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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の第１領域に形成された不揮発性メモリのメモリセルと、前記半導体基板の
第２領域に形成された第１ＭＩＳＦＥＴと、前記半導体基板の第３領域に形成されかつ前
記第１ＭＩＳＦＥＴよりも高耐圧の第２ＭＩＳＦＥＴとを備え、
　前記メモリセルは、前記半導体基板の上部に形成されかつ互いに隣り合う第１ゲート電
極および第２ゲート電極と、前記第１ゲート電極と前記半導体基板との間に形成された第
１ゲート絶縁膜と、前記第２ゲート電極と前記半導体基板との間および前記第１ゲート電
極と前記第２ゲート電極との間に形成されかつ内部に電荷蓄積部を有する第２ゲート絶縁
膜と、前記半導体基板に形成されかつ前記第１ゲート電極および前記第１ゲート絶縁膜の
下に位置する第１チャネル領域と、前記半導体基板に形成されかつ前記第２ゲート電極お
よび前記第２ゲート絶縁膜の下に位置する第２チャネル領域とを有し、
　前記第１ＭＩＳＦＥＴは、前記半導体基板の上部に第３ゲート絶縁膜を介して形成され
た第３ゲート電極を有し、
　前記第２ＭＩＳＦＥＴは、前記半導体基板の上部に第４ゲート絶縁膜を介して形成され
た第４ゲート電極を有する半導体装置の製造方法であって、
　（ａ）前記半導体基板を準備する工程と、
　（ｂ）前記半導体基板の前記第１チャネル領域および前記第２チャネル領域となる領域
に、第１導電型の不純物を導入する工程と、
　（ｃ）前記半導体基板上の前記第３領域に、前記第４ゲート絶縁膜を酸化により形成す
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る工程と、
　（ｄ）前記半導体基板の前記第３領域の前記第４ゲート絶縁膜上に、前記第４ゲート電
極形成用の第１シリコン膜を形成する工程と、
　（ｅ）前記（ｄ）工程後、前記半導体基板上に、前記第１および第３ゲート絶縁膜形成
用の第１絶縁膜を酸化シリコン膜または酸窒化シリコン膜により形成する工程と、
　（ｆ）前記第１絶縁膜上に、前記第１および第３ゲート絶縁膜形成用の、金属酸化物ま
たは金属シリケートからなる金属元素含有層を堆積する工程と、
　（ｇ）前記金属元素含有層が堆積された前記第１絶縁膜上に前記第１および第３ゲート
電極形成用の第２シリコン膜を形成する工程と、
　（ｈ）前記第２シリコン膜をパターニングして、前記第１領域に前記第１ゲート電極を
、前記第２領域に前記第３ゲート電極を形成する工程と、
　（ｉ）前記（ｈ）工程後に、前記半導体基板の前記第２チャネル領域となる領域に、前
記第１導電型とは逆の第２導電型の不純物を導入する工程と、
　（ｊ）前記（ｉ）工程後に、前記半導体基板上に、前記第２ゲート絶縁膜形成用の第２
絶縁膜を形成する工程と、
　（ｋ）前記（ｊ）工程後に、前記第２絶縁膜上に、前記第２ゲート電極形成用の第３シ
リコン膜を形成する工程と、
　（ｌ）前記（ｋ）工程後に、前記第３シリコン膜をエッチバックすることにより、前記
第１ゲート電極の側壁上に前記第２絶縁膜を介して前記第３シリコン膜を残して前記第２
ゲート電極を形成する工程と、
　（ｍ）前記（ｌ）工程後に、前記第１シリコン膜をパターニングして、前記第３領域に
前記第４ゲート電極を形成する工程と、
　を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｉ）工程では、前記半導体基板の前記第２チャネル領域となる領域に、前記第１
導電型とは逆の第２導電型の不純物を導入し、それによって、前記第１チャネル領域にお
ける不純物の電荷密度よりも前記第２チャネル領域における不純物の電荷密度を低くする
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　半導体基板の第１領域に形成された不揮発性メモリのメモリセルと、前記半導体基板の
第２領域に形成された第１ＭＩＳＦＥＴと、前記半導体基板の第３領域に形成されかつ前
記第１ＭＩＳＦＥＴよりも高耐圧の第２ＭＩＳＦＥＴとを備え、
　前記メモリセルは、前記半導体基板の上部に形成されかつ互いに隣り合う第１ゲート電
極および第２ゲート電極と、前記第１ゲート電極と前記半導体基板との間に形成された第
１ゲート絶縁膜と、前記第２ゲート電極と前記半導体基板との間および前記第１ゲート電
極と前記第２ゲート電極との間に形成されかつ内部に電荷蓄積部を有する第２ゲート絶縁
膜と、前記半導体基板に形成されかつ前記第１ゲート電極および前記第１ゲート絶縁膜の
下に位置する第１チャネル領域と、前記半導体基板に形成されかつ前記第２ゲート電極お
よび前記第２ゲート絶縁膜の下に位置する第２チャネル領域とを有し、
　前記第１ＭＩＳＦＥＴは、前記半導体基板の上部に第３ゲート絶縁膜を介して形成され
た第３ゲート電極を有し、
　前記第２ＭＩＳＦＥＴは、前記半導体基板の上部に第４ゲート絶縁膜を介して形成され
た第４ゲート電極を有する半導体装置の製造方法であって、
　（ａ）前記半導体基板を準備する工程と、
　（ｂ）前記半導体基板の前記第１チャネル領域および前記第２チャネル領域となる領域
に、第１導電型の不純物を導入する工程と、
　（ｃ）前記半導体基板上の前記第３領域に、前記第４ゲート絶縁膜を酸化により形成す
る工程と、
　（ｄ）前記半導体基板の前記第３領域の前記第４ゲート絶縁膜上に、前記第４ゲート電



(3) JP 5142494 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

極形成用の第１シリコン膜を形成する工程と、
　（ｅ）前記（ｄ）工程後、前記半導体基板上に、前記第１および第３ゲート絶縁膜形成
用の第１絶縁膜を酸化シリコン膜または酸窒化シリコン膜により形成する工程と、
　（ｆ）前記第１絶縁膜上に前記第１および第３ゲート電極形成用の第２シリコン膜を形
成する工程と、
　（ｇ）前記第１絶縁膜と前記第２シリコン膜との界面近傍に金属元素をイオン注入する
工程と、
　（ｈ）前記第２シリコン膜をパターニングして、前記第１領域に前記第１ゲート電極を
、前記第２領域に前記第３ゲート電極を形成する工程と、
　（ｉ）前記（ｈ）工程後に、前記半導体基板の前記第２チャネル領域となる領域に、前
記第１導電型とは逆の第２導電型の不純物を導入する工程と、
　（ｊ）前記（ｉ）工程後に、前記半導体基板上に、前記第２ゲート絶縁膜形成用の第２
絶縁膜を形成する工程と、
　（ｋ）前記（ｊ）工程後に、前記第２絶縁膜上に、前記第２ゲート電極形成用の第３シ
リコン膜を形成する工程と、
　（ｌ）前記（ｋ）工程後に、前記第３シリコン膜をエッチバックすることにより、前記
第１ゲート電極の側壁上に前記第２絶縁膜を介して前記第３シリコン膜を残して前記第２
ゲート電極を形成する工程と、
　（ｍ）前記（ｌ）工程後に、前記第１シリコン膜をパターニングして、前記第３領域に
前記第４ゲート電極を形成する工程と、
　を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項３記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｉ）工程では、前記半導体基板の前記第２チャネル領域となる領域に、前記第１
導電型とは逆の第２導電型の不純物を導入し、それによって、前記第１チャネル領域にお
ける不純物の電荷密度よりも前記第２チャネル領域における不純物の電荷密度を低くする
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項３記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｇ）工程でイオン注入する前記金属元素は、ハフニウム、ジルコニウムまたはア
ルミニウムであることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置およびその製造方法に関し、特に、不揮発積メモリを有する半導
体装置およびその製造方法に適用して有効な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体記憶装置には、電源を切っても記憶情報が残る素子である、不揮発性メモリがあ
る。そして、不揮発性メモリセルを論理用半導体装置と同一のシリコン基板上に混載する
ことで、高機能の半導体装置を実現することが可能になる。これらは、組み込み型マイク
ロコンピュータとして、産業用機械、家電品、自動車搭載装置などに広く用いられている
。
【０００３】
　このような不揮発性メモリのセル構造として、選択用ＭＯＳ型トランジスタ（選択トラ
ンジスタ、メモリセル選択トランジスタ）と記憶用ＭＯＳ型トランジスタ（メモリトラン
ジスタ）からなるスプリットゲート型メモリセルが挙げられる（例えば、特許文献１、特
許文献２、非特許文献１、非特許文献２参照）。この構造では、注入効率の良いソースサ
イドインジェクション（ＳＳＩ）方式を採用できるため、書き込み高速化と電源部面積の
低減が図れること、メモリセル選択トランジスタおよびこれに接続するトランジスタを素
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子面積の小さい低圧系のトランジスタで構成できるため周辺回路の面積を低減できること
などが特徴として挙げられる。
【０００４】
　記憶用ＭＯＳ型トランジスタの電荷保持方式には、電気的に孤立した導電性の多結晶シ
リコンに電荷を蓄えるフローティングゲート方式（例えば特許文献２、非特許文献１参照
）と、シリコン窒化膜のような電荷を蓄積する性質をもつ絶縁膜に電荷を蓄えるＭＯＮＯ
Ｓ方式（例えば特許文献１、非特許文献２参照）がある。これらのメモリセル構造を用い
てメモリチップやメモリモジュールを高速で動作させるために、メモリセルの読み出し時
の、いわゆる「セル電流」を大きくすることが有効である。
【０００５】
　選択トランジスタには、酸化シリコン（ＳｉＯ２）あるいは、酸窒化シリコン（ＳｉＯ
Ｎ）をゲート絶縁膜とする通常のＭＯＳトランジスタを用いることができる。この場合、
プロセスの加工寸法に合わせ、チャネルの不純物濃度プロファイルの最適化など公知の技
術によって、ＯＦＦ状態のリーク電流を抑制しつつ、高性能な選択トランジスタを作製で
きる。また、メモリトランジスタについては、保持電荷の極性や量、チャネルの不純物濃
度プロファイルなどによって決定されるしきい電圧をより低くすることで、同一のメモリ
ゲート（メモリトランジスタのゲート）の電圧に対して、より大きい「セル電流」を得る
ことができる。
【０００６】
　ＭＯＮＯＳ方式において、しきい電圧をより低くする技術として、次のことが知られて
いる。
【０００７】
　チャネルの導電キャリアが電子であるようなｎ型のメモリトランジスタの場合、メモリ
ゲート側拡散層（ソース・ドレイン領域）に正電位を与えることにより、拡散層端部のメ
モリゲートとその拡散層がオーバーラップした領域で、強反転が生じるようにすることが
出来る。このことで、バンド間トンネル現象を起こし、ホールを生成することができる（
例えば、非特許文献３参照）。このメモリセルにおいては、発生したホールがチャネル方
向へ加速され、メモリゲートのバイアスにより引かれ窒化シリコン（ＳｉＮ）膜中に注入
されることにより、しきい電圧が低いメモリトランジスタの状態（消去状態）を実現でき
る。
【０００８】
　また、特開２００４－１８６４５２号公報（特許文献３）において、ＭＯＮＯＳ型メモ
リトランジスタのチャネル領域に、カウンター不純物を導入することで、メモリトランジ
スタのしきい電圧を小さくする技術が開示されている。このとき、メモリトランジスタ下
のチャネルには、選択トランジスタのチャネル領域に導入されたアクセプター型不純物と
、メモリトランジスタ下のチャネルにのみ導入されたカウンター不純物であるドナー型不
純物の両方が含まれる。また、選択トランジスタのチャネル領域に導入されたアクセプタ
ー型不純物は、ＯＦＦリークが小さくなるように調整されている。
【０００９】
　また、ＭＩＳＦＥＴのフラットバンド電圧に関する技術が非特許文献４に記載されてい
る。
【００１０】
　また、不純物揺らぎによるしきい電圧のばらつきに関する技術が非特許文献５に記載さ
れている。
【００１１】
　また、フェルミレベルピニングに関する技術が非特許文献６に記載されている。
【特許文献１】特開平５－４８１１３号公報
【特許文献２】特開平５－１２１７００号公報
【特許文献３】特開２００４－１８６４５２号公報
【非特許文献１】「アイ・イー・イー・イー　シンポジウム　オン　ブイエルエスアイ　
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テクノロジー（IEEE Symposium on VLSI Technology）」，（米国），１９９４年，ｐ．
７１－７２
【非特許文献２】「アイ・イー・イー・イー　シンポジウム　オン　ブイエルエスアイ　
テクノロジー（IEEE Symposium on VLSI Technology）」，（米国），１９９７年，ｐ．
６３－６４
【非特許文献３】「１９８７　アイ・イー・イー・イー　インターナショナル　エレクト
ロン　デバイシズ　ミーティング，　テクニカル　ダイジェスト（1987 IEEE Internatio
nal Electron Devices meeting, TECHNICAL DIGEST）」，（米国），１９８７年，ｐ．７
１８－７２１
【非特許文献４】シー・ホッブス（C. Hobbs），エル・フォンセカ（L. Fonseca），ヴイ
・ダンダパニ(V. Dhandapani)，エス・サマヴェダム（S. Samavedam），ビー・タイラー
（B. Taylor），ジェイ・グラント（J. Grant），エル・ディップ（L. Dip），ディー・
トリヨソ(D. Triyoso)，アール・ヘッジ(R. Hedge)，ディー・ギルマー(D. Gilmer)，ア
ール・ガルシア(R. Garcia)，ディー・ローアン(D. Roan)，エル・ラブジョイ（L. Lovej
oy），アール・ライ(R. Rai)，エル・ヘバート（L. Hebert），エイチ・ツェン(H. Tseng
)，ビー・ホワイト（B. White），ピー・トビン（P. Tobin），「シンポジウム・オブ・
ヴイエルエスアイ・テクノロジー（Symp. of VLSI technology）」，（米国），２００３
年，ｐ．９
【非特許文献５】ティー・ミズノ他（T. Mizuno et al），「アイ・イー・イー・イー　
トランザクションズ　オン　エレクトロン　デバイシズ，　イーディー４１（IEEE Trans
actions on Electron Devices, ED-41）」，（米国），１９９４年，ｐ．２２１６
【非特許文献６】エル・パンチサノ他（L. Pantisano et al），「アイ・イー・イー・イ
ー　シンポジウム　オン　ブイエルエスアイ　テクノロジー（IEEE Symposium on VLSI T
echnology」（米国），２００４年，ｐ．２１４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明者の検討によれば、次のことが分かった。
【００１３】
　本発明者は、不揮発性半導体記憶装置の高性能化に関する種々の検討を行っている。例
えば、スプリットゲート型メモリセルの書換え（書込み／消去）耐性の向上、及びデータ
保持特性の向上等を図るための装置の構造等を検討している。
【００１４】
　図５１は、本発明者が検討した選択トランジスタ（メモリセル選択用トランジスタ）３
０１とメモリトランジスタ（記憶用トランジスタ）３０２からなるスプリットゲート型メ
モリセルを示す断面図である。図５１において、３０３は、選択トランジスタ３０１のゲ
ート電極（選択ゲート）、３０４は、メモリトランジスタ３０２のゲート電極（メモリゲ
ート）、３０５は、選択トランジスタ３０１のゲート絶縁膜、３０６は、メモリトランジ
スタ３０２のゲート絶縁膜である。選択トランジスタ３０１のゲート絶縁膜３０５は、酸
化シリコン膜からなる。メモリトランジスタ３０２のゲート絶縁膜３０６は、電荷蓄積機
能を有するＯＮＯ膜（酸化シリコン膜、窒化シリコン膜および酸化シリコン膜の積層膜）
からなる。また、図５１において、３０７は半導体基板、３０８，３０９は、ソース・ド
レインとして機能する不純物拡散層、３１０は選択トランジスタ３０１のチャネル領域、
３１１は、メモリトランジスタ３０２のチャネル領域である。
【００１５】
　本発明者は、図５１のようなＭＯＮＯＳ方式のスプリットゲート型メモリセルにおいて
、メモリセルの書換えを行った後のデータ保持特性を詳細に調べた。ここで、ソースサイ
ドインジェクション（ＳＳＩ）方式によって電子をシリコン窒化膜（ゲート絶縁膜３０６
中の窒化シリコン膜）に書き込む（注入する）ことで、メモリトランジスタ３０２のしき
い電圧が大きい状態（書込み状態）にした。また、バンド間トンネル現象によって（ゲー
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ト絶縁膜３０６中の窒化シリコン膜に）ホールを注入することで、メモリトランジスタ３
０２のしきい電圧を低い状態（消去状態）にした。
【００１６】
　上記のような注入方式を用いたメモリセルにおいては、ホットキャリアにより、絶縁膜
（ゲート絶縁膜３０６中の酸化シリコン膜または窒化シリコン膜）およびその界面にダメ
ージを与えることが知られている。これが、電荷保持特性の劣化を引き起こす。即ち、界
面準位やトラップが生成され、これらへの電荷注入や放出、或いは、これらを介した電荷
注入や放出が引き起こされる。
【００１７】
　図５２は、１０万回書換え後の消去状態のしきい電圧の時間変化を示したグラフである
。図５２のグラフの横軸は、１０万回書換え後に消去状態とした後の経過時間に対応し、
図５２のグラフの縦軸は、横軸に対応する時間経過後のメモリトランジスタのしきい電圧
に対応する。なお、図５２には、メモリトランジスタの書換え前の初期のしきい電圧Ｖｔ
ｈｉ（メモリトランジスタのゲート電極中に電荷を注入する前の初期のしきい電圧Ｖｔｈ
ｉ）が０．６Ｖである場合と－０．９Ｖである場合の両者がグラフ化されている。
【００１８】
　本発明者は、読み出し時のメモリゲート３０４に印加する電圧が０Ｖで十分に大きいセ
ル電流が得られるように、消去状態のしきい電圧を、メモリトランジスタ３０２のチャネ
ル領域３１１に注入された不純物濃度、あるいは、消去状態でシリコン窒化膜（ゲート絶
縁膜３０６中の窒化シリコン膜）中に注入されているホール量によって調整した。その結
果、図５１のメモリトランジスタ３０２のチャネル領域３１１にカウンター不純物（選択
トランジスタ３０１のチャネル領域３１０に導入された不純物と逆導電型の不純物）を注
入した場合、カウンター不純物量が大きいほど、ＯＮＯ膜（ゲート絶縁膜３０６）中に電
荷を注入する前のメモリトランジスタ３０２の初期のしきい電圧（Ｖｔｈｉ）が低く、ま
た、消去状態でシリコン窒化膜（ゲート絶縁膜３０６中の窒化シリコン膜）中にトラップ
されるホール量は少ないことが分かった。そして、図５２に示されるように、カウンター
不純物量を大きくすることにより初期のしきい電圧Ｖｔｈｉを低くするほど、書き換えに
よるしきい電圧の増大が抑制できることが分かった。
【００１９】
　しかしながら、本発明者が、メモリチップ内の複数のメモリトランジスタ３０２の初期
のしきい電圧Ｖｔｈｉのばらつきを調べた結果、メモリトランジスタ３０２のチャネル領
域３１１におけるカウンター不純物量が大きく、初期のしきい電圧Ｖｔｈｉの中心値（メ
モリチップ内の複数のメモリトランジスタ３０２の初期のしきい電圧Ｖｔｈｉの平均値に
相当）が低い場合ほど、ばらつきが大きくなることがわかった。
【００２０】
　書込みと消去速度を向上するためには、複数のメモリセルを同時に書換え（書込み、消
去）する方法が用いられる。しかしながら、メモリチップ内のメモリトランジスタ３０２
毎のしきい電圧Ｖｔｈｉのばらつきが大きい場合、注入する電子量あるいはホール量を大
きくして、書込み状態と消去状態間に十分なしきい電圧のマージンを確保する必要がある
。この場合、１回の書換え当たりに注入されるホットキャリア量が増大するため、ダメー
ジが大きくなり、データ保持特性の低下や、書換え耐性が低下する問題が発生する。これ
は、不揮発性メモリを有する半導体装置の性能や信頼性を低下させる。
【００２１】
　そこで、上記問題点を解決し、書換え耐性の向上とデータ保持特性の向上を両立させる
ことができる、ＭＯＮＯＳ方式のスプリットゲート型メモリセルを有する不揮発性半導体
記憶装置を提供することが望まれる。
【００２２】
　また、本発明者は、フローティングゲート方式のスプリットゲート型メモリセルを検討
した。フローティングゲート方式の場合、導電体に電荷を蓄えるため、フローティングゲ
ート周囲の酸化膜に１箇所でもリークパスとなる欠陥があると極端に電荷保持寿命が低下



(7) JP 5142494 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

する。従って、ＭＯＮＯＳ方式で用いたバンド間トンネル現象によるホットホール注入は
、酸化膜に与えるダメージが大きいため使うことができない。従って、メモリトランジス
タのしきい電圧を小さくするためには、メモリトランジスタのチャネル領域に注入される
カウンター不純物量を大きくする方法がある。しかしながら、上記ＭＯＮＯＳ方式と同様
に、カウンター不純物量が大きい、もしくは、選択トランジスタとメモリトランジスタの
チャネル領域に共通して注入されている選択トランジスタのしきい電圧調整用の不純物濃
度が大きいことによって、メモリトランジスタのしきい電圧（上記Ｖｔｈｉに相当するも
の）のばらつきが大きくなる。メモリトランジスタのしきい電圧（Ｖｔｈｉ）のばらつき
の増大は、しきい電圧のウインドウを確保するために、ソースサイドインジェクション（
ＳＳＩ）方式によってフローティングゲートに注入される電子量の増大や、電子を引き抜
く消去の際のストレスの増大などを引き起こし、それによって、フローティングゲート周
りの酸化膜へのダメージが増大し、データ保持特性の低下や、書換え耐性が低下する問題
を発生させる。これは、不揮発性メモリを有する半導体装置の性能や信頼性を低下させる
。
【００２３】
　従って、フローティングゲート方式のスプリットゲート型メモリセルにおいても、メモ
リトランジスタのしきい電圧のばらつきを抑制し、書換え耐性の向上とデータ保持特性の
向上を両立させることができる、不揮発性半導体記憶装置を提供することが望まれる。
【００２４】
　本発明の目的は、半導体装置の性能を向上できる技術を提供することにある。
【００２５】
　また、本発明の目的は、半導体装置の信頼性を向上できる技術を提供することにある。
【００２６】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。
【００２８】
　本発明は、半導体基板の上部に形成され互いに隣り合う第１ゲート電極および第２ゲー
ト電極と、前記第１ゲート電極と前記半導体基板との間に形成され前記第１ゲート電極の
ゲート絶縁膜として機能する第１の層と、前記第２ゲート電極と前記半導体基板との間に
形成され内部に電荷蓄積部を有する第２の層と、前記半導体基板に形成され前記第１ゲー
ト電極および前記第１の層の下に位置する第１チャネル領域と、前記半導体基板に形成さ
れ前記第２ゲート電極および前記第２の層の下に位置する第２チャネル領域とを有し、前
記第１の層は金属元素を含有し、前記第１チャネル領域における不純物の電荷密度と前記
第２チャネル領域における不純物の電荷密度とが異なるものである。
【００２９】
　また、本発明は、半導体基板の上部に形成され互いに隣り合う第１ゲート電極および第
２ゲート電極と、前記第１ゲート電極と前記半導体基板との間に形成された第１ゲート絶
縁膜と、前記第２ゲート電極と前記半導体基板との間に形成され内部に電荷蓄積部を有す
る第２の層と、前記半導体基板に形成され前記第１ゲート電極および前記第１ゲート絶縁
膜の下に位置する第１チャネル領域と、前記半導体基板に形成され前記第２ゲート電極お
よび前記第２の層の下に位置する第２チャネル領域とを有する半導体装置の製造方法であ
って、（ａ）前記半導体基板を準備する工程と、（ｂ）前記半導体基板の前記第１チャネ
ル領域および前記第２チャネル領域となる領域に、第１導電型の不純物を導入する工程と
、（ｃ）前記半導体基板上に、前記第１ゲート絶縁膜形成用の第１絶縁膜を酸化シリコン
膜または酸窒化シリコン膜により形成する工程と、（ｄ）前記第１絶縁膜上に、金属酸化
物または金属シリケートからなる金属元素含有層を堆積する工程と、（ｅ）前記金属元素
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含有層が堆積された前記第１絶縁膜上に前記第１ゲート電極形成用のシリコン膜を形成す
