアクティブ領域がマスキン
グされた状態で、前記セルのソース／ドレイン領域を形成するための不純物イオン注入を
施す段階をさらに具備する。
【００５１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に従う好適な一実施例を添付図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００５２】
図８は本発明によるＮＯＲ型フラッシュメモリセルアレイのレイアウト図であり、図９は
図８に示したセルアレイの等価回路図である。
【００５３】
図８及び図９に示したように、本発明によるＮＯＲ型フラッシュメモリセルアレイのレイ
アウト図及び等価回路図はソースラインとソースアクティブ領域間にソース選択トランジ
スタを形成する従来のＮＯＲ型フラッシュメモリセルアレイ（図４及び図５参照）と同一
である。
【００５４】
即ち、図８及び図９を参照すれば、一定間隔で形成される複数本のビットラインＢ／Ｌ、
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ワードラインＷ／Ｌ及びソースラインＣＳＬを含む多数のセルアレイにおいて、前記ワー
ドラインＷ／Ｌと金属層よりなるビットラインＢ／Ｌが直交する領域に浮遊ゲート１１０
とコントロールゲート１１４の積層ゲート構造で単位セルが形成される。二つのセルは一
つのビットラインコンタクト１２８によってビットラインＢ／Ｌに連結され、前記ワード
ラインＷ／Ｌに平行な不純物拡散層よりなる各セルのソースアクティブ領域１２６は、各
ビットごとに与えられたソースラインＣＳＬによって連結され、ビットラインＢ／Ｌに平
行に配置される。
【００５５】
前記ソースアクティブ領域１２６はソースラインＣＳＬとワードラインＷ／Ｌとの重畳領
域に形成されるソース選択トランジスタによって分離される。相異なるビットラインコン
タクト１２８によって同一ビットラインＢ／Ｌに連結される対称された二つのセル（例え
ば、セル－Ａとセル－Ｂ）は一つのソースアクティブ領域１２６を共有する。
【００５６】
以下、前記構造を有する本発明によるＮＯＲ型セルの消去、プログラム及び読取り動作を
図８及び図９を参照してさらに詳しく説明する。
【００５７】
まず、セルの消去のために、従来のドレイン消去方式とは違って、ワードラインに－１０
Ｖの電圧を印加し、ビットラインとソースラインを浮遊させた後、バルク基板に５～７Ｖ
の電圧を印加し、トンネル酸化膜の両端間の電圧によって浮遊ゲート内に貯蔵された電子
をＦ－Ｎトンネリングでバルク領域に消去させることによって、セルのスレッショルド電
圧Ｖｔｈを初期値の２Ｖに移動させる。このような方式をネガティブゲートバルク消去方
式という。既存の高電圧ドレイン消去方式（即ち、ワードラインに０Ｖの電圧を印加し、
ビットラインに消去電圧を印加する方式）では、１０Ｖ以上の高電圧でもドレイン接合の
破壊無しに漏れ電流を抑制しうるよう、ドレインをＤＤ接合構造に形成すべきであった。
しかし、バルク消去方式では、ソース又はドレイン接合に高い電圧が印加されないため、
一般の単一接合構造を用いることができ、よって接合の拡散長さを縮めてセルの有効チャ
ンネル長さを増大させうる。従って、前記バルク消去方式はセルの動作特性を改善でき、
セル面積を縮めうるため、高集積化に有利である。しかしながら、このような消去動作時
、全てのセルのスレッショルド電圧が望む電圧の２Ｖに移動せず、略０Ｖに過度消去され
たセルが存在するようになる。
【００５８】
セル－Ａに挙げてプログラム動作を説明すると、選択ワードライン－Ａに１０Ｖ、ビット
ラインに５～６Ｖの電圧を印加し、ソースラインＣＳＬとバルク基板に０Ｖの電圧を印加
して、選択セル－Ａを通じた電流を発生させ、ドレイン領域で水平電界によって発生され
た熱電子の一部がゲートとの垂直電界によって浮遊ゲートに注入されるＣＨＥ注入によっ
てセル－Ａのスレッショルド電圧を７Ｖ以上に増加させる。この際、図４に示した従来の
セルアレイでは、全ての非選択ワードラインに０Ｖの電圧を印加するため、ソースアクテ
ィブ領域を共有するセル－Ｂが過度消去された場合、セル－Ｂを通じてプログラムに必要
