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添付公開書類
国際調査報告 条約第 2 1 条 (3))

電極 と記憶部とを有する積層構造体 と、前記記憶部に電圧を印加 して前記記憶部に抵抗変化を生 じさ
せて情報を記憶 させる電圧印加部と、を備 え、前記電極の前記記憶部に対向する側の面は、金属元素、
S i G a 及びA s の少な とも ずれかと第 の非金属元素を含み、導電性を有する第 の領域 と、
前記少な < とも ずれかを含み、前記少な とも ずれかとの間の電気陰性度の差が、前記少な < とも
ずれかと前記第 1 の非金属元素との間の電気陰性度の差よ りも大き 第 2 の非金属元素の含有 が前

記第 1 の領域よ り高 第 2 の領域 と、を有 し、前記第 の領域及び前記第 2 の領域の少な < とも ずれ
かは、前記電極の前記記憶部に対向する側の前記面内の形状が異方性を有することを特徴 とする不揮発
性記憶装置を提供する。



明 細 苫

不揮発性記憶装置及びその製造方法

技術分野

０００1 本発明は、不揮発性記憶装置及びその製造方法に関する。

背景技術

０００2 近年、小型の携帯機器が世界的に普及すると同時に、高速情報伝送網の大幅な

進展がみられ、小型大容呈不揮発性メモりの需要が急速に拡大してきている。その

中で、 型フラッシュメモり及び小型 (ha d d sk d ve)は、特に、怠、速な記

録密度の進化を遂げ、携帯音楽市場や携帯ゲーム記録用メモり、パソコンの記憶装

置等、さまざまな用途に用いられている。しかしながら、これらの不揮発性メモりは、高

密度化の限界があると吉われている。

０００3 これに対し、次の不揮発性記憶装置として、相変化を利用するもの、磁気変化を用

いるもの、強誘電体を利用するもの、抵抗変化を利用いるものなど、さまざまなメモり

が提案されている。このなかで、抵抗変化型のメモり、いわゆる e山 (Res s ve R a

ndo Access Memo )は、微細加工により消費電力が低減し、菩き込み読み出し速

度が従来よりも大幅に改苦できるとして、期待が大きい。

この e山 においては、2つの電極の間に記憶部となる抵抗変化型材料が設け

られる。 e山 の耐久性や特性向上のためには、記憶部の配向構造を実現するこ

とが重要である。

電極には、多くの場合、電気的に等方性な金属や などの単結品、及びそれに近

い状態の金属化合物が用いられる。一方、記憶部には、多くの場合、極性を持つ酸

化物屑が用いられる。従って、電極と記憶部との間の導電性を保ちつつ、電気的に

等方性に近い状態の電極の上に、電気的に極性を持つ金属酸化物などを配向させ

ることが必要であるが、従来技術においてはこの技術は知られていない。このため、

従来の e では、記憶部の配向ャ生は低く、結果として、耐久性や性能が低かっ
た」０

０００4 なお、非特許文献 に、 ( o n Beam A ss s e d Depos on) 法による配向中間



に関する技術か開示されている。この手怯はアルコンイオンヒームを照射しな

から金属酸化物成膜を行ぅものてあり、膜の成長とともに配向度合いか改苦してゆく

手伝てある。しかしなから、この 怯ては、成膜可能な配向中間層か絶縁性の金

属酸化物てあり、 e の電極の上にこの手怯にょる配向中間層を設けた場合、

電極と記惜部との導通か得られないため、この手怯を e に適用することはてき

ない。

非特汗文献 Y m a K Kak m o o M K a，K Takeda, a n T a o h E E E

T ans App p e cond Vo (2００1) 2 8 16 2821

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 本発明は、電極と記惜部との導通性を維持しつつ、高配向性の記惜部を有する高