る工程と、（ｆ）前記シリコン膜をパターニングして前記第１ゲート電極を形成する工程
と、（ｇ）前記（ｆ）工程後に、前記半導体基板の前記第２チャネル領域となる領域に、
前記第１導電型とは逆の第２導電型の不純物を導入する工程とを有するものである。
【００３０】
　また、本発明は、半導体基板の上部に形成され互いに隣り合う第１ゲート電極および第
２ゲート電極と、前記第１ゲート電極と前記半導体基板との間に形成された第１ゲート絶
縁膜と、前記第２ゲート電極と前記半導体基板との間に形成され内部に電荷蓄積部を有す
る第２の層と、前記半導体基板に形成され前記第１ゲート電極および前記第１ゲート絶縁
膜の下に位置する第１チャネル領域と、前記半導体基板に形成され前記第２ゲート電極お
よび前記第２の層の下に位置する第２チャネル領域とを有する半導体装置の製造方法であ
って、（ａ）前記半導体基板を準備する工程と、（ｂ）前記半導体基板の前記第１チャネ
ル領域および前記第２チャネル領域となる領域に、第１導電型の不純物を導入する工程と
、（ｃ）前記半導体基板上に、前記第１ゲート絶縁膜形成用の第１絶縁膜を酸化シリコン
膜または酸窒化シリコン膜により形成する工程と、（ｄ）前記第１絶縁膜上に前記第１ゲ
ート電極形成用のシリコン膜を形成する工程と、（ｅ）前記第１絶縁膜と前記シリコン膜
との界面近傍に金属元素をイオン注入する工程と、（ｆ）前記シリコン膜をパターニング
して前記第１ゲート電極を形成する工程と、（ｇ）前記（ｆ）工程後に、前記半導体基板
の前記第２チャネル領域となる領域に、前記第１導電型とは逆の第２導電型の不純物を導
入する工程とを有するものである。
【００３１】
　また、本発明は、メモリセルを構成する選択トランジスタのゲート絶縁膜に酸化シリコ
ンまたは酸窒化シリコンからなる絶縁膜と該絶縁膜上のｈｉｇｈ－ｋゲート絶縁膜の積層
膜を有し、ｈｉｇｈ－ｋゲート絶縁膜と選択ゲート界面のフェルミレベルピニングに起因
した選択ゲートの仕事関数（フラットバンド電圧）の変化によって選択トランジスタのし
きい電圧を制御することで、選択ゲートにより制御されるチャネル領域とメモリゲートに
より制御されるチャネル領域との不純物の電荷密度を制御したものである。
【発明の効果】
【００３２】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下のとおりである。
【００３３】
　半導体装置の性能を向上させることができる。
【００３４】
　また、半導体装置の信頼性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下の実施の形態においては便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実
施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係なも
のではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明等の関係にある。ま
た、以下の実施の形態において、要素の数等（個数、数値、量、範囲等を含む）に言及す
る場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、
その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でも良い。さらに、以下
の実施の形態において、その構成要素（要素ステップ等も含む）は、特に明示した場合お
よび原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではな
いことは言うまでもない。同様に、以下の実施の形態において、構成要素等の形状、位置
関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に明らかにそうでないと考えら
れる場合等を除き、実質的にその形状等に近似または類似するもの等を含むものとする。
このことは、上記数値および範囲についても同様である。
【００３６】
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　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の機能を有する部材には同一の符号を付し、その繰り返し
の説明は省略する。また、以下の実施の形態では、特に必要なとき以外は同一または同様
な部分の説明を原則として繰り返さない。
【００３７】
　また、実施の形態で用いる図面においては、断面図であっても図面を見易くするために
ハッチングを省略する場合もある。また、平面図であっても図面を見易くするためにハッ
チングを付す場合もある。
【００３８】
　（実施の形態１）
　本実施の形態は、主として電荷蓄積部にトラップ性絶縁膜（電荷を蓄積可能な絶縁膜）
を用いたものであるため、以下では、ｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴ（ＭＩＳＦＥＴ：Metal 
Insulator Semiconductor Field Effect Transistor）を基本としトラップ性絶縁膜を用
いたメモリセルをもとに説明を行う。また、以下の実施の形態での極性（書込・消去・読
出時の印加電圧の極性やキャリアの極性）は、ｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴを基本としたメ
モリセルの場合の動作を説明するためのものであり、ｐチャネル型ＭＩＳＦＥＴを基本と
する場合は、印加電位、キャリアおよび不純物の導電型等の全ての極性を反転させること
で、原理的には同じ動作を得ることができる。
【００３９】
　本実施の形態の半導体装置およびその製造方法を図面を参照して説明する。
【００４０】
　図１は、本実施の形態の半導体装置の要部断面図である。本実施の形態の半導体装置は
、不揮発性メモリ（不揮発性記憶素子、フラッシュメモリ、不揮発性半導体記憶装置）を
備えた半導体装置（不揮発性半導体記憶装置）であり、図１には、不揮発性メモリのメモ
リセル領域の要部断面図が示されている。図２は、本実施の形態の半導体装置におけるメ
モリセルＭＣの模式的な断面構造を示す要部断面図であり、図３は、メモリセルＭＣの等
価回路図である。簡略化のために、図２では、図１の構造のうち、ｐ型ウエル３、絶縁膜
１７，２１、選択ゲート電極ＳＧ、メモリゲート電極ＭＧおよび半導体領域ＭＳ，ＭＤだ
けを図示し、側壁絶縁膜３４、金属シリサイド層３９および絶縁膜４１の図示を省略した
ものである。また、理解を簡単にするために、図２には、各部位に印加する電圧Ｖｄ，Ｖ
ｓｇ，Ｖｍｇ，Ｖｓ，Ｖｂを模式的に図示してある。
【００４１】
　図１および図２に示されるように、例えば１～１０Ωｃｍ程度の比抵抗を有するｐ型の
単結晶シリコンなどからなる半導体基板（半導体ウエハ）１には、素子を分離するための
素子分離領域（図示せず）が形成されており、この素子分離領域で分離された活性領域に
、ｐ型ウエル３が形成されている。メモリセル領域のｐ型ウエル３には、図１および図２
に示されるようなメモリトランジスタおよび選択トランジスタ（制御トランジスタ）から
なる不揮発性メモリのメモリセルＭＣが形成されている。各メモリセル領域には複数のメ
モリセルＭＣがアレイ状に形成されており、各メモリセル領域は、素子分離領域によって
他の領域から電気的に分離されている。
【００４２】
　図１～図３に示されるように、本実施の形態の半導体装置における不揮発性メモリのメ
モリセルＭＣは、ＭＯＮＯＳ膜を用いたスプリットゲート型のメモリセルであり、選択ゲ
ート電極（制御ゲート電極、選択ゲート、選択トランジスタのゲート電極）ＳＧからなる
選択トランジスタとメモリゲート電極（メモリゲート、メモリトランジスタのゲート電極
）ＭＧからなるメモリトランジスタとの２つのＭＩＳＦＥＴを接続したものである。
【００４３】
　ここで、メモリゲート電極ＭＧよりなるＭＩＳＦＥＴ（Metal Insulator Semiconducto
r Field Effect Transistor）をメモリトランジスタ（記憶用トランジスタ）と、また、
選択ゲート電極ＳＧよりなるＭＩＳＦＥＴを選択トランジスタ（メモリセル選択用トラン
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ジスタ、制御トランジスタ）という。従って、選択ゲート電極ＳＧおよびメモリゲート電
極ＭＧは、不揮発性メモリ（のメモリセル）を構成するゲート電極である。
【００４４】
　図１および図２に示されるように、本実施の形態の半導体装置における不揮発性メモリ
のメモリセルＭＣは、半導体基板１のｐ型ウエル３中に形成されたソースおよびドレイン
用のｎ型の半導体領域ＭＳ，ＭＤと、半導体基板１（ｐ型ウエル３内の半導体領域１０ａ
，１０ｂ）の上部に形成された選択ゲート電極（第１ゲート電極）ＳＧおよびメモリゲー
ト電極（第２ゲート電極）ＭＧと、選択ゲート電極ＳＧおよび半導体基板１（ｐ型ウエル
３内の半導体領域１０ａ）間に形成された絶縁膜（ゲート絶縁膜、第１の層）１７と、メ
モリゲート電極ＭＧおよび半導体基板１（ｐ型ウエル３内の半導体領域１０ｂ）間とメモ
リゲート電極ＭＧおよび選択ゲート電極ＳＧ間とに形成された絶縁膜２１とを有している
。
【００４５】
　不揮発性メモリを構成する選択ゲート電極ＳＧおよびメモリゲート電極ＭＧは、それら
の対向側面の間に絶縁膜２１を介した状態で、半導体基板１の主面に沿って延在し、並ん
で配置されている。メモリセルＭＣの選択ゲート電極ＳＧおよびメモリゲート電極ＭＧは
、半導体領域ＭＤおよび半導体領域ＭＳ間上の半導体基板１（ｐ型ウエル３内の半導体領
域１０ａ，１０ｂ）の上部に絶縁膜１７，２１を介して形成されており、半導体領域ＭＳ
側にメモリゲート電極ＭＧが位置し、半導体領域ＭＤ側に選択ゲート電極ＳＧが位置して
いる。選択ゲート電極ＳＧとメモリゲート電極ＭＧは、間に絶縁膜２１を介在して互いに
隣り合っており、メモリゲート電極ＭＧは、選択ゲート電極ＳＧの側壁上に絶縁膜２１を
介してサイドウォールスペーサ状に形成されている。また、絶縁膜２１は、メモリゲート
電極ＭＧと半導体基板１（ｐ型ウエル３内の半導体領域１０ｂ）の間の領域と、メモリゲ
ート電極ＭＧと選択ゲート電極ＳＧの間の領域の、両領域に渡って延在している。
【００４６】
　メモリゲート電極ＭＧと半導体基板１（ｐ型ウエル３）の間の絶縁膜２１（すなわちメ
モリゲート電極ＭＧの下の絶縁膜２１）が、メモリトランジスタのゲート絶縁膜（内部に
電荷蓄積部を有するゲート絶縁膜）として機能する。
【００４７】
　絶縁膜２１は、電荷を蓄積するための窒化シリコン膜２１ｂ（すなわち電荷蓄積部）と
、その上下に位置する酸化シリコン膜２１ａ，２１ｃの積層膜からなる絶縁膜（ＯＮＯ膜
）である。すなわち、メモリゲート電極ＭＧから遠い側から順に、酸化シリコン膜２１ａ
、窒化シリコン膜２１ｂおよび酸化シリコン膜２１ｃが積層されたＯＮＯ（oxide-nitrid
e-oxide）膜により、絶縁膜２１が構成されている。窒化シリコン膜２１ｂは、絶縁膜２
１中に形成されたトラップ性絶縁膜であり、電荷を蓄積するための電荷蓄積膜（電荷蓄積
部）として機能するので、絶縁膜２１は、その内部に電荷蓄積部を有する絶縁膜とみなす
ことができる。従って、絶縁膜２１は、メモリゲート電極ＭＧと半導体基板１（半導体領
域１０ｂ）との間に形成され、内部に電荷蓄積部を有する層（第２の層）である。
【００４８】
　このように、メモリトランジスタのゲート絶縁膜として、ＯＮＯ（Oxide Nitride Oxid
e）積層膜である絶縁膜２１が用いられており、いわゆるＭＯＮＯＳ（Metal Oxide Nitri
de Oxide Semiconductor）構造が形成され、この絶縁膜２１中（の窒化シリコン膜２１ｂ
）に電荷を保持することができる。
【００４９】
　選択ゲート電極ＳＧと半導体基板１（ｐ型ウエル３内の半導体領域１０ａ）の間に形成
された絶縁膜１７（すなわち選択ゲート電極ＳＧの下の絶縁膜１７）が、選択トランジス
タ（選択ゲート電極ＳＧ）のゲート絶縁膜として機能する。すなわち、絶縁膜１７は、選
択ゲート電極ＳＧと半導体基板１（半導体領域１０ａ）との間に形成され、選択ゲート電
極ＳＧ（選択トランジスタ）のゲート絶縁膜として機能する層（第１の層）である。
【００５０】
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　選択ゲート電極ＳＧ（選択トランジスタ）のゲート絶縁膜として機能する絶縁膜１７は
、半導体基板１（ｐ型ウエル３内の半導体領域１０ａ）上に形成された酸化シリコンまた
は酸窒化シリコンからなる絶縁膜（絶縁層、第１絶縁膜）１７ａと、選択ゲート電極ＳＧ
と絶縁膜１７ａとの間（界面）に形成された金属元素含有層（しきい電圧調整層）１７ｂ
とを有している。すなわち、絶縁膜１７は、酸化シリコンまたは酸窒化シリコンからなる
絶縁膜１７ａと、絶縁膜１７ａ上に形成された金属元素含有層１７ｂとの積層膜（積層構
造）からなる。金属元素含有層１７ｂ中には金属元素が含まれているので、金属元素含有
層１７ｂを有する絶縁膜１７は、金属元素を含有している層とみなすことができる。
【００５１】
　金属元素含有層１７ｂは、金属元素を含有しており、金属元素含有層１７ｂを構成する
金属元素はハフニウム（Ｈｆ）、ジルコニウム（Ｚｒ）またはアルミニウム（Ａｌ）であ
ることが好ましい。また、金属元素含有層１７ｂは、金属酸化物または金属シリケート（
金属酸化物と酸化シリコンの化合物）からなることが好ましいが、それら（金属酸化物ま
たは金属シリケート）に更に窒素が導入されたものにより金属元素含有層１７ｂが構成さ
れていても良い。
【００５２】
　半導体領域ＭＳは、ソース領域またはドレイン領域の一方として機能する半導体領域で
あり、半導体領域ＭＤは、ソース領域またはドレイン領域の他方として機能する半導体領
域である。ここでは、半導体領域ＭＳはソース領域として機能する半導体領域、半導体領
域ＭＤはドレイン領域として機能する半導体領域である。半導体領域ＭＳ，ＭＤは、ｎ型
の不純物が導入された半導体領域（ｎ型不純物拡散層）よりなり、それぞれＬＤＤ（ligh
tly doped drain）構造を備えている。すなわち、ソース用の半導体領域ＭＳは、ｎ－型
半導体領域３１と、ｎ－型半導体領域３１よりも高い不純物濃度を有するｎ＋型半導体領
域３５とを有し、ドレイン用の半導体領域ＭＤは、ｎ－型半導体領域３２と、ｎ－型半導
体領域３２よりも高い不純物濃度を有するｎ＋型半導体領域３６とを有している。
【００５３】
　メモリゲート電極ＭＧおよび選択ゲート電極ＳＧの側壁（互いに隣接していない側の側
壁）上には、酸化シリコンなどの絶縁体（酸化シリコン膜、絶縁膜）からなる側壁絶縁膜
（サイドウォール、サイドウォールスペーサ）３４が形成されている。
【００５４】
　ソース部のｎ－型半導体領域３１はメモリゲート電極ＭＧの側壁に対して自己整合的に
形成され、ｎ＋型半導体領域３５はメモリゲート電極ＭＧの側壁上の側壁絶縁膜３４の側
面（メモリゲート電極ＭＧに接する側とは逆側の側面）に対して自己整合的に形成されて
いる。このため、低濃度のｎ－型半導体領域３１はメモリトランジスタのチャネル領域に
隣接するように形成され、高濃度のｎ＋型半導体領域３５は低濃度のｎ－型半導体領域３
１に接し、メモリトランジスタのチャネル領域からｎ－型半導体領域３１の分だけ離間す
るように形成されている。
【００５５】
　ドレイン部のｎ－型半導体領域３２は選択ゲート電極ＳＧの側壁に対して自己整合的に
形成され、ｎ＋型半導体領域３６は選択ゲート電極ＳＧの側壁上の側壁絶縁膜３４の側面
（選択ゲート電極ＳＧと接する側とは逆側の側面）に対して自己整合的に形成されている
。このため、低濃度のｎ－型半導体領域３２は選択トランジスタのチャネル領域に隣接す
るように形成され、高濃度のｎ＋型半導体領域３６は低濃度のｎ－型半導体領域３２に接
し、選択トランジスタのチャネル領域からｎ－型半導体領域３２の分だけ離間するように
形成されている。
【００５６】
　メモリゲート電極ＭＧ下の絶縁膜２１の下にメモリトランジスタのチャネル領域が形成
され、選択ゲート電極ＳＧ下の絶縁膜１７の下に選択トランジスタのチャネル領域が形成
される。選択ゲート電極ＳＧ下の絶縁膜１７の下の選択トランジスタのチャネル形成領域
には、選択トランジスタのしきい値調整用の半導体領域（ｐ型半導体領域）１０ａが形成
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されている。メモリゲート電極ＭＧ下の絶縁膜２１の下のメモリトランジスタのチャネル
形成領域には、メモリトランジスタのしきい値調整用の半導体領域（ｐ型半導体領域また
はｎ型半導体領域）１０ｂが形成されている。
【００５７】
　すなわち、ソースまたはドレインの一方（ここではソース）として機能する半導体領域
ＭＳと、ソースまたはドレインの他方（ここではドレイン）として機能する半導体領域Ｍ
Ｄとの間に位置するチャネル部（チャネル領域）は、選択ゲート電極ＳＧにより制御され
得る選択ゲート電極ＳＧの下の半導体領域（領域、第１チャネル領域）１０ａと、メモリ
ゲート電極ＭＧにより制御され得るメモリゲート電極ＭＧの下の半導体領域（領域、第２
チャネル領域）１０ｂとからなる。厳密には、この２つのゲート電極（メモリゲート電極
ＭＧおよび選択ゲート電極ＳＧ）に挟まれた領域（に対応する領域）が（チャネル部に）
できるが、この領域は、ＯＮＯ膜（絶縁膜２１）の膜厚程度の極めて狭いものとすること
ができる。
【００５８】
　半導体領域１０ａは、選択ゲート電極ＳＧおよび絶縁膜１７の積層構造の下に位置して
絶縁膜１７に接するように形成されている。選択トランジスタのチャネル領域は、選択ゲ
ート電極ＳＧおよび絶縁膜１７の積層構造の下に位置する半導体領域１０ａに形成される
ので、選択ゲート電極ＳＧおよび絶縁膜１７の積層構造の下に位置する半導体領域１０ａ
を、選択トランジスタのチャネル領域（第１チャネル領域）とみなすこともできる。半導
体領域１０ａは、イオン注入法などによりｐ型ウエル３にｐ型不純物をドーピング（導入
）することにより形成されており、ｐ型不純物が導入（ドープ、拡散）されている。この
ため、半導体領域１０ａは、ｐ型の半導体領域である。
【００５９】
　半導体領域１０ｂは、メモリゲート電極ＭＧおよび絶縁膜２１の積層構造の下に位置し
て絶縁膜２１に接するように形成されている。メモリトランジスタのチャネル領域は、メ
モリゲート電極ＭＧおよび絶縁膜２１の積層構造の下に位置する半導体領域１０ｂに形成
されるので、メモリゲート電極ＭＧおよび絶縁膜２１の積層構造の下に位置する半導体領
域１０ｂを、メモリトランジスタのチャネル領域（第２チャネル領域）とみなすこともで
きる。半導体領域１０ｂは、イオン注入法などにより半導体領域１０ａにｎ型不純物をド
ーピング（導入）することにより形成されており、半導体領域１０ａに導入されているの
と同じｐ型不純物に加えて、更にｎ型不純物が導入（ドープ、拡散）されている。半導体
領域１０ｂは、ｐ型またはｎ型の半導体領域である。
【００６０】
　図１および図２では、半導体領域１０ａの一部が半導体領域１０ｂの下にも延在してい
るが、他の形態として、半導体領域１０ｂの下に半導体領域１０ａが延在せずに、半導体
領域１０ｂの下部がｐ型ウエル３に直接的に接するように半導体領域１０ａ，１０ｂが形
成されていてもよい。本実施の形態では、少なくとも、選択ゲート電極ＳＧの下の絶縁膜
１７の下に絶縁膜１７に接する位置に半導体領域１０ａが形成され、メモリゲート電極Ｍ
Ｇの下の絶縁膜２１の下に絶縁膜２１に接する位置に半導体領域１０ｂが形成さていれば
よい。
【００６１】
　選択トランジスタのチャネル領域を形成する半導体領域１０ａにおける不純物の電荷密
度は、選択トランジスタのしきい電圧が所望の値となるように調整され、メモリトランジ
スタのチャネル領域を形成する半導体領域１０ｂにおける不純物の電荷密度は、メモリト
ランジスタのしきい電圧が所望の値となるように調整されている。本実施の形態では、詳
細は後述するが、メモリトランジスタのチャネル領域（第２チャネル領域）を形成する半
導体領域１０ｂにおける不純物の電荷密度は、選択トランジスタのチャネル領域（第１チ
ャネル領域）を形成する半導体領域１０ａにおける不純物の電荷密度とは異なっており、
好ましくは、メモリトランジスタのチャネル領域を形成する半導体領域１０ｂにおける不
純物の電荷密度は、選択トランジスタのチャネル領域を形成する半導体領域１０ａにおけ
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る不純物の電荷密度よりも低くなっている。
【００６２】
　メモリゲート電極ＭＧおよび選択ゲート電極ＳＧは、それぞれｎ型ポリシリコン（ｎ型
不純物を導入した多結晶シリコン、ドープトポリシリコン）のようなシリコン膜（導電体
膜）からなる。選択ゲート電極ＳＧは、半導体基板１上に形成した多結晶シリコン膜（ｎ
型不純物を導入またはドープした多結晶シリコン膜、後述する多結晶シリコン膜１６に対
応）をパターニングすることにより形成されている。メモリゲート電極ＭＧは、半導体基
板１上に選択ゲート電極ＳＧを覆うように形成した多結晶シリコン膜（ｎ型不純物を導入
またはドープした多結晶シリコン膜、後述する多結晶シリコン膜２２に対応）を異方性エ
ッチングし、選択ゲート電極ＳＧの側壁上に絶縁膜２１を介してこの多結晶シリコン膜を
残存させることにより形成されている。
【００６３】
　選択ゲート電極ＳＧおよびメモリゲート電極ＭＧの上部（上面）とｎ＋型半導体領域３
５，３６の上面（表面）には、サリサイドプロセスなどにより、金属シリサイド膜（金属
シリサイド層）３９（例えばコバルトシリサイド膜）が形成されている。この金属シリサ
イド膜３９により、拡散抵抗やコンタクト抵抗を低抵抗化することができる。
【００６４】
　半導体基板１上には、選択ゲート電極ＳＧおよびメモリゲート電極ＭＧを覆うように、
絶縁膜（層間絶縁膜）４１が形成されている。絶縁膜４１は、酸化シリコン膜の単体膜、
あるいは窒化シリコン膜と酸化シリコン膜の積層膜などからなる。後述するように、絶縁
膜４１にコンタクトホール４２が形成され、コンタクトホール４２にプラグ４３が埋め込
まれ、プラグ４３が埋め込まれた絶縁膜４１上に配線４６などが形成されているが、図１
および図２では図示を省略している。
【００６５】
　図４は、本実施の形態の「書込」、「消去」および「読出」時における選択メモリセル
の各部位への電圧の印加条件の一例を示す表である。図４の表には、「書込」、「消去」
および「読出」時のそれぞれにおいて、図２および図３に示されるようなメモリセル（選
択メモリセル）のドレイン領域（半導体領域ＭＤ）に印加する電圧Ｖｄ、選択ゲート電極
ＳＧに印加する電圧Ｖｓｇ、メモリゲート電極ＭＧに印加する電圧Ｖｍｇ、ソース領域（
半導体領域ＭＳ）に印加する電圧Ｖｓ、およびｐ型ウエル３に印加されるベース電圧Ｖｂ
が記載されている。なお、図４の表に示したものは電圧の印加条件の一例であり、これに
限定されるものではなく、必要に応じて種々変更可能である。また、本実施の形態では、
メモリトランジスタの絶縁膜２１中の電荷蓄積部である窒化シリコン膜２１ｂへの電子の
注入を「書込」、ホール（hole：正孔）の注入を「消去」と定義する。
【００６６】
　書込み方式は、いわゆるソースサイド注入方式と呼ばれるホットエレクトロン書込みを
用いることができる。例えば図４の「書込」の欄に示されるような電圧を、書込みを行う
選択メモリセルの各部位に印加し、選択メモリセルの絶縁膜２１中の窒化シリコン膜２１
ｂ中に電子（エレクトロン）を注入する。ホットエレクトロンは、２つのゲート電極（メ
モリゲート電極ＭＧおよび選択ゲート電極ＳＧ）間の下のチャネル領域（ソース、ドレイ
ン間）で発生し、メモリゲート電極ＭＧの下の絶縁膜２１中の電荷蓄積部である窒化シリ
コン膜２１ｂの選択トランジスタ側の領域に局所的にホットエレクトロンが注入される。
注入されたホットエレクトロン（電子）は、絶縁膜２１中の窒化シリコン膜２１ｂ中のト
ラップに捕獲され、その結果、メモリトランジスタのしきい電圧（しきい値電圧）が上昇
する。
【００６７】
　消去方法は、ＢＴＢＴ（Band-To-Band Tunneling：バンド間トンネル現象）ホットホー
ル注入消去方式を用いることができる。すなわち、ＢＴＢＴ（バンド間トンネル現象）に
より発生したホール（正孔）を電荷蓄積部（絶縁膜２１中の窒化シリコン膜２１ｂ）に注
入することにより消去を行う。例えば図４の「消去」の欄に示されるような電圧を、消去
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を行う選択メモリセルの各部位に印加し、ＢＴＢＴ（Band-To-Band Tunneling）現象によ