な電流容量の一部が消耗されて選択セル－Ａが十分にプログラムされなかったり、非選択
セル－Ｂがプログラムされる問題が生じる。これに対し、本発明では、プログラム動作時
、非選択ワードラインに０Ｖ印加しながら、前記非選択ワードラインのうち、選択セルと
ソースアクティブ領域を共有する一本のワードラインにネガティブ電圧を印加する。
【００５９】
通常、動作電圧Ｖｃｃをネガティブチャージポンピング構造によってネガティブ電圧に変
換して用いる。ここで、チャージポンピングとは、キャパシタを用いて印加された電圧に
よって発生したキャパシタ内の電荷を蓄積して必要な電圧を生成する方式である。従って
、チャージポンピングによれば、生成された電圧の必要電流容量が大きいほど必要なキャ
パシタの面積が増大する。従って、プログラム動作時、非選択された全てのワードライン
に過度消去されたセルのスレッショルド電圧より低いネガティブ電圧を印加して非選択セ
ルを通じた電流経路を防止しようとすることは、必要なキャパシタ面積の増大によって高
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集積メモリ装置には適用できない。さらに、必要なキャパシタ面積が確保されても全ての
ワードラインのキャパシタを望む電圧に充電させるには長時間がかかり（即ち、ＣＶ＝ｉ
ｔ）、実プログラム時間の間ワードラインにネガティブ電圧を印加し難くなる。
【００６０】
従って、本発明によれば、選択セルとソースアクティブ領域を共有しない非選択セルは、
ポジティブスレッショルド電圧（＋Ｖｔｈ）を有するソース選択トランジスタを用いてプ
ログラム動作時０Ｖのワードライン電圧だけで望まない電流経路を取り除き、前記選択セ
ルとソースアクティブ領域を共有する非選択セルのワードラインにのみチャージポンピン
グ方法で－１Ｖ～－５Ｖの電圧を印加することによってチャージポンピングによる前記問
題点を解決し得る。従って、選択セル－Ａとソースアクティブ領域１２６を共有する非選
択セル－Ｂが過度消去された場合、ネガティブワードライン（Ｗ／Ｌ）－Ｂ電圧によって
ソース選択トランジスタ－Ｂがターンオンされなく、よって非選択セル－Ｂを通じてソー
スラインＣＳＬまで電流経路が形成されない。さらに、選択セル－Ａとソースアクティブ
領域１２６を共有しない非選択セル－Ｃが過度消去された場合にも０Ｖの印加された非選
択ワードライン－Ｃ電圧によって電流経路が取り除かれる。
【００６１】
読取り動作時、選択ビットラインに１Ｖ、選択ワードライン－Ａに５Ｖ、非選択ワードラ
インのうち選択セル－Ａとソースアクティブ領域１２６を共有する非選択ワードライン－
Ｂに－２Ｖの電圧を印加し、選択セル－Ａのスレッショルド電圧によってセルを通じた電
流経路の有無でデータ（即ち、プログラム及び消去状態）を読取る。この場合、非選択セ
ル－Ｂのワードライン－Ｂにはネガティブ電圧が印加され、過度消去セルによる選択セル
－Ａのデータ誤読問題を解決しうる。
【００６２】
ここで、前記読取り動作時、過度消去セルがない場合は一本の非選択ワードラインに印加
されるネガティブ電圧を取り除くことができ、よってセルの消去動作後、過度消去された
セルを探して初期スレッショルド電圧レベルまでプログラミングするポストプログラム動
作が加えられる。このようなポストプログラム動作は選択ゲートのないセルアレイで過度
消去問題を解決するための通常の方法である。即ち、ポストプログラム動作は消去動作後
、全てのセルを読取って過度消去されたビットを検出し、プログラム動作時、前記ビット
にプログラム電圧より低い電圧を印加して略１～２Ｖのスレッショルド電圧を有するよう
ソフトプログラミングすることであって、選択ビットラインに５～６Ｖの電圧を印加し、
選択ワードラインに２～５Ｖの電圧を印加してセルを通じて発生する低いプログラム電流
で一定水準までプログラムが行われる。しかし、このようなポストプログラム動作時にも
、選択ビットラインの非選択ワードラインに連結されたセルに過度消去セルが存在する場
合は、前記過度消去セルを通じた電流経路の発生によってポストプログラムが望むレベル