耐久性て高性能の不揮発性記惜装置及ひその製造方怯を提供する。

課題を解決するための手段

０００6 本発明の一態様にょれは、電極と記惜部とを有する積層構造体と、前記記惜部に

電圧を印加して前記記惜部に抵抗変化を生しさせて情報を記惜させる電圧印加部と

、を備え、前記電極の前記記惜部に対向する側の面は、金属元素、 G a及ひ s

の少なくともいすれかと第 の非金属元素を含み、導電性を有する第 の領城と、前

記少なくともいすれかを含み、前記少なくともいすれかとの間の電気陰性度の差か、

前記少なくともいすれかと前記第 の非金属元素との間の電気陰性度の差ょりも大き

い第2の非金属元素の含有比か前記第 の領城ょり高い第2の領城と、を有し、前記

第 の領城及ひ前記第2の領城の少なくともいすれかは、前記電極の前記記惜部に

対向する側の前記面内の形状か典方性を有することを特徴とする不揮発性記惜装

置か提供される。

０００7 本発明の他の一態様にょれは、電極と記惜部とを有する積層構造体と、前記記惜

部に電圧を印加して前記記惜部に抵抗変化を生しさせて情報を記惜させる電圧印

加部と、を備え、前記電極の前記記惜部に対向する側の面は、金属元素、 G a及

ひ sの少なくともいすれかと第 の非金属元素を含み、導電性を有する第 の領城と

、前記少なくともいすれかを含み、前記少なくともいすれかとの間の電気陰性度の差



が、前記少なくともいずれかと前記第 の非金属元素との間の電気陰性度の差よりも

大きい第2の非金属元素の含有比が前記第 の領城より高い複数の第2の領城と、を

有し、前記複数の第2の領城の配置は、典方性を有することを特徴とする不揮発性

記憶装置が提供される。

０００8 本発明の他の一態様によれば、電極と記憶部とを有する積層構造体と、前記記憶

部に電圧を印加して前記記憶部に抵抗変化を生じさせて情報を記憶させる電圧印

加部と、を備え、前記電極の前記記憶部に対向する側の界面は、金属元素、 Ga

及び sの少なくともいずれかと、第 の非金属元素と、前記少なくともいずれかとの間

の電気陰性度の差が、前記少なくともいずれかと前記第 の非金属元素との間の電

気陰性度の差よりも大きい第2の非金属元素と、を有し、前記界面において隣接する

一対の前記少なくともいずれかと前記第2の非金属元素からなる極性対における前

記少なくともいずれかと前記第2の非金属元素との間の距離の倍の距離を極性長と

し、極性対の端からみて前記極性長の範囲内に存在する他の極性対を含む領城を

極性対領城とし、前記界面における前記極性対領城の面積比を ) としたとき、前

記記憶部は、前記極性対領城の上に設けられ相対的に配向性の高い配向性改苦

領城を有し、前記界面から前記記憶部側に距離 ( )の面内における前記配向ャ生

改苦領城の外周は、前記界面における前記極性対領城の外周よりも4・8 の距離以

上外側であり、前記距離 ( )の面内における前記配向性改苦領城の面積は、前

記界面の面積の ( ００ 団 2 ( ) 以上であることを特徴とする不揮発性記

憶装置が提供される。

０００9 また、本発明の他の一態様によれば、金属元素、 Ga及び sの少なくともいず

れかと第 の非金属元素を含む電極と、記憶部と、を有する積層構造体と、前記記憶

部に電圧を印加して前記記憶部に抵抗変化を生じさせて情報を記憶させる電圧印

加部と、を有する不揮発性記憶装置の製造方法であって、前記電極の前記記憶部

に対向する側の面の一部に導電性を有する第 の領城を残しつつ、前記少なくとも

いずれかとの間の電気陰性度の差が、前記少なくともいずれかと前記第 の非金属

元素との間の電気陰性度の差よりも大きい第2の非金属元素の含有比が、前記第

の領城よりも高く、前記電極の前記記憶部に対向する側の前記面内における形状が



典方性を有する第2の領城を形成し、前記第 の領城及び前記第2の領城の上に前

記記憶部となる屑を形成することを特徴とする不揮発性記憶装置の製造方法が提供

される。

００1０ また、本発明の他の一態様によれば、金属元素、 Ga及び sの少なくともいず

れかと第 の非金属元素を含む電極と、記憶部と、を有する積層構造体と、前記記憶

部に電圧を印加して前記記憶部に抵抗変化を生じさせて情報を記憶させる電圧印

加部と、を有する不揮発性記憶装置の製造方法であって、前記電極の前記記憶部