りホール（正孔）を発生させ電界加速することで選択メモリセルの絶縁膜２１中の窒化シ
リコン膜２１ｂ中にホールを注入し、それによってメモリトランジスタのしきい値電圧を
低下させる。
【００６８】
　読出し時には、例えば図４の「読出」の欄に示されるような電圧を、読出しを行う選択
メモリセルの各部位に印加する。読出し時のメモリゲート電極ＭＧに印加する電圧Ｖｍｇ
を、書込み状態におけるメモリトランジスタのしきい値電圧と消去状態におけるしきい値
電圧との間の値にすることで、書込み状態と消去状態とを判別することができる。
【００６９】
　次に、本実施の形態の半導体装置の製造方法について説明する。
【００７０】
　図５～図２０は、本実施の形態の半導体装置（不揮発性半導体記憶装置）の製造工程中
の要部断面図である。
【００７１】
　図５～図２０においては、メモリセル部（不揮発性メモリのメモリセルを形成すべき領
域）Ａ１とメモリ周辺回路部に半導体素子が形成される様子が示されている。また、特に
、書込みなどで高い電圧が必要となるため、メモリ周辺回路部では高耐圧素子部Ａ２と通
常の素子部Ａ３が形成される様子が示されている。なお、図５～図１１，図１３～図２０
は、メモリセル部Ａ１、高耐圧素子部Ａ２および通常の素子部Ａ３の断面（要部断面）が
示されているが、図１１の後でかつ図１３の前の工程段階に対応する図１２だけは、メモ
リセル部Ａ１のみの断面図（部分拡大断面図、要部断面図）が示されている。メモリセル
部Ａ１とメモリ周辺回路部（高耐圧素子部Ａ２と通常の素子部Ａ３）は隣り合っていなく
ともよいが、理解を簡単にするために、図５～図１１，図１３～図２０においてはメモリ
セル部Ａ１の隣にメモリ周辺回路部を図示している。
【００７２】
　また、本実施の形態においては、メモリセル部Ａ１にｎチャネル型のＭＩＳＦＥＴを形
成する場合について説明するが、導電型を逆にしてｐチャネル型のＭＩＳＦＥＴをメモリ
セル部Ａ１に形成することもできる。同様に、本実施の形態においては、メモリ周辺回路
部にｎチャネル型のＭＩＳＦＥＴを形成する場合について説明するが、導電型を逆にして
ｐチャネル型のＭＩＳＦＥＴをメモリ周辺回路部に形成することもできる。また、メモリ
周辺回路部に、ＣＭＯＳＦＥＴ（Complementary MOSFET）またはＣＭＩＳＦＥＴ（Comple
mentary MISFET）などを形成することもできる。
【００７３】
　また、本実施の形態の（高電界を与える）構造は本質的に素子分離領域の形成法に拠ら
ず、従来広く用いられている素子分離工程、例えばＳＴＩ（Shallow　Trench　Isolation
）やＬＯＣＯＳ（Local Oxidization of Silicon ）を行った後、ゲート絶縁膜形成工程
を行なうことができる。
【００７４】
　図５に示されるように、まず、例えば１～１０Ωｃｍ程度の比抵抗を有するｐ型の単結
晶シリコンなどからなる半導体基板（半導体ウエハ）１を準備する。それから、半導体基
板１の主面に、活性領域を画定する素子分離領域（素子間分離絶縁領域）２を形成する。
素子分離領域２は、酸化シリコンなどの絶縁体からなり、例えばＳＴＩ（Shallow Trench
 Isolation）法またはＬＯＣＯＳ（Local Oxidization of Silicon ）法などにより形成
することができる。
【００７５】
　次に、イオン打ち込み法（例えばホウ素などのｐ型の不純物をイオン注入する）などに
より、半導体基板１表面に、例えばｐ型ウエル３，４，５を形成する。ｐ型ウエル３，４
，５は、半導体基板１の主面から所定の深さに渡って形成される。なお、ｐ型ウエル３は
メモリセル部Ａ１に形成され、ｐ型ウエル４はメモリ周辺回路部の高耐圧素子部Ａ２に形
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成され、ｐ型ウエル５はメモリ周辺回路部の通常の素子部Ａ３に形成される。
【００７６】
　次に、図６に示されるように、メモリセル部Ａ１に後で形成される選択トランジスタの
しきい電圧を調整するために、メモリセル部Ａ１のｐ型ウエル３に対してイオン注入６を
行い、高耐圧素子部Ａ２に後で形成されるＭＩＳＦＥＴのしきい電圧を調整するために、
高耐圧素子部Ａ２のｐ型ウエル４に対してイオン注入７を行い、通常の素子部Ａ３に後で
形成されるＭＩＳＦＥＴのしきい電圧を調整するために、通常の素子部Ａ３のｐ型ウエル
５に対してイオン注入８を行う。各イオン注入６，７，８では、例えばボロン（Ｂ：ホウ
素）などのｐ型（アクセプタとして機能する不純物）の不純物をイオン注入（イオン打ち
込み）する。
【００７７】
　イオン注入６を行う際には、メモリセル部Ａ１以外の領域を覆いかつメモリセル部Ａ１
を露出するフォトレジストパターン（図示せず）をイオン注入阻止マスクとして用いて、
メモリセル部Ａ１のｐ型ウエル３に対してイオン注入６を行い、それによって、ｐ型ウエ
ル３の上層部分に半導体領域（ｐ型半導体領域）１０ａが形成される。イオン注入７を行
う際には、高耐圧素子部Ａ２以外の領域を覆いかつ高耐圧素子部Ａ２を露出する他のフォ
トレジストパターン（図示せず）をイオン注入阻止マスクとして用いて、高耐圧素子部Ａ
２のｐ型ウエル４に対してイオン注入７を行い、それによって、ｐ型ウエル４の上層部分
にｐ型半導体領域（図示せず）が形成される。イオン注入８を行う際には、通常の素子部
Ａ３以外の領域を覆いかつ通常の素子部Ａ３を露出する更に他のフォトレジストパターン
（図示せず）をイオン注入阻止マスクとして用いて、通常の素子部Ａ３のｐ型ウエル５に
対してイオン注入８を行い、それによって、ｐ型ウエル５の上層部分にｐ型半導体領域（
図示せず）が形成される。従って、図６では、イオン注入６，７，８を矢印で模式的に示
してあるが、各イオン注入６，７，８は、別々のイオン注入工程として行われる。但し、
イオン注入６，７，８のうち、ドーズ量が同じで良いものがあれば、それらを同じイオン
注入工程として行うことも可能である。
【００７８】
　なお、図面を見易くするために、図６において、イオン注入６によって形成された（す
なわち不純物濃度が調整された）半導体領域１０ａは図示しているが、イオン注入７，８
によって形成された（すなわち不純物濃度が調整された）ｐ型の半導体領域は、図示を省
略している。
【００７９】
　また、メモリセル部Ａ１に対して行うイオン注入６は、メモリセル部Ａ１に形成する選
択トランジスタのしきい電圧が所望の値となるように、後で選択トランジスタのチャネル
領域として機能する半導体領域１０ａの不純物濃度を調整するために導入される。詳細は
後述するが、本実施の形態では、金属元素含有層１７ｂ（この段階では未形成）を設ける
ことにより、金属元素含有層１７ｂを設けない場合に比べて選択トランジスタのしきい電
圧が高くなるので、それを考慮し、金属元素含有層１７ｂを設けない場合に必要なドーズ
量よりも少ないドーズ量で、イオン注入６を行う。
【００８０】
　次に、図７に示されるように、ゲート絶縁膜（ゲート酸化膜）形成工程を行う。この際
、高耐圧素子部（高耐圧部）Ａ２で最も厚いゲート絶縁膜が必要となるため、その膜厚（
高耐圧素子部Ａ２で必要なゲート絶縁膜の膜厚）にあわせて酸化して高耐圧素子部Ａ２に
ゲート絶縁膜１１を形成する。他の部分（高耐圧素子部Ａ２以外の領域）の酸化膜はフォ
トリソグラフィ法などを用いて除去する。次に、他の領域Ａ１，Ａ３（で必要なゲート絶
縁膜の膜厚）にあわせて酸化を行い、例えば３ｎｍの厚みのゲート絶縁膜１２をメモリセ
ル部Ａ１および素子部Ａ３に形成する。この２回目の酸化時（ゲート絶縁膜１２形成時）
に、最初に形成した高耐圧部Ａ２のゲート絶縁膜１１も更に厚くなる。そのため、最初の
酸化時には、この（ゲート絶縁膜１１の）膜厚変化分を見込んで酸化すればよい。さらに
多くの膜厚種が必要な場合には、この工程を繰り返し行うことで形成することができる。
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【００８１】
　次に、図８に示されるように、半導体基板１上に、例えばＣＶＤ法などを用いて、例え
ば１５０ｎｍ程度の厚みを有する多結晶シリコン膜１３を堆積し、フォトリソグラフィ法
およびドライエッチング法などを用いてメモリセル部Ａ１の多結晶シリコン膜１３とゲー
ト絶縁膜１２を除去する。なお、メモリセル部Ａ１に対する上記イオン注入６（半導体領
域１０ａ形成工程）を、この段階で行うこともできる。
【００８２】
　次に、希釈フッ酸洗浄などによって半導体基板１の表面の自然酸化膜を除去した後、酸
化（熱酸化）して、図９に示されるように、絶縁膜（酸化シリコン膜）１４を形成する。
酸化の条件（酸化シリコン膜からなる絶縁膜１４の形成条件）は、例えば、半導体基板１
上に１～３ｎｍ程度の酸化シリコン膜（絶縁膜１４）が形成されるような条件で行う。こ
れにより、メモリセル部Ａ１の半導体基板１上（ｐ型ウエル３の表面、すなわち半導体領
域１０ａの表面）に、例えば２ｎｍの厚みで酸化シリコン膜からなる絶縁膜１４が形成さ
れる。このとき、酸化膜（酸化シリコン膜からなる絶縁膜１４）は、多結晶シリコン膜１
３上にも成長する。なお、絶縁膜１４として、酸化シリコン膜の代わりに酸窒化シリコン
膜を形成することもできる。このため、本実施の形態では、絶縁膜１４は、酸化シリコン
膜または酸窒化シリコン膜からなる。この絶縁膜１４が後で絶縁膜１７ａとなる。
【００８３】
　次に、絶縁膜１４上に、金属元素含有層（金属元素含有膜）１５を堆積（形成）する。
金属元素含有層１５は、金属元素（ここではハフニウム（Ｈｆ）、ジルコニウム（Ｚｒ）
またはアルミニウム（Ａｌ））を含有している。例えば、ＭＯＣＶＤ（Metal Organic Ch
emical Vapor Deposition：有機金属ＣＶＤ）やＡＬＣＶＤ（Atomic Layer Chemical Vap
or Deposition：原子層ＣＶＤ）のようなＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition：化学的気
相成長）法を用いて、金属酸化物（金属酸化物膜）または金属シリケート（金属シリケー
ト膜）を絶縁膜１４上に堆積して、金属元素含有層１５を形成することができる。従って
、金属元素含有層１５は、金属酸化物または金属シリケートからなり、金属元素含有層１
５が、酸化ハフニウム、酸化ジルコニウム、酸化アルミニウム、酸化シリコンと酸化ハフ
ニウムとのシリケート（すなわちハフニウムシリケート）、あるいは酸化シリコンと酸化
ジルコニウムとのシリケート（すなわちジルコニウムシリケート）から形成されていれば
、より好ましい。なお、金属酸化物または金属シリケートからなる金属元素含有層１５は
、酸化シリコンよりも誘電率が高く、ｈｉｇｈ－ｋゲート絶縁膜とみなすこともできる。
また、理由は後述するが、絶縁膜１４上に堆積した金属元素含有層１５における金属元素
の面密度は、１×１０１２～２×１０１５原子／ｃｍ２の範囲内に制御することが好まし
い。この金属元素含有層１５が、後で金属元素含有層１７ｂとなる。
【００８４】
　また、詳細は後述するが、金属元素含有層１５（１７ｂ）中に含まれる金属元素の量と
、メモリセル部Ａ１に形成するメモリセルの選択ゲート電極の下のチャネル領域（半導体
領域１０ａに対応）の不純物濃度とによって、選択トランジスタのしきい電圧を調整する
ことができる。例えば、選択ゲートトランジスタを、選択ゲート電極に印加される電圧が
ゼロのオフ状態において１０－９Ａ／μｍの電流値となるように設定することができる。
【００８５】
　金属元素含有層１５の堆積後、必要に応じて、プラズマ窒化処理やアンモニア雰囲気中
の熱処理などにより、窒素を金属元素含有層１５に導入してもよい。その後、必要に応じ
て、希釈酸素中で比較的高温の熱処理を行うことなどにより、余分な窒素を気化させるこ
ともできる。
【００８６】
　次に、図１０に示されるように、半導体基板１上（すなわち金属元素含有層１５が堆積
された絶縁膜１４上）に、例えばＣＶＤ法などを用いて、例えば１５０ｎｍ程度の厚みを
有する多結晶シリコン膜（シリコン膜）１６を堆積する。この多結晶シリコン膜は、選択
ゲート電極ＳＧ形成用のシリコン膜である。それから、多結晶シリコン膜１６に、例えば
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リン（Ｐ）などのｎ型の不純物を高濃度にドーピングした後、導入した不純物の活性化の
ための熱処理を行なう。メモリセル部Ａ１においては、金属元素含有層１５が堆積された
絶縁膜１４上（すなわち絶縁膜１４および金属元素含有層１５の積層膜上）に、多結晶シ
リコン膜１６が形成されることになる。
【００８７】
　次に、図１１に示されるように、フォトリソグラフィ法およびドライエッチング法など
を用いて、多結晶シリコン膜１６を選択的にエッチング（すなわちパターニング）して、
パターニングされた多結晶シリコン膜１６からなる選択ゲート電極ＳＧをメモリセル部Ａ
１に形成する。これにより、メモリセル部Ａ１において、後で形成するメモリゲート電極
ＭＧの形成予定領域が露出される。
【００８８】
　選択ゲート電極ＳＧの下に残存する絶縁膜１４および金属元素含有層１５が、選択ゲー
ト電極ＳＧとチャネル領域（半導体領域１０ａ）の間に位置して選択トランジスタのゲー
ト絶縁膜として機能する絶縁膜（ゲート絶縁膜、第１の層）１７となる。このため、選択
トランジスタのゲート絶縁膜である絶縁膜１７は、絶縁膜１４により構成される絶縁膜（
絶縁体層）１７ａと、絶縁膜１７ａ（１４）上の金属元素含有層１５により構成される金
属元素含有層１７ｂの積層構造を有している。上記のように、絶縁膜１４は酸化シリコン
膜または酸窒化シリコン膜により形成されているので、絶縁膜１７ａは酸化シリコン膜ま
たは酸窒化シリコン膜からなる。
【００８９】
　次に、パターン化された多結晶シリコン膜１６（選択ゲート電極ＳＧ）をイオン注入阻
止マスクとして用いて、不純物のイオン注入（イオン打ち込み）１８を行う。イオン注入
１８で注入（ドーピング）する不純物は、必要に応じて、ｎ型の不純物（例えばヒ素また
はリンなど）を選択することができる。このイオン注入１８により、メモリセル部Ａ１に
おいて、選択ゲート電極ＳＧで覆われていない領域に不純物がイオン注入され、それによ
って、ｐ型ウエル３（内の半導体領域１０ａ）の選択ゲート電極ＳＧで覆われていない領
域に、イオン注入１８による不純物が導入された半導体領域１０ｂが形成される。
【００９０】
　このイオン注入１８で導入した不純物と、上記イオン注入６で導入された不純物とによ
り、後で形成されるメモリゲート電極ＭＧの下の領域（チャネル領域）の不純物濃度（不
純物の電荷密度）を調整する。また、詳細は後述するが、本実施の形態では、金属元素含
有層１７ｂを設けることにより、金属元素含有層１７ｂを設けない場合に比べて、上記イ
オン注入６で導入する不純物の量（ドーズ量）を減らすことができるため、メモリトラン
ジスタのしきい電圧低下のために必要なイオン注入１８で導入する不純物の注入量（ドー
ズ量）を減らすことができる。
【００９１】
　次に、図１２に示されるように、犠牲酸化した後、半導体基板１上に熱酸化により例え
ば４～７ｎｍ程度の厚みの酸化シリコン膜２１ａを形成し、その酸化シリコン膜２１ａ上
に例えば８～１０ｎｍ程度の厚みの窒化シリコン膜２１ｂを堆積（形成）し、その窒化シ
リコン膜２１ｂ上に例えば７～８ｎｍ程度の厚みの酸化シリコン膜２１ｃを堆積（形成）
して、ＯＮＯ積層膜からなる絶縁膜２１を形成する。図面を見易くするために、図１２に
は、メモリ周辺回路部（高耐圧素子部Ａ２と通常の素子部Ａ３）を示さず、メモリセル部
Ａ１だけが示されている。従って、絶縁膜２１の厚みは、例えば２１～２４ｎｍ程度とな
る。最後の酸化膜（絶縁膜２１のうちの最上層の酸化シリコン膜２１ｃ）は、例えば窒化
膜（絶縁膜２１のうちの中間層の窒化シリコン膜２１ｂ）の上層部分を酸化して形成する
ことで、高耐圧膜を形成することもできる。この場合、窒化シリコン膜２１ｂの堆積膜厚
は、上記値よりも厚くし、例えば１１～１３ｎｍ程度にすればよい。
【００９２】
　絶縁膜２１は、後で形成されるメモリゲート電極ＭＧのゲート絶縁膜として機能し、電
荷保持機能を有する。従って、絶縁膜２１は少なくとも３層の積層構造を有し、外側の層
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のポテンシャル障壁高さに比べ、内側の層のポテンシャル障壁高さが低くなる。これは、
本実施の形態のように、例えば絶縁膜２１を酸化シリコン膜２１ａ、窒化シリコン膜２１
ｂおよび酸化シリコン膜２１ｃの積層膜とすることで達成できる。
【００９３】
　酸化シリコン膜２１ｃは、窒化シリコン膜２１ｂの上層部分の酸化だけで形成すること
もできるが、酸化膜の成長（窒化シリコン膜２１ｂの酸化による酸化シリコン膜の成長速
度）は比較的遅いので、例えば６ｎｍ程度の酸化シリコン膜を窒化シリコン膜２１ｂ上に
堆積した後、窒化シリコン膜２１ｂの上層部分を例えば１ｎｍ分だけ酸化して全厚みが７
ｎｍ程度の酸化シリコン膜２１ｃを形成することで、良好な膜を得ることもできる。
【００９４】
　絶縁膜２１を構成する各膜の膜厚（酸化シリコン膜２１ａ、窒化シリコン膜２１ｂおよ
び酸化シリコン膜２１ｃの膜厚）構成は形成する半導体装置（不揮発性半導体記憶装置）
の使用法によって変わるため、ここでは代表的な構成（値）のみを例示しており、上記の
値には限定されない。
【００９５】
　次に、図１３に示されるように、半導体基板１の主面の全面上に、リン（Ｐ）などをド
ーピングした多結晶シリコン膜（シリコン膜）２２をＣＶＤ法などを用いて堆積する。従
って、絶縁膜２１上に多結晶シリコン膜２２が形成される。多結晶シリコン膜２２は、メ
モリゲート電極ＭＧ形成用のシリコン膜である。多結晶シリコン膜２２の堆積膜厚は例え
ば１００ｎｍ程度である。なお、図１３～図２０においては、図面を見易くするために、
酸化シリコン膜２１ａ、窒化シリコン膜２１ｂおよび酸化シリコン膜２１ｃの積層膜を、
単に絶縁膜２１として図示している。
【００９６】
　次に、図１４に示されるように、堆積膜厚（１００ｎｍ程度）分だけ多結晶シリコン膜
２２をエッチング（ドライエッチング、異方性エッチング、エッチバック）することによ
り、選択ゲート電極ＳＧおよび絶縁膜（ゲート絶縁膜）１７の積層構造の側面に、後でメ
モリゲート電極ＭＧとなるべき多結晶シリコンスペーサ（メモリゲート電極）２３を形成
する。すなわち、ゲート電極の側壁上に絶縁膜のサイドウォール（側壁スペーサ、側壁絶
縁膜）を形成するのと同様の手法を用いて、多結晶シリコンスペーサ２３を形成すること
ができる。また、多結晶シリコンスペーサ２３の加工時に、図示していないが、フォトリ
ソグラフィ法により引き出し部のパターニングを行う。すなわち、後でメモリゲート電極
に接続するコンタクトホールの形成予定領域では多結晶シリコン膜２２をエッチングせず
に残存させておく。
【００９７】
　また、多結晶シリコン膜２２の堆積膜厚がメモリゲート長（メモリゲート電極のゲート
長）を決めることができ、半導体基板１上に堆積する多結晶シリコン膜２２の膜厚を調整
することで、メモリゲート長を調整することができる。例えば、多結晶シリコン膜２２の
堆積膜厚を薄くすることでゲート長を小さくすることができ、多結晶シリコン膜２２の堆
積膜厚を厚くすればゲート長を大きくすることができる。チャネル制御性と書き込み消去
特性がトレードオフになるため、多結晶シリコン膜２２の堆積膜厚は３０～１５０ｎｍに
するのが良いが、選択ゲート電極のゲート長が２００ｎｍ程度の場合、多結晶シリコン膜
２２の堆積膜厚は５０～１００ｎｍとすることがより望ましい。これにより、メモリゲー
ト電極のゲート長を５０～１００ｎｍ程度とすることができる。
【００９８】
　次に、フォトリソグラフィ法およびドライエッチング法などを用いて、図１５に示され
るように、選択ゲート電極ＳＧの片側にある多結晶シリコンスペーサ２３および絶縁膜２
１などを取り除く（除去する）。選択ゲート電極ＳＧの他の片側に絶縁膜２１を介して隣
接して残存する多結晶シリコンスペーサ２３が、メモリゲート電極ＭＧとなる。
【００９９】
　次に、図１６に示されるように、半導体基板１の主面全面上に、例えばＣＶＤ法によっ
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て酸化シリコン膜２４を堆積し、例えばフォトリソグラフィ法およびドライエッチング法
などを用いて、メモリセル部Ａ１以外の酸化シリコン膜２４を除去し、多結晶シリコン膜
１３の表面を露出させる。メモリセル部Ａ１は、酸化シリコン膜２４で覆われた状態とな
る。
【０１００】
　次に、高耐圧素子部Ａ２と通常の素子部Ａ３のｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴ形成予定領域
の多結晶シリコン膜１３にｎ型の不純物をドーピングし、また、図示しないｐチャネル型
ＭＩＳＦＥＴ形成予定領域の多結晶シリコン膜１３にｐ型の不純物をドーピングし、活性
化熱処理を行なった後に、図１７に示されるように、周辺トランジスタのゲート加工を行
う。すなわち、フォトリソグラフィ法およびドライエッチング法などを用いて多結晶シリ
コン膜１３をパターニングして、周辺トランジスタ（高耐圧素子部Ａ２および通常の素子
部Ａ３に形成されるＭＩＳＦＥＴなどのトランジスタ）のゲート電極２５ａ，２５ｂを形
成する。このうち、ゲート電極２５ａは高耐圧素子部Ａ２に形成され、ゲート電極２５ｂ
通常の素子部Ａ３に形成される。
【０１０１】
　次に、図１８に示されるように、フォトリソグラフィ法により形成したフォトレジスト
パターン（図示せず）で高耐圧素子部Ａ２と通常の素子部Ａ３を覆った（マスクした）状
態で、メモリセル部Ａ１を保護していた酸化シリコン膜２４を除去する。
【０１０２】
　次に、イオン注入（イオン打ち込み）法などを用いて例えばヒ素（Ａｓ）などのｎ型の
不純物を、メモリゲート電極ＭＧ、選択ゲート電極ＳＧおよびゲート電極２５をイオン注
入阻止マスクとして用いてドーピングすることで、ソース、ドレイン（ソース、ドレイン
電極）となるｎ－型半導体領域（不純物拡散層、不純物拡散層電極）３１，３２，３３を
形成する。ｎ－型半導体領域３１は、メモリゲート電極ＭＧの側壁に自己整合して形成さ
れ、ｎ－型半導体領域３２は、選択ゲート電極ＳＧの側壁に自己整合して形成され、ｎ－

型半導体領域３３は、ゲート電極２５の両側壁に自己整合して形成される。ｎ－型半導体
領域（不純物拡散層）３１およびｎ－型半導体領域（不純物拡散層）３２は、メモリセル
部Ａ１に形成されるメモリセルのソース、ドレインとして機能し、ｎ－型半導体領域（不
純物拡散層）３３は周辺回路部（高耐圧素子部Ａ２および通常の素子部Ａ３）に形成され
るＭＩＳＦＥＴのソース、ドレインとして機能することができる。
【０１０３】
　なお、本実施の形態のメモリセル構造においては、消去時には、ｎ－型半導体領域３１
の端部でいわゆるバンド間トンネル現象を利用してホールの生成を行なう。この現象によ
るホール生成効率は、ｎ－型半導体領域３１側の不純物濃度（不純物の電荷密度）に依存
し、最適な濃度があることが知られている。そこで、このｎ－型半導体領域３１形成時、
ヒ素（Ａｓ）とともに、例えば１０１３～１０１４ｃｍ－２のイオン注入量（ドーズ量）
でリン（Ｐ）などをイオン注入することで、ヒ素（Ａｓ）により形成される不純物拡散層
（ｎ－型半導体領域３１）の脇（端部）に最適濃度領域（ホール生成に適した不純物の電
荷密度領域）を形成できる。すなわち、イオン注入されたリンとヒ素とでは、リンの方が
ヒ素よりも横方向（半導体基板１の主面に平行な方向）に拡散しやすいので、中央部より
も相対的に低不純物濃度の領域がｎ－型半導体領域３１の端部に形成される。これにより
、極めて有効なホール発生を行うことが可能になる。
【０１０４】
　また、ヒ素（Ａｓ）を用いてイオン注入によりｎ－型半導体領域３１，３２を形成する
際、同時にボロン（Ｂ：ホウ素）をイオン注入（イオン打ち込み）することで、ヒ素拡散
層（ｎ－型半導体領域３１，３２）周辺をボロン拡散層（ボロンが拡散したｐ型半導体領
域）がとりまく構造、一般にＨａｌｏと呼ばれる構造を形成することもできる。
【０１０５】
　次に、図１９に示されるように、選択ゲート電極ＳＧ、メモリゲート電極ＭＧおよびゲ
ート電極２５の側壁上に、例えば酸化シリコンなどの絶縁体からなる側壁絶縁膜（サイド
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ウォール、サイドウォールスペーサ）３４を形成する。側壁絶縁膜３４は、例えば、半導
体基板１上に酸化シリコン膜を堆積し、この酸化シリコン膜を異方性エッチング（エッチ
バック）することによって形成することができる。例えば、膜厚８０ｎｍ程度の酸化シリ
コン膜をプラズマ補助堆積法により４００℃程度の低温で半導体基板１の全面に堆積した
