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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の配線と第２の配線とに接続された記憶セルを備え、
　前記記憶セルは、複数の層を有し、
　前記複数の層は、
　　記憶層と、
　　前記記憶層に接し複数のカーボンナノチューブを含むカーボンナノチューブ含有層と
、
　を有し、
　前記複数のカーボンナノチューブのうちの少なくとも１つのカーボンナノチューブの端
は、前記記憶層に接触し、
　前記カーボンナノチューブ含有層は、前記記憶層とのあいだに設けられた間隙を有する
不揮発性記憶装置。
【請求項２】
　前記複数のカーボンナノチューブのうちの少なくとも１つのカーボンナノチューブは、
前記間隙中に延在しその端が前記記憶層に接触していることを特徴とする請求項１記載の
不揮発性記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、不揮発性記憶装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＮＡＮＤ型フラッシュメモリに代表される不揮発性メモリは、大容量データ格納用とし
て、携帯電話、デジタルスチルカメラ、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）メモリ、シリコ
ンオーディオ等に広く用いられている。また、新規のアプリケーションも急速に立ち上が
ってきており、その微細化および製造コスト低減が要求されている。特に、ＮＡＮＤ型フ
ラッシュメモリにおいては、複数のアクティブエリア（「ＡＡ」）がゲートコンダクタ（
「ＧＣ」）を共有している。これにより、実質的なクロスポイントセルを実現しており、
そのシンプルな構造ゆえに急速な微細化および製造コスト低減が進行している。しかしな
がら、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリは、しきい値変動によって情報を記憶するトランジス
タ動作を利用しており、さらなる特性の高均一化、高信頼性化、高速動作化、高集積化に
は限界があると言われている。
【０００３】
　これに対して、例えば、相変化型メモリ素子や抵抗変化型メモリ素子は、抵抗材料の可
変抵抗状態を利用するために、書き込み／消去動作においてトランジスタ動作が不要にな
る（例えば、特許文献１参照）。これにより、さらなる特性の高均一化、高信頼性化、高
速動作化、高集積化が期待される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２３５６３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、不揮発性記憶装置の消費電力を抑制する等して、その特性をさらに向
上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様によれば、第１の配線と第２の配線とに接続された記憶セルを備え、前
記記憶セルは、複数の層を有し、前記複数の層は、記憶層と、前記記憶層に接し複数のカ
ーボンナノチューブを含むカーボンナノチューブ含有層と、を有し、前記複数のカーボン
ナノチューブのうちの少なくとも１つのカーボンナノチューブの端は、前記記憶層に接触
し、前記カーボンナノチューブ含有層は、前記記憶層とのあいだに設けられた間隙を有す
る不揮発性記憶装置が提供される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、不揮発性記憶装置の消費電力を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】不揮発性記憶装置の記憶セル部の要部模式図である。
【図２】不揮発性記憶装置の記憶セル部の要部模式図である。
【図３】記憶セルの動作を説明する要部図である。
【図４】記憶セルの製造工程を説明する図である。
【図５】記憶セルの製造工程を説明する図である。
【図６】記憶セルの製造工程を説明する図である。
【図７】記憶セルの製造工程を説明する図である。
【図８】記憶セルの製造工程を説明する図である。
【図９】記憶セルの比較例を説明する図である。
【図１０】不揮発性記憶装置の記憶セル部の要部模式図である。
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【図１１】記憶セルの製造工程を説明する図である。
【図１２】記憶セルの製造工程を説明する図である。
【図１３】記憶セルの製造工程を説明する図である。
【図１４】記憶セルの製造工程を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。
【実施例１】
【００１１】
　図１は、不揮発性記憶装置の記憶セル部の要部模式図である。図１（ａ）には、記憶セ
ル部の要部立体模式図が示され、図１（ｂ）には、図１（ａ）の下部配線（ビットライン
：ＢＬ）１０と、上部配線（ワードライン：ＷＬ）１１とがクロスする位置に設けられた
