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(57)【要約】
　メモリまたはスイッチのような多孔質のメモリ素子に
は、上部電極と下部電極およびこれらの電極の間に配置
されるメモリ材料層（例えば、ＳｉＯｘ）を設けること
ができる。メモリ材料層にはナノ多孔質構造を設けるこ
とができる。幾つかの態様において、ナノ多孔質構造は
電気化学的に形成することができ、例えば陽極エッチン
グによって形成される。メモリ材料層を通るフィラメン
トのエレクトロフォーメーションは、極めて低いエレク
トロフォーミング電圧において端部よりもむしろ層を通
して内部で生じるだろう。多孔質のメモリ素子はまた、
マルチビット貯蔵、高いオン・オフ比、長い高温寿命、
優れたサイクル持続性、迅速な切り替え、および低い電
力消費量をもたらすだろう。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリ素子を形成するための方法であって、次の各工程：
　基板の上に下部電極を被着させること；
　下部電極の上にメモリ材料層を被着させること；
　メモリ材料層をエッチングすることにより多孔質構造を形成すること；および
　上部電極を被着させること；
を含む、前記方法。
【請求項２】
　メモリ材料層はＳｉＯｘ（ここで、０．２≦ｘ≦２）である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　メモリ材料層の多孔質構造にはナノスケールの細孔サイズを有する細孔が設けられる、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　多孔質構造は陽極エッチング、電子ビームリソグラフィ、またはナノ粒子を用いるＲＩ
Ｅによって形成される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　陽極エッチングはＨＦ/エタノール溶液の中で行われる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　ＨＦ/エタノール溶液は０．０１～１０％の間の濃度を有する、請求項５に記載の方法
。
【請求項７】
　メモリ材料層をエレクトロフォーミングすることをさらに含み、エレクトロフォーミン
グ電圧は１０Ｖ以下である、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　メモリ材料層の内部に切り替え通路が形成される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　メモリ素子は２×１０３サイクル以上のサイクル耐久度を与える、請求項１に記載の方
法。
【請求項１０】
　メモリ素子は単一のセルにおいてマルチビット貯蔵を与える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　メモリ素子は６×１０－５Ｗ／ビット以下の電力消費量を与える、請求項１に記載の方
法。
【請求項１２】
　メモリ素子はワンダイオード-ワンレジスタ（１Ｄ-１Ｒ）、ワンセレクター-ワンレジ
スタ（１Ｓ-１Ｒ）またはワントランジスタ-ワンレジスタ（１Ｔ-１Ｒ）の接合構造の一
部である、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　メモリ素子はメモリスタである、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　下部電極；
　下部電極に結合しているメモリ材料層、ここで、このメモリ材料層には多孔質構造が形
成されている；および
　メモリ材料層に結合している上部電極；
を含む、メモリ素子。
【請求項１５】
　メモリ材料層はＳｉＯｘ（ここで、０．２≦ｘ≦２）である、請求項１４に記載の素子
。
【請求項１６】
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　メモリ材料層の多孔質構造にはナノスケールの細孔サイズを有する細孔が設けられてい
る、請求項１４に記載の素子。
【請求項１７】
　メモリ材料層の内部に切り替え通路が形成されている、請求項１４に記載の素子。
【請求項１８】
　メモリ素子は２×１０３サイクル以上のサイクル耐久度を与える、請求項１４に記載の
素子。
【請求項１９】
　メモリ素子は単一のセルにおいてマルチビット貯蔵を与える、請求項１４に記載の素子
。
【請求項２０】
　メモリ素子は６×１０－５Ｗ／ビット以下の電力消費量を与える、請求項１４に記載の
素子。
【請求項２１】
　メモリ素子はワンダイオード-ワンレジスタ（１Ｄ-１Ｒ）、ワンセレクター-ワンレジ
スタ（１Ｓ-１Ｒ）またはワントランジスタ-ワンレジスタ（１Ｔ-１Ｒ）の接合構造の一
部である、請求項１４に記載の素子。
【請求項２２】
　メモリ素子のためのエレクトロフォーミング電圧は１０Ｖ以下である、請求項１４に記
載の素子。
【請求項２３】
　メモリ素子の電流寿命は１００℃において１０４秒以上である、請求項１４に記載の素
子。
【請求項２４】
　メモリ素子はメモリスタである、請求項１４に記載の素子。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　[0001]本出願は米国仮特許出願６１/９０６０１１号（２０１３年１１月１９日提出）
の利益を権利請求する。その米国出願は参考文献として本明細書に取り込まれる。
　連邦政府が後援する研究についての陳述
　[0002]本発明は合衆国国防総省によって認められた認可番号Ｎ０００１４-０９-１-１
０６６、合衆国国防総省によって認められた認可番号ＦＡ９５５０-１２-１-００３５、
および合衆国国防総省によって認められた認可番号ＦＡ９５５０-０９-１-０５８１の下
で政府の支援を受けて成されたものである。政府は本発明に一定の権利を有する。
【技術分野】
【０００２】
　[0003]本発明は酸化シリコンのような多孔質のメモリ材料（記憶材料）に関する。本発
明は特に、多孔質の酸化シリコン材料をスイッチング素子（切り替え素子）またはメモリ
素子に利用することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0004]半世紀以上にわたって、従来のＳｉをベースとする相補型金属-酸化膜-半導体（
ＣＭＯＳ）トランジスタは電子メモリ装置工業の大黒柱であった。さらに、競合するメモ
リ技術と比較して、Ｓｉをベースとするフラッシュメモリの優れた性能とその製作の容易
さにより、それはＣＭＯＳメモリの最も有力な型式になった。しかし、急速に増大する要
求によって推進される次世代メモリの高い標準は、メモリの基本的な縮小化の限界、エネ
ルギー消費、コストおよび数マイクロ秒の切り替え（スイッチング）速度の点で、現行の
Ｓｉをベースとするフラッシュメモリ技術の限界を明らかにした。Ｓｉをベースとするフ
ラッシュメモリの代替とするための広範囲の酸化物系材料と素子構造について広範囲にわ
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たって研究されてきたが、いずれも将来のメモリの予測に対して適切には対処できていな
い。一般に、酸化物系の抵抗変化型ランダムアクセスメモリ（ＲＲＡＭ（登録商標））は
、同じ電圧極性によってプログラムすることができるユニポーラメモリと電圧の極性を逆
転させることによってプログラムすることができるバイポーラメモリに分類される。ユニ
ポーラメモリの多くはナノスケールのフィラメントによる切り替えによって作動すること
が実証されていて、このことによってそれらは積極的な縮小化の傾向に従うことができる
が、しかし、ナノスケールの金属フィラメントは不安定な切り替え挙動を示す場合があり
、またそれらのフィラメントの確率論的な形成を制御することの困難さのために高い形成
電圧（Ｖｆｏｒｍｉｎｇ）または予測不能な形成電圧を示す場合がある。それに対して、
バイポーラメモリは、イオンの移動または酸化還元プロセスによる切り替えの安定性、比
較的低いＶｆｏｒｍｉｎｇおよび比較的広い範囲の材料の入手可能性といった点でかなり
の利点を有する。しかし、これらは、比較的低い切り替えオン・オフ比、材料の熱安定性
の制限、または高密度クロスバーアレーにおける漏洩電流を抑制するための集積構成の制
限を犠牲にして得られるものである。ユニポーラメモリとバイポーラメモリの作製には、
両方ともしばしば、材料を被着させるための高温の加工処理を伴う。さらに、これらの素
子は一般に、高い切り替え電流をもち、また電気的な短絡を防ぐためのコンプライアンス
電流（Ｉｃ）を必要とし、このために各々のセルにおいて追加の抵抗体が必要となり、ま
た電力消費量が増大する。将来の不揮発性メモリを改善するためには、それぞれの酸化物
系メモリ装置の上述した難題を、例えばＩｃまたは高温の製造工程の必要性を解消するこ
とによって、解決することが望ましい。
【０００４】
　[0005]ナノ多孔質（ＮＰ）の金属酸化物はエネルギーの生成と貯蔵のための電子装置に
おいて広く用いられてきた。ＮＰ材料は酸化物メモリの適用のためのテンプレートとして
用いられてきたが、それらは抵抗変化型不揮発性メモリの適用のための能動スイッチング
媒体としては未だに用いられていない。
【０００５】
　[0006]以下の開示は、ユニポーラスイッチング媒体として利用される多孔質酸化シリコ
ン材料および多孔質酸化シリコン材料を製造するための方法について検討するものである
。電子装置における多孔質酸化物材料のこの新規な実施は、次世代の工業性能に対して望
まれる規準を満足する。この新規な実施はまた、現在のユニポーラメモリシステムよりも
性能が優れていて、またバイポーラメモリにも利益をもたらすことができる。これらはメ
モリスタ（memristor）として用いることもできる。この多孔質材料の構造を用いること
により、スイッチングフィラメントの確率論的な形成を制御することができ、それにより
素子の測定基準の著しい改善がもたらされ、また素子を室温において製造することができ
る。
【発明の概要】
【０００６】
　[0007]一つの態様において、メモリ素子を形成または製造するための方法は、基板の上
に下部電極を被着させる工程と、下部電極の上に材料層を被着させる工程を含むことがで
きる。この方法はさらに、材料層をエッチングすることによって多孔質構造を形成するこ
とと、上部電極を被着させることを含むことができる。幾つかの態様において、多孔質構
造は陽極エッチングによって形成される。幾つかの態様において、エッチングはＨＦ/エ
タノール溶液の中で実施することができる。幾つかの態様において、この方法はさらに、
多孔質の材料層に対して電圧掃引を適用し、それにより層を通るフィラメントを形成する
ことを含んでもよい。幾つかの態様において、フィラメントは多孔質の材料層を通して内
部に形成することができる。
【０００７】
　[0008]一つの態様において、メモリまたはスイッチのような多孔質の素子に上部と下部
の電極を設けることができ、これらの電極の間には材料層（例えば、ＳｉＯｘ）が配置さ
れる。材料層にはナノ多孔質構造を形成することができる。幾つかの態様において、ナノ
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多孔質構造は電気化学的に形成することができ、例えば陽極エッチングによって形成され
る。材料層を通してのフィラメントのエレクトロフォーメーション（electroformation）
は、極めて低いエレクトロフォーミング電圧において端部よりもむしろ層を通して内部で
生じるだろう。多孔質のメモリ素子はまた、マルチビット貯蔵、高いオン・オフ比、長い
高温寿命、優れたサイクル持続性、迅速な切り替え、および低い電力消費量をもたらすだ
ろう。
【０００８】
　[0009]上述のことは、以下で述べる詳細な説明が良く理解されるように、本開示のかな
り広い様々な特徴点を概説したものである。本開示のさらなる特徴点と利点について、以
下で説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　[0010]本開示とその利点がより完全に理解されるように、本開示の特定の態様について
記述する添付図面と関連させて以下の記載について論及する。
【図１】[0011]図１Ａ～１Ｇは、（ａ）ＮＰ ＳｉＯｘメモリ素子の非限定的な概略図お
よび選択したセルの断面のＳＥＭ画像、（ｂ）４５°傾斜したＮＰＳｉＯｘ膜のＳＥＭ画
像、（ｃ）ＮＰ ＳｉＯｘ膜のＴＥＭ画像、（ｄ）Ｐｔを被着したシリコン基板の上の非
孔質およびナノ多孔質（ＮＰ）のＳｉＯｘ層の分光反射率および測定厚さを用いる分析式
に基づく数値あてはめ曲線、（ｅ）および（ｆ）非孔質ＳｉＯｘ膜およびＮＰのＳｉＯｘ