後、異方性ドライエッチングにより選択ゲート電極ＳＧ、メモリゲート電極ＭＧおよびゲ
ート電極２５の側壁部にのみ選択的に酸化シリコン膜を残置させて側壁絶縁膜３４を形成
することができる。
【０１０６】
　次に、イオン注入法などを用いて、選択ゲート電極ＳＧ、メモリゲート電極ＭＧおよび
ゲート電極２５とそれらの側壁上の側壁絶縁膜３４の両側の領域に、例えばヒ素（Ａｓ）
などのｎ型の不純物をドーピングすることで、高不純物濃度のｎ＋型半導体領域（不純物
拡散層）３５，３６，３７を形成する。ｎ＋型半導体領域３５は、メモリゲート電極ＭＧ
の側壁上の側壁絶縁膜３４に自己整合して形成され、ｎ＋型半導体領域３６は、選択ゲー
ト電極ＳＧの側壁上の側壁絶縁膜３４に自己整合して形成され、ｎ＋型半導体領域３７は
、ゲート電極２５の両側壁上の側壁絶縁膜３４に自己整合して形成される。これにより、
ＬＤＤ（lightly doped drain）構造が形成される。このようにして、ｎ－型半導体領域
３１とそれよりも高不純物濃度のｎ＋型半導体領域３５とにより、メモリトランジスタの
ソース領域として機能するｎ型の半導体領域ＭＳが形成され、ｎ－型半導体領域３２とそ
れよりも高不純物濃度のｎ＋型半導体領域３６とにより、選択トランジスタのドレイン領
域として機能するｎ型の半導体領域ＭＤが形成される。
【０１０７】
　次に、コバルトなどを用いた既知のサリサイド法などを用いて、金属シリサイド層３９
を形成する。すなわち、半導体基板１上にコバルト（Ｃｏ）膜を堆積して熱処理すること
によって、選択ゲート電極ＳＧ、メモリゲート電極ＭＧおよびゲート電極２５上とｎ＋型
半導体領域３５，３６，３７上とに金属シリサイド層３９を形成する。その後、未反応の
コバルト膜は除去する。
【０１０８】
　次に、図２０に示されるように、半導体基板１上に酸化シリコンなどからなる層間絶縁
膜（絶縁膜）４１を形成する。それから、フォトリソグラフィ法およびドライエッチング
法などを用いて、層間絶縁膜４１にコンタクトホール（開口部、スルーホール）４２を形
成する。コンタクトホール４２の底部では、半導体基板１の主面の一部、例えばｎ＋型半
導体領域３５，３６，３７（あるいはその上の金属シリサイド層３９）の一部や、選択ゲ
ート電極ＳＧ、メモリゲート電極ＭＧまたはゲート電極２５（あるいはその上の金属シリ
サイド層３９）の一部などが露出される。
【０１０９】
　次に、コンタクトホール４２内に、タングステン（Ｗ）などからなるプラグ４３を形成
する。プラグ４３は、例えば、コンタクトホール４２の内部（底部および側壁上）を含む
層間絶縁膜４１上にバリア膜として例えば窒化チタン膜を形成した後、タングステン膜を
ＣＶＤ法などによって窒化チタン膜上にコンタクトホール４２を埋めるように形成し、層
間絶縁膜４１上の不要なタングステン膜および窒化チタン膜をＣＭＰ法またはエッチバッ
ク法などによって除去することにより形成することができる。
【０１１０】
　次に、プラグ４３が埋め込まれた層間絶縁膜４１上に、酸化シリコンなどからなる層間
絶縁膜（絶縁膜）４４を形成する。
【０１１１】
　次に、フォトリソグラフィ法およびドライエッチング法などを用いて層間絶縁膜４４に
配線開口部（開口部）４５を形成する。それから、配線開口部４５を埋めるように層間絶
縁膜４４上に窒化チタンなどのバリア膜と銅膜を形成し、銅膜およびバリア膜をＣＭＰ法
などを用いて研磨することにより、配線開口部４５内に配線（第１層配線）４６を形成す
る。配線４６はプラグ４３を介して、ｎ＋型半導体領域３５，３６，３７や選択ゲート電
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極ＳＧ、メモリゲート電極ＭＧまたはゲート電極２５などと電気的に接続される。配線４
６は、タングステン配線またはアルミニウム配線とすることもできる。例えば、プラグ４
３が埋め込まれた層間絶縁膜４１上にチタン膜、窒化チタン膜、アルミニウム膜、チタン
膜および窒化チタン膜を積層し、これらの積層膜をフォトリソグラフィ法などを用いてパ
ターン化することで、アルミニウム配線を形成することができる。
【０１１２】
　その後、必要に応じて更に上層の層間絶縁膜や上層の配線などが形成されるが、ここで
はその説明は省略する。このようにして、本実施の形態の半導体装置（不揮発性半導体記
憶装置）が製造される。
【０１１３】
　次に、本実施の形態の特徴および効果について、より詳細に説明する。
【０１１４】
　本実施の形態では、選択トランジスタのゲート絶縁膜に、酸化シリコンまたは酸窒化シ
リコンからなる絶縁膜１７ａと、絶縁膜１７ａ上の金属酸化物または金属シリケートから
なる金属元素含有層（ｈｉｇｈ－ｋ絶縁膜）１７ｂとの積層構造を有する絶縁膜１７を用
いることで、選択ゲート電極ＳＧの下（図１の半導体領域１０ａ）の不純物の電荷密度（
不純物濃度）が小さい状態で、選択トランジスタのしきい電圧を高くできることが第１の
特徴である。
【０１１５】
　図２１は、金属元素含有層１７ｂ中に含まれる金属量を面密度に換算した量と、しきい
電圧のシフト量（あるいはフラットバンド電圧のシフト量）の関係を示すグラフである。
図２１のグラフの横軸は、金属元素含有層１７ｂ中に含まれる金属量を面密度に換算した
値に対応する。図２１のグラフの縦軸は、金属元素含有層１７ｂを設けたことによる選択
トランジスタのしきい電圧の変化量（すなわちフラットバンド電圧の変化量）に対応する
。図２１のグラフの縦軸の値は、金属元素含有層１７ｂを無くして絶縁膜１７ａのみによ
って選択トランジスタのゲート絶縁膜を構成した場合の選択トランジスタのしきい電圧を
基準値とし、その基準値からの選択トランジスタのしきい電圧の変化量（シフト量）を表
示している。また、図２１のグラフには、金属元素含有層１７ｂにハフニウムとシリコン
と酸素からなるハフニウムシリケートを用いた場合（図２１のグラフで黒三角▲で示され
ている）と、金属元素含有層１７ｂにアルミナ（酸化アルミニウム）を用いた場合（図２
１のグラフで白四角□で示されている）について、グラフ化してある。また、図２１のグ
ラフは、選択トランジスタがｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴの場合であり、絶縁膜１７ａは酸
化シリコン膜により形成している。
【０１１６】
　図２１のグラフからも分かるように、選択トランジスタのゲート絶縁膜（絶縁膜１７）
における金属の導入量（図２１のグラフの横軸に対応するもの）を増大させると、選択ト
ランジスタのしきい電圧（あるいはフラットバンド電圧）は正の方向にシフト（変化）し
、５×１０１４～１×１０１５原子／ｃｍ２程度の金属量で、しきい電圧のシフト量（図
２１のグラフの縦軸に対応するもの）がほぼ飽和していることが分かる。これは、ゲート
電極側のフェルミレベルピニングによって説明することができる（例えば上記非特許文献
４参照）。この現象は、選択ゲート電極ＭＧのＳｉのバンドギャップ内に、界面準位が形
成され、そのレベル（界面準位）にＳｉゲート電極（選択ゲート電極ＳＧ）のフェルミレ
ベルがピニングすることで説明される。このため、選択ゲート電極ＳＧは、少なくとも絶
縁膜１７に接する領域がシリコン（ここでは多結晶シリコン）からなる。
【０１１７】
　なお、ここで、面密度が５×１０１４～１×１０１５原子／ｃｍ２程度の金属量は、酸
化ハフニウムあるいはアルミナが０．５～１．０ｎｍ程度の厚みで形成されるときの金属
量に相当している。つまり、しきい電圧が変化している金属堆積量の範囲（面密度が５×
１０１４原子／ｃｍ２以下）では、膜として金属元素含有層１７ｂが形成されているので
はなく、酸化シリコンまたは酸窒化シリコンで形成される絶縁膜１７ａと多結晶シリコン



(22) JP 5142494 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

で形成される選択ゲート電極ＳＧの界面近傍から狭い範囲に金属（金属元素含有層１７ｂ
を構成する金属元素、図２１の場合はハフニウムまたはアルミニウム）が局在している状
態にある。金属元素含有層１７ｂを構成する金属元素の絶縁膜１７における面密度の好ま
しい範囲は、後述するように１×１０１２～２×１０１５原子／ｃｍ２であり、本実施の
形態では、「金属元素含有層１７ｂ」において「層」と言う表現を用いているが、金属元
素含有層１７ｂには、金属元素含有層１７ｂが膜（層）として形成されている状態（場合
）だけでなく、金属元素含有層１７ｂを構成する金属元素の面密度が低く金属元素含有層
１７ｂが膜（層）として形成されていない状態（場合）も含むものとする。
【０１１８】
　図２１のグラフに示されるように、酸化シリコンまたは酸窒化シリコンで形成される絶
縁膜１７ａと多結晶シリコンで形成される選択ゲート電極ＳＧの間（界面）に、金属酸化
物（図２１ではアルミナ）または金属シリケート（図２１ではハフニウムシリケート）か
らなる金属元素含有層１７ｂを設けて、金属元素含有層１７ｂを構成する金属元素の絶縁
膜１７における面密度（図２１の横軸に対応するもの）を調整することにより、選択トラ
ンジスタのしきい電圧を制御することができる。このため、金属含有層１７ｂは、選択ト
ランジスタのしきい電圧を調整するために導入した、しきい電圧調整層とみなすことがで
きる。従って、本実施の形態とは異なり、金属元素含有層１７ｂを形成することなく、酸
化シリコンまたは酸窒化シリコンからなる絶縁膜１７ａのみで選択トランジスタのゲート
絶縁膜を構成した場合に比べて、本実施の形態のように、絶縁膜１７ａと選択ゲート電極
ＳＧの間（界面）に金属元素含有層１７ｂを設けた（介在させた、形成した）場合の方が
、選択トランジスタのしきい電圧を高くすることができる。
【０１１９】
　図２２は、比較例の半導体装置（不揮発性半導体記憶装置）の要部断面図であり、本実
施の形態の図２に対応するものである。図２２に示される比較例の半導体装置でも、ＭＯ
ＮＯＳ膜を用いたスプリットゲート型のメモリセルが形成されている。図２２の半導体基
板２０１は上記半導体基板１に対応するものであり、ｐ型ウエル２０３は、上記ｐ型ウエ
ル３に対応するものであり、選択ゲート電極２１６は上記選択ゲート電極ＳＧに対応する
ものであり、メモリゲート電極２２３は上記メモリゲート電極ＭＧに対応するものであり
、酸化シリコン膜２２１ａ，２２１ｃと窒化シリコン膜２２１ｂの積層膜からなる絶縁膜
２２１は、上記絶縁膜２１に対応するものである。また、図２２のソース領域２３５は、
上記半導体領域ＭＳに対応するものであり、ドレイン領域２３６は、上記半導体領域ＭＤ
に対応するものであり、選択ゲート電極２１６の下の半導体領域２１０ａは、上記半導体
領域１０ａに対応するものであり、メモリゲート電極２２３の下の半導体領域２１０ｂは
、上記半導体領域１０ｂに対応するものである。しかしながら、図２２の比較例の半導体
装置では、本実施の形態とは異なり、上記のような金属元素含有層１７ｂに相当するもの
は形成されておらず、選択ゲート電極２１６の下に位置する酸化シリコン膜または酸窒化
シリコン膜の単体膜（単層）である絶縁膜２１７により、選択トランジスタのゲート絶縁
膜が形成されている。すなわち、図２２の比較例の半導体装置は、上記金属元素含有層１
７ｂ（１５）を形成せずに、上記絶縁膜１７ａ（１４）に相当する絶縁膜２１７のみによ
って選択トランジスタのゲート絶縁膜を形成したものに対応する。
【０１２０】
　本実施の形態とは異なり、図２２の比較例の半導体装置のように、金属元素含有層１７
ｂに相当するものを形成することなく、酸化シリコンまたは酸窒化シリコンからなる絶縁
膜２１７のみで選択トランジスタのゲート絶縁膜を構成した場合、選択トランジスタのし
きい電圧を高くするには、選択ゲート電極の下のチャネル領域（半導体領域２１０ａに対
応）の不純物濃度（不純物の電荷密度）を高くする必要がある。
【０１２１】
　しかしながら、本実施の形態では、絶縁膜１７ａと選択ゲート電極ＳＧの間に金属元素
含有層１７ｂを設ける（形成する、介在させる）ことで、金属元素含有層１７ｂに相当す
るものが無い図２２の比較例の半導体装置に比べて、選択トランジスタのしきい電圧を高
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くする（選択トランジスタのしきい電圧の絶対値を大きくする）ことができる。このため
、選択トランジスタのしきい電圧が同じであれば、図２２の比較例の半導体装置に比べて
、金属元素含有層１７ｂを設けた本実施の形態の半導体装置の方が、選択ゲート電極ＳＧ
の下のチャネル領域（半導体領域１０ａ）の不純物濃度（不純物の電荷密度）を低くする
ことができる。
【０１２２】
　すなわち、図２２の比較例の半導体装置と図１，図２の本実施の形態の半導体装置とで
、両者の選択トランジスタのしきい電圧を同じにした場合、図２２の比較例の半導体装置
の半導体領域２１０ａよりも、図１，図２の本実施の形態の半導体装置の半導体領域１０
ａの方が、不純物濃度（不純物の電荷密度）を低くすることができる。
【０１２３】
　このように、絶縁膜１７ａと選択ゲート電極ＳＧの間に金属元素含有層１７ｂを形成し
た本実施の形態は、図２１に示されるようなしきい電圧の変化により、選択ゲート電極Ｓ
Ｇの下のチャネル領域（半導体領域１０ａ）の不純物濃度（不純物の電荷密度）を、金属
元素含有層１７ｂを堆積しない図２２の比較例の場合に比べて、小さくすることができる
。
【０１２４】
　例えば、選択トランジスタの閾値（しきい電圧）をオフ状態において１０－１０Ａ／μ
ｍの電流値となるように設定するためには、図２２の比較例の場合（すなわち金属元素含
有層１７ｂに相当するものが無い場合）は、チャネル領域へのボロン（Ｂ：ホウ素）の不
純物イオン注入（イオン注入６に相当する工程）のドーズ量が１×１０１３／ｃｍ２以上
必要であり、選択トランジスタのチャネル領域（半導体領域２１０ａ）の不純物濃度は６
×１０１７／ｃｍ３以上であった。しかしながら、本実施の形態のように絶縁膜１７ａ上
に金属元素含有層１７ｂを形成し、図２１のグラフに従い、しきい電圧が約０．３Ｖ大き
くなるようにハフニウムシリケートあるいはアルミナを導入した場合（図２１のグラフの
縦軸に示されるしきい電圧の変化量が約０．３Ｖとなるように金属元素含有層１７ｂを構
成するＨｆまたはＡｌの面密度を調整した場合）、チャネル領域（半導体領域１０ａ）へ
のボロン（Ｂ:ホウ素）の不純物イオン注入（イオン注入６に相当する工程）のドーズ量
を８×１０１２／ｃｍ２以下に低下させ、選択トランジスタのチャネル領域（半導体領域
１０ａ）の不純物濃度が５×１０１７／ｃｍ３以下の状態で、選択トランジスタのオフ状
態におけるドレイン電流を１０－１０Ａ／μｍ以下に抑制することができる。従って、金
属元素含有層１７ｂ中の金属量（金属元素含有層１７ｂを構成する金属元素の絶縁膜１７
における面密度）と、選択ゲート電極ＳＧ下のチャネル領域（半導体領域１０ａ）へのボ
ロン（Ｂ）のイオン注入６のドーズ量の両方を調整することで、図２２の比較例（すなわ
ち金属元素含有層１７ｂに相当するものが無い場合）に比べて、選択トランジスタのチャ
ネル領域（半導体領域１０ａ）に導入する不純物量を減らすことができる。
【０１２５】
　金属元素含有層１７ｂを構成する金属元素の絶縁膜１７における面密度（金属元素含有
層１７ｂ中の金属量）は、２×１０１５原子／ｃｍ２以下であることが好ましく、１×１
０１５原子／ｃｍ２以下であることがより好ましい。これにより、金属元素含有層１７ｂ
をゲート絶縁膜に用いたことによる悪影響を防止しながら、選択トランジスタのしきい電
圧を制御することができる。
【０１２６】
　また、金属元素含有層１７ｂを構成する金属元素の絶縁膜１７における面密度（金属元
素含有層１７ｂ中の金属量）は、１×１０１２原子／ｃｍ２以上であることが好ましく、
これにより、金属元素含有層１７ｂを設けたことによる選択トランジスタのしきい電圧の
増大効果を得ることができる。但し、上記面密度が１×１０１２原子／ｃｍ２～１×１０
１３原子／ｃｍ２の場合は、金属元素含有層１７ｂを設けたことによる選択トランジスタ
のしきい電圧の変化量（増大量）が小さいため、金属元素含有層１７ｂを構成する金属元
素の絶縁膜１７における面密度（金属元素含有層１７ｂ中の金属量）は、１×１０１３原
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子／ｃｍ２以上であることが、より好ましい。上記面密度を１×１０１３原子／ｃｍ２以
上とすることで、金属元素含有層１７ｂを設けたことによる選択トランジスタのしきい電
圧の変化量（増大量）が大きくなり、選択トランジスタのしきい電圧の調整がしやすくな
る。また、金属元素含有層１７ｂを構成する金属元素の絶縁膜１７における面密度（金属
元素含有層１７ｂ中の金属量）を、好ましくは１×１０１２原子／ｃｍ２以上、より好ま
しくは１×１０１３原子／ｃｍ２以上とすることで、金属元素含有層１５（１７ｂ）の形
成工程において、絶縁膜１７における金属元素含有層１５（１７ｂ）の形成（堆積）量を
制御し易くなる。
【０１２７】
　従って、金属元素含有層１７ｂを構成する金属元素の絶縁膜１７における面密度は、１
×１０１２～２×１０１５原子／ｃｍ２であることが好ましく、１×１０１３～１×１０
１５原子／ｃｍ２であることが、より好ましい。
【０１２８】
　また、金属元素含有層１７ｂ中の金属量（金属元素含有層１７ｂを構成する金属元素の
絶縁膜１７における面密度）の上限は、選択トランジスタの短チャネル効果でしきい電圧
のばらつきが発生しないように、図２１のしきい電圧の変化量（図２１のグラフの縦軸に
対応するもの）が０．４Ｖ以下に抑制できる範囲であれば、更に好ましい。
【０１２９】
　また、選択トランジスタのしきい電圧をどの程度に設定するかにもよるが、選択ゲート
電極ＳＧおよび絶縁膜１７の下に位置する半導体領域１０ａ（第１チャネル領域）におけ
る不純物の電荷密度は、５×１０１６～１×１０１８／ｃｍ３であれば好ましい。
【０１３０】
　また、金属元素含有層１７ｂを設けたことにより選択ゲート電極ＳＧの仕事関数（フラ
ットバンド電圧）を変化させて選択トランジスタのしきい電圧を高めるには、金属元素含
有層１７ｂを構成する金属元素が、ハフニウム（Ｈｆ）、ジルコニウム（Ｚｒ）またはア
ルミニウム（Ａｌ）であることが好ましい。これにより、金属元素含有層１７ｂの導入に
より選択ゲート電極ＳＧの仕事関数（フラットバンド電圧）を的確に変化させて選択トラ
ンジスタのしきい電圧を的確に高めることができるようになる。また、金属元素含有層１
７ｂは、金属酸化物または金属シリケートにより形成されていることが好ましく、これに
より、金属元素含有層１７ｂ（１５）を形成しやすくなり、また、金属元素含有層１７ｂ
（１５）の不必要な反応を防止でき、また、金属元素含有層１７ｂが導体膜として作用す
るのを防止できる。従って、金属元素含有層１７ｂが、酸化ハフニウム、酸化ジルコニウ
ム、酸化アルミニウム（アルミナ）、ハフニウムシリケート（すなわち酸化シリコンと酸
化ハフニウムとのシリケート）、あるいはジルコニウムシリケート（すなわち酸化シリコ
ンと酸化ジルコニウムとのシリケート）から形成されていれば、より好ましい。また、こ
れら金属酸化物または金属シリケートに更に窒素が導入されたものにより金属元素含有層
１７ｂが構成されていても良い。
【０１３１】
　また、本実施の形態とは異なり、金属酸化物または金属シリケートのみで選択トランジ
スタのゲート絶縁膜を構成することも考えられるが、この場合、選択トランジスタのチャ
ネル領域の移動度が低下し、半導体装置の性能を低下させる可能性がある。それに対して
、本実施の形態では、選択トランジスタのチャネル領域（半導体領域１０ａ）に接するよ
うに絶縁膜１７ａが形成され、絶縁膜１７ａ上に金属元素含有層１７ｂが形成されている
ので、金属酸化物または金属シリケートからなる金属元素含有層１７ｂはチャネル領域（
半導体領域１０ａ）とは接しておらず、チャネル領域（半導体領域１０ａ）の移動度が低
下するのを防止でき、半導体装置の性能を高めることができる。また、本実施の形態では
、絶縁膜１７ａは、金属元素含有層１７ｂよりも厚いことが好ましく、これにより、金属
元素含有層１７ｂが選択トランジスタのチャネル領域（半導体領域１０ａ）に近接して選
択トランジスタのチャネル領域の移動度が低下するのを抑制または防止できる。
【０１３２】
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　一方、メモリゲート電極ＭＧの下の半導体領域１０ｂの不純物の電荷密度（不純物濃度
）は、主として、イオン注入６により半導体領域１０ａに不純物を導入した際に半導体領
域１０ｂにも同時に導入された不純物（イオン注入６で導入された不純物）と、選択ゲー
ト電極ＳＧをイオン注入阻止マスクにしたイオン注入１８により半導体領域１０ｂに導入
された不純物の両方によって決定される。そして、イオン注入１８の工程で選択ゲート電
極ＳＧをイオン注入阻止マスクにして半導体領域１０ｂにイオン注入（導入）された不純
物が、イオン注入６で導入する不純物の導電型（ここではｐ型）とは逆導電型のｎ型不純
物（例えば砒素）である場合、半導体領域１０ｂのネットの（実効的な）不純物の電荷密
度を減少させ、メモリトランジスタのしきい電圧を低下させることができる。
【０１３３】
　すなわち、上記イオン注入６の工程では、半導体基板１（ｐ型ウエル３）において、後
で選択ゲート電極ＳＧおよび絶縁膜１７の下に位置する半導体領域１０ａ（第１チャネル
領域）となる領域と、後でメモリゲート電極ＭＧおよび絶縁膜２１の下に位置する半導体
領域１０ｂ（第２チャネル領域）となる領域との両方に、ｐ型（第１導電型）の不純物を
導入（イオン注入）している。そして、上記イオン注入１８の工程では、半導体基板１（
ｐ型ウエル３）において、後で選択ゲート電極ＳＧおよび絶縁膜１７の下に位置する半導
体領域１０ａ（第１チャネル領域）となる領域には不純物を導入（イオン注入）せずに、
後でメモリゲート電極ＭＧおよび絶縁膜２１の下に位置する半導体領域１０ｂ（第２チャ
ネル領域）となる領域に、ｎ型（第１導電型とは逆の第２導電型）の不純物を導入（イオ
ン注入）している。このため、選択ゲート電極ＳＧの下の半導体領域１０ａには、イオン
注入６で不純物が導入されるが、イオン注入１８では不純物は導入されないのに対して、
メモリゲート電極ＭＧの下の半導体領域１０ｂには、イオン注入６とイオン注入１８の両
方で不純物が導入されるので、メモリゲート電極ＭＧの下の半導体領域１０ｂの不純物の
電荷密度（不純物濃度）は、イオン注入６で導入された不純物とイオン注入１８により導
入された不純物の両方によって決定される。なお、選択ゲート電極ＳＧの下の半導体領域
１０ａとメモリゲート電極ＭＧの下の半導体領域１０ｂには、ｐ型ウエル３形成の際にイ
オン注入したｐ型不純物も導入されている。
【０１３４】
　上記製造工程からも分かるように、選択トランジスタのチャネル領域として最適な不純
物の電荷密度が選択ゲート電極ＳＧの下の半導体領域１０ａで得られるように、選択ゲー
ト電極ＳＧの下の領域（半導体領域１０ａ）とメモリゲート電極ＭＧの下の領域（半導体
領域１０ｂ）の両方にほぼ同じ濃度（ｐ型不純物濃度）でｐ型不純物（例えばホウ素）が
導入されている。これは、メモリゲート電極ＭＧの下の領域（半導体領域１０ｂ）にはイ
オン注入せずに選択ゲート電極ＳＧの下の領域（半導体領域１０ａ）にだけｐ型不純物を
イオン注入することが困難であるため、上記イオン注入６の工程で半導体領域１０ａと半
導体領域１０ｂの両方にｐ型不純物をイオン注入するためである。メモリセルが非選択の
状態（選択トランジスタがオフ状態）ではドレイン電流が低いことが好ましいので、選択
トランジスタは、しきい電圧をある程度高くすることが望まれるが、メモリトランジスタ
は、消去時のしきい電圧を低くして読み出し時の電流値（ドレイン電流値）を高くするこ
とが望まれる。このため、選択トランジスタはしきい電圧を高くするが、メモリトランジ
スタはしきい電圧を低くすることが要求されるので、メモリゲート電極ＭＧの下の半導体
領域１０ｂにカウンター不純物（選択ゲート電極ＳＧの下の半導体領域１０ａに導入され
ている不純物と逆導電型の不純物）としてｎ型不純物を導入して領半導体域１０ｂの不純
物の電荷密度を低下させることで、選択トランジスタのしきい電圧を下げることなく、メ
モリトランジスタのしきい電圧を低くすることができる。
【０１３５】
　このため、本実施の形態では、選択ゲート電極ＳＧの下の半導体領域１０ａ（第１チャ
ネル領域）には、ｐ型不純物（第１導電型の不純物）が導入され（かつｎ型不純物は導入
されておらず）、それによって、半導体領域１０ａの不純物の電荷密度を高くして選択ト
ランジスタがオフ時のリーク電流を低くできる。そして、メモリゲート電極ＭＧの下の半
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導体領域１０ｂ（第２チャネル領域）には、ｐ型不純物（半導体領域１０ａのｐ型不純物