まで行われなかったり、動作速度が遅くなる問題が生じる。従って、本発明では前記ポス
トプログラム動作時にも選択セルとソースアクティブ領域を共有する非選択セルのワード
ラインにネガティブ電圧を印加することによって前述した過度消去問題が解決できる。
【００６３】
さらに、ソース選択トランジスタを用いる本発明のＮＯＲ型フラッシュメモリセルアレイ
において、前述した動作方式を具現するためにはソース選択トランジスタのスレッショル
ド電圧が０Ｖ以上でなければならない。そして、前記ソース選択トランジスタが読取り、
プログラム及びポストプログラム動作時、セル電流を制限しないよう、前述した動作時、
選択ワードラインに印加される電圧よりソース選択トランジスタのスレッショルド電圧が
低いべきである。
【００６４】
さらに、本発明のＮＯＲ型フラッシュメモリセルアレイによれば、セル電流を増加させる
ためにソース選択トランジスタのアクティブ幅をセルのアクティブ幅より大きくしたり、
同一のアクティブ幅にセルのチャンネル長さを縮め得る。このため、セルのワードライン
幅（即ち、ゲート長さ）を縮め得るが、この場合、ソース選択トランジスタのパンチスル
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ーを引き起こす恐れがある。従って、好ましくは、ソース選択トランジスタのアクティブ
幅をセルのアクティブ幅より大きくし、ワードライン幅を増加させる。さらに好ましくは
、選択トランジスタのソース／ドレイン接合をＬＤＤ構造のように浅く形成することによ
ってパンチスルー現象が改善できる。
【００６５】
図１０は本発明によるＮＯＲ型フラッシュメモリセルアレイにおいて、ソースアクティブ
領域及びソースラインを示すレイアウト図である。
【００６６】
従来のＮＯＲ型フラッシュメモリセルアレイでは、ソースアクティブ領域を入／出力端（
Ｉ／Ｏ）ごとに分離したり、セル単位に分離したが、ソースアクティブ領域をセルごとに
分離すると、前記ソースアクティブ領域が各セルごとに必要となり、よってセル面積が増
大してしまう。かつ、ソースアクティブ領域をＩ／Ｏごとに分離すると、短い読取り時間
の間発生し得る充電が問題となる。これにより、本発明では前述した問題を解決するため
に、図１０に示したように、数個乃至数十個のセルごとにフィールド領域１０６でソース
アクティブ領域１２６を分離した。従って、セルアレイの面積の増大無しにソースアクテ
ィブ領域１２６を分離することができるため、読取り、プログラム及びポストプログラム
動作時、非選択ソースアクティブ領域を充電する時間を縮め得る。即ち、プログラム動作
時、選択されたセルとソースアクティブ領域１２６を共有する非選択セルが過度消去され
た場合、０Ｖのワードライン電圧でソースアクティブ領域１２６が充電されるまで一部電
流が流れ、ソース選択トランジスタによって前記電流がソースラインＣＳＬまでは伝達さ
れないが、短時間て充電される。前記電流及び時間はＣＶ＝ｉｔを満足するため、ソース
アクティブ領域１２６のキャパシタンスが大きいほど、かつ過度消去セルのスレッショル
ド電圧が下がるほど前記電流及び時間が増加する。従って、これを低減させるために、ソ
ースアクティブ領域１２６を最小ビットライン数よりは多く、ソースライン数よりは少な
いか、又は同一な単位に分離し、従来のＩ／Ｏ単位よりは少ない単位に分離することが好
ましい。
【００６７】
さらに、前記図１０に示したレイアウトを用いない場合は、読取り、プログラム及びポス
トプログラム動作を施す前にソース充電時間を任意に設定しても良い。即ち、バルク基板
、ソースライン及び各々又は多数本のビットラインとワードラインをバイアシングしてセ
ルのソースアクティブ領域を一定電圧に先充電した後、読取り、プログラム及びポストプ
ログラム動作を施すことによって、前述した問題点を解決し得る。
【００６８】
以下、前述した動作を具現し得る本発明によるＮＯＲ型フラッシュメモリ装置の製造方法
を詳細に説明する。
【００６９】
図１１Ａ乃至図１６は図８に示したセルアレイの製造方法を説明するための垂直断面図及
びレイアウト図である。ここで、図１１Ａ，図１２Ａ，図１３，図１４Ａ，図１５Ａ，図