記憶セル（記憶用単位要素）８０ａの断面図が示されている。
【００１２】
　図１（ａ）に示すように、不揮発性記憶装置の記憶部８０Ｍには、記憶セル８０ａを挟
み込む、下部配線１０および上部配線１１が設けられている。ここで、上部配線１１は、
第１の方向（図中のＸ軸方向）に延在し、第２の方向（図中のＹ軸方向）に周期的に配列
している。下部配線１０は、第１の方向に対して非平行な第２の方向（図中のＹ軸方向）
に延在し、第１の方向に周期的に配列している。すなわち、記憶セル８０ａは、互いにク
ロスする下部配線１０と上部配線１１との間（クロスポイント位置）に存在している。下
部配線１０、上部配線１１および記憶セル８０ａは、図中のＺ軸方向に積層することによ
り、不揮発性記憶装置の記憶密度の増加を図ることができる。
【００１３】
　また、図１（ｂ）に示すように、記憶セル８０ａにおいては、下部配線１０を下地とし
、下層から上層に向かって、メタル膜２０、ダイオード層２１、メタル膜２２、カーボン
ナノチューブを含む層（カーボンナノチューブ含有層：以下、ＣＮＴ含有層）２３、記憶
層である抵抗変化膜２４、メタル膜２５が設けられている。ここで、ＣＮＴ含有層２３に
関しては、導電性のあるカーボンナノチューブを有している。カーボンナノチューブが抵
抗変化膜２４に接しているので、抵抗変化膜２４の電極として機能する。抵抗変化膜２４
は、記憶層として機能する。
【００１４】
　また、メタル膜２５上には、ＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）用のストッパ
配線膜２６を配置している。そして、各記憶セル８０ａにおけるストッパ配線膜２６同士
を上部配線１１で接続している。各記憶セル８０ａにおいては、ダイオード層２１、ＣＮ
Ｔ含有層２３、抵抗変化膜２４が直列に接続されて、記憶セル８０ａの一方向に電流が流
れる構成となる。　
　さらに、上部配線１１上には、層間絶縁膜３０が設けられている。この層間絶縁膜３０
上には、上述した下部配線１０、記憶セル８０ａおよび上部配線１１が繰り返し積層して
いる。
【００１５】
　このように、記憶部８０Ｍは、下部配線１０、記憶セル８０ａおよび上部配線１１の組
が複数段に積層した構造を有している。隣接する記憶セル８０ａ間には、素子分離層４０
が設けられ、各記憶セル８０ａ間の絶縁が確保されている。記憶セル８０ａの幅は、１０
０ｎｍ以下である。なお、本実施の形態で「幅」というときは、特に断らない限り、Ｚ軸
方向に略垂直に部材を切断した場合の部材の切断面の径をいう。
【００１６】
　このような記憶部８０Ｍの下部配線１０と上部配線１１とを介して、所望の抵抗変化膜
２４に電圧を印加し、抵抗変化膜２４内に電流が流れると、抵抗変化膜２４は、第１の状
態と第２の状態との間を可逆的に遷移する。例えば、下部配線１０と上部配線１１とに与
える電位の組み合わせによって、抵抗変化膜２４の主面間に印加される電圧が変化し、抵
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抗変化膜２４の抵抗値が第１の状態あるいは第２の状態に可逆的に遷移する。これにより
、デジタル情報（「０」または「１」等）を記憶セル８０ａに記憶したり、デジタル情報
を記憶セル８０ａから消去したりすることができる。例えば、高抵抗状態を「０」とし、
低抵抗状態を「１」とするデータを書き込むことができる。この場合、「０」→「１」の
書き込みを「セット動作」といい、「１」→「０」の書き込みを「リセット動作」と言う
。
【００１７】
　抵抗変化膜２４の材質としては、印加される電圧によって抵抗値が可逆的に遷移可能な
可変抵抗材料、あるいは結晶状態と非晶質状態との間で可逆的に遷移可能な相変化材料な
どが挙げられる。　
　例えば、その材質として、ＺｎＭｎｘＯｙ、ＺｎＦｅｘＯｙ、ＮｂＯｘ、ＣｒドープＳ
ｒＴｉＯ３－ｘ、ＰｒｘＣａｙＭｎＯｚ、ＺｒＯｘ、ＮｉＯｘ、ＴｉドープＮｉＯｘ膜、
ＺｎＯｘ、ＴｉＯｘ、ＴｉＯｘＮｙ、ＣｕＯｘ、ＧｄＯｘ、ＣｕＴｅｘ、ＨｆＯｘ、Ｈｆ
ＡｌＯｘ、ＣＶＤ－Ｃ（炭素）、ＣＮ（窒化炭素）、両端に印加された電圧で発生するジ
ュール熱により抵抗状態が変わるカルコゲナイド系のＧＳＴ（ＧｅｘＳｂｙＴｅｚ）、Ｇ
ＳＴにドーピングを施したＮドープトＧＳＴ、ＯドープトＧＳＴ、ＧｅｘＳｂｙ、Ｉｎｘ

ＧｅｙＴｅｚ等から選択された少なくとも１つを含む材料が適用される。
【００１８】
　また、ＣＮＴ含有層２３は、絶縁膜２３ａ中にＣＮＴ２３ｃが分散した層が適用される
。絶縁膜２３ａは、酸化ケイ素（ＳｉＯ２）、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）、炭化酸化ケイ素
（ＳｉＯＣ）、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）等の酸化膜や、有機絶縁膜が該当する。絶縁
膜２３ａは、ｈｉｇｈ－ｋ材でもよく、ｌｏｗ－ｋ材でもよい。ここで、ＣＮＴ２３ｃは
、単層のシングルウォールナノチューブ（ＳＷＮＴ）であってもよく、複層のマルチウォ