濃度と同濃度のｐ型不純物）とｎ型不純物（第１導電型とは逆の第２導電型の不純物）の
両方が導入されており、それによって半導体領域１０ｂの不純物の電荷密度を低くしてメ
モリトランジスタのしきい電圧を低くすることができる。
【０１３６】
　従って、本実施の形態では、選択ゲート電極ＳＧおよび絶縁膜１７の下に位置する半導
体領域１０ａ（第１チャネル領域）における不純物の電荷密度と、メモリゲート電極ＭＧ
および絶縁膜２１の下に位置する半導体領域１０ｂ（第２チャネル領域）における不純物
の電荷密度とは、異なっており、半導体領域１０ｂ（第２チャネル領域）における不純物
の電荷密度が、半導体領域１０ａ（第１チャネル領域）における不純物の電荷密度よりも
低くなっている。
【０１３７】
　ここで、半導体領域にドープ（導入）されているｐ型の不純物の空乏層中での電荷は負
であり、ｎ型の不純物の電荷は正である。このため、ある半導体領域にドープされている
不純物が同じ導電型の不純物同士であれば、電荷の符号は同じなので、その半導体領域の
不純物の電荷密度は、各不純物濃度を合算したものとなる。一方、逆の導電型の不純物同
士については電荷が相殺し合うので、不純物の電荷密度は、一方の導電型の不純物濃度か
ら他方の導電型の不純物濃度を差し引いたものに対応する。従って、不純物の電荷密度と
は、ドープされた不純物が１種類の場合はその不純物濃度に対応し、ドープされた不純物
が複数の場合は、同じ導電型の不純物については各不純物濃度を足し合わせ、異なる導電
型の不純物同士は一方の導電型の不純物濃度から他方の導電型の不純物濃度を差し引いた
ものに対応する。例えば、１０１８／ｃｍ３の不純物濃度でｎ型不純物（例えばリン）が
ドープされかつ３×１０１７／ｃｍ３の不純物濃度で別のｎ型不純物（例えばヒ素）がド
ープされている場合、不純物の電荷密度は、両者を合算した１．３×１０１８／ｃｍ３と
なる。また、１０１８／ｃｍ３の不純物濃度でｎ型不純物（例えばリン）がドープされか
つ３×１０１７／ｃｍ３の不純物濃度でｐ型不純物（例えばホウ素）がドープされている
場合、不純物の電荷密度は、両者の差である７×１０１７／ｃｍ３となる。なお、ドープ
した不純物が有する電荷の価数が２以上となる場合は、不純物の電荷密度は不純物濃度を
その価数倍したものに対応し得る。上記２例はいずれもｎ型不純物の濃度の方が大きいの
で、ｎ型半導体領域として機能する。ｎ型不純物とｐ型不純物が混在し、ｐ型不純物の濃
度の方が大きい場合は、ｐ型半導体領域として機能する。ｎ型不純物とｐ型不純物とが混
在する場合は、互いに相殺しあって、その不純物濃度の差の分だけが実効的な不純物（ド
ナーまたはアクセプタ）として機能し得る。従って、不純物の電荷密度は、その半導体領
域の実効的な不純物濃度と考えることもできる。
【０１３８】
　本実施の形態とは異なり、金属元素含有層１７ｂに相当するものを形成しない図２２の
比較例の場合は、選択ゲート電極２１６の下の半導体領域２１０ａのｐ型不純物濃度を高
くして選択トランジスタを高しきい電圧化し、かつカウンター不純物によりメモリゲート
電極２２３の下の半導体領域２１０ｂの不純物の電荷密度を低くしてメモリトランジスタ
を低しきい電圧化する。この場合、メモリゲート電極２２３の下の半導体領域２１０ｂに
は、選択トランジスタを高しきい電圧化するのに必要な濃度のｐ型不純物と、そのｐ型不
純物を打ち消してメモリトランジスタを低しきい電圧化できる濃度のｎ型不純物が導入さ
れることになるので、メモリゲート電極２２３の下の半導体領域２１０ｂにおけるｐ型不
純物の濃度とｎ型不純物の濃度の合計量（不純物の総量）は、大きくなる。
【０１３９】
　それに対して、本実施の形態では、上記のように、金属元素含有層１７ｂを設けたこと
で選択トランジスタのしきい電圧を高くすることができるため、金属元素含有層１７ｂを
形成しない比較例の場合に比べて、選択ゲート電極ＳＧの下の半導体領域１０ａのｐ型不
純物濃度（不純物の電荷密度）を低くすることができる。選択ゲート電極ＳＧの下の半導
体領域１０ａのｐ型不純物の濃度を低くできるため、メモリゲート電極ＭＧの下の半導体
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領域１０ｂのｐ型不純物の濃度も低くできるので、メモリトランジスタの所望のしきい電
圧（低いしきい電圧）を得るためにメモリゲート電極ＭＧの下の半導体領域１０ｂにイオ
ン注入１８で導入しなければならないカウンター不純物としてのｎ型不純物の濃度を低く
することができる。従って、本実施の形態では、金属元素含有層１７ｂに相当するものを
形成しない図２２の比較例の場合に比べて、メモリゲート電極ＭＧの下の半導体領域１０
ｂにおけるｐ型不純物の濃度とｎ型不純物の濃度の合計量（不純物の総量）は、小さくな
る。
【０１４０】
　すなわち、図２２の比較例の半導体装置と図１，図２の本実施の形態の半導体装置とで
、両者の選択トランジスタのしきい電圧を同じにし、かつ両者のメモリトランジスタのし
きい電圧（書換え前の初期のしきい電圧Ｖｔｈｉ）を同じにした場合、図２２の比較例の
半導体装置の半導体領域２１０ｂよりも、図１，図２の本実施の形態の半導体装置の半導
体領域１０ｂの方が、ｐ型不純物の濃度とｎ型不純物の濃度の合計量（不純物の総量）を
小さく（低く）することができる。
【０１４１】
　このように、本実施の形態では、選択トランジスタのゲート絶縁膜に絶縁膜１７ａだけ
でなく金属元素含有層１７ｂも用いることで、金属元素含有層１７ｂを形成しない図２２
の比較例に比べて、メモリゲート電極ＭＧの下の半導体領域１０ａのｐ型不純物の濃度を
低下させることができるため、半導体領域１０ｂにおけるカウンター不純物としてのｎ型
不純物の注入（導入）量が少ない状態で、メモリトランジスタの低いしきい電圧を実現で
きる。
【０１４２】
　図２３は、メモリトランジスタを２５℃で１０万回書き換えた後に消去状態で保持した
ときのメモリトランジスタのしきい電圧の２０年後の増大量（外挿値）と、書換え前のメ
モリトランジスタのしきい電圧Ｖｔｈｉ（しきい電圧の初期値）の関係を示すグラフであ
る。図２３のグラフの横軸は、メモリトランジスタの書換え前の初期のしきい電圧Ｖｔｈ
ｉ、すなわちメモリゲート電極の下のＯＮＯ膜（本実施の形態では絶縁膜２１に対応）に
電荷を注入する前の初期のしきい電圧Ｖｔｈｉに対応する。また、図２３のグラフの縦軸
は、メモリトランジスタを２５℃で１０万回書き換えた後に消去状態で保持したときのメ
モリトランジスタのしきい電圧の２０年経過後の増大量（保持開始時のしきい電圧を基準
値として２０年経過時に基準値からどれだけ増大するかを外挿法により求めた値）に対応
する。例えば、上記図５２のグラフで点線で示されるように外挿することで求めることが
できる。
【０１４３】
　図２３のグラフでは、上記図２２の比較例の半導体装置（メモリセル）の場合（図２３
のグラフには「比較例」として示されている）と、本実施の形態の半導体装置（メモリセ
ル）の場合（図２３のグラフには「本実施の形態」として示されている）のそれぞれにつ
いて、メモリトランジスタのチャネル領域（比較例では半導体領域２１０ｂに対応し、本
実施の形態では半導体領域１０ｂに対応する領域）に導入するカウンター不純物の注入量
（イオン注入１８に相当する工程のドーズ量）を変えることによりメモリトランジスタの
初期のしきい電圧Ｖｔｈｉを変えてグラフ化（プロット）してある。すなわち、図２３の
グラフに示される「比較例」は、金属元素含有層１７ｂに相当するものを形成せずに、酸
化シリコンまたは酸窒化シリコンからなる絶縁膜２１７のみで選択トランジスタのゲート
絶縁膜を構成した場合（図２２のメモリセル）に対応し、図２３のグラフに示される「本
実施の形態」は、絶縁膜１７ａと選択ゲート電極ＳＧの間に金属元素含有層１７ｂを設け
た場合（図１，図２のメモリセル）に対応する。
【０１４４】
　なお、図２３のグラフで用いたメモリトランジスタのしきい電圧は、図２，図２２にお
いて、選択ゲート電極ＳＧ，２１６に１．５Ｖ、選択ゲート電極ＳＧ，２１６側の拡散層
（半導体領域ＭＤ，２３６）に１．０Ｖ、ウエル（ｐ型ウエル領域３,２０３）に０Ｖ、
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メモリゲート電極ＭＧ，２２３側の拡散層（半導体領域ＭＳ，２３５）に０Ｖを印加した
ときに、拡散層間（半導体領域ＭＳ，２３５と半導体領域ＭＤ，２３６との間）を流れる
電流が２０μＡ／μｍとなるメモリゲート電圧（メモリゲート電極ＭＧ，２２３に印加す
る電圧）で定義し、保持を開始したときのメモリトランジスタのしきい電圧は－１．０Ｖ
としている。
【０１４５】
　すなわち、本発明者は、図２４の表に示される試料番号Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４，Ｃ１
，Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４の８種類の不揮発性半導体記憶装置（ＭＯＮＯＳ膜を用いたスプリッ
トゲート型メモリセルが複数形成された半導体チップ）を作製し、各不揮発性半導体記憶
装置Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４，Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４の作製条件および特性などを図２
４の表にまとめてある。
【０１４６】
　図２４の表において、「金属元素含有層１７ｂのハフニウム量」の欄は、金属元素含有
層１７ｂを構成するハフニウムシリケート中のハフニウム量（面密度）に対応し、「イオ
ン注入６のドーズ量」の欄は、イオン注入６に相当する工程で半導体領域１０ａ，１０ｂ
，２１０ａ，２１０ｂに対応する領域へイオン注入したボロン（Ｂ）不純物のドーズ量に
対応する。また、図２４の表において、「イオン注入１８のドーズ量」の欄は、イオン注
入１８に相当する工程で半導体領域１０ｂ，２１０ｂに対応する領域へイオン注入したカ
ウンター不純物としてのヒ素（Ａｓ）不純物のドーズ量に対応する。
【０１４７】
　また、各不揮発性半導体記憶装置Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４，Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４内
には複数（ここでは約１００万個）のメモリセルが形成されているので、同じ不揮発性半
導体記憶装置内に形成された複数のメモリセルのメモリトランジスタのしきい電圧Ｖｔｈ
ｉは、完全に一定ではなく、ある程度ばらつく（変動する）。このため、同じ不揮発性半
導体記憶装置内に形成された複数（ここでは約１００万個）のメモリセルのメモリトラン
ジスタのしきい電圧Ｖｔｈｉの中心値（約１００万個の平均値にほぼ一致する）を、図２
４の表の「書換え前のメモリトランジスタしきい電圧Ｖｔｈｉの中心値」の欄に記載し、
同じ不揮発性半導体記憶装置内に形成された複数（ここでは約１００万個）のメモリセル
のメモリトランジスタのしきい電圧Ｖｔｈｉのばらつき（変動）の大きさ（例えば最大値
と最小値との差）を、図２４の表の「Ｖｔｈｉのばらつき」の欄に記載してある。
【０１４８】
　試料番号Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４は、金属元素含有層１７ｂに相当するものを形成する
ことなく、酸化シリコンまたは酸窒化シリコンからなる絶縁膜２１７（ここでは酸化シリ
コン膜）のみで選択トランジスタのゲート絶縁膜を構成した図２２の比較例の不揮発性半
導体記憶装置に対応し、金属元素含有層１７ｂを形成していないため、図２４の表の「金
属元素含有層１７ｂのハフニウム量」は、「なし」すなわちゼロとなる。試料番号Ｃ１，
Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４は、絶縁膜１７ａと選択ゲート電極ＳＧの間に金属元素含有層１７ｂを
形成した図１および図２の本実施の形態の不揮発性半導体記憶装置に対応しており、試料
番号Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４の不揮発性半導体記憶装置では、金属元素含有層１７ｂをハ
フニウムシリケートで形成し、金属元素含有層１７ｂ中のハフニウム量（面密度）を３×
１０１４原子／ｃｍ２としている。そして、試料番号Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４の順に、イ
オン注入６に相当する工程でメモリトランジスタのチャネル領域（半導体領域２１０ｂ）
に導入するカウンター不純物の注入量（図２４の表の「イオン注入６のドーズ量」に対応
）を増大させているので、試料番号Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４の順にメモリトランジスタの
書換え前のしきい電圧Ｖｔｈｉの中心値（平均値）が低くなっている。同様に、試料番号
Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４の順に、イオン注入６に相当する工程でメモリトランジスタのチ
ャネル領域（半導体領域１０ｂ）に導入するカウンター不純物の注入量（図２４の表の「
イオン注入６のドーズ量」に対応）を増大させているので、試料番号Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３，
Ｃ４の順にメモリトランジスタの書換え前のしきい電圧Ｖｔｈｉの中心値（平均値）が低
くなっている。
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【０１４９】
　これら８種類の不揮発性半導体記憶装置Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４，Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３，
Ｃ４について、メモリトランジスタを２５℃で１０万回書換えた後に消去状態で保持した
ときのメモリトランジスタのしきい電圧の２０年後の増大量（外挿値）を調べてプロット
（グラフ化）したのが、上記図２３のグラフである。図２４の表の「書換え前のメモリト
ランジスタのしきい電圧Ｖｔｈｉの中心値」の欄の値が、図２３のグラフの横軸の値に対
応する。また、理解を簡単にするために、図２３のグラフでは、各点の近傍に、その点に
対応する試料番号（図２４の表の試料番号）を記載してある。
【０１５０】
　図２３のグラフの縦軸は、メモリトランジスタを２５℃で１０万回書換えた後に消去状
態で保持したときのメモリトランジスタのしきい電圧の２０年経過後の増大量であり、こ
の増大量（変化量）は低い（小さい）ことが好ましく、この増大量が低いほど、データ保
持特性が高い（良好）とみなすことができる。図２３のグラフから明らかなように、消去
状態におけるデータ保持特性は、書換え前のメモリトランジスタのしきい電圧Ｖｔｈｉが
低いほど向上する。また、図２３からも分かるように、金属元素含有層１７ｂに相当する
ものを形成しない比較例よりも、金属元素含有層１７ｂを設けた本実施の形態の方が、同
じＶｔｈｉに対して（すなわち図２３のグラフの横軸の値が同じ位置の場合で比較例と本
実施の形態を比べたときに）、消去状態におけるデータ保持特性が向上する（すなわち図
３のグラフの縦軸の値を低減できる）。図２３の本実施の形態の結果によると、Ｖｔｈｉ
を０Ｖ以下に調整することで、２０年後にもメモリゲートがゼロバイアスで２０μＡ／μ
ｍ以上の読出し電流を得ることができる。
【０１５１】
　メモリトランジスタの書換え前のしきい電圧Ｖｔｈｉが低いほど、データ保持特性が向
上する理由は次の通りだと考えられる。
【０１５２】
　ホットキャリアを注入して書換えを行なうメモリセルにおいては、ホットキャリアによ
り、絶縁膜（酸化シリコン膜２１ａ，２２１ａに対応）およびその界面にダメージが与え
られ、界面準位やトラップが生成され、これらへの電荷注入や放出、或いは、これらを介
した電荷注入や放出が引き起こされる。書換え後の消去状態でデータを保持している場合
、メモリトランジスタのしきい電圧が低いために、メモリトランジスタの（メモリゲート
電極ＭＧ，２２３の下の）チャネル領域（半導体領域１０ｂ，２１０ｂに対応）は、反転
状態にあり、反転層電子が存在する。そして、絶縁膜（酸化シリコン膜２１ａ，２２１ａ
に対応）に欠陥がある場合、これらの欠陥を介して反転層電子が、窒化シリコン膜（窒化
シリコン膜２１ｂ，２２１ｂに対応）中へトンネルし、窒化シリコン膜（窒化シリコン膜
２１ｂ，２２１ｂに対応）中にトラップされるか、もしくは、予めトラップされていたホ
ールと対消滅すると考えられる。これによって、（メモリトランジスタの）しきい電圧の
増大が起きると考えられる。
【０１５３】
　反転層電子の窒化シリコン膜（窒化シリコン膜２１ｂ，２２１ｂに対応）中へのトンネ
ル確率は、絶縁膜（酸化シリコン膜２１ａ，２２１ａに対応）に印加されている電界が大
きいほど大きくなる。しかしながら、書換え前のしきい電圧Ｖｔｈｉが低い場合、消去状
態のしきい電圧（上記の場合、例えば－１Ｖ）を実現するために注入されるホール量は、
Ｖｔｈｉが大きい場合に比べて少ない。従って、消去状態において絶縁膜（酸化シリコン
膜２１ａ，２２１ａに対応）に印加される電界が小さくなり、反転層電子の窒化シリコン
膜（窒化シリコン膜２１ｂ，２２１ｂに対応）中へのトンネル確率が減少し、（メモリト
ランジスタの）しきい電圧の増大が抑制されると考えられる。
【０１５４】
　また、金属元素含有層１７ｂに相当するものを形成しない図２２の比較例よりも、絶縁
膜１７ａと選択ゲート電極ＳＧの間に金属元素含有層１７ｂを設けた本実施の形態の方が
、同じＶｔｈｉに対して、消去状態におけるデータ保持特性が向上する理由は、次の通り
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だと考えられる。
【０１５５】
　金属元素含有層１７ｂを形成しない比較例よりも、本実施の形態の方が、金属元素含有
層１７ｂを設けたことによる選択トランジスタのしきい電圧の増大を見込める分、選択ゲ
ート電極ＳＧ下のチャネル領域（半導体領域１０ａに対応）の不純物濃度を減少させるこ
とができる。これにより、本実施の形態では、選択ゲート電極ＳＧ下の半導体領域１０ａ
（チャネル領域）において、不純物イオンによるキャリアのクーロン散乱が小さくなるの
で、チャネルの移動度が大きく向上し、選択トランジスタを高速化することができる。更
に、メモリゲート電極ＭＧ下のチャネル領域（半導体領域１０ｂに対応）の移動度は、そ
こに注入される不純物イオンの総量（ｐ型不純物とｎ型不純物の和）によって決定される
。上述のように、金属元素含有層１７ｂを形成しない比較例と、金属元素含有層１７ｂを
設けた本実施の形態とを比べた場合、両者のメモリトランジスタのしきい電圧Ｖｔｈｉが
同じであれば、メモリゲート電極ＭＧ，２２３の下のチャネル領域（半導体領域１０ｂ，
２１０ｂに対応）におけるｐ型不純物の濃度とｎ型不純物の濃度の合計量（不純物イオン
の総量）は、比較例よりも本実施の形態の方が小さく（低く）なる。このため、本実施の
形態では、メモリゲート電極ＭＧの下のチャネル領域（半導体領域１０ｂに対応）におけ
る不純物イオンの総量（総濃度）を減らすことができるため、メモリトランジスタの移動
度が向上し、メモリトランジスタを高速化できる。以上のように、本実施の形態によって
、選択トランジスタ、メモリトランジスタともに高速化が可能であり、言い換えると、例
えば２０μＡ／μｍの読出し電流で定義したしきい電圧を低下させることができる。従っ
て、本実施の形態では、消去状態のしきい電圧（上記の場合、例えば－１Ｖ）を実現する
ために注入されるホール量は、比較例（金属元素含有層１７ｂを形成しない場合）に比べ
て少なくなり、保持状態において絶縁膜（酸化シリコン膜２１ａ）に印加される電界を小
さくできる。以上の効果により、本実施の形態では、データの保持特性を向上できる。従
って、不揮発性メモリを有する半導体装置の性能を向上させることができ、また、不揮発
性メモリを有する半導体装置の信頼性を向上させることができる。
【０１５６】
　図２５は、書換え前のメモリトランジスタのしきい電圧Ｖｔｈｉの中心値と書換え前の
メモリトランジスタのしきい電圧Ｖｔｈｉのばらつき（チップ内の１００万個のメモリト
ランジスタのしきい電圧の最大値と最小値の差）の関係を示すグラフである。
【０１５７】
　図２５のグラフの横軸は、同じ半導体チップ（不揮発性半導体記憶装置）内に形成され
た複数（ここでは約１００万個）のメモリセルのメモリトランジスタのしきい電圧Ｖｔｈ
ｉの中心値（平均値にほぼ一致する）に対応し、図２５のグラフの縦軸は、その半導体チ
ップ（不揮発性半導体記憶装置）内に形成された複数（ここでは約１００万個）のメモリ
セルのメモリトランジスタのしきい電圧Ｖｔｈｉの最大のものと最小のものの差に対応す
る。すなわち、図２５のグラフの横軸は、図２４の表の「書換え前のメモリトランジスタ
のしきい電圧Ｖｔｈｉの中心値」の欄の値に対応するものであり、図２５のグラフの縦軸
は、図２４の表の「Ｖｔｈｉのばらつき」の欄の値に対応するものである。従って、図２
４の表に記載された８種類の不揮発性半導体記憶装置Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４，Ｃ１，Ｃ
２，Ｃ３，Ｃ４を、プロットしたのが図２５のグラフであり、理解を簡単にするために、
図２５のグラフでは、各点の近傍に、その点に対応する試料番号（図２４の表の試料番号
）を記載してある。
【０１５８】
　図２５のグラフでは、金属元素含有層１７ｂに相当するものを形成しない比較例（図２
２の構造）の不揮発性半導体記憶装置Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４をプロットしてグラフ化し
たもの（図２５のグラフには「比較例」として示されている）と、本実施の形態のように
金属元素含有層１７ｂを設けた（図１，図２の構造の）不揮発性半導体記憶装置Ｃ１，Ｃ
２，Ｃ３，Ｃ４をプロットしてグラフ化したもの（図２５のグラフには「本実施の形態」
として示されている）の両方が示されている。
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【０１５９】
　図２５のグラフの縦軸は、同じ半導体チップ（不揮発性半導体記憶装置）内に形成され
た複数（ここでは約１００万個）のメモリセルのメモリトランジスタのしきい電圧Ｖｔｈ
ｉのばらつき（最大値と最小値の差）であるので、このしきい電圧Ｖｔｈｉのばらつきは
小さいことが好ましい。同じ半導体チップ内に形成された複数のメモリセルのメモリトラ
ンジスタのしきい電圧Ｖｔｈｉのばらつきが大きいと、不揮発性半導体記憶装置としての
性能や信頼性を低下させる可能性がある。
【０１６０】
　図２５のグラフから、書換え前のメモリトランジスタのしきい電圧Ｖｔｈｉが低くなる
に従って、そのしきい電圧Ｖｔｈｉのばらつきが増大することがわかる。また、図２５の
グラフからも分かるように、金属元素含有層１７ｂに相当するものを形成しない比較例よ
りも、金属元素含有層１７ｂ（図２４，図２５の場合はハフニウムシリケートにより金属
元素含有層１７ｂを形成している）を設けた本実施の形態の方が、同じしきい電圧Ｖｔｈ
ｉに対して（すなわち図２５のグラフの横軸の値が同じ位置の場合で比較例と本実施の形
態を比べたときに）、しきい電圧Ｖｔｈｉのばらつき（図２５のグラフの縦軸の値）を抑
制（低減）できる。言い換えると、同じしきい電圧Ｖｔｈｉのばらつきで比較すると（す
なわち図２５のグラフの縦軸の値が同じ位置の場合で比較例と本実施の形態を比べたとき
に）、金属元素含有層１７ｂに相当するものを形成しない比較例よりも、金属元素含有層
１７ｂを設けた本実施の形態の方が、メモリトランジスタのしきい電圧Ｖｔｈｉを、より
低くすることができる。
【０１６１】
　金属元素含有層１７ｂに相当するものを形成しない比較例よりも、絶縁膜１７ａと選択
ゲート電極ＳＧの間に金属元素含有層１７ｂを設けた本実施の形態の方が、メモリトラン
ジスタのしきい電圧Ｖｔｈｉのばらつきを抑制（低減）できる理由の一つは、次の通りだ
と考えられる。
【０１６２】
　不純物揺らぎによるしきい電圧Ｖｔｈｉのばらつきは、上記非特許文献５によると、メ
モリゲート電極ＭＧ，２２３の下のチャネル領域（半導体領域１０ｂ，２１０ｂに対応）
へのｐ型不純物（例えばボロン）の注入量（主にイオン注入６の注入量）をＮＢとし、ｎ
型不純物（例えばヒ素）の注入量（イオン注入１８の注入量）をＮＡＳとして、図２６の
式で与えられる。
【０１６３】
　ここで、図２６の式中のｑは電荷素量（１．６×１０－１９Ｃ）に対応し、Ｃｏｘはメ