に対向する側の面の一部に導電性を有する第 の領城を残しつつ、前記少なくとも

いずれかとの間の電気陰性度の差が、前記少なくともいずれかと前記第 の非金属

元素との間の電気陰性度の差よりも大きい第2の非金属元素の含有比が、前記第

の領城よりも高く、前記電極の前記記憶部に対向する側の前記面内における配置が

典方性を有するよぅに複数の第2の領城を形成し、前記第 の領城及び前記第2の領

城の上に前記記憶部となる屑を形成することを特徴とする不揮発性記憶装置の製造

方法が提供される。

図面の簡単な説明

００11 図 本発明の第 の実施形態に係る不揮発性記憶装置の要部の構成を例示する

概念図である。

図2 本発明の第 の実施形態に係る不揮発性記憶装置の構成を例示する模式図

である。

図3 本発明の第 の実施形態に係る不揮発性記憶装置の構成を例示する模式図

である。

図4 本発明の第 の実施形態に係る別の不揮発性記憶装置の構成を例示する模

式的斜視図である。

図5 本発明の第 の実施形態に係る不揮発性記憶装置における配向の様子を例示

する断面模式図である。

図6 本発明の第 の実施形態に係る不揮発性記憶装置における極性対の状態を例

示する模式的平面図である。

図7 第 の比較例の不揮発性記憶装置における要部の構成を例示する概念図であ



る。

図8 第2の比較例の不揮発性記憶装置における要部の構成を例示する概念図であ

る。

図9 第3の比較例の不揮発性記憶装置における極性対の状態を例示する模式的平

面図である。

図1０本発明の第 の実施形態に係る不揮発性記憶装置における電極表面の各種

変形例を例示する模式的平面図である。

図11 本発明の第 の実施形態に係る不揮発性記憶装置における電極表面の各種

変形例を例示する模式的平面図である。

図12 本発明の第 の実施形態に係る不揮発性記憶装置における電極表面の各種

変形例を例示する模式的平面図である。

図13 本発明の第 の実施形態に係る不揮発性記憶装置における電極表面の各種

変形例を例示する模式的平面図である。

図14 本発明の第2の実施形態に係る不揮発性記憶装置の製造方法を例示するフ

ローチャート図である。

図15 本発明の第2の実施形態に係る不揮発性記憶装置の製造方法を例示するエ

程順断面模式図である。

図16 図 5に続く工程順断面模式図である。

図17 本発明の第3の実施形態に係る不揮発性記憶装置の構成を例示する模式的

斜視図である。

図18 本発明の第3の実施形態に係る不揮発性記憶装置の構成を例示する模式的

平面図である。

符号の説明

０～3 2０ 2 3０ 不揮発性記憶装置

０5 某板

０8 電極表面

０ 第 の電極



7 レ、ジストマスク

9 第 の導電膜

2０ 第2の電極

2 電圧印加部

29 第2の導電膜

3０ 交差部

4０ 記憶部

4 9 記憶部膜

5０ スイッチング素子部

59 スイッチング素子部膜

6０ 絶縁部

6 9 絶縁部膜

3 ０ 第 の領城

3 金属元素

32０ 第2の領城

32 第2の非金属元素

3 第 の非金属元素

322 極性対領城

323 極性領城拡大部

33０ 極性対

34 酸ィヒ物

5 5 ドライバ

5 6 スキャナー

52０ 523 某板

52 電極

522 記憶部
。

524 フし一フ

525 526 マルチプレクスドライバ



発明を実施するための最良の形態

００13 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。

なお、図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分

間の大きさの比率などは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。また、同じ部分を

表す場合であっても、図面により互いの寸法や比率が典なって表される場合もある。

なお、本願明細菩と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素

には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。

００14 (第 の実施の形態 )