ールナノチューブ（ＭＷＮＴ）であってもよい。ＳＷＮＴの場合は、ＣＮＴ２３ｃの径は
、２ｎｍ程度である。
【００１９】
　なお、下部配線１０、上部配線１１、ストッパ配線膜２６の材質は、例えば、高温熱耐
性に優れ、抵抗率の低いタングステン（Ｗ）が適用される。あるいは、窒化タングステン
（ＷＮ）、炭化タングステン（ＷＣ）、チタン（Ｔｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）等を用い
てもよい。　
　また、メタル膜２０、２２、２５の材質は、例えば、チタン（Ｔｉ）、窒化チタン（Ｔ
ｉＮ）、白金（Ｐｔ）等が適用される。　
　ダイオード層２１は、例えば、ポリシリコン（poly-Ｓｉ）を主成分とした整流素子で
あり、ＰＩＮ型ダイオード、ＰＮ接合ダイオード、ショットキーダイオード、ツェナーダ
イオード等が該当する。なお、ダイオード層２１の材質としては、シリコンの他、ゲルマ
ニウム（Ｇｅ）等の半導体材料、ＮｉＯ、ＴｉＯ、ＣｕＯ、ＩｎＺｎＯ等の金属酸化物の
半導体材料を組み合わせて用いてもよい。
【００２０】
　また、メタル膜２０、２２とダイオード層２１との安定したオーミックコンタクトを確
保するために、メタル膜２０、２２とダイオード層２１との界面にメタル膜２０、２２と
は成分の異なる層を設けてもよい。この層としては、例えば、金属シリサイド膜が挙げら
れる。金属シリサイド膜は、メタル膜２０、２２およびダイオード層２１にアニール処理
を施すことにより形成される。　
　また、リセット動作において抵抗変化膜２４の加熱を効率よく行うために、抵抗変化膜
２４の近傍にヒートシンク層を設けてもよい（図示しない）。　
　このように、不揮発性記憶装置の記憶部８０Ｍは、クロスポイント型のＲｅＲＡＭ（Re
sistance Random Access Memory）セルアレイ構造を有している。
【００２１】
　なお、記憶部８０Ｍは、図１（ａ）に示すＲｅＲＡＭセルアレイ構造のほか、図２に示
す構造としてもよい。　
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　図２は、不揮発性記憶装置の記憶セル部の要部模式図である。　
　図２に示すＲｅＲＡＭメモリセルアレイにおいては、ワードラインである上部配線１１
を各段毎に設けるのではなく、上部配線１１を共通化して、この上部配線１１の上下に記
憶セル８０ａを配置している。　
　例えば、図示する上部配線１１を対称軸として、上部配線１１の下方の記憶セル８０ａ
と、上部配線１１の上方の記憶セル８０ａとが線対称に配置している。　
　このような構造によれば、記憶密度の向上のほか、上部配線１１の共通化により、上部
配線１１への印加電圧遅延の抑制、書き込み動作および消去動作の迅速化、素子面積の低
減等がなされる。
【００２２】
　このように、本実施の形態の不揮発性記憶装置は、Ｘ軸方向に延在する上部配線１１と
、Ｘ軸方向に対して非平行なＹ軸方向に延在する下部配線１０と、上部配線１１と下部配
線１０とが交差する位置に、記憶セル８０ａを設け、記憶セル８０ａは、複数の積層膜か
らなり、積層膜は、記憶層と、記憶層に接するＣＮＴを含む層（実施例１では、ＣＮＴ含
有層２３）とを有する。
【００２３】
　また、ＣＮＴ含有層は、複数のＣＮＴ２３ｃが絶縁膜２３ａ中に分散した層であり、複
数のカーボンナノチューブ２３ｃの中の少なくとも１つのカーボンナノチューブ２３ｃの
一方の端は、記憶層に接触し、他方の端が下部配線１０に電気的に接続している。
【００２４】
　次に、記憶セル８０ａの動作について説明する。　
　図３は、記憶セルの動作を説明する要部図である。　
　まず、図３（ａ）には、記憶セル８０ａの初期状態が示されている。例えば、上述した
下部配線１０と上部配線１１との間に設けられた、メタル膜２２／ＣＮＴ含有層２３／抵
抗変化膜２４／メタル膜２５の順の積層膜が表示されている。従って、下部配線１０と上
部配線１１との間に電圧を印加すると、下部配線１０の電位は、メタル膜２２を介してＣ
ＮＴ含有層２３に伝導し、上部配線１１の電位は、メタル膜２５を介して抵抗変化膜２４
に伝導する。また、ＣＮＴ含有層２３中のＣＮＴ２３ｃの少なくとも１つは、抵抗変化膜
２４並びにメタル膜２２と接触している。これにより、抵抗変化膜２４とメタル膜２２と
が接触したＣＮＴ２３ｃを通じて導通する。　
　図３では、一例として、ＣＮＴ２３ｃの端が抵抗変化膜２４と接触している箇所を「部
分Ａ」とし、ＣＮＴ２３ｃの端がメタル膜２２と接触している箇所を「部分Ｂ」としてい
る。
【００２５】
　次に、メタル膜２２とメタル膜２５との間に、フォーミングを行うための電圧を印加す
る。これにより、ＣＮＴ２３ｃと抵抗変化膜２４とが接触している部分Ａを起点に、抵抗
変化膜２４内に低抵抗状態のフィラメント２４ｆが形成する。　
　この状態を、図３（ｂ）に示す。　
　例えば、図３（ｂ）では、部分Ａが複数ある場合を例示し、それぞれの部分Ａから抵抗
変化膜２４内の垂直方向にフィラメント２４ｆが伸びた形態が表示されている。また、低
抵抗状態のフィラメント２４ｆが抵抗変化膜２４内に形成したので、例えば、記憶セル８