膜（ｘ＝１．６３～１．７６）のそれぞれのＸＰＳＳｉ２ｐおよびＯ１ｓスペクトル、お
よび（ｇ）ＮＰ ＳｉＯｘの典型的なＩ-Ｖ特性および初期のＩ-Ｖ掃引（挿入図）である
。
【図２Ａ】[0012]図２Ａ～２ＨはＮＰ ＳｉＯｘメモリについての製造順序の例示的態様
を示す。
【図２Ｂ】[0012]図２Ａ～２ＨはＮＰ ＳｉＯｘメモリについての製造順序の例示的態様
を示す。
【図２Ｃ】[0012]図２Ａ～２ＨはＮＰ ＳｉＯｘメモリについての製造順序の例示的態様
を示す。
【図２Ｄ】[0012]図２Ａ～２ＨはＮＰ ＳｉＯｘメモリについての製造順序の例示的態様
を示す。
【図２Ｅ】[0012]図２Ａ～２ＨはＮＰ ＳｉＯｘメモリについての製造順序の例示的態様
を示す。
【図２Ｆ】[0012]図２Ａ～２ＨはＮＰ ＳｉＯｘメモリについての製造順序の例示的態様
を示す。
【図２Ｇ】[0012]図２Ａ～２ＨはＮＰ ＳｉＯｘメモリについての製造順序の例示的態様
を示す。
【図２Ｈ】[0012]図２Ａ～２ＨはＮＰ ＳｉＯｘメモリについての製造順序の例示的態様
を示す。
【図３】[0013]図３Ａおよび３Ｂは封入したＮＰ ＳｉＯｘメモリについてのクロスバー
構造の例示的態様の上面図と側面図を示す。
【図４】[0014]図４は二端子ダイオードおよびセレクターの材料の非限定的な概要を与え
る表である（表１）。
【図５】[0015]図５Ａおよび５Ｂはワンダイオード-ワンレジスタ（１Ｄ-１Ｒ）の接合構
造の例示的態様の上面図と側面図を示す。
【図６】[0016]図６Ａおよび６Ｂは１Ｄ-１Ｒ接合構造の例示的態様の上面図と側面図を
示し、この構造は３Ｄ（三次元）積層可能なメモリに拡張することができる。
【図７】[0017]図７は積層１Ｄ-１Ｒ接合構造の例示的態様の側面図である。
【図８】[0018]図８Ａ～８Ｄは、（ａ）（ΔＶ＝１Ｖとして１３Ｖから４Ｖまで変化させ
たときの）様々なＶｐｕｌｓｅに供した後の単一のＮＰＳｉＯｘセルのＩ-Ｖ特性のセッ
ト、（ｂ）１０４秒間で２０℃（上）および１００℃（下）において様々なＶｐｕｌｓｅ
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処理を行った後のＮＰＳｉＯｘセルについての保留性試験、（ｃ）例としての非孔質Ｓｉ
ＯｘセルおよびＮＰＳｉＯｘセルの１０３サイクルについての耐久サイクル試験、および
（ｄ）ＮＰＳｉＯｘセルの１０５サイクルについての耐久サイクル試験（設定電圧＝５Ｖ
、再設定電圧＝１５Ｖ、および読取り電圧＝１Ｖ、設定、再設定および読取りの電圧パル
スについて５００μｓまで）である。
【図９】[0019]図９Ａ～９Ｃは、（ａ）Ａｕナノワイヤが破壊（ブレークダウン）する前
（左）および破壊した後（右）の平坦なＡｕ/ＳｉＯｘメモリ素子を示す上面のＳＥＭ画
像（挿入図においてビア（貫通孔）を拡大している）、（ｂ）ナノホールのＡｕ（または
Ｐｔ）チャネルが破壊する前（上）および破壊した後（下）のＮＰＳｉＯｘメモリ構造の
概略図、および（ｃ）Ａｕナノワイヤの幅が６０ｎｍであるナノギャップ素子の典型的な
Ｉ-Ｖ切り替え特性を示すプロット（挿入図は初期のＩ-Ｖ掃引）である。
【図１０】[0020]図１０Ａ～１０Ｄは、ＮＰ ＳｉＯｘメモリ素子およびその他の報告さ
れたユニポーラメモリ素子についての耐久サイクル数に対応する（ａ）設定電流、（ｂ）
オン出力、（ｃ）Ｖｆｏｒｍｉｎｇ、および（ｄ）オン・オフ比のプロットであり、［ｃ
］、［ｅ］または［Ｔ］の表示は、各々の素子について望ましい切り替え挙動を達成する
ためにはコンプライアンス電流（Ｉｃ）、接合垂直端、および／または高温処理が必要か
否かを示している。
【図１１】[0021]図１１Ａ～１１Ｄは、（ａ）非孔質ＳｉＯｘ膜の４５°傾斜モードにお
けるＳＥＭ画像、（ｂ）非孔質ＳｉＯｘ膜のＴＥＭ画像、（ｃ）ナノ多孔質ＳｉＯｘ膜の
４５°傾斜モードにおけるＳＥＭ画像、および（ｄ）ナノ多孔質ＳｉＯｘ膜のＴＥＭ画像
（この画像は非晶質ＳｉＯｘの中のボイド（空所）を示している）を示す。
【図１２】[0022]図１２は、ＳｉＯｘ膜の表面の化学組成について様々な濃度の希釈ＨＦ
/エタノール溶液（０、１および５容量％）を用いて行った調査結果を示す。
【図１３】[0023]図１３Ａ～１３Ｃは、（ａ）非孔質ＳｉＯｘメモリ接合およびＮＰ Ｓ
ｉＯｘメモリ接合についての概略図、（ｂ）垂直な接合端部を有する非孔質ＳｉＯｘメモ
リ素子のエレクトロフォーミングプロセスおよび切り替えのＩ-Ｖ曲線、および（ｃ）垂
直な接合端部の無い非孔質ＳｉＯｘメモリ素子およびＮＰＳｉＯｘメモリ素子のエレクト
ロフォーミングプロセスおよびスイッチングのＩ-Ｖ曲線を示す。
【図１４】[0024]図１４Ａ～１４Ｃは、（ａ、ｂ）Ａｕの上部電極を有する様々なＮＰ 
ＳｉＯｘメモリ素子における初期のＩ-Ｖ掃引からの破壊プロセス（この場合、ＮＰ Ｓｉ
Ｏｘメモリにおける初期の切り替え状態は破壊プロセスの後に二つの状態（（ａ）オフ状
態および（ｂ）オン状態）のうちの一つを有する）、および（ｃ）非孔質ＳｉＯｘメモリ
素子およびＮＰＳｉＯｘメモリ素子についてのエレクトロフォーミング電圧を示す。
【図１５】[0025]図１５Ａおよび１５Ｂは、（ａ）上部のＰｔ電極を用いるＮＰ ＳｉＯ