モリゲートＭＧとゲート絶縁膜２１で構成されるキャパシタに相当する容量密度に対応し
、Ｌはゲート電極ＭＧのゲート長、Ｗはゲート電極ＭＧのゲート幅に対応する。
【０１６４】
　つまり、図２６の式から、メモリトランジスタのしきい電圧Ｖｔｈｉのばらつきは、メ
モリトランジスタのＭＯＳ容量に反比例し、面積の平方根に反比例し、そして、不純物量
の和（すなわちＮＢ＋ＮＡＳ）の平方根に比例することがわかる。ＭＯＳ容量やメモリト
ランジスタの面積はほぼ同じと考えてよいので、メモリトランジスタのしきい電圧Ｖｔｈ
ｉのばらつきは、不純物量の和（ＮＢ＋ＮＡＳ、すなわちメモリゲート電極ＭＧ，２２３
の下の半導体領域１０ｂ，２１０ｂにおけるｐ型不純物の濃度（主にイオン注入６での注
入量）とｎ型不純物の濃度（イオン注入１８での注入量）の和）に依存する。すなわち、
メモリゲート電極ＭＧ，２２３の下のチャネル領域（半導体領域１０ｂ，２１０ｂに対応
）におけるトータルの不純物濃度（ｐ型不純物濃度とｎ型不純物濃度の和）が大きくなる
ほど、メモリトランジスタのしきい電圧Ｖｔｈｉのばらつきは、大きくなる。上述のよう
に、金属元素含有層１７ｂを形成しない比較例と、金属元素含有層１７ｂを設けた本実施
の形態とを比べた場合、両者のメモリトランジスタのしきい電圧Ｖｔｈｉが同じであれば
、メモリゲート電極ＭＧ，２２３の下のチャネル領域（半導体領域１０ｂ，２１０ｂに対
応）におけるｐ型不純物の濃度とｎ型不純物の濃度の合計量（不純物の総量、すなわち上
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記「ＮＢ＋ＮＡＳ」に対応するもの）は、比較例よりも本実施の形態の方が小さくなる。
このため、本実施の形態では、メモリゲート電極ＭＧの下のチャネル領域（半導体領域１
０ｂ）における不純物の総量（ｐ型不純物の濃度とｎ型不純物の濃度の合計量、上記「Ｎ

Ｂ＋ＮＡＳ」に対応するもの）を小さくできる（減らすことができる）ため、メモリトラ
ンジスタのしきい電圧Ｖｔｈｉのばらつきを小さく（低減）することができる。これが、
本実施の形態によりメモリトランジスタのしきい電圧Ｖｔｈｉのばらつきを低減できる理
由のひとつと考えられる。
【０１６５】
　書込みと消去速度を向上するためには、複数のメモリセルを同時に書換え（書込み、消
去）する方法が用いられる。しかしながら、半導体チップ内のメモリトランジスタ毎のし
きい電圧Ｖｔｈｉのばらつきが大きい場合、絶縁膜２１に注入する電子量あるいはホール
量を大きくして、書込み状態と消去状態間に十分なしきい電圧のマージンを確保する必要
があるが、この場合、１回の書換え当たりに注入されるホットキャリア量が増大するため
、ダメージが大きくなり、データ保持特性の低下や、書換え耐性が低下する問題が発生す
る。それに対して、本実施の形態では、半導体チップ内のメモリトランジスタ毎のしきい
電圧Ｖｔｈｉのばらつきを低減できるので、上記のようなしきい電圧Ｖｔｈｉのばらつき
が大きいことに起因した問題が発生するのを防止でき、データ保持特性および書換え耐性
を向上することができる。従って、不揮発性メモリを有する半導体装置の性能を向上する
ことができる。また、不揮発性メモリを有する半導体装置の信頼性を向上することができ
る。
【０１６６】
　このように、本実施の形態では、半導体基板１のｐ型ウエル３（半導体領域１０ａ）上
に、絶縁膜１７ａ（酸化シリコンまたは酸窒化シリコン膜）と金属元素含有層１７ｂ（金
属酸化物または金属シリケート）とからなる絶縁膜１７を介して多結晶シリコンからなる
選択ゲート電極ＳＧが形成され、ｐ型ウエル３（半導体領域１０ｂ）上に、ＯＮＯ積層膜
である絶縁膜２１を介してメモリゲート電極ＭＧが形成されている。金属元素含有層１７
ｂと選択ゲート電極ＳＧの界面のフェルミレベルピニングによるしきい電圧の変化によっ
て、半導体領域１０ａと半導体領域１０ｂに注入される不純物量を低減することができる
ので、メモリトランジスタのしきい電圧を低くし、メモリトランジスタのしきい電圧のば
らつきも低減できる。これにより、絶縁膜２１に印加される電界が低下するため、データ
の保持特性を向上できる。従って、データ保持特性に優れ、高速で動作する不揮発性半導
体記憶装置を実現することができ、不揮発性メモリを有する半導体装置の性能や信頼性を
向上させることができる。
【０１６７】
　なお、本実施の形態では、金属元素含有層１７ｂにハフニウムシリケートやアルミナを
用いた場合について主に説明したが、ハフニウム酸化物（ＨｆＯ２）、ジルコニウム酸化
物（ＺｒＯ２）またはその他の金属酸化物で絶縁体であるもの、または、これら金属酸化
物（ハフニウム酸化物、ジルコニウム酸化物またはその他の金属酸化物）と酸化シリコン
との化合物であるシリケート、または、ハフニウム酸化物とアルミナの化合物など複数の
金属酸化物の化合物を、金属元素含有層１７ｂに用いることもできる。これらのいずれの
材料を金属元素含有層１７ｂに用いた場合も、多結晶シリコン電極（選択ゲート電極ＳＧ
）界面のフェルミレベルピニングによるしきい電圧の変化によって、選択トランジスタの
しきい電圧を調整することができるので、メモリトランジスタのチャネル領域（半導体領
域１０ｂに対応）におけるトータルの不純物濃度（ｐ型不純物濃度とｎ型不純物濃度の和
）が低い状態でメモリトランジスタのしきい電圧を低く調整することが可能であり、不揮
発性メモリのデータ保持特性の向上や、書換え耐性の向上を実現できる。
【０１６８】
　また、本実施の形態では、ｎ型チャネルの場合（すなわち選択トランジスタをｎチャネ
ル型ＭＩＳＦＥＴで形成した場合）について主に説明したが、本実施の形態は、ｐ型チャ
ネルで（すなわち選択トランジスタをｐチャネル型ＭＩＳＦＥＴで形成し）ｐ型多結晶シ
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リコンからなる選択ゲート電極ＳＧの下に金属元素含有層１７ｂを設けた場合にも適用で
きる。選択トランジスタをｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴで形成した場合と同様の金属元素含
有層１７ｂを選択トランジスタをｐチャネル型ＭＩＳＦＥＴで形成した場合にも用いるこ
とで、選択トランジスタのしきい電圧を負方向に大きくする（ここで例えばしきい電圧が
－１Ｖから－２Ｖになる方向をしきい電圧を負方向に大きくすると称している）ことがで
きる。このため、選択トランジスタをｐチャネル型ＭＩＳＦＥＴで形成した場合も、ｎチ
ャネル型ＭＩＳＦＥＴで形成した場合と同様に、絶縁膜１７ａと選択ゲート電極の間に金
属元素含有層１７ｂを設けることで、選択トランジスタのしきい電圧を制御し、それによ
って、選択トランジスタとメモリトランジスタのチャネル領域の不純物濃度を低く（抑制
）でき、選択トランジスタをｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴで形成した場合と同様の効果を得
ることができる。
【０１６９】
　なお、金属元素含有層１７ｂを設けたことによる選択トランジスタのしきい電圧の変化
量は、ｐ型多結晶シリコンにより選択ゲート電極ＳＧを形成した場合（選択トランジスタ
をｐチャネル型ＭＩＳＦＥＴで形成した場合）と、ｎ型多結晶シリコンにより選択ゲート
電極ＳＧを形成した場合（選択トランジスタをｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴで形成した場合
）とで、異なる。図２７は、上記図２１と同様、金属元素含有層１７ｂ中に含まれる金属
量を面密度に換算した量と、しきい電圧のシフト量（あるいはフラットバンド電圧のシフ
ト量）の関係を示すグラフであるが、上記図２１の場合は、ｎ型多結晶シリコンにより選
択ゲート電極ＳＧを形成していた（選択トランジスタをｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴで形成
していた）のに対して、図２７は、ｐ型多結晶シリコンにより選択ゲート電極ＳＧを形成
した（選択トランジスタをｐチャネル型ＭＩＳＦＥＴで形成した）場合である。また、上
記図２１と同様、図２７でも、絶縁膜１７ａは酸化シリコン膜により形成している。
【０１７０】
　図２７のグラフの横軸は、上記図２１の横軸と同様に、金属元素含有層１７ｂ中に含ま
れる金属量を面密度に換算した値に対応し、図２７のグラフの縦軸は、上記図２１のグラ
フの縦軸と同様に、金属元素含有層１７ｂを設けたことによる選択トランジスタのしきい
電圧の変化量（すなわちフラットバンド電圧の変化量）に対応する。また、上記図２１の
グラフの縦軸の値と同様に、図２７のグラフの縦軸の値は、金属元素含有層１７ｂを無く
して絶縁膜１７ａのみによって選択トランジスタのゲート絶縁膜を構成した場合の選択ト
ランジスタのしきい電圧を基準値とし、その基準値からの選択トランジスタのしきい電圧
の変化量を表示している。また、上記図２１のグラフと同様に、図２７のグラフにも、金
属元素含有層１７ｂにハフニウムとシリコンと酸素からなるハフニウムシリケートを用い
た場合（図２７のグラフで黒三角▲で示されている）と、金属元素含有層１７ｂにアルミ
ナ（酸化アルミニウム）を用いた場合（図２７のグラフで白四角□で示されている）につ
いて、グラフ化してある。
【０１７１】
　上記図２１のグラフに示されるように、選択トランジスタがｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴ
の場合、金属元素含有層１７ｂを構成する金属元素の面密度（図２１のグラフの横軸に対
応するもの）を増大させると、選択トランジスタのしきい電圧（あるいはフラットバンド
電圧）は正の方向にシフト（変化）するが、図２７のグラフに示されるように、選択トラ
ンジスタがｐチャネル型ＭＩＳＦＥＴの場合、金属元素含有層１７ｂを構成する金属元素
の面密度（図２７のグラフの横軸に対応するもの）を増大させると、選択トランジスタの
しきい電圧（あるいはフラットバンド電圧）は負の方向にシフト（変化）する。また、図
２７のグラフに示されるように、金属元素含有層１７ｂにアルミナを用いた場合、選択ト
ランジスタのしきい電圧のシフト量（図２７のグラフの縦軸に対応するもの）は約０．１
５Ｖで飽和してしまう。また、金属元素含有層１７ｂにハフニウム酸化膜を用いた場合、
選択トランジスタのしきい電圧のシフト量（図２７のグラフの縦軸に対応するもの）が飽
和する値（飽和シフト量）は非常に大きく、０．５Ｖ以上に達する。従って、絶縁膜１７
ａと選択ゲート電極ＳＧの間に形成された金属元素含有層１７ｂの金属量（図２１,図２
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７のグラフの横軸に対応するもの）は、選択トランジスタの極性や、金属元素含有層１７
ｂを構成する金属元素の種類によって、最適化して用いることが好ましい。
【０１７２】
　また、選択トランジスタがｎチャネル型のＭＩＳＦＥＴであり、選択ゲート電極ＳＧが
ｎ型シリコンの場合、しきい電圧は正の値であり、金属元素含有層１７ｂの導入により、
図２１のように、選択トランジスタのしきい電圧は正の方向にシフトする。選択トランジ
スタがｐチャネル型のＭＩＳＦＥＴであり、選択ゲート電極ＳＧがｐ型シリコンの場合、
しきい電圧は負の値であり、金属元素含有層１７ｂの導入により、図２７のように、選択
トランジスタのしきい電圧は負の方向にシフトする。従って、選択トランジスタがｎチャ
ネル型の場合もｐチャネル型の場合も、選択ゲート電極ＳＧと絶縁膜１７ａとの間に形成
された金属元素含有層１７ｂは、選択ゲート電極ＳＧからなるＭＩＳＦＥＴ（選択トラン
ジスタ）のしきい電圧の絶対値を増大する（すなわち選択トランジスタを高しきい電圧化
する）ように作用する。なお、ｐ型のシリコンからなる選択ゲート電極ＳＧと絶縁膜１７
ａとの間に、高濃度の窒素を含む酸窒化シリコン膜を導入することでも、しきい電圧を負
にシフトさせることが可能である。面密度に換算して５×１０１５原子／ｃｍ２以下の窒
素量によって、しきい電圧の絶対値を０から０．５Ｖの間で調整することができる。
【０１７３】
　また、図１，図２の本実施の形態のメモリセル構造を得るために、上記図５～図２０に
従って説明した製造工程では、絶縁膜１４を形成した後、絶縁膜１４上に金属酸化物また
は金属シリケートからなる金属元素含有層１５を堆積（形成）してから、金属元素含有層
１５が堆積された絶縁膜１４上に多結晶シリコン膜１６を形成し、その後多結晶シリコン
膜１６を加工して選択ゲート電極ＳＧを形成している。これにより、選択トランジスタの
ゲート絶縁膜を、絶縁膜１４により構成される絶縁膜１７ａと、絶縁膜１４（絶縁膜１７
ａ）上の金属元素含有層１５により構成される金属元素含有層１７ｂの積層構造を有した
絶縁膜１７により、構成することができる。図１，図２の本実施の形態のメモリセル構造
を得るための他の製造工程（他の形態の製造工程）として、上記金属元素含有層１７ｂに
相当する部分をイオン注入により形成することもでき、この場合の製造工程を、図２８～
図３１を参照して説明する。
【０１７４】
　図２８～図３１は、他の形態の半導体装置の製造工程中の要部断面図である。ここで説
明する製造工程においても、絶縁膜１４の形成工程までは、上記図５～図９を参照して説
明した工程と同様である。すなわち、上記図５～図８で説明した工程と同様の工程を行っ
て上記図８の構造が得られた後、上記図９で説明したのと同様にして絶縁膜１４を形成し
て、図２８に示される構造を得る。
【０１７５】
　次に、上記図９の場合とは異なり、この段階では金属元素含有層１５を形成せずに、図
２９に示されるように、半導体基板１上（すなわち絶縁膜１４上）に多結晶シリコン膜１
６を形成する。
【０１７６】
　次に、図３０に示されるように、イオン注入５０を行って、多結晶シリコン膜１６と絶
縁膜１４の界面（または界面近傍）に金属元素を導入する。この際、注入された金属元素
の分布が、多結晶シリコン膜１６と絶縁膜１４の界面付近でピーク（最大濃度）を有する
ように、イオン注入エネルギーを制御する。これにより、金属元素が多結晶シリコン膜１
６と絶縁膜１４との界面近傍に限定して（局在して）導入された状態を形成することがで
き、多結晶シリコン膜１６と絶縁膜１４の間（界面）に、金属元素が導入された金属元素
含有層１５ａが形成される。金属元素含有層１５ａは、上記金属元素含有層１５に対応す
る部分である。イオン注入５０で導入する金属元素は、ハフニウム（Ｈｆ）、ジルコニウ
ム（Ｚｒ）またはアルミニウム（Ａｌ）であることが好ましい。なお、メモリセル部Ａ１
の多結晶シリコン膜１６と絶縁膜１４の界面に金属元素を導入すればよいので、メモリ周
辺回路部（高耐圧素子部Ａ２および通常の素子部Ａ３）をイオン注入阻止マスクとしての
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フォトレジストパターン（図示せず）で覆った状態でイオン注入５０を行えば、より好ま
しい。
【０１７７】
　その後、上記図１１で説明したのと同様に、図３１に示されるように、フォトリソグラ
フィ法およびドライエッチング法などを用いて、多結晶シリコン膜１６を選択的にエッチ
ング（除去）して、パターニングされた多結晶シリコン膜１６からなる選択ゲート電極Ｓ
Ｇを形成する。
【０１７８】
　選択ゲート電極ＳＧの下に残存する絶縁膜１４と、絶縁膜１４および選択ゲート電極Ｓ
Ｇの間（界面）の金属元素含有層１５ａとが、選択ゲート電極ＳＧとチャネル領域の間に
位置して選択トランジスタのゲート絶縁膜として機能する絶縁膜（ゲート絶縁膜）１７と
なる。このため、選択トランジスタのゲート絶縁膜である絶縁膜１７は、酸化シリコンま
たは酸窒化シリコンからなる絶縁膜１４により構成される絶縁膜１７ａと、絶縁膜１４（
１７ａ）および選択ゲート電極ＳＧの間（界面）の金属元素含有層１５ａにより構成され
る金属元素含有層１７ｂの積層構造を有している。
【０１７９】
　選択ゲート電極ＳＧ形成後の工程は、上記１１～図２０を参照して説明した工程と同様
であるので、ここではその説明は省略する。
【０１８０】
　図２８～図３１の工程を用いて半導体装置（メモリセル）を製造した場合も、上記図２
１および図２７で説明したように、金属元素含有層１７ｂの金属量によって選択トランジ
スタのしきい電圧（選択ゲート電極ＳＧのフラットバンド電圧）を制御することができる
。すなわち、上記イオン注入５０で導入する金属元素の量（ドーズ量）を調整することで
、上記図２１および図２７の横軸の値（金属元素含有層１７ｂの金属量）を制御できる。
このため、イオン注入５０により、絶縁膜１７ａと選択ゲート電極ＳＧの界面に金属元素
含有層１７ｂを設けることができ、それによって選択トランジスタのしきい電圧を高める
ことができるので、上記のように選択トランジスタのチャネル領域（半導体領域１０ａ）
の不純物濃度を低くでき、また、メモリトランジスタのチャネル領域（半導体領域１０ｂ
）における不純物の総量を低くできる。これにより、データの保持特性を向上でき、また
、メモリトランジスタのしきい電圧のばらつきを低減できる。また、金属元素含有層１７
ｂに相当するものを形成するのにイオン注入法を用いることで、しきい電圧を変化させた
い限られた領域にのみ金属種やその量を変えて金属元素を導入できる。すなわち、イオン
注入阻止マスクを用いてメモリセル部Ａ１の一部の領域に選択的にイオン注入５０を行う
ことができるので、メモリセル部Ａ１を複数の区画に分け、区画毎に、絶縁膜１７ａと選
択ゲート電極ＳＧの界面に導入された金属元素の種類や導入量を必要に応じて変えること
ができる。
【０１８１】
　また、本実施の形態においては、選択トランジスタ１つとメモリトランジスタ1つで一
つのメモリセルを形成した場合について説明したが、上記図１５において選択ゲート電極
ＳＧの片側にある多結晶シリコンスペーサ２３を除去する工程をなくして、選択ゲート電
極ＳＧの両方の側壁上に絶縁膜２１を介してメモリゲート電極ＭＧを形成し、それによっ
て、選択トランジスタ一つとメモリトランジスタ２つからなるメモリセルを形成すること
もできる。このようなメモリセルの場合、一つのメモリセルで２ビットの情報を記憶する
ことも可能である。図３２に、この方法で形成されるメモリセルの構造を示す。図３２は
、上記図１に対応するものであり、選択ゲート電極ＳＧの両方の側壁上に絶縁膜２１を介
してメモリゲート電極ＭＧが形成されている。図３２のようなメモリセルの場合も、上記
図１および図２のメモリセルの場合と同様に、絶縁膜１７ａと選択ゲート電極ＳＧの間に
金属元素含有層１７ｂを設けることで、選択トランジスタを高しきい電圧化できるので、
選択ゲート電極ＳＧの下のチャネル領域（半導体領域１０ａ）の不純物濃度を低くでき、
また、メモリゲート電極ＭＧの下のチャネル領域（半導体領域１０ｂ）における不純物の
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総量を低くできる。図３２のようなメモリセルの場合も、上記図１および図２のメモリセ
ルの場合と同様に、データ保持特性の向上、書換え耐性の向上、メモリトランジスタのし
きい電圧のばらつき低減などを実現することができる。
【０１８２】
　（実施の形態２）
　上記実施の形態１では、メモリセル部Ａ１の選択トランジスタのゲート絶縁膜には、絶
縁膜１７ａおよび金属元素含有層１７ｂの積層構造を有する絶縁膜１７を用いていたが、
メモリ周辺回路部（高耐圧素子部Ａ２および通常の素子部Ａ３）では、ＭＩＳＦＥＴのゲ
ート絶縁膜に酸化シリコン単体膜を用いていた。それに対して、本実施の形態では、メモ
リセル部Ａ１の選択トランジスタのゲート絶縁膜だけでなく、メモリ周辺回路部の素子部
Ａ３のＭＩＳＦＥＴのゲート絶縁膜にも、メモリセル部Ａ１の選択トランジスタのゲート
絶縁膜（絶縁膜１７ａおよび金属元素含有層１７ｂの積層構造を有する絶縁膜１７）と同
様の絶縁膜を用いている。従って、本実施の形態の半導体装置は、メモリセル部Ａ１およ
びメモリ周辺回路部の高耐圧素子部Ａ２の構造は、上記実施の形態１と同様であるが、メ
モリ周辺回路部の素子部Ａ３の構造が、上記実施の形態１と異なっている。従って、以下
で説明する製造工程については、上記実施の形態１と異なる部分を中心に図３３～図４０
を参照して説明する。
【０１８３】
　図３３～図４０は、本実施の形態の半導体装置の製造工程中の要部断面図である。上記
図６までの工程は上記実施の形態１と同様であるので、ここではその説明を省略し、上記
図６に続く工程について説明する。
【０１８４】
　上記実施の形態１と同様にして、上記図６の構造を得た後、図３３に示されるように、
酸化（熱酸化）などにより、高耐圧素子部Ａ２で必要とされる厚いゲート絶縁膜１１を形
成し、半導体基板１上（すなわちゲート絶縁膜１１上）に例えばＣＶＤ法などを用いて、
例えば１５０ｎｍ程度の厚みを有する多結晶シリコン膜１３を堆積し、フォトリソグラフ
ィ法およびドライエッチング法などを用いてメモリセル部Ａ１と素子部Ａ３の多結晶シリ
コン膜１３およびゲート絶縁膜１１を除去する。これにより、高耐圧素子部Ａ２にのみゲ
ート絶縁膜１１および多結晶シリコン膜１３が形成された状態となる。
【０１８５】
　次に、希釈フッ酸洗浄などによって半導体基板１の表面の自然酸化膜を除去した後、酸
化（熱酸化）して、図３４に示されるように、絶縁膜（酸化シリコン膜）１４を形成する
。酸化の条件（酸化シリコン膜からなる絶縁膜１４の形成条件）は、例えば、半導体基板
１上に１～３ｎｍ程度の酸化シリコン膜（絶縁膜１４）が形成されるような条件で行う。
これにより、メモリセル部Ａ１と周辺回路部の素子部Ａ３の半導体基板１上（ｐ型ウエル
３，５の表面）に、例えば２ｎｍの厚みで酸化シリコン膜からなる絶縁膜１４が形成され
る。このとき、酸化膜（酸化シリコン膜からなる絶縁膜１４）は、多結晶シリコン膜１３
上にも成長する。なお絶縁膜１４として、酸化シリコン膜の代わりに酸窒化シリコン膜を
形成することもできる。このため、上記実施の形態１と同様に、本実施の形態においても
、絶縁膜１４は、酸化シリコン膜または酸窒化シリコン膜からなる。
【０１８６】
　次に、絶縁膜１４上に、金属元素含有層１５を形成する。例えば、上記実施の形態１と
同様、ＭＯＣＶＤやＡＬＣＶＤのようなＣＶＤ法を用いて、金属酸化物（金属酸化物膜）
または金属シリケート（金属シリケート膜）を絶縁膜１４上に堆積して、金属元素含有層
１５を形成することができる。金属元素含有層１５を構成する材料は、上記実施の形態１
と同様（金属酸化物または金属シリケート）であるので、ここではその説明は省略する。
【０１８７】
　また、金属元素含有層１５中に含まれる金属元素の量と、メモリセル部Ａ１に形成する
メモリセルの選択ゲート電極の下のチャネル領域（半導体領域１０ａに対応）の不純物濃
度、あるいは、素子部Ａ３に形成するｎ型とｐ型のＭＩＳＦＥＴのチャネル領域の不純物
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濃度によって、それぞれのトランジスタ（メモリセル部Ａ１の選択トランジスタや素子部
Ａ３のＭＩＳＦＥＴ）のしきい電圧を調整することができる。例えば、選択ゲートトラン
ジスタを、選択ゲート電極に印加される電圧がゼロのオフ状態において１０－９Ａ／μｍ
の電流値となるように設定することができる。また、上記図２１や図２７に示されるよう
に、金属元素含有層１７ｂ（１５）の材料と、ゲート電極に依存して、しきい電圧（フラ
ットバンド電圧）のシフト量が異なる。例えば、金属元素含有層１７ｂ（１５）の材料と
してハフニウムシリケートを用いた場合、金属元素含有層１７ｂ中の金属量が５×１０１

４原子／ｃｍ２よりも大きいと、素子部Ａ３のｐチャネル型ＭＩＳＦＥＴのしきい電圧の
シフト量（そのＭＩＳＦＥＴのゲート絶縁膜に金属元素含有層１７ｂを形成しない場合を
基準値にし、金属元素含有層１７ｂを設けたときのしきい電圧の基準値からの変化量）が
０．５Ｖ以上になり、チャネル領域の不純物濃度によりしきい電圧の調整と短チャネル効
果の抑制を行うことが難しくなる問題が生じる。また、金属元素含有層１７ｂ（１５）の
材料としてアルミナを用いた場合、金属元素含有層１７ｂ中の金属量が多すぎると、素子
部Ａ３のｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴのしきい電圧のシフト量（そのＭＩＳＦＥＴのゲート
絶縁膜に金属元素含有層１７ｂを形成しない場合を基準値にし、金属元素含有層１７ｂを
設けたときのしきい電圧の基準値からの変化量）が大きすぎるという問題が生じる。従っ
て、金属元素含有層１７ｂ（１５）をメモリセル部Ａ１と素子部Ａ３の両方に適用する本
実施の形態の場合、金属元素含有層１７ｂ（１５）中に含まれる金属量は、面密度で５×
１０１４原子／ｃｍ２以下であることがより好ましい。
【０１８８】
　金属元素含有層１５の堆積後、プラズマ窒化処理やアンモニア雰囲気中の熱処理などに