０ａに、情報「１」が書き込まれたことになる。
【００２６】
　次に、記憶セル８０ａに対しリセット動作を行う。ここで、図３（ｂ）に示すように、
リセット動作前の部分Ａにおけるフィラメント２４ｆは、部分Ａ以外の抵抗変化膜２４よ
りも低抵抗状態にあるため、それぞれのフィラメント２４ｆに優先的に電流が流れる。こ
のリセット動作により、部分Ａにおけるフィラメント２４ｆは、低抵抗状態から高抵抗状
態「０」に変化する。すなわち、記憶セル８０ａ内の情報「１」は、情報「０」になり、
記憶セル８０ａから情報が消去されたことになる。　
　この状態を、図３（ｃ）に示す。



(6) JP 4913190 B2 2012.4.11

10

20

30

40

50

【００２７】
　次に、記憶セル８０ａに対しセット動作を行うと、それぞれの部分Ａにおけるフィラメ
ント２４ｆは、優先的に高抵抗状態「０」から低抵抗状態「１」へ変化する。　
　ここで、セット動作前においては、部分Ａにおけるフィラメント２４ｆは、図３（ｃ）
に示すように、高抵抗状態「０」にある。
【００２８】
　フィラメント２４ｆの抵抗が部分Ａ以外の抵抗変化膜２４の抵抗よりも小さい場合には
、フィラメント２４ｆの抵抗は、部分Ａ以外の抵抗変化膜２４の抵抗よりも相対的に小さ
い。このため、セット動作により、それぞれの部分Ａにおけるフィラメント２４ｆに優先
的に電流が流れる。
　一方、セット動作前のフィラメント２４ｆの抵抗が最初の高抵抗状態より高くなったと
しても、それぞれの部分Ａにおけるフィラメント２４ｆに優先的に電流が流れる。その理
由は、ＣＮＴ２３ｃとフィラメント２４ｆとは直接接しているので、フィラメント２４ｆ
部分における電界は、部分Ａ以外の抵抗変化膜２４の電界よりも強くなるからである。な
お、セット動作後の状態は、図３（ｂ）と同じである。
【００２９】
　このように、それぞれの部分Ａにおけるフィラメント２４ｆがセット動作によって優先
的に高抵抗状態「０」から低抵抗状態「１」へ変化する。また、それぞれの部分Ａにおけ
るフィラメント２４ｆがリセット動作によって優先的に低抵抗状態「１」から高抵抗状態
「０」へ変化する。換言すれば、記憶セル８０ａでは、部分Ａにおけるフィラメント２４
ｆが記憶のスイッチング（情報の書き込み、消去）に優先的に寄与する。
【００３０】
　このような記憶セル８０ａによれば、その消費電力は、抵抗変化膜２４に直接、メタル
膜２２を接触させた場合に比べより低減する。　
　例えば、ユニポーラ動作での評価では、以下のような結果を得ている。　
　評価用試料として、本実施の形態に係わる評価用試料ａと、比較例に係わる評価用試料
ｂを作製した。　
　評価用試料ａは、図３（ａ）に示すような構造をなし、メタル膜２２／ＣＮＴ含有層２
３／抵抗変化膜２４／メタル膜２５の順で積層膜が構成されている。これに対し、評価用
試料ｂは、図３（ｄ）に示すような構造をなし、ＣＮＴ含有層２３が介在せず、メタル膜
２２／抵抗変化膜２４／メタル膜２５の順で積層膜が構成されている。なお、メタル膜２
２、２５の材質は、窒化チタン（ＴｉＮ）である。メタル膜２２、２５の厚みは、５０ｎ
ｍである。抵抗変化膜２４の材質は、マンガン酸化物を主成分としている。記憶セル８０
ａの径（幅）は、５０μｍφ程度である。
【００３１】
　ここで、下部電極であるメタル膜２２を接地し、上部電極であるメタル膜２５に正電圧
を印加して、上述したスイッチング動作を評価用試料ａ、ｂに施した。結果は、評価用試
料ａのリセット電流は、評価用試料ｂのリセット電流の約１／１０になった。　
　リセット電流が低下する理由は、ＣＮＴ含有層２３がメタル膜２２と抵抗変化膜２４と
の間に介在することで、抵抗変化膜２４の実質的な面積がより小さくなったためと考察し
ている。例えば、その実質的な面積は、１／３以下にまで低減する。
【００３２】
　すなわち、評価用試料ａでは、抵抗変化膜２４に接触したフィラメント２４ｆを介して
、抵抗変化膜２４とメタル膜２２とが導通している。これにより、評価用試料ａでは、Ｃ
ＮＴ２３ｃが接触した部分Ａを起点に、抵抗変化膜２４内にフィラメント２４ｆが選択的
に形成する。ここで、ＣＮＴ２３ｃの径は、ＳＷＮＴの場合、２ｎｍ程度である。従って
、評価用試料ａでは、ＣＮＴ２３ｃの径に応じた極細のフィラメント２４ｆが抵抗変化膜
２４内に形成する。
【００３３】
　これに対し、評価用試料ｂでは、抵抗変化膜２４の主面全域とメタル膜２２の主面全域
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とが接触している。従って、評価用試料ｂでは、抵抗変化膜２４とメタル膜２２との接地
面積が圧倒的に評価用試料ａよりも大きい。このような状態では、抵抗変化膜２４内に極
細のフィラメントが選択的に形成し難い。また、評価用試料ｂでは、フィラメントの本数
も評価用試料ａよりも増える可能性がある。
【００３４】
　このように、本実施の形態に係わる評価用試料ａでは、フィラメント２４ｆの幅、もし
くはフィラメント２４ｆの本数を、比較例の評価用試料ｂに比べ、より低減させることが