ｘメモリ素子についての概略図、および（ｂ）上部のＰｔ電極を用いるＮＰＳｉＯｘメモ
リ素子のエレクトロフォーミングプロセスおよび切り替えのＩ-Ｖ曲線を示す。
【図１６】[0026]図１６はＮＰ ＳｉＯｘメモリ素子についての切り替え速度の試験を示
す（装置の試験限界は５０ｎｓである）。
【図１７】[0027]図１７Ａおよび１７Ｂは、（ａ）ＮＰ ＳｉＯｘセルの４×１０３サイ
クルの場合の耐久サイクル試験、および（ｂ）劣化が生じた後のＮＰＳｉＯｘセルの１０
５サイクルの場合の耐久サイクル試験を示す。
【図１８】[0028]図１８Ａおよび１８Ｂは、（ａ）ＮＰ ＳｉＯｘナノギャップ素子の２
．５×１０３サイクルの場合の耐久サイクル試験、および（ｂ）破壊プロセスの後のＳＥ
Ｍ画像を示す。
【図１９】[0029]図１９はＮＰ ＳｉＯｘユニポーラメモリ（上方の二つの記載）および
非孔質メモリ（残りの記載）の切り替えパラメータについて要約した表（表２）を示し、
耐久サイクル、オン・オフ比、Ｖｆｏｒｍｉｎｇ、Ｉｓｅｔ、オン出力の各値と、切り替
えのためにコンプライアンス電流、高温処理、および垂直な接合端部のそれぞれが必要か
否かの表示を示している（「ｘ」の符号は「必要であること」を意味し、「ｏ」の符号は
「必要でないこと」を意味する）。
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【発明を実施するための形態】
【００１０】
　[0030]以下では図面を参照するが、描写された各要素は必ずしも一定の縮尺で示されて
はおらず、同じ要素または類似する要素は幾つかの図面にわたって同じ参照符号で示され
ている。
【００１１】
　[0031]図面について言及するときは一般に、本開示を特定の実施について説明する目的
でその言及がなされているが、本開示はそれらの実施の態様に限定される、ということは
意図されていないことを理解されたい。本明細書で用いられている用語の大部分は当業者
にとって認識できるものであろうが、明示的に定義されていない場合は、それらの用語は
当業者によって現在受け入れられている意味を採用するものと解釈するべきである。
【００１２】
　[0032]以上の概括的な説明と以下の詳細な説明は両者とも典型的なものであって説明上
のものにすぎず、特許請求の範囲に記載された発明を限定するものではない、ということ
が理解されるべきである。本願明細書において、特に示さない限り、単数形の語を用いて
いるときは複数形を含み、単数形の語は「少なくとも一つのもの」であることを意味し、
そして「または」を用いているときは「および／または」を意味する。さらに、「含む」
という用語を用いるとき、限定的ではない。また、「要素」または「構成要素」といった
用語は、特に示さない限り、一つのユニットからなる要素または構成要素と一つよりも多
いユニットを含む要素または構成要素の両方を包含する。
【００１３】
　[0033]酸化物系の二端子抵抗変化型ランダムアクセスメモリ（ＲＲＡＭ）は、次世代の
不揮発性メモリのための最も有望な候補のうちの一つであると考えられている。メモリや
スイッチのような素子において多孔質のメモリ材料層を形成するシステムと方法について
、本明細書で検討する。例証の目的のために、以下の検討においては特にＳｉＯｘメモリ
またはＳｉＯｘ層に言及するだろう。しかし、ＳｉＯｘメモリまたはＳｉＯｘ層に適用さ
れる概念は他の材料にも適用できることを、当業者であれば認識するだろう。適当なメモ
リ材料の非限定的な例にはＳｉＯｘ（ここで、０．２≦ｘ≦２）が含まれる。
【００１４】
　[0034]ＳｉＯｘメモリは、例えば、有利な切り替え電流、オン・オフ比、ナノスケール
への積極的な縮小化、低い動作電圧、および酸素含有量「ｘ」を０．７５未満に制御する
とともにその結合形態を制御することによる大気環境中での動作など、他のユニポーラメ
モリを上回る幾つかの利益を提供することができる。しかし、ＳｉＯｘユニポーラメモリ
の大きな切り替え特性にもかかわらず、その切り替え特性には（ａ）持続サイクル数が少
ないこと（約１０００サイクル）および（ｂ）エレクトロフォーミング電圧が高いこと（
２０Ｖ超）という二つの制限が加わる。これらの欠陥は多孔質のＳｉＯｘを用いることに
よって取り除くことができる。ここではナノ多孔質（ＮＰ）の酸化シリコン（ＳｉＯｘ）
材料を用いる新規なＲＲＡＭメモリ構造について検討するものであり、この構造はＮＰ酸
化シリコンにおける端部ではなく内部の垂直なナノギャップを通してのユニポーラの切り
替えを可能にする。確率論的なフィラメントの形成を低い電圧において制御することによ
って、このＮＰＳｉＯｘメモリは極めて低いエレクトロフォーミング電圧（例えば、約５
Ｖ未満）と優れた性能規準を示した。これらには、マルチビット貯蔵性能（例えば、９ビ
ットまで）、高いオン・オフ比（例えば、－１０７Ａまで）、長い高温寿命（例えば、１
００℃において１０４秒以上）、優れたサイクル耐性（例えば、１０５以上）、迅速な切
り替え速度（例えば、５０ｎｓ（ナノ秒）以下）、および低い電力消費量（例えば、６×
１０－５Ｗ/ビット以下）が含まれる。このＮＰ酸化シリコン材料はまた、エレクトロフ
ォーミング操作または切り替え操作を行う間にコンプライアンス電流（Ｉｃ）を何ら必要
とすることなく、多目的の製造のための室温加工性を与える。これらが相まって、ＮＰＳ
ｉＯｘ ＲＲＡＭにおけるこれらの規準は、不揮発性メモリの用途に向けて容易にアクセ
スできる道筋を与える。
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【００１５】
　[0035]図１ＡはＮＰメモリセルの例示の態様の概略図およびこのセルの中央部における
断面の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）画像（挿入図）である。ＮＰメモリ材料層１０は電極
層２０および３０の間に設けられている。ＮＰメモリ材料層１０と電極層２０および３０
は、基板４０の上に被着させることができる。幾つかの態様において、ＮＰメモリ材料層
１０はＳｉＯｘ（０．２≦ｘ≦２）とすることができる。電極層２０および３０は任意の
適当な電極材料からなるものであってよい。非限定的な例としては、Ａｕ、Ｐｔ、Ｃｕ、
Ａｌ、ＩＴＯ、グラフェン、ＴｉＮ、濃くドープしたＳｉ、または任意の他の適当な金属
、合金または半導体材料が挙げられる。幾つかの態様において、基板４０は、例えば、（
これらに限定はされないが）Ｓｉ、ＳｉＯｘ、またはその種の他のものなどの１種以上の
材料で形成することができる。非限定的な例として、図１Ａに示すＮＰメモリセルは、Ｓ
ｉＯｘのＮＰメモリ材料層１０、ＡｕまたはＰｔの上部電極２０、Ｐｔの下部電極３０、
およびＳｉ/ＳｉＯｘの基板４０で形成することができる。
【００１６】
　[0036]幾つかの態様において、現行の公知の素子構成のいずれのものであっても、多孔
質のメモリ材料層を設ける素子構成に変更することができる。幾つかの態様において、酸
化シリコンをベースとするメモリセルのための現行の公知の構成のいずれのものであって
も、多孔質の酸化シリコンをベースとするメモリセルに変更することができる。幾つかの
態様において、多孔質のユニポーラＳｉＯｘメモリセルは、上部電極（ＴＥ）と下部電極
（ＢＥ）の間に挟まれたＳｉＯｘ（０．２≦ｘ≦２）の層を有する層状構造を採用する。
幾つかの態様において、メモリユニット（メモリ単位）がエレクトロフォーミングされて
切り替え可能な状態になった後、適度な（例えば、３～６Ｖの）電圧パルスによってユニ
ットを低抵抗の状態（オンの状態、導通状態）に設定（または書き込み）することができ
、一方、もっと高い（例えば、７Ｖ以上の）電圧パルスによってユニットを高抵抗の状態
（オフの状態、遮断状態）に再設定（または消去）することができる。これらの抵抗状態
を、デジタル情報における二進コードの０と１として用いることができる。一度プログラ
ムされると、これらの抵抗状態（オンとオフの両方の状態）は不揮発性となる（すなわち
、電源供給停止後もメモリがデータを保持する）。幾つかの態様において、メモリの読み
出しにはプログラム用電極として同じ電極が分配される。幾つかの態様において、（例え
ば、３Ｖ以下の）比較的低い電圧においてメモリの読み出しだけが行われる。幾つかの態
様において、メモリの状態は非破壊的に読み出すことができる。純粋なＳｉＯｘメモリの
動作との類似性の故に、ここで説明するメモリのプログラミングと読み出し用ＮＰＳｉＯ