１６は図垂直断面図であり、図１１Ｂ，図１２Ｂ，図１４Ｂ，図１５Ｂはレイアウト図で
ある。
【００７０】
図１１Ａ及び図１１Ｂは浮遊ゲート１１０を形成する段階を示す。ｐ型の半導体基板１０
０の表面に写真及びイオン注入工程を用いてｎ型不純物を注入した後、高温熱処理を通じ
て前記ｎ型不純物を望む深さまで拡散させることによってｎ型ウェル１０２を形成する。
次いで、写真及びイオン注入工程を用いて前記ｎ型ウェル１０２を除いた基板の表面及び
前記ｎ型ウェル１０２内のセルアレイ領域にｐ型不純物を注入した後、これを高温熱処理
によって拡散させることによって、ｐ型ウェル１０４を形成する。通常、周辺回路部のＮ
ＭＯＳトランジスタの形成されるウェルをｐ型ウェルと称し、前記ｎ型ウェル１０２内の
セルアレイ領域に形成されるウェルをポケットｐ型ウェル１０４と称する。
【００７１】
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次いで、通常の素子分離工程、例えばシリコン部分酸化 (local oxidation of silicon)又
はバッファポリシリコンＬＯＣＯＳ工程を施して前記基板１００の上部に５０００～６０
００Å程度の厚さを有するフィールド酸化膜１０６を形成することによって、基板１００
をアクティブ領域とフィールド領域とに区分する。次いで、前記アクティブ領域とフィー
ルド領域との境界部分に生じた余分の膜を取り除くために、犠牲酸化膜を形成した後、湿
式食刻工程で前記犠牲酸化膜を完全に取り除く。
【００７２】
ここで、前記素子分離工程時、セルのアクティブ幅とソース選択トランジスタのアクティ
ブ幅を異に形成することが好ましい。即ち、前記ソース選択トランジスタのアクティブ幅
をセルのアクティブ幅と同一又は大きく形成することによって、セル電流を増大させる。
【００７３】
次いで、前記アクティブ領域の上部に通常トンネル酸化膜といわれる薄い酸化膜又は酸窒
化膜（ Oxynitride）を１００Å厚さに薄く成長させることによって、単位セルの第１ゲー
ト絶縁膜１０８を形成する。この際、セルのスレッショルド電圧を調節するために前記フ
ィールド酸化膜１０６を形成した後、写真工程でセル領域を限定し、ｐ型不純物をイオン
注入する段階をさらに備え得る。さらに、前記セルの第１ゲート絶縁膜１０８は電気的消
去を行わないＥＰＲＯＭの場合約２００Åの厚さに形成する。
【００７４】
次いで、前記第１ゲート絶縁膜１０８の形成された結果物の上部に浮遊ゲートとして用い
られる第１導電層１１０として、例えばポリシリコン層を積層した後、多量の燐（Ｐ）を
含有したＰＯＣＩ３をデポジットして前記第１導電層１１０をｎ +  型にドーピングさせる
。次いで、写真食刻工程を通じてセル領域のフィールド酸化膜１０６の上部の第１導電層
１１０を異方性食刻で取り除くことによって、ビットラインに沿って隣接したセル間の浮
遊ゲートを互いに分離させる。即ち、前記浮遊ゲート用の第１導電層１１０は図１１Ｂに
示したように、セルのアクティブ領域とフィールド領域の一部領域を覆い、前記フィール
ド酸化膜１０６の一部領域から分離されてビットライン方向に伸長されるパターンに形成
される。この際、前記第１導電層１１０はビットラインと平行な複数のソースアクティブ
領域とフィールド領域の一部にも前記セルと同一なパターンで形成される。さらに、周辺
回路領域では前記第１導電層１１０をフォトレジストパターン（図示せず）でマスキング
して残したり、或いは完全に取り除く。
【００７５】
次いで、前記結果物の上部に浮遊ゲートとコントロールゲートを絶縁させるための層間誘
電膜１１２として、例えばＯＮＯ (oxide/nitrid/oxide)膜を形成する。即ち、前記第１導
電層１０４を酸化させて約１００Å厚さの第１酸化膜を成長させた後、その上に約１３０
Å厚さの窒化膜を蒸着し、前記窒化膜を酸化させて４０Å程度の厚さの第２酸化膜を成長
させることによって、ＯＮＯよりなる層間誘電膜１１２を形成する。好ましくは、前記層
間誘電膜１１２は酸化膜に換算して１３０～１８０Å程度の厚さを有するよう形成する。