できる。　
　また、リセット電流が約１／１０にまで低減するので、ダイオード層２１に流れる順方
向電流もより小さくなる。これにより、高性能のダイオード層を記憶セル８０ａ内に組み
込む必要がなくなる。その結果、不揮発性メモリのプロセスマージンが向上する。また、
不揮発性メモリの低コスト化がなされる。
【００３５】
　次に、記憶セル８０ａの製造方法について説明する。　
　図４～図８は、記憶セルの製造工程を説明する図である。　
　先ず、図４（ａ）に示すように、シリコン（Ｓｉ）、ガリウム砒素（ＧａＡｓ）等を主
成分とする半導体基板（図示しない）の上層に、平面状（べた状）の下部配線層１０Ａを
形成する。続いて、下部配線層１０Ａ上に、メタル膜２０／ダイオード層２１／メタル膜
２２の順で積層膜を形成する。下部配線層１０Ａ／メタル膜２０／ダイオード層２１／メ
タル膜２２は、例えば、スパッタリング法またはＣＶＤ法により形成する。
【００３６】
　次に、単層のＣＮＴ２３ｃが分散した溶液をメタル膜２２上に塗布する。溶媒としては
、有機溶剤（例えば、エタノール（Ｃ２Ｈ５ＯＨ）等）が該当する。これにより、メタル
膜２２上に、ＣＮＴ２３ｃおよび有機溶剤を含む塗布膜２３Ｍが形成する。この際、塗布
膜２３Ｍとメタル膜２２との界面には、いずれかのＣＮＴ２３ｃの一方の端がメタル膜２
２と接触する部分Ｂが発生する。
【００３７】
　次に、図４（ｂ）に示すように、塗布膜２３Ｍを加熱して有機溶剤を蒸発（気化）させ
る。これにより、塗布膜２３Ｍから有機溶剤が除去され、メタル膜２２上に複数のＣＮＴ
２３ｃのみが分散した層２３ｃａが形成する。それぞれのＣＮＴ２３ｃは、メタル膜２２
上で所定の間隔で離れている。
【００３８】
　次に、図５（ａ）に示すように、プラズマＣＶＤを用いて、ＣＮＴ２３ｃ間に絶縁膜２
３ａを埋め込み、ＣＮＴ含有層２３を形成する。絶縁膜２３ａは、ＣＮＴ２３ｃが絶縁膜
２３ａにより被覆される程度にまで形成する。　
　次に、図５（ｂ）に示すように、絶縁膜２３ａの上面側に低温条件下で、希フッ酸溶液
またはフッ酸蒸気を晒して、絶縁膜２３ａの上面側をエッチバックする。このエッチバッ
クにより、絶縁膜２３ａの表面から少なくとも１つのＣＮＴ２３ｃの他方の端が表出する
。
【００３９】
　次に、図６（ａ）に示すように、ＣＮＴ含有層２３上に、抵抗変化膜２４を成膜する。
これにより、部分Ａにおいて抵抗変化膜２４と接触し、部分Ｂにおいてメタル膜２２と接
触するＣＮＴ２３ｃがＣＮＴ含有層２３内に複数形成する。
【００４０】
　続いて、抵抗変化膜２４上に、メタル膜２５／ストッパ配線膜２６の順で積層膜を形成
する。抵抗変化膜２４／メタル膜２５／ストッパ配線膜２６は、例えば、スパッタリング
法またはＣＶＤ法により形成する。　
　ここまでの工程で形成した積層構造８１を、立体模式図で表すと、図６（ｂ）のように
なる。
【００４１】
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　次に、図６（ｂ）に示す積層構造８１に、選択的なエッチング処理を施す（図示しない
）。さらに、エッチングした部分に絶縁膜（素子分離層）を埋設して、図７（ａ）に示す
ように、積層構造８１内に素子分離層４０を形成する。素子分離層４０は、Ｙ軸方向に延
在している。この際、積層構造８１の最下層には、Ｙ軸方向に延在する下部配線１０が形
成する。
【００４２】
　次に、図７（ｂ）に示すように、積層構造８１に、平面状（べた状）の上部配線層１１
Ａを形成する。上部配線層１１Ａは、例えば、スパッタリング法またはＣＶＤ法により形
成する。続いて、上部配線層１１Ａ上に、マスク部材（酸化膜）９０をパターニングする
。
【００４３】
　このマスク部材９０の間には、Ｘ軸方向に延在する溝部９０ｔｒが形成されている。す
なわち、溝部９０ｔｒが延在する方向と、下部配線１０が延在する方向とは、略垂直の関
係にある。また、溝部９０ｔｒの底からは、上部配線層１１Ａが表出している。
【００４４】
　続いて、溝部９０ｔｒの下方に位置する積層構造８１を選択的にエッチングにより除去
する。例えば、溝部９０ｔｒから表出した部分の上部配線層１１Ａからメタル膜２０まで
をエッチングにより除去する。これにより、点線９１で示す部分の積層構造８１が除去さ
れる。そして、この後においては、この除去した部分に、素子分離層４０を埋設する。マ
スク部材９０については、ＣＭＰで除去する。
【００４５】
　このような製造工程により、図８に示す実施例１の記憶部８０Ｍが形成する。図示する
ように、下部配線１０と上部配線１１とがクロスする位置に、記憶セル８０ａが設けられ
ている。この図８に示される記憶セル８０ａは、図１に示す記憶セル８０ａに対応してい
る。
【００４６】
　なお、抵抗変化膜２４内に、極細のフィラメントを形成するには、図９に示す比較例１
００のように、メタル膜２２自体を極細にしたメタル層２２ａを抵抗変化膜２４の直下に
設ければ良いようにも思える。このような比較例１００によれば、メタル層２２ａ自体が
極細なので、メタル層２２ａの幅（細さ）に応じた極細のフィラメントが抵抗変化膜２４