ｘメモリは、非孔質のＳｉＯｘメモリと同じやり方または類似のやり方で動作することが
できる、ということを理解するべきである。
【００１７】
　[0037]非孔質または慣用のＳｉＯｘメモリと比較した場合のＮＰ ＳｉＯｘメモリの利
点の非限定的な例としては、以下のことが挙げられる：
（１）幾つかの態様において、多孔質のＳｉＯｘメモリシステムの切り替えサイクルは２
×１０３サイクル以上にわたって持続することができる。幾つかの態様において、ＮＰＳ
ｉＯｘの切り替えサイクルは１０４サイクルを超えて持続することができる。幾つかの態
様において、ＮＰＳｉＯｘの切り替えサイクルは１０００００サイクルを超えて持続する
ことができ、これは慣用の非孔質ＳｉＯｘメモリよりもおよそ１０～１００倍多いサイク
ルである（図８Ｃ、８Ｄ）。幾つかの態様において、この切り替えサイクルの耐久性はお
よそ１０３のオン・オフ比を伴って達成されうる。
（２）多孔質のＳｉＯｘメモリシステムは切り替えのためにＳｉＯｘ層の端部を必要とし
ない。言い換えると、それらはＳｉＯｘ層の内部のフィラメントまたは切り替えの通路を
有する。この利点は、素子間分離層を有する積層メモリ集積構造の製造を可能にする。非
孔質のＳｉＯｘメモリは電極とＳｉＯｘ層の間の端部を必要とし、このことは積層メモリ
の用途の可能性を限定する。その端部は一連の（湿式または乾式の）エッチング工程によ
って付加することができるが、一方、多孔質のシステムにおいては、端部を製作すること
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なく単純なクロスバーアドレスラインを多孔質のプラットフォームに付加することができ
る。作動素子を設ける際に、この端部を形成するために必要な余分の作製工程をもはや必
要としないのであるから、このことは、多孔質のメモリ装置についての極めて大きな利点
である。
（３）エレクトロフォーミング電圧に関して、多孔質のＳｉＯｘメモリシステムは、フィ
ラメントまたは切り替えの通路を生じさせるために必要な電圧が、非孔質ＳｉＯｘの場合
における１５～２０Ｖと比較して低い（図１３Ｂ、１３Ｃ）。幾つかの態様において、そ
のエレクトロフォーミング電圧は１０Ｖ以下である。幾つかの態様において、エレクトロ
フォーミング電圧は５Ｖ以下である。幾つかの態様において、エレクトロフォーミング電
圧は２．１Ｖ以下である。幾つかの態様において、エレクトロフォーミング電圧は１．６
Ｖ以下である。従って、周囲の酸化物をベースとするメモリ材料自体への、問題となるジ
ュール熱による損傷は軽減される。軽減されなければ、ジュール熱による損傷は切り替え
性能を制限し、ひいては将来の商業用メモリ用途のために必要な素子の歩留まりも制限さ
れるだろう。
【００１８】
　[0038]多孔質のＳｉＯｘメモリシステムを製造するためには、様々な方法を利用するこ
とができる。幾つかの態様において、多孔質のＳｉＯｘ層のための製造手順は以下の各工
程のうちの一つ以上を含むことができる：（１）選択的に、メモリシステムのために基板
を用意することができる。非限定的な例として、熱的に成長した３００ｎｍの厚さのＳｉ
Ｏ２で覆われたｐ型（１００）Ｓｉウエーハ（１．５ｃｍ×１．５ｃｍ）の上に多孔質の
ＳｉＯｘセルを作製することができる。（２）その基板の上に、Ａｕ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｌ
、ＩＴＯ、グラフェン、ＴｉＮ、濃くドープしたＳｉ、または任意の他の適当な金属、合
金または半導体材料の層である下部電極を被着させる。非限定的な例として、超音波（浴
）によってアセトン、イソプロピルアルコール、および脱イオン（ＤＩ）水を用いる３分
間の典型的な洗浄工程を行った後に、スパッタリングまたは電子ビーム蒸着によって基板
の上にＰｔの下部電極を形成することができる。（３）次に、下部電極の上にＳｉＯｘ層
を被着させることができる。非限定的な例として、ＰＥＣＶＤ、電子ビーム蒸着、ＡＬＤ
、またはＳｉＯｘを被着させるための任意の他の適当な方法を用いることによって、Ｓｉ
Ｏｘ（厚さ３０～５０ｎｍ）を被着させることができる。（４）多孔質構造をエッチング
工程によって調製することができる。幾つかの態様において、被着したＳｉＯｘ層におけ
る多孔質構造を陽極エッチングによって電気化学的に形成することができる。幾つかの態
様において、被着したＳｉＯｘ層における多孔質構造を電子ビームリソグラフィ、ナノ粒
子を用いる反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）、または多孔質構造を形成するための任意
の他の適当な方法によって形成することができる。非限定的な例として、希釈ＨＦ/エタ
ノール溶液の中で一定の電流の下でＳｉＯｘ層をエッチングすることができる。（５）幾
つかの態様において、エッチング溶液はエタノールに対するＨＦの濃度が０．０１～１０
容量％の間である希釈ＨＦ/エタノールとすることができる。非限定的な例において、Ｈ
Ｆ（４８～５１容量％、J. T. Baker）を無水エタノール（Pharmo）の中で希釈すること
によって、１、５、１０容量％の濃度を有する希釈ＨＦ/エタノール溶液を調製した。陽
極処理において二電極装置を用い、このとき陽極としてシリコン上のＳｉＯｘを用い、ま
た陰極として白金箔を用いた。ＳｉＯｘの薄い層の中に多孔質構造を作製するために、６
．４ｍＡ/ｃｍ２の一定の電流密度を３０秒間印加した。（６）電気化学的なエッチング
を行った後、基板と多孔質ＳｉＯｘ層を洗浄し、すすいで、そして乾燥することができる
。例えば、陽極エッチングを行った後、サンプルを脱イオン水ですすぎ、そして窒素流の
下で乾燥した。（７）次いで、多孔質ＳｉＯｘ層の上に上部の電極を被着させることがで
きる。非限定的な例として、フォトマスク法またはシャドーメタルマスク法を用いてパタ
ーン化した領域の上に上部電極を被着させることができる。（８）必要に応じて、ＳｉＯ