【００７６】
図１２Ａ及び図１２Ｂは周辺回路領域の層間誘電膜１１２及び第１導電層１１０を取り除
く段階を示す。前記のように、層間誘電膜１１２の形成された結果物の上部に周辺回路領
域をオープンさせるようフォトレジストパターン１１３を形成する。次いで、露出された
周辺回路領域の層間誘電膜１１２及び第１導電層１１０を乾式食刻で順に取り除く。そし
て、残っている絶縁膜、即ちセルの第１ゲート絶縁膜１０８を基板１００の損傷を考慮し
て湿式食刻で取り除く。この際、周辺回路領域の第１導電層１１０を前記図１１の段階で
食刻した場合には前記層間誘電膜１１２を取り除く時、その下部の絶縁膜、セルの第１ゲ
ート絶縁膜１０８が取り除かれる。
【００７７】
通常、前記食刻工程時、セルアレイ領域はフォトレジストパターンでマスキングするが、
本発明ではソースライン領域を限定して前記ソースライン領域を覆っている層間誘電膜１
１２、第１導電層１１０及び第１ゲート絶縁膜１０８を取り除く。
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【００７８】
ここで、前記層間誘電膜１１２及び第１導電層１１０を食刻する工程を完了した後、周辺
回路トランジスタやセル領域のソース選択トランジスタのスレッショルド電圧を調節する
ためにｐ型不純物をイオン注入する段階をさらに施しても良い。
【００７９】
図１３は第２及び第３ゲート酸化膜１１６、１１８と第２導電層１１４を形成する段階を
示す。前記のように周辺回路領域及びソースライン領域の層間誘電膜１１２、第１導電層
１１０及び第１ゲート絶縁膜１０８を取り除いた後、露出されたアクティブ領域（即ち、
周辺回路アクティブ領域とソースアクティブ領域）に酸化膜を成長させる。その結果、周
辺回路トランジスタの形成されるアクティブ領域には第２ゲート酸化膜１１６が形成され
、セルのソース選択トランジスタの形成されるアクティブ領域には第３ゲート酸化膜１１
８が形成される。
【００８０】
ここで、前記第２ゲート酸化膜１１６の厚さは周辺回路トランジスタの駆動能力によって
決定する。即ち、動作電圧が５Ｖ以下の場合には１００～１６０Å程度の厚さに第２ゲー
ト酸化膜１１６を形成し、動作電圧が１０Ｖ以上の場合には２００～４００Å程度の厚さ
に第２ゲート酸化膜１１６を形成する。さらに、必要に応じて前記全ての電圧を用いる場
合には少なくとも二回の酸化工程を用いて多数の厚さを有する第２ゲート酸化膜１１６を
形成し得る。即ち、厚いゲート酸化膜を形成するために露出されたアクティブ領域に厚い
第１酸化膜を形成した後、薄いゲート酸化膜が要求される周辺回路のアクティブ領域を写
真工程で露出して成長された第１酸化膜を取り除く。次いで、前記第１酸化膜より薄い第
２酸化膜を成長させると、第１酸化膜と第２酸化膜とが合わせられた厚いゲート酸化膜領
域と第２酸化膜よりなる薄いゲート酸化膜領域が完成される。この際、ソース選択トラン
ジスタの第３ゲート酸化膜１１８はセルのトンネル酸化膜として提供される第１ゲート絶
縁膜１０８と同一又は厚く形成することが好ましい。これは、セルのプログラム又は消去
動作時前記セルで発生するＦ－Ｎトンネリングのような電子の出入をソースライン領域で
は発生させないためである。
【００８１】
次いで、前記結果物の上部にコントロールゲートとして用いられる第２導電層１１４とし
て、例えばｎ +  型にドーピングされたポリシリコン層とタングステンシリサイド（ＷＳｉ

x  ) 、チタンシリサイド（ＴｉＳｉ x  ) のような金属シリサイド層を順に積層してポリサ
イド層を形成する。次いで、前記第２導電層１１４の上部に酸化膜、窒化膜又はこれらの
複合膜よりなる絶縁膜を２０００～４０００Å程度の厚さに蒸着してキャッピング層１１
５を形成する。
【００８２】
図１４Ａ及び図１４Ｂはセルのコントロールゲート１１４ａ及び周辺回路領域のゲート１
１４ｂを形成する段階を示す。前記のようにキャッピング層１１５を形成した後、写真工
程を通じてセルアレイのワードラインパターン及び周辺回路領域のゲートパターンを形成
するためのフォトレジストパターン１１９を形成する。次いで、前記フォトレジストパタ