より、窒素を金属元素含有層１５に導入してもよい。その後、必要に応じて希釈酸素中で
比較的高温の熱処理を行うことなどにより、余分な窒素を気化させることもできる。
【０１８９】
　次に、図３５に示されるように、半導体基板１上に、例えばＣＶＤ法などを用いて、例
えば１５０ｎｍ程度の厚みを有する多結晶シリコン膜１６を堆積する。それから、メモリ
セル部Ａ１と素子部Ａ３のｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴ形成予定領域では、多結晶シリコン
膜１６に、例えばリン（Ｐ）などのｎ型の不純物を高濃度にドーピングし、一方、素子部
Ａ３のｐチャネル型ＭＩＳＦＥＴ形成予定領域部では、ボロン（Ｂ）などのｐ型の不純物
を高濃度にドーピングし、その後、活性化のための熱処理を行なう。
【０１９０】
　次に、図３６に示されるように、フォトリソグラフィ法およびドライエッチング法など
を用いて、多結晶シリコン膜１６を選択的にエッチング（すなわちパターニング）して、
パターニングされた多結晶シリコン膜１６からなるメモリセル部Ａ１の選択ゲート電極Ｓ
Ｇと素子部Ａ３のゲート電極２５ｂを形成する。これにより、メモリセル部Ａ１において
、後で形成するメモリゲート電極ＭＧの形成予定領域が露出される。
【０１９１】
　メモリセル部Ａ１において、選択ゲート電極ＳＧの下に残存する絶縁膜１４および金属
元素含有層１５が、選択ゲート電極ＳＧとチャネル領域の間に位置して選択トランジスタ
のゲート絶縁膜として機能する絶縁膜（ゲート絶縁膜）１７となる。このため、選択トラ
ンジスタのゲート絶縁膜である絶縁膜１７は、絶縁膜１４により構成される絶縁膜１７ａ
と、絶縁膜１４（１７ａ）上の金属元素含有層１５により構成される金属元素含有層１７
ｂの積層構造を有している。一方、メモリ周辺回路部の素子部Ａ３において、ゲート電極
２５ｂの下に残存する絶縁膜１４および金属元素含有層１５が、ゲート電極２５ｂとチャ
ネル領域の間に位置して素子部Ａ３のＭＩＳＦＥＴのゲート絶縁膜として機能する絶縁膜
（ゲート絶縁膜）１７ｃとなる。このため、メモリ周辺回路部の素子部Ａ３のＭＩＳＦＥ
Ｔのゲート絶縁膜は、メモリセル部Ａ１の選択トランジスタのゲート絶縁膜（絶縁膜１７
）と同工程で形成された同様の構成の絶縁膜１７ｃからなり、この絶縁膜１７ｃは、絶縁
膜１４により構成される絶縁膜１７ａと、絶縁膜１４（１７ａ）上の金属元素含有層１５
により構成される金属元素含有層１７ｂの積層構造を有している。絶縁膜１４は酸化シリ
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コン膜または酸窒化シリコン膜により形成されているので、絶縁膜１７，１７ｃにおいて
、絶縁膜１７ｂは酸化シリコン膜または酸窒化シリコン膜からなる。
【０１９２】
　次に、メモリ周辺回路部の高耐圧素子部Ａ２および素子部Ａ３をフォトレジストパター
ン（図示せず）などで覆ってから、メモリセル部Ａ１において、選択ゲート電極ＳＧをイ
オン注入阻止マスクとして用いて、不純物のイオン注入１８を行う。イオン注入１８で注
入する不純物は、必要に応じて、ｎ型の不純物（例えばヒ素またはリンなど）を選択する
ことができる。このイオン注入１８により、メモリセル部Ａ１において、選択ゲート電極
ＳＧで覆われていない領域に不純物がイオン注入され、それによって、ｐ型ウエル３（内
の半導体領域１０ａ）の選択ゲート電極ＳＧで覆われていない領域に、イオン注入１８に
よる不純物が導入された半導体領域１０ｂが形成される。
【０１９３】
　このイオン注入１８で導入した不純物と、上記イオン注入６で導入された不純物とによ
り、後で形成されるメモリゲート電極ＭＧの下の領域（チャネル領域）の不純物濃度（不
純物の電荷密度）を調整する。また、上記実施の形態１と同様に、本実施の形態でも、メ
モリセル部Ａ１の選択トランジスタに金属元素含有層１７ｂを設けることにより、金属元
素含有層１７ｂを設けない場合に比べて、上記イオン注入６で導入する不純物の量（ドー
ズ量）を減らすことができるため、メモリトランジスタのしきい電圧低下のために必要な
イオン注入１８の注入量（ドーズ量）を減らすことができる。また、メモリ周辺回路部の
素子部Ａ３においても、ＭＩＳＦＥＴのゲート絶縁膜に金属元素含有層１７ｂを設けるこ
とにより、メモリ周辺回路部の素子部Ａ３のＭＩＳＦＥＴのしきい電圧の絶対値が増大す
るため、メモリ周辺回路部の素子部Ａ３のチャネル領域の不純物濃度（上記イオン注入８
で導入した不純物の量）を減らすことができる。但し、メモリ周辺回路部の素子部Ａ３に
おいては、上記イオン注入８工程で、ｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴ形成予定領域とｐチャネ
ル型ＭＩＳＦＥＴ形成予定領域で異なる不純物をイオン注入している。
【０１９４】
　次に、上記実施の形態１と同様の手法により、図３７に示されるように、半導体基板１
上に絶縁膜２１を形成する。絶縁膜２１は、上記実施の形態１と同様に、酸化シリコン膜
２１ａ、窒化シリコン膜２１ｂおよび酸化シリコン膜２１ｃの積層膜からなるが、図３７
およびそれ以降では、図面を見易くするために、単に絶縁膜２１として図示している。
【０１９５】
　次に、半導体基板１の主面の全面上（すなわち絶縁膜２１上）に、リン（Ｐ）などをド
ーピングした多結晶シリコン膜２２をＣＶＤ法などを用いて堆積する。多結晶シリコン膜
２２の堆積膜厚は例えば１００ｎｍ程度である。
【０１９６】
　次に、図３８に示されるように、堆積膜厚（１００ｎｍ程度）分だけ多結晶シリコン膜
２２をエッチング（ドライエッチング、異方性エッチング、エッチバック）することによ
り、選択ゲート電極ＳＧおよびゲート絶縁膜１７の積層構造の側面に、後でメモリゲート
電極ＭＧとなるべき多結晶シリコンスペーサ２３を形成する。それから、フォトリソグラ
フィ法およびドライエッチング法などを用いて、選択ゲート電極ＳＧの片側にある多結晶
シリコンスペーサ２３および絶縁膜２１などを取り除く。これにより、図３８の構造が得
られる。選択ゲート電極ＳＧの他の片側に絶縁膜２１を介して隣接して残存する多結晶シ
リコンスペーサ２３が、メモリゲート電極ＭＧとなる。
【０１９７】
　次に、図３９に示されるように、半導体基板１の主面全面上に、例えばＣＶＤ法によっ
て酸化シリコン膜２４を堆積し、例えばフォトリソグラフィ法およびドライエッチング法
などを用いて、メモリセル部Ａ１およびメモリ周辺回路部の素子部Ａ３以外の酸化シリコ
ン膜２４を除去し、高耐圧素子部Ａ２の多結晶シリコン膜１３の表面を露出させる。メモ
リセル部Ａ１および素子部Ａ３は、酸化シリコン膜２４で覆われた状態となる。
【０１９８】
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　次に、高耐圧素子部Ａ２のｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴ形成予定領域の多結晶シリコン膜
１３にｎ型の不純物をドーピングし、また、図示しないｐチャネル型ＭＩＳＦＥＴ形成予
定領域の多結晶シリコン膜１３にｐ型の不純物をドーピングし、活性化熱処理を行なった
後に、図４０に示されるように、フォトリソグラフィ法およびドライエッチング法などを
用いて多結晶シリコン膜１３をパターニングして、高耐圧素子部Ａ２に形成されるＭＩＳ
ＦＥＴのゲート電極２５ａを形成する。
【０１９９】
　次に、フォトリソグラフィ法により形成したフォトレジストパターン（図示せず）で高
耐圧素子部Ａ２を覆った（マスクした）状態で、メモリセル部Ａ１および素子部Ａ３を保
護していた酸化シリコン膜２４を除去する。
【０２００】
　その後の工程は、上記実施の形態１と同様である。すなわち、図４０に示されるように
、ｎ－型半導体領域３１，３２，３３を形成し、側壁絶縁膜３４を形成し、ｎ＋型半導体
領域３５，３６，３７を形成し、金属シリサイド層３９を形成する。更に、上記実施の形
態１と同様に層間絶縁膜４１、コンタクトホール４２、プラグ４３、配線開口部４５およ
び配線４６などが形成されるが、ここでは図示およびその説明を省略する。
【０２０１】
　このようにして、図４０に示されるようにメモリセル部Ａ１の選択トランジスタとメモ
リ周辺回路部の素子部Ａ３のＭＩＳＦＥＴのゲート絶縁膜に、絶縁膜１７ａと金属元素含
有層１７ｂの積層構造を有する絶縁膜１７，１７ｃが使われた半導体装置（不揮発性半導
体記憶装置）が製造される。
【０２０２】
　本実施の形態の半導体装置では、上記実施の形態１の半導体装置と同様に、メモリセル
部Ａ１の選択トランジスタにおいて、絶縁膜１７ａと選択ゲート電極ＳＧの間（界面）に
、金属酸化物または金属シリケートからなる金属元素含有層１７ｂを設けている。更に、
本実施の形態の半導体装置では、メモリ周辺回路部の素子部Ａ３のＭＩＳＦＥＴにおいて
、絶縁膜１７ａとゲート電極２５ｂの間（界面）に、金属酸化物または金属シリケートか
らなる金属元素含有層１７ｂを設けている。
【０２０３】
　このため、本実施の形態の半導体装置（不揮発性半導体記憶装置）においては、上記実
施の形態１で説明したメモリセル部Ａ１のメモリセルのデータ保持特性や書換え耐性など
、メモリ特性を向上できるだけでなく、メモリ周辺回路部の素子部Ａ３の高速化を同時に
実現できる特徴をもつ。
【０２０４】
　本実施の形態では、メモリセル部Ａ１において絶縁膜１７ａと選択ゲート電極ＳＧの間
に金属元素含有層１７ｂを設け、かつ素子部Ａ３において絶縁膜１７ａとゲート電極２５
ｂの間に金属元素含有層１７ｂを設けていることにより、メモリセル部Ａ１の選択トラン
ジスタのしきい電圧と、素子部Ａ３のＭＩＳＦＥＴ（ゲート電極２５ｂによって構成され
るＭＩＳＦＥＴ）のしきい電圧を制御（高しきい値化）することができる。このため、メ
モリセル部Ａ１の選択トランジスタ（選択ゲート電極ＳＧの下）のチャネル領域（半導体
領域１０ａ）と、メモリ周辺回路部の素子部Ａ３のトランジスタ（ゲート電極２５ｂの下
）のチャネル領域の不純物濃度を減少させることができる。これにより、不純物イオンに
よるキャリアのクーロン散乱が小さくなるのでチャネルの移動度が大きく向上し、メモリ
セル部Ａ１の選択トランジスタおよび素子部Ａ３のＭＩＳＦＥＴ（トランジスタ）を同時
に高速化することができる。更に、メモリセル部Ａ１のメモリトランジスタ（メモリゲー
ト電極ＭＧの下）のチャネル領域（半導体領域１０ｂ）の移動度は、そこに注入される不
純物イオンの総量（上記イオン注入６とイオン注入１８で導入される不純物量の和）によ
って決定される。本実施の形態によると、上記実施の形態１と同様に、メモリセル部Ａ１
のメモリトランジスタのチャネル領域（半導体領域１０ｂ）における不純物イオンの総量
を減らすことができるため、メモリトランジスタの移動度が向上し、高速化できる。以上
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のように、本実施の形態によって、メモリセル部Ａ１の選択トランジスタおよびメモリト
ランジスタ、更に周辺回路部の素子部Ａ３のＭＩＳＦＥＴ（トランジスタ）を、ともに高
速化することが可能である。従って、不揮発性メモリを有する半導体装置の性能を向上さ
せることができる。また、不揮発性メモリを有する半導体装置の信頼性を向上させること
ができる。
【０２０５】
　このように、本実施の形態によって、上記実施の形態１で説明したメモリセルのデータ
保持特性の向上や書換え耐性の向上に加え、更にメモリ周辺回路部のトランジスタの高速
化を実現することができる。
【０２０６】
　なお、本実施の形態でも、上記実施の形態１と同様に、金属元素含有層１７ｂにハフニ
ウムシリケートまたはアルミナを用いることができることはもちろん、ハフニウム酸化物
（ＨｆＯ２）、ジルコニウム酸化物（ＺｒＯ２）またはその他の金属酸化物で絶縁体であ
るもの、または、これら金属酸化物（ハフニウム酸化物、ジルコニウム酸化物またはその
他の金属酸化物）と酸化シリコンとの化合物であるシリケート、または、ハフニウム酸化
物とアルミナの化合物など複数の金属酸化物の化合物を、金属元素含有層１７ｂに用いる
こともできる。これらのいずれの材料を金属元素含有層１７ｂに用いた場合も、多結晶シ
リコン電極（選択ゲート電極ＳＧ）界面のフェルミレベルピニングによるしきい電圧の変
化によって、メモリセル部Ａ１の選択トランジスタやメモリ周辺回路部の素子部Ａ３のト
ランジスタ（ＭＩＳＦＥＴ）のしきい電圧を調整することができ、両トランジスタの性能
を向上することができる。但し、本実施の形態の場合、メモリ周辺回路部の素子部Ａ３の
ｐチャネル型ＭＩＳＦＥＴとｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴの両方のしきい電圧調整が必要で
あるため、金属元素含有層１７ｂを構成する金属元素の絶縁膜１７,１７ｃにおける面密
度（すなわち絶縁膜１７，１７ｃにおける金属元素含有層１７ｂの金属量）は、１×１０
１５原子／ｃｍ２以下に調整することがより望ましい。
【０２０７】
　また、本実施の形態では、メモリセル部Ａ１の選択ゲート電極ＳＧおよび素子部Ａ３の
ゲート電極２５ｂの形成前に、絶縁膜１４上に金属元素含有層１５を堆積する方法を用い
たが、上記実施の形態１の上記図２８～図３１を参照して説明したように、絶縁膜１４上
に、金属元素含有層１５を堆積しないで多結晶シリコン膜１６を堆積し、その後、イオン
注入法で、多結晶シリコン膜１６と絶縁膜１４の界面にハフニウムなどの金属元素をイオ
ン注入して、金属元素含有層１７ｂに相当するもの（金属元素含有層１５ａ）を形成する
こともできる。この場合、メモリセル部Ａ１の選択トランジスタのゲート絶縁膜である絶
縁膜１７の金属元素含有層１７ｂと、メモリ周辺回路部の素子部Ａ３のＭＩＳＦＥＴのゲ
ート絶縁膜である絶縁膜１７ｃの金属元素含有層１７ｂとが、上記イオン注入５０の工程
で形成された上記金属元素含有層１５ａによって構成される。この場合も、金属元素含有
層１５ａ（金属元素含有層１７ｂ）を形成するイオン注入５０の注入量を調整することに
よって、上記図２１および図２７で説明したように、メモリセル部Ａ１の選択トランジス
タやメモリ周辺回路部の素子部Ａ３のＭＩＳＦＥＴのしきい電圧（フラットバンド電圧）
を制御することができる。また、金属元素含有層１７ｂに相当するものを形成するのにイ
オン注入法を用いることで、しきい電圧を変化させたい限られた領域にのみ金属種やその
量を変えて金属元素を導入できる。
【０２０８】
　また、選択トランジスタ１つとメモリトランジスタ1つで一つのメモリセルを形成した
場合について説明したが、本実施の形態においても、上記実施の形態１の図３２のように
、選択ゲート電極ＳＧの片側にある多結晶シリコンスペーサ２３を除去する工程をなくし
て、選択ゲート電極ＳＧの両方の側壁上に絶縁膜２１を介してメモリゲート電極ＭＧを形
成し、それによって、選択トランジスタ一つとメモリトランジスタ２つからなるメモリセ
ルを形成することもできる。このようなメモリセルの場合、一つのメモリセルで２ビット
の情報を記憶することも可能である。このようなメモリセルの場合も、本実施の形態を適
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用することで、データ保持特性の向上、書換え耐性の向上、メモリトランジスタのしきい
電圧のばらつき低減などを実現することができる。
【０２０９】
　（実施の形態３）
　上記実施の形態１，２では、電荷蓄積部にトラップ性絶縁膜（上記絶縁膜２１に対応）
を用いたスプリットゲート型メモリセルに本発明を適用した場合について説明したが、本
実施の形態は、フローティングゲート方式のスプリットゲート型メモリセルに本発明を適
用したものである。
【０２１０】
　本実施の形態では、半導体装置（不揮発性半導体記憶装置）のうちメモリセル部のみを
抜き出し、メモリセル部の製造工程と構造について、図４１～図４５を用いて説明する。
【０２１１】
　図４１～図４５は、本実施の形態の半導体装置の製造工程中の要部断面図であり、メモ
リセル部（上実施の形態１，２のメモリセル部Ａ１に対応する領域）が示され、上実施の
形態１，２のメモリ周辺回路部（高耐圧素子部Ａ２および通常の素子部Ａ３）に対応する
領域などは、図示を省略している。
【０２１２】
　本実施の形態の半導体装置を製造するには、まず、図４１に示されるように、上記実施
の形態１と同様の半導体基板１に素子分離領域（上記素子分離領域２に対応するもの、こ
こでは図示せず）を形成してから、ｐ型の不純物をイオン注入することなどにより、半導
体基板１表面に、所定の深さに渡ってｐ型ウエル３を形成する。
【０２１３】
　次に、後で形成される選択トランジスタのしきい電圧を調整するために、ｐ型ウエル３
に対してイオン注入６ａを行う。このイオン注入６ａは、上記実施の形態１，２のイオン
注入６に相当するものであり、イオン注入６ａでは、例えばボロン（Ｂ：ホウ素）などの
ｐ型の不純物をイオン注入する。このイオン注入６ａによって、ｐ型ウエル３の上層部分
に、上記実施の形態１，２の半導体領域１０ａに相当する半導体領域（ｐ型半導体領域）
１０ｃが形成される。
【０２１４】
　イオン注入６ａは、メモリセル部に形成する選択トランジスタのしきい電圧が所望の値
となるように、後で選択トランジスタのチャネル領域として機能する半導体領域１０ｃの
不純物濃度を調整するために導入される。上記実施の形態１，２と同様に、本実施の形態
においても、金属元素含有層１７ｂ（この段階では未形成）を設けることにより、金属元
素含有層１７ｂを設けない場合に比べて選択トランジスタのしきい電圧が高くなるので、
それを考慮し、金属元素含有層１７ｂを設けない場合に必要なドーズ量よりも少ないドー
ズ量で、イオン注入６ａを行う。
【０２１５】
　次に、希釈フッ酸洗浄などによって半導体基板１の表面の自然酸化膜を除去した後、酸
化（熱酸化）して、図４２に示されるように、酸化シリコン膜からなる絶縁膜１４を形成
する。なお、絶縁膜１４として、酸化シリコン膜の代わりに酸窒化シリコン膜を用いるこ
ともできる。それから、絶縁膜１４上に、上記実施の形態１，２と同様の金属元素含有層
１５を同様の手法を用いて形成する。従って、金属元素含有層１５は、金属酸化物膜また
は金属シリケート膜からなる。なお、この金属元素含有層１５中に含まれる金属元素の量
と、メモリセルの選択ゲート電極の下のチャネル領域（半導体領域１０ｃに対応）の不純
物濃度とによって、選択トランジスタのしきい電圧を調整することができる。
【０２１６】
　金属元素含有層１５の堆積後、必要に応じて、プラズマ窒化処理やアンモニア雰囲気中
の熱処理などにより、窒素を金属元素含有層１５に導入してもよい。その後、必要に応じ
て希釈酸素中で比較的高温の熱処理を行うことなどにより、余分な窒素を気化させること
もできる。
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【０２１７】
　次に、半導体基板１上（すなわち金属元素含有層１５を堆積した絶縁膜１４上）に、例
えばＣＶＤ法などを用いて、例えば１５０ｎｍ程度の厚みを有する多結晶シリコン膜１６
を堆積し、多結晶シリコン膜１６に、例えばリン（Ｐ）などのｎ型の不純物を高濃度にド
ーピングした後、導入した不純物の活性化のための熱処理を行なう。それから、ＣＶＤ法
などを用いて、多結晶シリコン膜１６上に、例えば１５０ｎｍ程度の厚みを有する酸化シ
リコン膜（絶縁膜）６０を堆積する。その後、フォトリソグラフィ法およびドライエッチ
ング法などを用いて、酸化シリコン膜６０と多結晶シリコン膜１６を選択的にエッチング
（除去）して、メモリセルの選択ゲート電極ＳＧ２を形成する。選択ゲート電極ＳＧ２は
、パターニングされた多結晶シリコン膜１６からなり、選択ゲート電極ＳＧ２上には、酸
化シリコン膜６０が残存している。これにより、後述するメモリゲート電極ＭＧ２の形成
予定領域が露出される。選択ゲート電極ＳＧ２は、上記実施の形態１，２の選択ゲート電
極ＳＧに相当するものである。
【０２１８】
　選択ゲート電極ＳＧ２の下に残存する絶縁膜１４および金属元素含有層１５が、選択ゲ
ート電極ＳＧ２とチャネル領域（半導体領域１０ｃ）の間に位置して選択トランジスタの
ゲート絶縁膜として機能する絶縁膜（ゲート絶縁膜、第１の層）１７ｄとなる。このため
、選択トランジスタのゲート絶縁膜である絶縁膜１７ｄは、絶縁膜１４により構成される
絶縁膜１７ａと、絶縁膜１７ａ（１４）上の金属元素含有層１５により構成される金属元
素含有層１７ｂの積層構造を有している。絶縁膜１４は酸化シリコン膜または酸窒化シリ
コン膜により形成されているので、絶縁膜１７ｂは酸化シリコン膜または酸窒化シリコン
膜からなる。
【０２１９】
　絶縁膜１７ｄは、上記実施の形態１，２の絶縁膜１７に相当するものであり、絶縁膜１
７と同様の構成を有している。すなわち、本実施の形態の選択トランジスタ（選択ゲート
電極ＳＧ２によりなるＭＩＳＦＥＴ）のゲート絶縁膜（すなわち選択ゲート電極ＳＧ２の
下に位置する絶縁膜１７ｄ）は、上記実施の形態１，２の選択トランジスタのゲート絶縁
膜（すなわち選択ゲート電極ＳＧの下に位置する絶縁膜１７）と同様の構成を有している
。
【０２２０】
　次に、必要に応じて、選択ゲート電極ＳＧ２をイオン注入阻止マスクとして用いて、不
純物のイオン注入１８ａを行う。イオン注入工程１８ａは、上記実施の形態１，２のイオ
ン注入１８に相当するものである。このイオン注入１８ａにより、メモリセル部において
、選択ゲート電極ＳＧ２で覆われていない領域に不純物がイオン注入され、それによって
、ｐ型ウエル３（内の半導体領域１０ｃ）の選択ゲート電極ＳＧ２で覆われていない領域
に、イオン注入１８ａによる不純物が導入された半導体領域１０ｄが形成される。これに
より、図４２の構造が得られる。イオン注入１８ａで注入する不純物は、必要に応じて、
ｎ型の不純物（例えばヒ素またはリンなど）を選択することができる。
【０２２１】
　このイオン注入１８ａで導入した不純物と、上記イオン注入６ａで導入された不純物と
により、後で形成されるメモリゲート電極ＭＧ２の下の領域（チャネル領域）の不純物濃
度（不純物の電荷密度）を調整する。また、上記実施の形態１，２と同様に、本実施の形
態においても、金属元素含有層１７ｂを設けることにより、金属元素含有層１７ｂを設け
ない場合に比べて、上記イオン注入６ａで導入する不純物の量（ドーズ量）を減らすこと
ができるため、メモリトランジスタのしきい電圧低下のために必要なイオン注入１８ａで
導入する不純物の注入量（ドーズ量）を減らすことができる。
【０２２２】
　次に、図４３に示されるように、フォトレジストパターン（図示せず）をイオン注入阻
止マスクとして選択ゲートＳＧ２の片側に、リン（Ｐ）などのｎ型不純物を高濃度にイオ
ン注入し、ｎ型半導体領域６１を形成する。ｎ型半導体領域６１は、ソース・ドレインと
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して機能する半導体領域であり、選択ゲートＳＧ２の片側のｐ型ウエル３に形成される。
【０２２３】
　次に、犠牲酸化した後、半導体基板１上に熱酸化により例えば１０ｎｍ程度の厚みの酸
化シリコン膜６２ａを形成する。この際、選択ゲート電極ＳＧ２の側面も酸化されて、酸
化シリコン膜６２ｂが選択ゲート電極ＳＧ２の側面に形成される。これにより、図４３の
構造が得られる。
【０２２４】
　次に、半導体基板１上にＣＶＤ法などを用いて、アモルファスシリコン膜を堆積し、こ
のアモルファスシリコン膜を異方性エッチングによりエッチバックすることなどにより、
図４４に示されるように、フローティングゲート電極（浮遊ゲート、浮遊ゲート電極）Ｆ
Ｇを形成する。フローティングゲート電極ＦＧの下の酸化シリコン膜６２ａがフローティ
ングゲート電極ＦＧのゲート絶縁膜として機能することができる。
【０２２５】
　次に、半導体基板１上に熱酸化により例えば４～７ｎｍ程度の厚みの第１酸化シリコン
膜を形成し、その第１酸化シリコン膜上に例えば８～１０ｎｍ程度の厚みの窒化シリコン
膜を堆積（形成）し、その窒化シリコン膜上に例えば７～８ｎｍ程度の厚みの第２酸化シ
リコン膜を堆積（形成）して、これら第１酸化シリコン膜、窒化シリコン膜および第２酸
化シリコン膜の積層膜からなる絶縁膜（ＯＮＯ積層膜）６３を形成する。なお、図４５に
おいては、図面を見易くするために、第１酸化シリコン膜、窒化シリコン膜および第２酸
化シリコン膜の積層膜を、単に絶縁膜６３として図示している。
【０２２６】
　次に、半導体基板１上にリン（Ｐ）などをドーピングした多結晶シリコン膜６４をＣＶ
Ｄ法などを用いて堆積（形成）する。次いで、これを公知のリソグラフィとドライエッチ
ング技術によりパターニングする。このパターニングされた多結晶シリコン膜６４（多結
晶シリコン膜６４のうち絶縁膜６３を介してフローティングゲート電極ＦＧ上に位置する
部分）が、メモリトランジスタのメモリゲート電極ＭＧ２として機能することができる。