ｘ層の非活性部分を除去してもよい。非限定的な例において、反応性イオンエッチング（
ＲＩＥ）を実施することにより、非活性ＳｉＯｘ層を除去して、下部のＰｔ電極を露出さ
せた。特に、幾つかの態様において、多孔質の酸化シリコンのための作製処理の様々な工
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程は高温の処理を何ら必要とせず、とりわけ、作製工程のそれぞれを室温で行うことがで
きる。所望により、幾つかの態様においては、メモリチップの全体を密閉することによっ
て酸素への曝露を制限することができる。これには、エポキシ、窒化シリコン、パリレン
、またはその種の他のものを用いることも含むことができる。
【００１９】
　[0039]多孔質のＳｉＯｘメモリシステムには多数の変形が存在しうるものであり、それ
らには以下のものが含まれる。
　１．最適な性能を得るために、構造および被着物における層（例えば、ＳｉＯｘおよび
電極）の厚さを変えることができる。
【００２０】
　２．ＳｉＯｘ層の細孔サイズと多孔度を所望に応じて調整するために、電気化学エッチ
ング溶液の濃度を変えることができる。
　３．ＳｉＯｘ層の細孔サイズと多孔度を所望に応じて調整するために、電気化学エッチ
ングを行う間に印加する電流の密度を変えることができる。幾つかの態様において、ＮＰ
層は０．１～１００ｎｍの間の細孔サイズを有することができる。幾つかの態様において
、ＮＰ層は０．１～１０ｎｍの間の細孔サイズを有することができる。幾つかの態様にお
いて、ＮＰ層は２～６ｎｍの間の細孔サイズを有することができる。幾つかの態様におい
て、ＮＰ層は１ｎｍの細孔サイズを有することができる。
【００２１】
　４．ＳｉＯｘ層の細孔サイズと多孔度を所望に応じて調整するために、電気化学エッチ
ングの持続時間を変えることができる。
　５．多孔質のＳｉＯｘを製造するための最適な性能を得るために、表面での化学的およ
び物理的な処理を変えることができる。
【００２２】
　６．メモリから最適な性能を得るために、ＳｉＯｘにおけるｘの値を変えることができ
、この場合、０．２≦ｘ≦２とする。
　７．メモリから最適な性能を得るために、セルの特徴寸法（最小寸法）と特徴形状を変
えることができる。例えば、幾つかの態様において、線幅をずっと小さくすることができ
る。例示の態様のあるものにおける細孔は、その直径が約６ｎｍであるが、他の態様にお
いては細孔をもっと小さくすることができ、例えば、変化させた陽極酸化処理パラメータ
を用いて１ｎｍにすることができ、それにより、より狭いアドレスラインに適応させる。
【００２３】
　８．多孔質のＳｉＯｘメモリにおいてマルチビットまたはマルチレベルの貯蔵能力を得
ることができ、単一のセルによって貯蔵される０と１の状態だけを超えて、例えば９ビッ
トまでとすることができる。幾つかの態様においては、多孔質のＳｉＯｘメモリの一つの
セルは４ビット以上のマルチビット貯蔵を与えることができる。幾つかの態様においては
、多孔質のＳｉＯｘメモリの一つのセルは５ビット以上のマルチビット貯蔵を与えること
ができる。幾つかの態様においては、多孔質のＳｉＯｘメモリの一つのセルは６ビット以
上のマルチビット貯蔵を与えることができる。
【００２４】
　９．超高密度メモリアレーのための多孔質のＳｉＯｘメモリにおいて、多重積層構造（
例えば、積層した二次元の構造からの三次元の構造）を利用することができる。
　１０．ＳｉＯｘメモリシステムを生じさせるために、様々な希釈ＨＦ/エタノール溶液
を使用することができる。
【００２５】
　１１．多孔質のＳｉＯｘメモリに基づいて、そしてクロスバーのアーキテクチャにおい
て、１Ｄ-１Ｒ、１Ｓ-１Ｒ、１Ｔ-１Ｒなどの高度な集積体の作製が可能である。
　１２．ＳｉＯｘメモリシステムによって、多様な電子的および光学的な試験を行うこと
ができる。
【００２６】
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　１３．幾つかの態様において、本開示の多孔質のＳｉＯｘメモリシステムは透明なもの
にすることができる。
　１４．幾つかの態様において、本開示の多孔質のＳｉＯｘメモリシステムは可撓性のも
のにすることができる。
【００２７】
　１５．幾つかの態様において、本開示の多孔質のＳｉＯｘメモリシステムは可撓性かつ
透明なものにすることができる。
　[0040]以下において、図２Ａ～２Ｈに示すように、ナノ多孔質酸化シリコンメモリのた
めの作製プロセスの例示的な態様を示す。（１）基板２１０の上への下部電極２２０の形
成を、図２Ａに示すようにして行うことができる。例えば、ＳｉＯｘ/Ｓｉの基板２１０
の上にＰｔ/Ｔｉの下部電極２２０が被着される。Ｔｉは約３～５ｎｍの接着層として用
いられる。幾つかの態様において、Ａｕ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｌ、ＩＴＯ、グラフェン、Ｔｉ
Ｎ、濃くドープしたＳｉ、または任意の他の適当な金属、合金または半導体材料の電極を
形成することができる。下部電極の厚さはメモリの切り替え性能に影響しない。さらに、
可撓性の基板（例えば、ＰＥＴおよびＰＥＮの基板）を用いることができるが、しかし、
可撓性の基板は、比較的高温の処理を必要とする集積のアーキテクチャを制限するかもし
れない。
【００２８】
　[0041]（２）図２Ｂに示すように、材料層２３０を被着させることができる。例えば、
ＳｉＯ２/Ｓｉの基板２１０の上に被着されたＰｔ/Ｔｉの電極２２０の上にＳｉＯｘ２３
０が被着される。４０ｎｍのＳｉＯｘ層２３０をＰＥＣＶＤによって被着させることがで
き、あるいは１００ｎｍのＳｉＯｘを電子ビーム蒸着によって被着させることができる。
シリコンと酸素との間の原子比である「ｘ」は、０．２～２の間の範囲とすることができ
る。電子ビーム蒸着装置、スパッタリング、ＰＥＣＶＤおよびＡＬＤなどの任意の被着シ
ステムが適している。用いられる被着方法によってシリコンと酸素との間の原子比が変化
し、この原子比により、多孔質ＳｉＯｘを形成するための陽極酸化条件の必要なバリエー
ションが決まる。さらに、ＳｉＯｘの厚さは陽極酸化処理のために必要な条件に影響する
かもしれず、その陽極酸化処理が細孔の密度およびそれらのサイズを決定する。
【００２９】
　[0042]（３）ナノ多孔質層の形成を、図２Ｃおよび図２Ｄに示すようにして行うことが
できる。図２Ｃは陽極酸化処理のための実験の概要を示す。図２Ｄは陽極酸化処理につい
ての拡大図を示す。例示の態様において、容器３４０（これは３００℃において１分間の
ＰＥＣＶＤによって調製されたＳｉＯｘの上で用いられた）の中に入れたエタノール（２
００プルーフ、１００％）中の１容量％のＨＦを混合することによって、陽極酸化用電解
液３５０を調製した。陽極処理において二電極装置を用い、このとき陽極３１０としてシ
リコン基板３３０上のＳｉＯｘを用い、また陰極３６０としてＰｔ箔を用いた。幾つかの
態様において、シリコン基板３３０上のＳｉＯｘをＡｌ箔３２０の中に包み、そしてこれ
を陽極としてのＣｕ板と接触させて配置することができる。陽極３１０と陰極３６０に、
電圧または電流の供給源３７０から一定の電流密度を与えることができる。例えば、ナノ
多孔質ＳｉＯｘを作製するために、６．４ｍＡ・ｃｍ－２の一定の電流密度を３０秒間印
加した。陽極エッチングを行った後、サンプルを脱イオン水ですすぎ、そして窒素流の下
で乾燥した。細孔のサイズは２～６ｎｍの間の範囲である。電子ビーム蒸着によって被着
させたＳｉＯｘの場合、０．２容量％のＨＦを用い、そして電流を１０秒間印加した。幾
つかの態様において、多孔質層を形成する前に、所定の時間にわたってアニールを行うこ
とができる。例えば、陽極酸化処理の前にアニール（３５０℃、１時間）を行うことが、
メモリ素子の歩留まりを増大させるのに役立つ。
【００３０】
　[0043]ＳｉＯｘにおいて数ｎｍの直径を有するナノ細孔を形成するためのいかなる方法
も、ここでのナノ多孔質メモリのために適している。例えば、標準的な電子ビームリソグ
ラフィと適切な酸化処理によって、酸化シリコン構造の内部に明確な単一ナノ細孔の構造
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を形成することができる（参照：ナノテクノロジー 2014, 25, (35), 355302.）。さらに
、陽極酸化処理によってＳｉを多孔質ＳｉＯｘに変えることができる。従って、幾つかの
態様においては、被着工程において酸化シリコンの代わりにＳｉを利用することができる
。陽極酸化処理によって電位と電流を変更することにより、細孔の密度と細孔のサイズを
制御することができる。図２Ｅは、細孔２４０を有する得られる多孔質ＳｉＯｘ層２３０
を示す。
【００３１】
　[0044]（４）図２Ｆに示すように、ナノ多孔質ＳｉＯｘ層２３０の上の上部電極２５０
と二端子接合構造を形成することができる。例えば、円形フォトマスク法または円形シャ
ドーメタルマスク法を用いて、ナノ多孔質ＳｉＯｘ層の上に上部電極２５０（Ａｕまたは
Ｐｔ）を被着させた。未被覆のナノ多孔質ＳｉＯｘ層をＲＩＥによって除去するために、
エッチング処理を行ってもよい。
【００３２】
　[0045]（５）図２Ｇおよび図２Ｈに示すように、ＳｉＯｘナノ細孔の壁においてＳｉ切
り替えチャネル２７０を形成するためのエレクトロフォーミングプロセスまたは電気破壊
プロセスを行うことができる。電圧または電流の供給源２６０によって印加される初期の
電圧掃引によるエレクトロマイグレーションプロセスによる金属の破壊プロセスの後に、
Ｓｉ切り替えチャネル２７０が形成される。他の細孔の領域も破壊されるかもしれないが
、しかし、それらは切り替えには寄与しない。最も小さな半径を有する細孔、すなわち最
も高い電位を有する一つの細孔だけが切り替えチャネルを与える、と理論づけられる。大
きな細孔の場合、エレクトロマイグレーションプロセスによってＰｔ電極の間に比較的大
きな間隙の距離を得ることはずっと容易であり、それは最終的なＳｉ切り替えチャネルを
形成するための電位の低下につながる。エレクトロマイグレーションプロセスによる間隙
の距離は、細孔のサイズ、印加電圧および温度に依存する。
【００３３】
　[0046]封入したクロスバーのナノ多孔質酸化シリコンメモリ
　封入したナノ多孔質ＳｉＯｘメモリのためのクロスバー構造を図３Ａと図３Ｂに示す。
基板４１０に下部電極４２０、ＳｉＯｘ層４３０、および上部電極４４０を設けることが
できる。図３Ａにおいて上面図で示すように、メモリはクロスバー構造で形成することが
できる。空気中での酸素によるＳｉチャネルの酸化を防ぐために、ＳｉＯ２またはエポキ
シの層などのパッシベーション層４５０を利用することができる。逆に、活性領域の全体
を市販のエポキシ（例えば、MicroChem CompanyからのＳｕ-８）を用いて封入してもよい
。電子ビームリソグラフィを用いて、ワードまたはビットのメタル線を数十ナノメートル
の尺度まで積極的に縮小させることができた。活性Ｓｉ切り替えチャネルは５ｎｍ以下で
あり、従って、これにより積極的な縮小化が可能であることが示される。幾つかの態様に
おいて、個々のメモリセルを５０ｎｍ以下に縮小することができる。幾つかの態様におい
て、個々のメモリセルを２０ｎｍ以下に縮小することができる。幾つかの態様において、
個々のメモリセルを１０ｎｍ以下に縮小することができる。
【００３４】
　[0047]可能性のある集積のアーキテクチャ：ワンセレクター（またはワンダイオード）
-ワンレジスタ（１Ｄ-１Ｒ）（例えば、ｐｎダイオードまたは酸化物系セレクターを用い
るもの）
　（１）セレクターの候補：
　表１（図４）は、二端子ダイオードおよびセレクターの材料の非限定的な概要を与える
。
【００３５】
　[0048]（２）ｐｎダイオードとナノ多孔質酸化シリコンメモリをベースとする１Ｄ-１
Ｒ：
　図５Ａおよび図５Ｂに示すように、１Ｄ-１Ｒ接合構造は１Ｄ-１Ｒ素子のための「ワン
レイヤ（１層）」に利用することができる。基板５１０にダイオード５２０と酸化シリコ
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ンメモリを設けることができる。３Ｄ（三次元）に積層可能なメモリへの外挿は、ドープ
したＳｉ層があるために困難である。ダイオード５２０は、電極５４０および５７０と接
触して配置したＰ＋＋/Ｎ＋/Ｎ＋＋Ｓｉで構成することができる。Ｓｉのドープ量に従っ
て、整流比と電流レベルを調整することができ、その電流レベルはメモリの電流レベルと
調和させることができる。酸化シリコンメモリのために、電極５４０、ＳｉＯｘ層５３０
および電極５５０を設けることができる。ＳｉＯｘは、粗い表面を平坦化するためのスピ
ンオンガラス（ＳＯＧ）によって形成することができる。素子を環境条件から保護するた
めに、パッシベーション層５６０を設けてもよい。幾つかの態様において、ＳｉＯｘのた
めの被着法はＣＭＰ（化学的機械的平坦化）を必要とするかもしれない。１Ｄ-１Ｒクロ
スバー素子は明確なＳｉダイオードの整流特性によって形成するが、しかしこれは、薄い
ショットキー障壁におけるトンネル効果による漏れ電流の増大によって（５０ｎｍ未満の
）縮小化可能性の問題を引き起こすと考えることができる。
【００３６】
　[0049]（３）ｐｎダイオードとナノ多孔質酸化シリコンメモリをベースとする１Ｄ-１
Ｒ：
 