ーン１１９を食刻マスクとして用いて露出されたキャッピング層１１５及び第２導電層１
１４を食刻する。この時、高い前記フォトレジストパターン１１９の高さによってパター
ンが密集された領域に食刻ガスが均一に供給されないのを防止するために、露出されたキ
ャッピング層１１５を食刻した後、前記フォトレジストパターン１１９を取り除き、前記
フォトレジストパターン１１９より薄いキャッピング層１１５を食刻マスクとして用いて
露出された第２導電層１１４を食刻しても良い。この結果、セルアレイ領域にはコントロ
ールゲート１１４ａが形成され、周辺回路領域には第２導電層よりなる単層ゲート１１４
ｂが形成される。そして、ソースアクティブ領域には第２導電層よりなる単層構造のソー
ス選択ゲート１１４ｃが形成される。
【００８３】
図１５Ａ及び図１５Ｂはセルの積層ゲートを形成する段階を示す。前記のように、周辺回
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路領域のゲート１１４ｂを形成した後、写真工程を通じて周辺回路領域とセルアレイ内の
ソースアクティブ領域をフォトレジストパターン１２１でマスキングする。次いで、セル
アレイ内の露出されたキャッピング層１１５を食刻マスクとし、層間誘電膜１１２及び第
１導電層１１０を連続的に取り除くことによって、浮遊ゲート１１０ａとコントロールゲ
ート１１４ａとよりなるセルの積層ゲートを形成する。
【００８４】
本発明では、積層ゲート構造のセルアレイ内にＭＯＳ型の単層ゲート構造を有するソース
選択トランジスタを形成するための食刻工程時、前記ソース選択トランジスタのアクティ
ブ領域が露出されない。従って、前記ソース選択トランジスタのアクティブ領域が食刻工
程によって損傷されない。
【００８５】
図１６は第１及び第２ソース／ドレイン領域１２０，１２２と金属層１２７を形成する段
階を示す。前記のようにセルの積層ゲート１１０ａ，１１４ａ及びソース選択トランジス
タのゲート１１４ｃを形成した後、ｎ型不純物のイオン注入工程を通じてセルアレイの第
１ソース／ドレイン領域１２０を通常の単一接合 (Single Diffusion:SD）構造やＤＤ接合
構造で形成する。又は、前記第１ソース／ドレイン領域１２０の一つの領域のみをＤＤ接
合構造で形成しても良い。
【００８６】
この際、ソースアクティブ領域は前記イオン注入工程時フォトレジストパターン１２１で
マスキングされているため、前記ｎ型不純物がイオン注入されなく、既に形成されている
周辺回路領域の構造物パターンによってソース選択トランジスタの露出されたソース／ド
レイン領域に前記セルと異なる形態の接合構造、例えばＬＤＤ構造を形成することができ
る。さらに、前記ソース選択トランジスタのソース／ドレイン用の不純物イオン注入を周
辺回路トランジスタのソース／ドレイン１２２用の不純物イオン注入と同時に行っても良
い。
【００８７】
前述したように、ソース／ドレインイオン注入工程を施した後、結果物の上部に絶縁層１
２４として、例えば高温酸化膜 (high temperature oxide:HTO)とＢＰＳＧ (boronphosphos
ilicate glass)膜を各々１０００Åと５０００Åの厚さで形成する。次いで、９００℃で
リフロー工程を行って前記ＢＰＳＧ膜を平坦化した後、写真食刻工程を通じて前記絶縁層
１２４を食刻して金属コンタクト１２５を形成する。好ましくは、前記金属コンタクト１
２５はセルのドレイン領域を露出させるビットラインコンタクト１２８（図８）である。
【００８８】
次いで、前記金属コンタクト１２５の形成された結果物の上部に金属層１２７を形成し、
写真食刻工程を通じて前記金属層１２７をパタニングする。その結果、ビットラインコン
タクトを通じてセルのドレイン領域に連結されるビットラインが形成される。ここで、前
記金属層１２７は金属シリサイドやポリサイドより形成し得る。
【００８９】
次いで、多層配線を要する場合、金属コンタクト及び金属層の形成工程をさらに施した後
、結果物の上部に保護層を形成してＮＯＲ型フラッシュメモリ装置を完成する。
【００９０】