内に形成するとも思える。
【００４７】
　しかしながら、通常のウェハプロセス（成膜技術、光リソグラフィ技術等）によって、
メタル層２２ａの幅をナノオーダーに近似させることは難しい。特に、メタル層２２ａの
幅が微細になるほど、その幅の制御が困難になる。また、メタル層２２ａの幅が微細にな
るほど、各記憶セルにおけるメタル層２２ａの幅にばらつきが生じる。さらに、ウェハプ
ロセス中に、極細のメタル層２２ａを形成すると、メタル層２２ａ自体の機械強度が弱く
なって、メタル層２２ａ自体が破損する場合もある。これにより、比較例１００では、安
定して記憶セルを駆動させることが難しくなる。　
　これに対し、本実施の形態では、簡便な方法で、メタル膜２２／ＣＮＴ含有層２３／抵
抗変化膜２４／メタル膜２５の積層構造を形成している。これにより、消費電力が低く、
生産性が高い記憶セル８０ａが形成する。
【００４８】
　なお、実際には、絶縁膜２３ａ中に分散しているＣＮＴ２３ｃ同士が互いに接触してい
る場合もある。従って、メタル膜２２と抵抗変化膜２４との電流経路は、部分Ａ（図３参
照）で抵抗変化膜２４と接触したＣＮＴ２３ｃおよびこのＣＮＴ２３ｃに接触した他のＣ
ＮＴを経由して形成されている場合もある。　
　しかし、このような場合であっても、部分Ａというピンポイントで、ＣＮＴ２３ｃと抵
抗変化膜２４とが接触していることには変わりがない。これにより、消費電力が大きく減
少する。これは、後述する実施例２でも同様である。
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【００４９】
　次に、実施例１の形態を変形した例について説明する。なお、以下の図では、実施例１
と同一の部材には同一の符号を付し、必要に応じて、その詳細な説明は省略する。
【実施例２】
【００５０】
　第２の実施の形態について説明する。　
　図１０は、不揮発性記憶装置の記憶セル部の要部模式図である。図１０では、記憶セル
８０ｂの要部構造のほか、記憶セル８０ｂの動作を説明する図も表示されている。　
　図１０（ａ）に示すように、記憶セル８０ｂには、メタル膜２２、ＣＮＴ含有層２３、
抵抗変化膜２４、メタル膜２５を有している。ＣＮＴ含有層２３は、抵抗変化膜２４との
あいだにギャップ（間隙）２７を有している。メタル膜２２／ＣＮＴ層２３／抵抗変化膜
２４／メタル膜２５からなる積層構造は、上述した下部配線１０と上部配線１１とのクロ
スする位置に設けられている。
【００５１】
　ここで、ＣＮＴ含有層２３に関しては、導電性のあるＣＮＴ２３ｃを有し、ＣＮＴ２３
ｃがギャップ２７中に伸びて抵抗変化膜２４に接するので、抵抗変化膜２４の電極として
機能する。ギャップ２７は、厚みが５０ｎｍ以下の空間である。記憶セル８０ｂにおいて
、メタル膜２２／ＣＮＴ含有層２３／抵抗変化膜２４／メタル膜２５からなる積層構造以
外は、記憶セル８０ａと同じである。なお、図１０（ａ）には、記憶セル８０ｂの初期状
態が示されている。
【００５２】
　次に、記憶セル８０ｂの動作について説明する。　
　まず、メタル膜２２とメタル膜２５との間に、フォーミングを行うための電圧を印加す
る。このとき、静電力あるいはファンデルワールス力よりＣＮＴ２３ｃの先端が抵抗変化
膜２４側に引き寄せられて、ＣＮＴ２３ｃの少なくともいずれか１つと抵抗変化膜２４と
が接触する。この接触した部分を部分Ａとする。　
　この状態を、図１０（ｂ）に示す。　
　ＣＮＴ２３ｃと抵抗変化膜２４が接触した瞬間には、下部配線１０と上部配線１１とが
導通するので、抵抗変化膜２４は、見かけ上、高抵抗状態から低抵抗状態へと変化する。
また、ＣＮＴ２３ｃの先端が抵抗変化膜２４に、一旦接触してしまうと、ファンデルワー
ルス力より、この接触した状態を維持する。
【００５３】
　続いて、メタル膜２２とメタル膜２５との間に電圧が印加されると、ＣＮＴ２３ｃと抵
抗変化膜２４とが接触している部分Ａを起点に、抵抗変化膜２４内に低抵抗状態のフィラ
メント２４ｆが形成する。例えば、図１０（ｂ）のように、部分Ａから抵抗変化膜２４内
の垂直方向に伸びるフィラメント２４ｆが形成する。　
　図１０（ｂ）では、部分Ａが１箇所ある場合を例示し、この部分Ａから抵抗変化膜２４
内の垂直方向にフィラメント２４ｆが伸びた形態が表示されている。また、低抵抗状態の
フィラメント２４ｆが抵抗変化膜２４内に形成したので、例えば、記憶セル８０ｂに、情
報「１」が書き込まれたことになる。
【００５４】
　なお、一旦接触したＣＮＴ２３ｃ以外のＣＮＴ２３ｃにおいては、抵抗変化膜２４に接
触し難い。その理由は、例えば、部分Ａにおいて一旦、選択的にフィラメント２４ｆと抵
抗変化膜２４とが接触してしまうと、部分Ａ以外の電界は、部分Ａよりもその強さが緩和
する（弱い）ためである。
【００５５】
　次に、記憶セル８０ｂに対しリセット動作を行う。ここで、図１０（ｂ）に示すように
、リセット動作前の部分Ａにおけるフィラメント２４ｆは、部分Ａ以外の抵抗変化膜２４
よりも低抵抗状態にあるため、それぞれのフィラメント２４ｆに優先的に電流が流れる。
このリセット動作により、部分Ａにおけるフィラメント２４ｆは、低抵抗状態から高抵抗