　図６Ａおよび図６Ｂに示すように、１Ｄ-１Ｒ接合構造は３Ｄ（三次元）積層可能なメ
モリに拡張することができる。ダイオードの作製：ＳｉＯ２/Ｓｉ基板６１０の上に、ダ
イオード素子の下部電極６２０（例えば、Ｔｉ/Ｐｔ/Ｔｉ）を電子ビーム蒸着またはスパ
ッタリングによって被着させた。オーミックコンタクトを形成するために、ＴｉＯ２（２
０～３０ｎｍ）を原子層蒸着によって被着させた。その後、ショットキー障壁６３０を形
成するために、ＴｉＯ２層の上にＰｔ金属を被着させた。酸化シリコンメモリのために、
ショットキー障壁６３０と接触させてＳｉＯｘ層６４０と電極６５０を設けることができ
る。素子を環境条件から保護するために、パッシベーション層６６０を設けてもよい。こ
の構造においては、他の酸化物ベースのセレクター（しきいスイッチまたはしきいダイオ
ード）を用いることができる。上では特定の順序の集積について説明したが、他の態様に
よって集積の順序を再配置してもよいことを、当業者であれば理解するだろう。例えば、
幾つかの態様においては、素子の集積の順序を変更することができ、例えば、メモリをダ
イオードの下に配置するか、あるいは１Ｒ-１Ｄ構造となるように配置する。
【００３７】
　[0050]３Ｄ（三次元）積層可能な１Ｄ-１Ｒ素子：
　積層１Ｄ-１Ｒ接合構造を図７に示す。基板７１０（ＳｉＯ２/Ｓｉ）の上に下部電極７
２０（例えば、Ｔｉ/Ｐｔ/Ｔｉ）を設ける。下部電極７２０の上に第一のショットキー障
壁７４０（例えば、Ｐｔ/ＴｉＯ２）を設ける。第一のナノ多孔質酸化シリコンメモリを
ＳｉＯｘ層７３０によって設ける。第二のショットキー障壁７５０（例えば、ＴｉＯ２/
Ｐｔ）も設ける。第二のナノ多孔質酸化シリコンメモリを、第二のショットキー障壁７５
０と接触させてＳｉＯｘ層７３０および電極７６０によって設ける。素子を環境条件から
保護するために、パッシベーション層７７０を設けてもよい。１Ｄ-１Ｒの第一の層にお
いては、ＳｉＯｘメモリ接合の上に第二のダイオード層を配置すべきである。他の態様に
よって集積の順序を再配置してもよい。例えば、幾つかの態様においては、素子の集積の
順序を変更することができ、例えば１Ｒ-１Ｄ構造となるようにする。
【実施例】
【００３８】
　[0051]実験上の実施例
　[0052]以下で検討する実施例およびその他の実施例は、本開示の特定の見地を実証する
ために提示される。以下の実施例において記述される方法は本開示の例示の態様を示して
いるにすぎない、ということを当業者であれば認識するはずである。当業者であれば、本
開示に鑑みて、記述された特定の態様において多くの変更をなし得ること、そして本開示
の精神と範囲から逸脱することなく同様または類似の結果がなお得られることを、認識す
るはずである。
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【００３９】
　[0053]非限定的な例として、示されたＮＰ ＳｉＯｘ構造は、エタノール溶液中の１容
量％のＨＦを用いるＳｉＯ２の陽極電解エッチングによって調製されたものであり、かな
り粗い形態で被着したＳｉＯｘ膜が得られた（例えば、図１Ｂおよび図１１Ａ～１１Ｄ）
。透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）の写真は、２～６ｎｍの範囲の直径を有するＳｉＯｘ膜中
のナノスケールの穴がほぼランダムに分布していることを示す（図１Ｃおよび図１１Ａ～
１１Ｄ）。ＮＰＳｉＯｘ膜の平均の多孔度は、ブラッグマン（Bruggemann）の有効中間近
似に基づいてその有効屈折率（ｎ）によって確定することができ、ＮＰＳｉＯｘ膜の可視
反射スペクトルの数値の当てはめによって見積もられた。光学的に確定されたＮＰＳｉＯ

ｘ材料の平均の多孔度の値はρ＝２５％であった（図１Ｄ）。エッチング処理によって、
実質的にナノ多孔質のＳｉＯｘ材料が生じた。しかし、非孔質のＳｉＯｘと比較してのＮ
ＰＳｉＯｘ（ｘ＝１．６３～１．７６）のＸ線光電子分光分析（ＸＰＳ）によれば、それ
らの組成には有意な変化はなかった（図１Ｅ、図１Ｆおよび図１２）。５容量％のＨＦを
用いるとエッチングのやり過ぎによりＰｔ層が完全に露出し、切り替え挙動が生じないこ
とに留意されたい（図１２）。ＮＰＳｉＯｘメモリについての作製プロセス、測定および
多孔度の計算についてのさらなる詳細を、以下でさらに検討する。続いて上部の電極（Ａ
ｕまたはＰｔ）が付与されたが、個々の素子のさらなるエッチングは必要ない（図１２）
。
【００４０】
　[0054]図１Ｇはエレクトロフォーミングプロセスを行った後のＮＰ ＳｉＯｘメモリの
典型的な切り替えＩ-Ｖ曲線を示し、この場合、Ｉｃ（コンプライアンス電流）は印加さ
れていない。全てのＮＰＳｉＯｘメモリは、一定の極性の設定電圧と再設定電圧によって
制御されるＩＯＮおよびＩＯＦＦを用いる非孔質ＳｉＯｘメモリと類似するユニポーラ切
り替え挙動を示した。これは、非孔質ＳｉＯｘと比較して大いに単純化されたエレクトロ
フォーミングプロセスである（図１３Ａ～１３Ｃ）。図１Ｇの挿入図に示すように、ＮＰ
ＳｉＯｘメモリのエレクトロフォーミングは、電流が急に降下する破壊電圧（Ｖｂｒｅａ