図 は、本発明の第 の実施形態に係る不揮発性記憶装置の要部の構成を例示す

る概念図である。

図2及び図3は、本発明の第 の実施形態に係る不揮発性記憶装置の構成を例示

する模式図である。

すなわち、図2 (a) は模式的斜視図、図2 は平面図、図3 (a) は要部の模式的斜

視図、図3 は図2の 線断面図、図3 は図2の 線断面図、である。

図4は、本発明の第 の実施形態に係る別の不揮発性記憶装置の構成を例示する

模式的斜視図である。

図5は、本発明の第 の実施形態に係る不揮発性記憶装置における配向の様子を

例示する断面模式図である。

図6は、本発明の第 の実施形態に係る不揮発性記憶装置における極性対の状態

を例示する模式的平面図である。

００15 第 の実施形態に係る不揮発性記憶装置はクロスポイント型の不揮発性記憶装置

である。

まず、図2及び図3により、本実施形態の不揮発性記憶装置の構成の概要を説明

する。 図 (a) (b) に表したよぅに、本発明の第 の実施形態に係る不揮発性記憶

装置 ０においては、某板 ０5の主面の上に、X軸方向に延在する帯状の第 の電

極 電極 が設けられている。そして、某板 ０5に平行な面内でX軸と直交

する 軸方向に延在する帯状の第2の電極 2０が、第 の電極 ０に対向して設け

られている。



なお、上記では、第 の電極 ０と第2 の電極 2 ０が直交する例であるが、第 の電

極 ０と第2 の電極 2 ０とは交差 (非平 )であれば良い。

００1 6 なお、図 (a) (b ) においては、第 の電極 ０と第2 の電極 2 ０とは、それぞれ4

本ずつ設けられている例が示されているが、これには限らず、第 の電極 ０と第2

の電極 2 ０の数は任意である。そして、例えば、第 の電極 ０をビット配線 ( 、

第2 の電極 2 ０をワード線 (W ) と、それぞれ言う。ただし、この場合、第 の電極

0 をワード線 (W ) 、第2 の電極 2 ０をビット線 ( ) としても良い。

００1 7 そして、第 の電極 ０と第2 の電極 2 ０の間に記憶部 4 ０が挟まれている。すな

わち、不揮発性記憶装置 ０では、ビット配線とワード配線が 3 次元的に交差して形成

される交差部 3 ０(クロスポイント) に記憶部 4 ０が設けられている。そして、第 の電

極 ０に与える電位と第2 の電極 2 ０に与える電位の細み合わせによって、各記 首

部 4 ０に印加される電圧が変ィヒし、その時の記憶部 4 ０の特性によって、情報を記

憶することができる。この時、記憶部 4 ０に印加される電圧の極性に方向性を持たせ

るために、例えば整流特性を有するスイッチング素子部 5 ０を設けることができる。ス

イッチング素子部 5 ０には、例えば、P ダイオードや (Me a nsu a o Me a )