以上のように、本発明の思想による好適な一実施例にあげて説明してきたが、本発明の技
術的な思想を外れない範囲内では、多様な変化及び変形が実施可能で有るということは、
通常な知識を有する者ならば自明に分かるであろう。
【００９１】
【発明の効果】
以上から述べてきたように、本発明によるＮＯＲ型フラッシュメモリセルによれば、読取
り、ポストプログラム及びプログラム動作時、非選択ワードラインに基準電圧（例えば、
０Ｖ）を印加し、前記非選択ワードラインのうち、選択セルとソースアクティブ領域を共
有する一本のワードラインにネガティブ電圧を印加する。即ち、選択セルとソースアクテ
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ィブ領域を共有しない非選択セルは、ポジティブスレッショルド電圧（＋Ｖｔｈ）を有す
るソース選択トランジスタを用いて、プログラム動作時０Ｖのワードライン電圧のみで望
まない電流経路を取り除き、前記選択セルとソースアクティブ領域を共有する非選択セル
のワードラインにはネガティブ電圧を印加して電流経路を取り除く。
【００９２】
従って、ソース選択トランジスタを用いる既存のセルアレイと同一なセル面積を保つ上で
、過度消去を防止し得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　従来の方法によるＮＯＲ型フラッシュメモリセルアレイのレイアウト図である
。
【図２】　図１に示したセルアレイの等価回路図である。
【図３】　図１に示したセルアレイにおいて、単位セルの垂直断面図である。
【図４】　従来の他の方法の第１実施例によるＮＯＲ型フラッシュメモリセルアレイのレ
イアウト図である。
【図５】　図４に示したセルアレイの等価回路図である。
【図６】　従来の他の方法の第２実施例によるＮＯＲ型フラッシュメモリセルアレイのレ
イアウト図である。
【図７】　（Ａ）は、図４のａ－ａ’線に沿う垂直断面図、（Ｂ）は、ｂ－ｂ’線に沿う
垂直断面図、（Ｃ）は、ｃ－ｃ’線に沿う垂直断面図である。
【図８】　本発明によるＮＯＲ型フラッシュメモリセルアレイのレイアウト図である。
【図９】　図８に示したセルアレイの等価回路図である。
【図１０】　本発明によるＮＯＲ型フラッシュメモリセルアレイのソースアクティブ領域
及びソースラインのレイアウト図である。
【図１１】　（Ａ）は、図８に示したセルアレイの製造方法を説明するための垂直断面図
、（Ｂ）は、図８に示したセルアレイの製造方法を説明するためのレイアウト図である。
【図１２】　（Ａ）は、図８に示したセルアレイの製造方法を説明するための垂直断面図
、（Ｂ）は、図８に示したセルアレイの製造方法を説明するためのレイアウト図である。
【図１３】　図８に示したセルアレイの製造方法を説明するための垂直断面図である。
【図１４】　（Ａ）は、図８に示したセルアレイの製造方法を説明するための垂直断面図
、（Ｂ）は、図８に示したセルアレイの製造方法を説明するためのレイアウト図である。
【図１５】　（Ａ）は、図８に示したセルアレイの製造方法を説明するための垂直断面図
、（Ｂ）は、図８に示したセルアレイの製造方法を説明するためのレイアウト図である。
【図１６】　図８に示したセルアレイの製造方法を説明するための垂直断面図である。
【符号の説明】
１００…半導体基板
１０２…ｎ型ウェル
１０４…ポケットｐ型ウェル
１０６…フィールド酸化膜
１０８…第１ゲート絶縁膜
１１０…第１導電層
１１２…層間誘電膜
１１４…第２導電層
１１５…キャッピング層
１１６…第２ゲート酸化膜
１１８…第３ゲート酸化膜
１２０…第１ソース／ドレイン領域
１２２…第２ソース／ドレイン領域
１２４…絶縁層
１２５…金属コンタクト
１２６…ソースアクティブ領域

10

20

30

40

50

(16) JP 3856064 B2 2006.12.13



１２７…金属層
１２８…ビットラインコンタクト

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】
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