ｋ＝１．４Ｖ）までの単一の低電圧掃引によって達成することができ、従って、我々はＶ

ｂｒｅａｋがＶｆｏｒｍｉｎｇであると確定することができる。加えて、エレクトロフォ
ーミングプロセスと切り替えのためには、非孔質ＳｉＯｘメモリの接合垂直端部が重要で
ある。非孔質ＳｉＯｘについては、エレクトロフォーミングプロセスを行う間にフィラメ
ントが形成されるように、露出した垂直端部が二つの電極の間にしばしば設けられる。し
かし、図１３Ｂおよび図１３Ｃに示すように、ＮＰＳｉＯｘについては垂直端部は必要で
なかった。このことは、作製要件の明白な容易さを例証している。図１Ｇ（挿入図）にお
けるＩ-Ｖ挙動は金属フィラメントの破壊に典型的なものであり、この時点において、金
属の間隙の領域にＳｉのナノフィラメントが形成されるようである。Ａｕの上部電極を有
するＮＰＳｉＯｘメモリが切り替え通路を形成するのに必要としたＶｆｏｒｍｉｎｇは平
均でわずかに約１．６Ｖであったが、それに比べて、非孔質ＳｉＯｘメモリについては２
０Ｖ超とかなり高いＶｆｏｒｍｉｎｇが必要であった（図１４Ａ～１４Ｃ）。エレクトロ
フォーミングプロセスに対する低いフォーミング電圧と単一の掃引は、高いフォーミング
電圧と繰返しの電圧掃引による破壊の可能性が回避されることによって、ダイオードを有
するナノスケールのメモリセルの高密度集積において有利である。単一の低電圧掃引はま
た、周囲のＳｉＯｘ材料について問題となるジュール熱による破損を軽減し、従って、切
り替え用フィラメントの確率論的な形成における不確実さを低下させる。代わりにＰｔの
上部電極を用いるＮＰＳｉＯｘメモリは同様の切り替え挙動を示し、予想した通り、わず
かに高いＶｆｏｒｍｉｎｇ＝２．１Ｖを示した（図１５Ａおよび図１５Ｂ）。非孔質Ｓｉ
Ｏｘメモリと比較して、設定プロセスと再設定プロセスについて近似する切り替え速度（
５０ｎｓ以下、測定限界）がＮＰＳｉＯｘメモリにおいて観察された（図１６）。
【００４１】
　[0055]ＮＰ ＳｉＯｘメモリにおける切り替え用フィラメントの感度と安定性を評価す
るために、素子の同じセルについての様々な電圧パルス（Ｖｐｕｌｓｅ）の後に、１．０
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Ｖにおける切り替え電流のレベルと保留性についての試験を行った。図８Ａは、１３Ｖか
ら４Ｖまで（ΔＶ＝１Ｖで）変化させた様々なＶｐｕｌｓｅの後の９ビットについての切
り替えＩ-Ｖ挙動を示す。Ａｕの上部コンタクトは１００μｍの半径を有し、一方、ＮＰ
ＳｉＯｘは約４０ｎｍの厚さであった。図８Ｂは、Ｖｐｕｌｓｅの後の二つの異なる温度
（２０℃および１００℃）における電流（Ａ）の保留性についての結果を示す。各々の状
態のオン・オフ比はＶｐｕｌｓｅに応じて約２．５から約１０７まで変化し、それらは１
００℃においてもなお１０４秒間維持される。Ｖｐｕｌｓｅが低下すると、１．０Ｖにお
ける読取り電流（Ｉｒｅａｄ）は増大し、一方、設定電圧（Ｖｓｅｔ）は低下したが（図
８Ａの挿入図）、これは非孔質ＳｉＯｘメモリの挙動と同様である。シリコンのナノ結晶
（ＳｉＮＣｓ）からなる導電性フィラメントは比較的高いＶｐｕｌｓｅによって顕著に中
断される場合があり、その結果、Ｉｒｅａｄが低下する、ということが示唆された。しか
し、我々の知見によれば、これは、約１０７Ａのオン・オフ比を用いる９ビットの切り替
え能力を有する酸化物をベースとするメモリ素子を初めて実証するものであり、これによ
りこの素子はマルチビットメモリシステムとして有望である。さらに、このマルチビット
の特徴は、５ｎｍの直径のＳｉＮＣフィラメントと相まって、積極的な同等の縮小化のた
めにＲＲＡＭ素子を魅力的なものにする。
【００４２】
　[0056]切り替えの持続的な安定性は、不揮発性メモリ素子の実際的な適用のためには非
常に重要な因子であり、ユニポーラメモリにおける主要な難題のうちの一つである。非孔
質ＳｉＯｘの場合、オンとオフの電流値は１０３～１０４サイクルの後に近似するように
なり（これは区別できない切り替え状態を生じさせる（図８Ｃ、上））、このことは、電
圧ストレスが蓄積することによって切り替え通路の中に形成されるＳｉＮＣｓが過度に凝
集することによってサイクル寿命が限定されることを証明している。それに対して、ＮＰ
ＳｉＯｘメモリのオン・オフ比は１０３サイクルの間に顕著な劣化をせず、少なくとも約
１０６のオン・オフ比を示す（図８Ｃ、下）。興味深いことに、ＮＰＳｉＯｘについての
約２×１０３サイクルにおいて、オフ電流は増大し、約１０－７Ａを維持する（図１７Ａ
）。その後、図８Ｃ、図８Ｄおよび図１７Ｂに示すように、１０５サイクルの間の約１０
３のオン・オフ比という優れた持続性が証明された。
【００４３】
　[0057]ＮＰ ＳｉＯｘメモリの切り替え機構を確認するために、ＳｉＯｘメモリ素子の
平面モデルの構造のものを６０ｎｍの幅を有するＡｕナノワイヤを用いて作製した。Ａｕ
ナノワイヤに最初の電圧掃引を印加すると、Ａｕのエレクトロマイグレーションによって
１．２５Ｖにおいて電気的な破壊が生じ、電流が急に降下したが（図９Ａの上および挿入
図）、これは縦のＮＰＳｉＯｘメモリにおいて生じることと概念上は同様であろう。ＳＥ
Ｍ画像は間隙の近傍での比較的黒ずんだ領域を示していて、これはエレクトロマイグレー
ションによって誘起された熱損傷による下にあるＳｉＯｘの固有の後破壊を示す（図１８
Ｂ）。前に証明したように、（２０ｎｍ以下の）局限された位置におけるその後の（１．
２５Ｖを超える）電位によって、ＳｉＯｘをＳｉ相（ＳｉＮＣまたはａ-Ｓｉ）に容易に
変えることができた。平面モデルの素子はこの破壊プロセス（図９Ａ）の後の典型的なＳ
ｉＯｘユニポーラの切り替え挙動を示したが、これは熱アニール処理を行うことなくＶｆ

ｏｒｍｉｎｇを低下させるための道筋を提示する。ＳｉＯｘの後破壊プロセスは低いバイ
アスにおいて切り替え用フィラメントを形成するのに役立ったが、これはサイクルの持続
性を延ばすことにもつながる（図１８Ｂ）。この平面モデル構造に類似するＳｉＯｘメモ
リについて以前に報告していて、それらはα-炭素、ＴｉＮ、カーボンナノチューブおよ
びグラフェンを含めた様々な電極材料を用いるものであったが、それらの全てが初期のＩ
-Ｖ掃引において同様の破壊プロセスを示したことに留意されたい。従って、ＮＰＳｉＯ

ｘの切り替え機構は、図９Ｂに示すように、ＳｉＯｘ膜を通してのナノホールの側壁での
Ａｕの破壊プロセスによって理解することができる。興味深いことには、ＮＰＳｉＯｘメ
モリの初期の切り替え状態は破壊プロセスの後にはオン状態とオフ状態のいずれかをとり
、このことは、垂直なナノギャップにおける切り替え通路は主にＳｉＮＣまたはａ-Ｓｉ
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によって形成されることを意味する（図１４Ａおよび図１４Ｂ）。金属ワイヤのエレクト
ロマイグレーションに基づくこの機構によれば、耐熱性の高いＰｔの上部電極を用いるＮ
ＰＳｉＯｘのＶｆｏｒｍｉｎｇがＡｕの上部電極を用いるＮＰＳｉＯｘのＶｆｏｒｍｉｎ

ｇよりもわずかに高い値を有する理由も説明することができる（図１４Ａ～１４Ｃ、図１
５Ａおよび図１５Ｂ）。
【００４４】
　[0058]図１０Ａ～１０Ｄに示すように、持続サイクルに伴う設定電流、オン出力、Ｖｆ

ｏｒｍｉｎｇおよびオン・オフ比を含めたＮＰＳｉＯｘメモリの実証されたＲＲＡＭ切り
替えパラメータを、金属電極を用いる報告されているユニポーラメモリおよびその他のタ
イプの非孔質ＳｉＯｘメモリと比較する。この比較において、このＮＰＳｉＯｘメモリに
ついての所定のサイクル数において、設定電流（１．４±０．９×１０－５Ａ）、オン出
力（６．２±４．０×１０－５Ｗ/ビット）およびＶｆｏｒｍｉｎｇ（１．６±０．４Ｖ
）は最も低い値であり、一方、オン・オフ比はわずかに高かった（図１９（表２）を参照
されたい。最初の二つはＮＰＳｉＯｘユニポーラメモリであり、残りのものは非孔質ユニ
ポーラメモリである）。重要なこととして、多くのユニポーラメモリは切り替えのために
Ｉｃ（図１０Ａ～１０Ｄにおいて［ｃ］と表示）、接合端部の切り替え［ｅ］、または高
温処理［Ｔ］を必要とするが、一方、ＮＰＳｉＯｘ素子はこれらのいずれも必要とせず、
このことは、不揮発性メモリ技術の大規模な作製のために考慮すべき重要な事柄である。
【００４５】
　[0059]明らかに、ＮＰ ＳｉＯｘを用いるＲＲＡＭメモリ構造は、現行のユニポーラメ
モリシステムをはるかに超える優れた切り替え挙動を示すことができ、またバイポーラＲ
ＲＡＭよりも簡単な作製と作動の手順を可能にする。この切り替え機構は、低バイアス状
況における初期の金属接続の破壊プロセスによって説明することができ、それはＶｆｏｒ