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状態「０」に変化する。すなわち、記憶セル８０ｂ内の情報「１」は、情報「０」になり
、記憶セル８０ｂから情報が消去されたことになる。　
　この状態を、図１０（ｃ）に示す。
【００５６】
　続いて、記憶セル８０ｂに対しセット動作を行うと、それぞれの部分Ａにおけるフィラ
メント２４ｆは、優先的に高抵抗状態「０」から低抵抗状態「１」へ変化する。　
　ここで、セット動作前においては、部分Ａにおけるフィラメント２４ｆは、図１０（ｃ
）に示すように、高抵抗状態「０」にある。
【００５７】
　フィラメント２４ｆの抵抗が部分Ａ以外の抵抗変化膜２４の抵抗よりも小さい場合には
、フィラメント２４ｆの抵抗は、部分Ａ以外の抵抗変化膜２４よりも相対的に小さい。こ
のため、セット動作により、それぞれの部分Ａにおけるフィラメント２４ｆに優先的に電
流が流れる。
　一方、セット動作前のフィラメント２４ｆの抵抗が最初の高抵抗状態より高くなったと
しても、それぞれの部分Ａにおけるフィラメント２４ｆに優先的に電流が流れる。その理
由は、ＣＮＴ２３ｃとフィラメント２４ｆとは直接接しているので、フィラメント２４ｆ
部分の電界は、部分Ａ以外の抵抗変化膜２４の電界よりも強くなるからである。なお、セ
ット動作後の状態は、図１０（ｂ）と同じである。　
　このように、それぞれの部分Ａにおけるフィラメント２４ｆがセット動作によって優先
的に高抵抗状態「０」から低抵抗状態「１」へ変化する。また、それぞれの部分Ａにおけ
るフィラメント２４ｆがリセット動作によって優先的に低抵抗状態「１」から高抵抗状態
「０」へ変化する。記憶セル８０ｂでは、部分Ａにおけるフィラメント２４ｆが記憶のス
イッチング（情報の書き込み、消去）に優先的に寄与する。
【００５８】
　このような記憶セル８０ｂによれば、その消費電力は、抵抗変化膜２４に直接、メタル
膜２２を接触させた場合に比べより低減する。特に、記憶セル８０ｂでは、フォーミング
動作によって、少なくとも１つのＣＮＴ２３ｃの先端を抵抗変化膜２４側に引き寄せて、
ＣＮＴ２３ｃの先端と抵抗変化膜２４とを接触させている。このため、記憶セル８０ｂの
部分Ａの数は、記憶セル８０ａの部分Ａのより少なくなる。従って、記憶セル８０ｂにお
いては、記憶セル８０ａよりも、抵抗変化膜２４の実質的な面積がより小さくなる。これ
により、記憶セル８０ｂのセット電流およびリセット電流は、記憶セル８０ａのセット電
流およびリセット電流より低減する。　
　なお、記憶セル８０ｂのセット電流またはリセット電流を最も低くするには、部分Ａを
１箇所のみとし、１本のＣＮＴ２３ｃのみが抵抗変化膜２４に接する構造が好ましい。
【００５９】
　次に、記憶セル８０ｂの製造方法を説明する。　
　図１１～図１４は、記憶セルの製造工程を説明する図である。　
　実施例２の製造工程は、上述した図４、図５の製造工程までは同じとしている。従って
、実施例２では、この次の製造工程から説明する。なお、実施例２では、図５（ｂ）に示
すエッチバック工程で、絶縁膜２３ａの上面側を実施例１の場合よりも深く除去する。例
えば、エッチバックする深さを１５ｎｍ以下とする。このようなエッチバックによって、
絶縁膜２３ａの上面側からは、少なくとも１つのＣＮＴ２３ｃの端が表出する。
【００６０】
　次に、図１１（ａ）に示すように、レジスト等の有機被膜２８を塗布法によりＣＮＴ含
有層２３上に形成する。有機被膜２８の厚みは、５０ｎｍ以下である。この際、ＣＮＴ含
有層２３の表面から表出したＣＮＴ２３ｃは、有機被膜２８中に埋設される。　
　続いて、有機被膜２８上に、抵抗変化膜２４をスパッタリング法またはＣＶＤ法で形成
する。
【００６１】
　続いて、抵抗変化膜２４上に、メタル膜２５／ストッパ配線膜２６の順で積層膜を形成
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する。抵抗変化膜２４／メタル膜２５／ストッパ配線膜２６は、例えば、スパッタリング
法またはＣＶＤ法により形成する。　
　ここまでの工程で形成した積層構造８２を、立体模式図で表すと、図１１（ｂ）のよう
になる。
【００６２】
　次に、図１１（ｂ）に示す積層構造８２に、選択的なエッチング処理を施す（図示しな
い）。さらに、エッチングした部分に絶縁膜（素子分離層）を埋設して、図１２（ａ）に
示すように、積層構造８２内に素子分離層４０を形成する。素子分離層４０は、Ｙ軸方向
に延在している。この際、積層構造８２の最下層には、Ｙ軸方向に延在する下部配線１０
が形成する。
【００６３】
　次に、図１２（ｂ）に示すように、積層構造８２に、平面状（べた状）の上部配線層１
１Ａを形成する。上部配線層１１Ａは、例えば、スパッタリング法またはＣＶＤ法により
形成する。続いて、上部配線層１１Ａ上に、マスク部材９０をパターニングする。　
　このマスク部材９０の間には、Ｘ軸方向に延在する溝部９０ｔｒが形成されている。ま
た、溝部９０ｔｒの底からは、上部配線層１１Ａが表出している。