これにより、図４５に示されるようなメモリセルの基本構造が完成する。その後、必要に
応じて層間絶縁膜や配線などが形成されるが、ここではその説明は省略する。
【０２２７】
　本実施の形態では、電荷蓄積部に絶縁膜（絶縁膜６２ａ，６２ｂ，６３）で周囲を覆わ
れたフローティングゲート電極ＦＧを用いたフローティングゲート方式のスプリットゲー
ト型のメモリセルにおいて、選択トランジスタ（選択ゲート電極ＳＧ２により形成される
トランジスタ）のゲート絶縁膜を、上記実施の形態１，２の選択トランジスタのゲート絶
縁膜と同様の構成としたことを特徴としている。
【０２２８】
　すなわち、上記実施の形態１，２では、メモリゲート電極ＭＧと半導体基板１（半導体
領域１０ｂ）との間に形成され、内部に電荷蓄積部を有する層（第２の層）が、ＯＮＯ積
層膜（絶縁膜２１）により構成されていたのに対して、本実施の形態では、メモリゲート
電極ＭＧ２と半導体基板１（半導体領域１０ｂ）との間に形成され、内部に電荷蓄積部を
有する層（第２の層）が、周囲を絶縁膜（絶縁膜６２ａ，６２ｂ，６３）で覆われた導電
膜（フローティングゲート電極ＦＧ）により構成されたものであり、フローティングゲー
ト電極ＦＧ（導電膜）が電荷蓄積部として機能する。
【０２２９】
　本実施の形態においても、選択トランジスタ（選択ゲート電極ＳＧ２により形成される
トランジスタ）のゲート絶縁膜を、酸化シリコンまたは酸窒化シリコンの単体膜で形成せ
ずに、酸化シリコンまたは酸窒化シリコンからなる絶縁膜１７ａと選択ゲート電極ＳＧ２
の間（界面）に、金属酸化物または金属シリケートからなる金属元素含有層１７ｂを設け
ている。これにより、選択トランジスタならびにメモリトランジスタのしきい電圧の調整
を行うことによって、データの保持特性の向上やメモリの高速化などを実現できる。
【０２３０】
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　すなわち、本実施の形態においても、メモリセルの選択トランジスタのゲート絶縁膜を
上記実施の形態１，２と同様の構成とする（すなわち絶縁膜１７ａと選択ゲート電極ＳＧ
２の間に金属元素含有層１７ｂを設ける）ことで、金属元素含有層１７ｂを設けなかった
場合と比べて、しきい電圧が同じであれば、上記実施の形態１，２で説明したように、選
択トランジスタおよびメモリトランジスタ両方のチャネル領域（図４５において選択トラ
ンジスタのチャネル領域が半導体領域１０ｃに対応し、メモリトランジスタのチャネル領
域が半導体領域１０ｄに対応する）の不純物濃度を抑制（低減）することができる。この
ため、チャネルの移動度の向上や、しきい電圧のばらつきを抑制することができる。その
結果、不揮発性メモリの書換え耐性の向上とデータ保持特性を向上させることができる。
従って、不揮発性メモリを有する半導体装置の性能を向上させることができる。また、不
揮発性メモリを有する半導体装置の信頼性を向上させることができる。
【０２３１】
　また、本実施の形態においても、上記実施の形態１，２で説明したように、金属元素含
有層１７ｂ（１５）中の金属の量や、チャネル領域（半導体領域１０ｃ，１０ｄ）の不純
物濃度、トランジスタの極性を必要に応じて変更することが可能である。
【０２３２】
　また、本実施の形態においても、上記実施の形態１の上記図２８～図３１を参照して説
明したように、絶縁膜１４上に、金属元素含有層１５を堆積しないで多結晶シリコン膜１
６を堆積し、その後、イオン注入法で、多結晶シリコン膜１６と絶縁膜１４の界面にハフ
ニウムなどの金属元素をイオン注入して、金属元素含有層１７ｂに相当するもの（金属元
素含有層１５ａ）を形成することもできる。
【０２３３】
　（実施の形態４）
　上記実施の形態１～３では、選択トランジスタとメモリトランジスタのゲート（ゲート
電極）が分離したスプリットゲート型メモリセルに本発明を適用した場合について説明し
たが、本実施の形態は、選択トランジスタとメモリトランジスタのゲート（ゲート電極）
が共通化したメモリセルに本発明を適用したものである。本実施の形態では、メモリトラ
ンジスタにフローティングゲート方式を用いる場合を例に挙げて、メモリセル部の製造工
程と構造について、図４６～図５０を用いて説明する。
【０２３４】
　図４６～図５０は、本実施の形態の半導体装置の製造工程中の要部断面図であり、メモ
リセル部（上実施の形態１，２のメモリセル部Ａ１に対応する領域）が示され、上実施の
形態１，２のメモリ周辺回路部（高耐圧素子部Ａ２および通常の素子部Ａ３）に対応する
領域などは、図示を省略している。
【０２３５】
　本実施の形態の半導体装置を製造するには、まず、図４６に示されるように、上記実施
の形態１と同様の半導体基板１に素子分離領域（上記素子分離領域２に対応するもの、こ
こでは図示せず）を形成してから、ｐ型の不純物をイオン注入することなどにより、半導
体基板１表面に、所定の深さに渡ってｐ型ウエル３を形成する。
【０２３６】
　次に、後で形成されるトランジスタ（メモリトランジスタ）のしきい電圧を調整するた
めに、ｐ型ウエル３に対してイオン注入６ｂを行う。イオン注入６ｂでは、例えばボロン
（Ｂ：ホウ素）などのｐ型の不純物をイオン注入する。このイオン注入６ｂによって、ｐ
型ウエル３の上層部分に、半導体領域（ｐ型半導体領域）１０ｅが形成される。
【０２３７】
　イオン注入６ｂは、メモリセル部に形成するトランジスタのしきい電圧が所望の値とな
るように、後でチャネル領域として機能する半導体領域１０ｅの不純物濃度を調整するた
めに導入される。上記実施の形態１～３と同様に、本実施の形態においても、金属元素含
有層１７ｂ（この段階では未形成）を設けることにより、金属元素含有層１７ｂを設けな
い場合に比べてしきい電圧が変化するので、それを考慮し、金属元素含有層１７ｂを設け
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ない場合に必要なドーズ量よりも少ないドーズ量で、イオン注入６ｂを行う。なお、イオ
ン注入６ｂは、ボロン（Ｂ）不純物とｎ型の砒素（Ａｓ）不純物の導入を連続で行い、埋
め込みチャネル方式によって、さらにしきい電圧を低下させることもできる。
【０２３８】
　次に、希釈フッ酸洗浄などによって半導体基板１の表面の自然酸化膜を除去した後、酸
化（熱酸化）して、フローティングゲート下のゲート絶縁膜となる酸化シリコン膜７１を
形成する。それから、ＣＶＤ法などにより、半導体基板１上（すなわち酸化シリコン膜７
１上）に、フローティングゲート電極となるアモルファスシリコン膜７２と、酸化シリコ
ン膜７３を順次堆積する。そして、フォトリソグラフィ法およびドライエッチング法など
を用いて、酸化シリコン膜７３とアモルファスシリコン膜７２と酸化シリコン膜７１を選
択的にエッチング（パターニング）して、絶縁膜７１、アモルファスシリコン膜７２およ
び酸化シリコン膜７３のパターニングされた積層体を形成する。このパターニングされた
アモルファスシリコン膜７２がフローティングゲート電極（浮遊ゲート、浮遊ゲート電極
）ＦＧ２となり、フローティングゲート電極ＦＧ２の下の絶縁膜７１がゲート絶縁膜７１
ａとなる。このようにして、図４７の構造が得られる。
【０２３９】
　次に、図４８に示されるように、フローティングゲート電極ＦＧ２の片側（のｐ型ウエ
ル３）にソース・ドレインとして機能するｎ型半導体領域（不純物拡散層）７４を形成す
る。ｎ型半導体領域は、フローティングゲート電極ＦＧ２の他の片側をフォトレジストパ
ターン（図示せず）で覆った状態でリン（Ｐ）などのｎ型不純物を高濃度にイオン注入す
ることなどにより形成することができる。それから、必要に応じて、図４８で矢印で模式
的に示されているように、酸化シリコン膜７３およびフローティングゲート電極ＦＧ２を
イオン注入阻止マスクにして、不純物のイオン注入１８ｂを行い、選択トランジスタのチ
ャネル領域の不純物濃度を調整する。このイオン注入１８ｂにより、メモリセル部におい
てフローティングゲート電極ＦＧ２で覆われていない領域に不純物がイオン注入され、そ
れによって、ｐ型ウエル３（内の半導体領域１０ｅ）のフローティングゲート電極ＦＧ２
で覆われていない領域に、イオン注入１８ｂによる不純物が導入された半導体領域１０ｆ
が形成される。これにより、図４８の構造が得られる。なお、半導体領域１０ｆを先に形
成してから、ｎ型半導体領域７４を形成することもできる。
【０２４０】
　図４９に示されるように、酸化（熱酸化）して、半導体基板１表面に、選択トランジス
タのゲート絶縁膜となる酸化シリコン膜７６ａを形成する。このとき、フローティングゲ
ート電極ＦＧ２の側面も酸化されて、フローティングゲート電極ＦＧ２の側面に酸化シリ
コン膜７６ｂが形成される。この酸化シリコン膜７６ｂは、フローティングゲート電極Ｆ
Ｇ２と後で形成されるメモリゲート（ここではゲート電極ＧＤが兼ねる）の間に介在して
両者を電気的に分離する。なお、図４９では、酸化シリコン膜７６ｂと酸化シリコン膜７
３は、いずれも酸化シリコンからなるので一体化して図示している。
【０２４１】
　次に酸化シリコン膜７３，７６ａ，７６ｂ上に、上記実施の形態１～３と同様の金属元
素含有層１５を同様の手法を用いて形成する。従って、金属元素含有層１５は、金属酸化
物膜または金属シリケート膜からなる。なお、この金属元素含有層１５中に含まれる金属
元素の量と、トランジスタ（のゲート電極）下のチャネル領域（半導体領域１０ｅ，１０
ｆに対応）の不純物濃度とによって、メモリトランジスタと選択トランジスタのしきい電
圧を調整することができる。
【０２４２】
　金属元素含有層１５の堆積後、必要に応じて、プラズマ窒化処理やアンモニア雰囲気中
の熱処理などにより、窒素を金属元素含有層１５に導入してもよい。その後、必要に応じ
て希釈酸素中で比較的高温の熱処理を行うことなどにより、余分な窒素を気化させること
もできる。
【０２４３】
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　次に、図５０に示されるように、ＣＶＤ法などにより、半導体基板１上に、リン（Ｐ）
などをドーピングした多結晶シリコン膜７８を堆積（形成）し、フォトリソグラフィ法お
よびドライエッチング法などを用いて多結晶シリコン膜７８をパターニングすることで、
選択トランジスタとメモリトランジスタに共通なゲート電極ＧＤを形成する。その後、イ
オン注入法などを用いてゲート電極ＧＤの片側に、ソース・ドレインとして機能し得るｎ
型半導体領域７９を形成する。これにより、図５０に示されるメモリセルの基本構造が完
成する。その後、必要に応じて層間絶縁膜や配線などが形成されるが、ここではその説明
は省略する。
【０２４４】
　本実施の形態のメモリセル構造において、書込みは、ソースサイドインジェクション方
式によって、チャネルから電子をフローティングゲート（フローティングゲート電極ＦＧ
２）に注入することで行うことができる。また、消去は、ゲート電極ＧＤに正の高電圧を
印加することで、フローティングゲート（フローティングゲート電極ＦＧ２）に注入され
た電子を、ゲート電極ＧＤにトンネル現象によって引き抜くことで行うことができる。
【０２４５】
　本実施の形態のメモリセルは、ゲート電極ＧＤが、選択トランジスタのゲート電極とメ
モリトランジスタのゲート電極を兼ねている。そして、ゲート電極ＧＤの下に位置する酸
化シリコン膜７６ａおよび金属元素含有層１５の積層膜が、選択トランジスタのゲート絶
縁膜として機能する絶縁膜（ゲート絶縁膜）１７ｅとなり、ゲート電極ＧＤとフローティ
ングゲート電極ＦＧ２の間に位置する酸化シリコン膜７６ｂおよび金属元素含有層１５の
積層膜が、メモリトランジスタのゲート絶縁膜として機能する絶縁膜（ゲート絶縁膜）１
７ｆとなる。
【０２４６】
　このため、選択トランジスタのゲート絶縁膜である絶縁膜１７ｅとメモリトランジスタ
のゲート絶縁膜である絶縁膜１７ｆとは、いずれも、酸化シリコン膜７６ａまたは酸化シ
リコン膜７６ｂにより構成される絶縁膜１７ａと、絶縁膜１７ａ上の金属元素含有層１５
により構成される金属元素含有層１７ｂの積層構造を有している。酸化シリコン膜７６ａ
，７６ｂの代わりに酸窒化シリコン膜を形成した場合は、その酸窒化シリコン膜により、
絶縁膜１７ｅ，１７ｆの絶縁膜１７ａが構成される。
【０２４７】
　本実施の形態では、選択トランジスタとメモリトランジスタのゲート電極が共通化した
メモリセルにおいて、選択トランジスタとメモリトランジスタの両方のゲート絶縁膜を、
上記実施の形態１，２の選択トランジスタのゲート絶縁膜と同様の構成としたことを特徴
としている。すなわち、本実施の形態においても、選択トランジスタおよびメモリトラン
ジスタの両者のゲート絶縁膜を、酸化シリコンまたは酸窒化シリコンの単体膜で形成せず
に、酸化シリコンまたは酸窒化シリコンからなる絶縁膜１７ａとゲート電極ＧＤの間（界
面）に、金属酸化物または金属シリケートからなる金属元素含有層１７ｂを設けている。
これにより、選択トランジスタならびにメモリトランジスタのしきい電圧の調整を行うこ
とによって、各トランジスタのチャネル領域の不純物濃度を減少させることができ、デー
タの保持特性の向上、書換え耐性の向上、およびメモリの高速化などを実現できる。
【０２４８】
　すなわち、本実施の形態においては、選択トランジスタとメモリトランジスタ両方のゲ
ート絶縁膜を、上記実施の形態１，２の選択トランジスタのゲート絶縁膜と同様の構成と
する（すなわち絶縁膜１７ａとゲート電極ＤＧの間に金属元素含有層１７ｂを設ける）こ
とで、金属元素含有層１７ｂ（１５）を設けなかった場合と比べて、しきい電圧が同じで
あれば、上記実施の形態１，２で説明したように、メモリトランジスタおよび選択トラン
ジスタ両方のチャネル領域（図５０において半導体領域１０ｅ，１０ｆに対応）の不純物
濃度を抑制（低減）することができるため、チャネルの移動度を向上することができる。
また、フェルミレベルピニングは、上記非特許文献６にあるように、ゲートの仕事関数を
大きくすることに対応するので、例えば、ｐ型のシリコン基板と、ｎ型のシリコンゲート
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の仕事関数差が小さくなるため、保持状態（ゲート電極ＤＧの印加電圧ゼロ）において、
フローティングゲート電極ＦＧ２の上下のゲート絶縁膜に印加される電界が小さくなり、
データ保持特性が向上する効果がある。
【０２４９】
　従って、不揮発性メモリを有する半導体装置の性能を向上させることができる。また、
不揮発性メモリを有する半導体装置の信頼性を向上させることができる。
【０２５０】
　また、本実施の形態においても、上記実施の形態１，２で説明したように、金属元素含
有層１７ｂ（１５）中の金属の量や、チャネル領域（半導体領域１０ｅ，１０ｆ）の不純
物濃度、トランジスタの極性を必要に応じて変更することが可能である。
【０２５１】
　また、本実施の形態においても、上記実施の形態１の上記図２８～図３１を参照して説
明したように、金属元素含有層１５を堆積しないで多結晶シリコン膜７８を堆積し、その
後、イオン注入法で、多結晶シリコン膜７８と酸化シリコン膜７６ａの界面にハフニウム
などの金属元素をイオン注入して、金属元素含有層１７ｂに相当するもの（金属元素含有
層１５ａ）を形成することもできる。
【０２５２】
　また、本実施の形態では、フローティングゲート方式のメモリトランジスタについて説
明したが、フローティングゲートの代わりに窒化シリコン膜を用いてＭＯＮＯＳ方式のメ
モリトランジスタを適用することも可能である。
【０２５３】
　以上、本発明者によってなされた発明をその実施の形態に基づき具体的に説明したが、
本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変
更可能であることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０２５４】
　本発明は、不揮発積メモリを有する半導体装置およびその製造方法に適用して好適なも
のである。
【図面の簡単な説明】
【０２５５】
【図１】本発明の一実施の形態の半導体装置の要部断面図である。
【図２】本発明の一実施の形態の半導体装置の要部断面図である。
【図３】メモリセルの等価回路図である。
【図４】「書込」、「消去」および「読出」時における選択メモリセルの各部位への電圧
の印加条件の一例を示す表である。
【図５】本発明の一実施の形態の半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図６】図５に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図７】図６に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図８】図７に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図９】図８に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図１０】図９に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図１１】図１０に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図１２】図１１に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図１３】図１２に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図１４】図１３に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図１５】図１４に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図１６】図１５に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図１７】図１６に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図１８】図１７に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図１９】図１８に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
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【図２０】図１９に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図２１】金属元素含有層中に含まれる金属量を面密度に換算した量と、しきい電圧のシ
フト量の関係を示すグラフである。
【図２２】比較例の半導体装置の要部断面図である。
【図２３】消去状態で保持したときのメモリトランジスタのしきい電圧の２０年後の増大
量と、書換え前のメモリトランジスタのしきい電圧の関係を示すグラフである。
【図２４】不揮発性半導体記憶装置の作製条件および特性を示す表である。
【図２５】書換え前のメモリトランジスタのしきい電圧の中心値と書換え前のメモリトラ
ンジスタのしきい電圧のばらつきの関係を示すグラフである。
【図２６】不純物揺らぎによるしきい電圧のばらつきを示す式である。
【図２７】金属元素含有層中に含まれる金属量を面密度に換算した量と、しきい電圧のシ
フト量の関係を示すグラフである。
【図２８】本発明の他の実施の形態の半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図２９】図２８に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図３０】図２９に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図３１】図３０に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図３２】本発明の他の実施の形態の半導体装置の要部断面図である。
【図３３】本発明の他の実施の形態の半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図３４】図３３に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図３５】図３４に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図３６】図３５に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図３７】図３６に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図３８】図３７に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図３９】図３８に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図４０】図３９に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図４１】本発明の他の実施の形態の半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図４２】図４１に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図４３】図４２に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図４４】図４３に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図４５】図４４に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図４６】本発明の他の実施の形態の半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図４７】図４６に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図４８】図４７に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図４９】図４８に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図５０】図４９に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図５１】本発明者が検討した選択トランジスタとメモリトランジスタからなるスプリッ
トゲート型メモリセルを示す断面図である。
【図５２】１０万回書換え後の消去状態のメモリトランジスタのしきい電圧の時間変化を
示すグラフである。
【符号の説明】
【０２５６】
　１　半導体基板
　２　素子分離領域
　３,４，５　ｐ型ウエル
　６，６ａ，６ｂ，７，８　イオン注入
　１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ，１０ｅ，１０ｆ　半導体領域
１１，１２　ゲート絶縁膜
１３　多結晶シリコン膜
１４　酸化シリコン膜
１５，１５ａ　金属元素含有層
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１６　多結晶シリコン膜
１７，１７ｃ，１７ｄ，１７ｅ，１７ｆ　絶縁膜
１７ａ　絶縁膜
１７ｂ　金属元素含有層
１８，１８ａ，１８ｂ　イオン注入
２１　絶縁膜
２１ａ，２１ｃ　酸化シリコン膜
２１ｂ　窒化シリコン膜
２２　多結晶シリコン膜
２３　多結晶シリコンスペーサ
２４　酸化シリコン膜
２５ａ，２５ｂ　ゲート電極
３１，３２，３３　ｎ－型半導体領域
３４　側壁絶縁膜
３５，３６，３７　ｎ＋型半導体領域
３９　金属シリサイド層
４１　絶縁膜
４２　コンタクトホール
４３　プラグ
４４　層間絶縁膜
４５　配線開口部
４６　配線
５０　イオン注入
６０　酸化シリコン膜
６１　ｎ型半導体領域
６２ａ，６２ｂ　酸化シリコン膜
６３　絶縁膜
６４　多結晶シリコン膜
７１　酸化シリコン膜
７１ａ　ゲート絶縁膜
７２　アモルファスシリコン膜
７３　酸化シリコン膜
７４，７９　ｎ型半導体領域
７６ａ，７６ｂ　酸化シリコン膜
７８　多結晶シリコン膜
Ａ１　メモリセル部
Ａ２　高耐圧素子部
Ａ３　素子部
ＦＧ，ＦＧ２　フローティングゲート電極
ＧＤ　ゲート電極
ＭＣ　メモリセル
ＭＤ，ＭＳ　半導体領域
ＭＧ，ＭＧ２　メモリゲート電極
ＳＧ，ＳＧ２　選択ゲート電極
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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