ｍｉｎｇにおける切り替え通路の望ましくないジュール熱による損傷を軽減する。これら
の結果は、ＮＰＳｉＯｘメモリシステムが将来のメモリの用途のための新たな素子の枠組
みを提供し得ることを示唆している。
【００４６】
　[0060]ＮＰ ＳｉＯｘメモリ素子の作製
　熱的に成長した３００ｎｍの厚さのＳｉＯ２層で覆われたｐ型（１００）Ｓｉ基板（１
５ｍｍ×１５ｍｍ）の上にＮＰＳｉＯｘメモリ素子を作製した。超音波（浴）によってア
セトン、イソプロピルアルコールおよび脱イオン（ＤＩ）水を用いる３分間の典型的な洗
浄工程を行った後に、スパッタリングまたは電子ビーム蒸着によって基板の上にＰｔの下
部電極（１００ｎｍ）を被着させた。次いで、電子ビーム蒸着（室温）またはプラズマ化
学的気相成長法（ＰＥＣＶＤ）（３００℃で１～２分間）を用いることによって、Ｐｔの
下部電極の上にＳｉＯｘ（厚さ３０～５０ｎｍ）を被着させた。電子ビーム蒸着およびＰ
ＥＣＶＤによって調製されたＮＰＳｉＯｘ素子は、類似する切り替え挙動を示す。被着し
たＳｉＯｘの内部に多孔質構造を電気化学的に形成するために、各サンプルについて希釈
ＨＦ/エタノール溶液の中で陽極電解処理を行った（Ｓ１～Ｓ３）。１～５容量％の濃度
を有する希釈ＨＦ/エタノール溶液は、ＨＦ（４８～５１容量％、J. T. Baker）を無水エ
タノール（Pharmo）の中で希釈することによって調製した。陽極処理において二電極装置
を用い、このとき陽極としてシリコン基板上のＳｉＯｘを用い、また陰極としてＰｔ箔を
用いた。ＳｉＯｘの薄い層の中にＮＰ構造を形成するために、６．４ｍＡ/ｃｍ２の一定
の電流密度を３０秒間印加した。この陽極エッチングを行った後、サンプルを脱イオン水
ですすぎ、そして窒素流の下で乾燥した。円形フォトマスク法または円形シャドーメタル
マスク法を用いて、ＮＰＳｉＯｘ層の上に約１００μｍの半径を有する上部電極（Ａｕま
たはＰｔ）を被着させた。得られた素子の例を図１Ａに示す。
【００４７】
　[0061]Ａｕ-ＳｉＯｘ-Ａｕナノギャップメモリ素子の作製
　９５０ＰＭＭＡレジストを用いて慣用の電子ビームリソグラフィ（JEOL 6500F SEM）に
よって、Ｓｉ/ＳｉＯ２基板の上にＡｕのナノワイヤ接合（約６０ｎｍの幅）をパターン
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形成した。３０ｋＶの加速電圧において電子ビームの電流は３００ｐＡであった。１：３
のメチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）-イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）の現像液の
中でパターンを現像し、次いで、５０ｎｍの厚さのＡｕをスパッタ蒸着した（Denton Des
k Vスパッタ装置）。エレクトロマイグレーションによるＡｕナノワイヤの破壊処理を行
った後、Ａｕ-ＳｉＯｘ-Ａｕナノギャップメモリ素子を作製した。得られた素子の例を図
９Ａに示す。
【００４８】
　[0062]光学的な測定と多孔度の計算
　被着させただけのものの反射スペクトルとＰｔを被着したシリコン基板の上のＮＰＳｉ
Ｏｘ層の反射スペクトルを、光学顕微鏡（開口数０．４、Axioskop, Zeiss）に接続した
可視分光計（USB4000、Ocean Optics）を用いて測定した。反射率の参照として裸のＰｔ
膜を用いた。分析式と断面のＳＥＭ画像からのＳｉＯｘ層の厚さの情報に基づいて測定し
た反射スペクトルの数値の当てはめによって、ＮＰＳｉＯｘ層の有効屈折率を計算した。
全ての数値計算において、Ｐｔとシリカの両方について光学的分散関係を含めた。ブラッ
グマン（Bruggemann）の有効中間近似を用いて、エッチングしたＳｉＯｘの有効屈折率に
相当する多孔度の値を計算した（Ｓ４）。
【００４９】
　[0063]走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）による分析
　エッチングしていないＳｉＯｘ層またはエッチングしたＳｉＯｘ層を有するＲＲＡＭ構
造を割って、電解放射ＳＥＭ（JEOL 6500F、10kV）によって特徴づけを行った。Ｐｔの下
部電極を研磨した後、追加の導電性の層を被着せずに全てのＳＥＭ画像を撮った。エッチ
ング工程による厚さと表面形態の変化を、高解像度のＳＥＭ画像によって観察した（図１
１Ａおよび１１Ｃ）。
【００５０】
　[0064]透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）による分析
　電解放射ＴＥＭ（JEOL 2100）において２００ｋｅＶで撮った明視野画像により、Ｓｉ
Ｏｘの形態と多孔質の特徴を評価した。ＴＥＭによる分析のためのサンプルを調製するた
めに、Ｎｉ（２０ｎｍ）/ＳｉＯ２/Ｓｉの基板の上にＮＰ ＳｉＯｘ膜を形成した。Ｓｉ
Ｏｘのサンプルを１ＭＨＣｌ溶液の中に１２時間浸すことによってＮｉをエッチングし、
そしてＴＥＭグリッドによって持ち上げた。脱イオン水を用いて薬品の残留物を完全に除
去した後、サンプルを一晩かけて乾燥した。図１１Ｂおよび１１Ｄを参照されたい。
【００５１】
　[0065]Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）による分析
　Ｐｔ金属上のエッチングしていないＳｉＯｘ膜およびエッチングしたＳｉＯｘ膜を、そ
れらの化学組成についてＸＰＳ（PHI Quantera XPS、Physical Electronics、米国）によ
って調査した。全てのＸＰＳスペクトルを、２８４．５ｅＶにおけるＣ１ｓピークの結合
エネルギーに従って検量した。
【００５２】
　[0066]電気的な測定
　パルス発生器を備えたB1500半導体パラメータ分析器を用いて、減圧下（１０－３トル
未満）（Desert Cryogenics モデルCPX、Lakeshore Cryotronics, Inc.）において電気的
な特徴づけを行った。下部Ｐｔ電極にバイアス電圧を印加し、一方、ＮＰ ＳｉＯｘ上の
上部Ａｕ（またはＰｔ）電極を研磨して、全ての電気的な測定値を得た。
【００５３】
　[0067]ここに記載した態様は、本開示の特定の見地を実証するために提示されている。
ここに記載した態様は本開示の典型的な態様を示しているに過ぎない、ということを当業
者であれば認識するはずである。当業者であれば、本開示に鑑みて、記述された特定の態
様において多くの変更をなし得ること、そして本開示の精神と範囲から逸脱することなく
同様または類似の結果がなお得られることを、認識するはずである。以上の記載から、当
業者であれば本開示の本質的な特質を容易に確認することができ、また本開示の精神と範
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囲から逸脱することなく、本開示を様々な用法と条件に適合させるために様々な変更と修
正を行うことができる。以上に記載された態様は例示的なものにすぎないことを意味して
いて、本開示の範囲を限定するものと解釈されるべきではない。
【符号の説明】
【００５４】
　１０　ＮＰメモリ材料層、　２０　上部電極、　３０　下部電極、　４０　基板、　２
１０　基板、　２２０　下部電極、　２３０　材料層（多孔質ＳｉＯｘ層）、　２４０　
細孔、　２５０　上部電極、　２６０　電圧または電流の供給源、　２７０　Ｓｉ切り替
えチャネル、　３１０　陽極、　３２０　Ａｌ箔、　３３０　シリコン基板、　３４０　
容器、　３５０　陽極酸化用電解液、　３６０　陰極、　３７０　電圧または電流の供給
源、　４１０　基板、　４２０　下部電極、　４３０　ＳｉＯｘ層、　４４０　上部電極
、　５１０　基板、　５２０　ダイオード、　５３０　ＳｉＯｘ層、　５４０　電極、　
５５０　電極、　５６０　パッシベーション層、　５７０　電極、　６１０　基板、　６
２０　下部電極、　６３０　ショットキー障壁、　６４０　ＳｉＯｘ層、　６５０　電極
、　６６０　パッシベーション層、　７１０　基板、　７２０　下部電極、　７３０　Ｓ
ｉＯｘ層、　７４０　第一のショットキー障壁、　７５０　第二のショットキー障壁、　
７６０　電極、　７７０　パッシベーション層。

【図１９】

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】
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【図２Ｇ】

【図２Ｈ】

【図３】

【図４】
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