【００６４】
　続いて、溝部９０ｔｒの下方に位置する積層構造８２を選択的にエッチングにより除去
する。例えば、溝部９０ｔｒから表出した部分の上部配線層１１Ａからメタル膜２０まで
をエッチングにより除去する。この状態を、図１３（ａ）に示す。　
　これにより、上述した点線９１で示す部分がエッチングされて、積層構造８２内に、ト
レンチ４０ｔｒが形成する。トレンチ４０ｔｒは、Ｘ軸方向に延在している。すなわち、
トレンチ４０ｔｒが延在する方向と、下部配線１０が延在する方向とは、略垂直の関係に
ある。
【００６５】
　続いて、トレンチ４０ｔｒ内に活性化した酸素（Ｏ２）プラズマを晒し、有機被膜２８
を除去する。これにより、有機被膜２８が存在していた部分がギャップ２７になる。この
状態を、図１３（ｂ）に示す。　
　そして、この後においては、この除去した部分に、素子分離層４０を埋設する。マスク
部材９０については、ＣＭＰで除去する。　
　このような製造工程により、図１４に示す記憶部８０Ｍが形成する。図示するように、
下部配線１０と上部配線１１とがクロスする位置に、記憶セル８０ｂが設けられている。
【００６６】
　なお、記憶セル８０ｂでは、フォーミングの際のＣＮＴ２３ｃの動きの自由度を向上さ
せるには、絶縁膜２３ａとしては、ｈｉｇｈ－ｋ材よりも密度が低いｌｏｗ－ｋ材を使用
する方が好ましい。　
　このように、実施例２のＣＮＴ含有層２３は、ＣＮＴ２３ｃと、絶縁膜２３ａと、ギャ
ップ２７とを有する。そして、複数のＣＮＴ２３ｃの中の少なくとも１つのＣＮＴ２３ｃ
が絶縁膜２３ａからギャップ２７内に延在し、ギャップ２７内に延在したＣＮＴ２３ｃの
一方の端が記憶層に接触し、ギャップ２７の他方の端が下部配線１０に電気的に接続して
いる。また、簡便な方法で、メタル膜２２／ＣＮＴ含有層２３／抵抗変化膜２４／メタル
膜２５の積層構造を形成している。これにより、消費電力が低く、生産性が高い記憶セル
８０ｂが形成する。
【００６７】
　以上、具体例を参照しつつ本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこ
れらの具体例に限定されるものではない。すなわち、これら具体例に、当業者が適宜設計
変更を加えたものも、本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例え
ば、前述した各具体例が備える各要素およびその配置、材料、条件、形状、サイズなどは
、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。
　例えば、本実施形態の不揮発性記憶装置は、ふたつの配線の交差する箇所に記憶セルを
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憶セルのそれぞれに対してプローブを接触させて書き込みや読み出しを実行する、いわゆ
るプローブメモリ型や、トランジスタなどのスイッチング素子により記憶セルを選択して
書き込みや読み出しを実行する形式のメモリも、本発明の範囲に包含される。
【００６８】
　また、前述した各実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて複合させ
ることができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包含
される。　
　その他、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想
到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了
解される。　
　たとえば、本実施の形態のエッチバック工程においては、ＭＲＡＭ（Magnetoresistive
 Random Access Memory）のクロスポイント形成にも転用できる。また、必要に応じて、
ダイオード層２１を記憶セル８０ａ、８０ｂ、８０ｃから取り除いた形態も本実施の形態
に含まれる。また、必要に応じて、メタル膜２０、２２、２５、ストッパ配線膜２６を記
憶セル８０ａ、８０ｂ、８０ｃから取り除いた形態も本実施の形態に含まれる。
【符号の説明】
【００６９】
　１０　下部配線　
　１０Ａ　下部配線層　
　１１　上部配線　
　１１Ａ　上部配線層　
　２０、２２、２５　メタル膜　
　２１　ダイオード層　
　２２ａ　メタル層　
　２３　ＣＮＴ含有層　
　２３ａ　絶縁膜　
　２３ｃ　ＣＮＴ（カーボンナノチューブ）　
　２３ｃａ　ＣＮＴが分散した層　
　２３Ｍ　塗布膜　
　２４　抵抗変化膜　
　２４ｆ　フィラメント　
　２６　ストッパ配線膜　
　２７　ギャップ　
　２８　有機被膜　
　３０　層間絶縁膜　
　４０　素子分離層　
　４０ｔｒ　トレンチ　
　８０Ｍ　記憶部　
　８０ａ、８０ｂ　記憶セル　
　８１、８２　積層構造　
　９０　マスク部材　
　９０ｔｒ　溝部　
　９１　点線　
　１００　比較例　
　Ａ、Ｂ　部分　
　ａ、ｂ　評価用試料　
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