素子などを用いることができる。なお、スイッチング素子部 5 ０は、第 の電極 ０と

第2 の電極 2 ０とが対向する領城以外の領城に設けても良い。

００1 8 某板 ０5 には、例えばシリコン某板を用いることができ、不揮発性記憶装置を駆動

する駆動回路を設けることもできる。

第 の電極 ０及び第2 の電極 2 ０には、金属元素を含む各種の導電性材料を用

いることができる。これらの電極の材料に関しては後述する。

また、記憶部 4 ０には、例えば、印加する電圧または電流によって電気抵抗値が

変ィヒする、酸ィヒニッケル ( O ) 、酸ィヒチタン ( O ) z O C a O
2 4 一 3

等を用いることができる。ただし、本発明はこれに限らず、記憶部 4 ０には、抵抗変

ィヒを示す全ての材料を用いることができる。

００1 9 上記のように、本実施形態に係る不揮発性記憶装置 ０は、電極 (第 の電極

０) と、電極 の上に設けられた記憶部 4 ０と、を有する積層構造体と、記憶部 4

0 に電圧を印加して記憶部 4 ０に抵抗変ィヒを発させて情報を育已，噴させる電圧印加部



2 (第2の電極 2０)電圧と、を備える。

００2０ 図2 (b)及び図3 (a) に表したよぅに、第 の電極 ０と第2の電極 2０とが、3次元

的に交差して形成される両者間の領城に、記憶部 4０は設けられ、この つの記憶

部 4０が つの要素であり、セルと吉ぅ。そして、記憶部 4０は、第 の電極 ０の記

憶部 4０に対向する側の面、すなわち、電極表面 ０8に接して設けられている。

００2 1 また、図3 (b) (c) に表したよぅに、第 の電極 ０と、第2の電極 2０と、記憶部 4

0は、間隔を置いて設けられた複数の領城を有しており、その複数の領城に挟まれる

よぅに、絶縁部 6０が設けられている。なお、図 (a) (b)及び図3 (a) においては、

絶縁部 6０は省略されて描かれている。

これら、絶縁部 6０には、例えば、電気抵抗の高い酸ィヒ珪素 ( O )等を用いるこ

とができる。ただし、これに限らず、絶縁部 6０には、記憶部 4０の電気抵抗より高い

各種の材料を用いることができる。

００22 また、図3 (b) に表したよぅに、第 の電極 ０の記憶部 4０に対向する側の面 (電

極表面 ０8) には、後述する第 の領城3 ０と第2の領城32０が設けられている。な

お、これら第 の領城3 ０及び第2の領城32０は、図 (a) (b)及び図3 (a) では省

略されている。

００23 なお、以上の図2～図3においては、第 の電極 ０、第2の電極 2０及びその間

の記憶部 4０が積層された 屑の積層構造体のみを例示しているが、この積層構造

体を多数積層することで、高密度の記憶装置が構成できる。

すなわち、図4 (a) に例示した不揮発性記憶装置2０のよぅな2屑の積層構造体、図

4 (b)に例示した不揮発性記憶装置2 のよぅな4層構造の他、それ以上の数の層構

造とすることができる。

００24 そして、図 に表したよぅに、本実施形態の不揮発性記憶装置 ０においては、第

の電極 ０の記憶部 4０に対向する側の面、すなわち、電極表面 ０8は、導電性を

発現する元素 (すなわち、金属元、S Ga及び sの少なくともいずれかの元素 )及び

第 の非金属元素325 を含み、導電性を有する第 の領城3 ０を有する。以下では、

説明を簡単にするために、この導電性を発現する元素を、単に金属元素3 といぅこ

とにする。



００2 5 この金属元素3 は、第 の電極 ０の少なくとも電極表面 ０8 に導電性を付与す

るものであ W b S

G a及び sよりなる群から選ばれた少なくとも つを用いることができる。さらに、こ

の群から選ばれた少なくとも2つを含れ合金を用いることができる。

また、第 の非金属元素325 には、全ての元素を使用できる。ただし、上記の金属

元素3 と混合され、または、化合物を形成した際に、導電性を有する元素、及び、

混合比とされる。すなわち、金属元素3 と第 の非金属元素325 との比率は、化学

最論的な比率だけでなく、導電性を有する任意の比率とすることができる。

例えば、図 の例では、金属元素3 はチタン ( )であり、第 の非金属元素325

は空素 ( )である。そして、金属元素3 と第 の非金属元素325 とは、化合物であ

る を形成する。なお、この は導電性を有する。

すなわち、第 の電極 ０は a aS a z f

W C aC aC z C fC fC oC W C a z f

o W S z S fS aS W S fS aS oS S S

S Ge Ge aGe aGe z Ge Ge O S O及び よりなる群

から選ばれた少なくとも つを含む。

００2 6 そして、電極表面 ０8 は、金属元素3 を含み、第2の非金属元素3 2 の含有比

が第 の領城3 ０より高い第2の領城3 2０を有している。

ここで、第2の非金属元素3 2 とは、金属元素3 との間の電気陰性度の差が、第

る。

図 の例では、第2の非金属元素3 2 は酸素の例である。すなわち、酸素と 世の

間の電気陰性度の差は、空素と 世の間の電気陰性度の差典より大きい。すなわち

、第 の領城3 ０(の少なくとも最表面) は であり、第2の領城3 2０(の少なくとも最

表面) は である。

すなわち、第2の領城3 2０は、電極表面 ０8 において局部的に酸化された領城で

ある。ただし、本発明は、これに限らず、この第2の非金属元素3 2 としては、金属元

素3 との間の電気陰性度の差が第 の非金属元素325 よりも大きい全ての元素を



用いることができる。第2の非金属元素325 としては、空素、酸素、フッ素及び塩素よ

りなる群から選ばれた少なくとも つを用いることができる。

００27 なお、第 の領城3 ０は、第2の非金属元素32 を含んでいてもよい。ただし、第2

の領城32０は、第 の領城3 ０に比べて第2の非金属元素32 の含有比が高い。な

お、第 の領城3 ０が第2の非金属元素32 を含まない場合も含めて、第2の領城3

2０は、第 の領城3 ０よりも、第2の非金属元素32 の含有比が高い。

００28 また、第2の領城32０における第2の非金属元素32 の含有比率は、 a o 以

上であることが望ましい。

００29 そして、第 の領城3 ０及び第2の領城32０の少なくともいずれかが、電極表面 ０

8の面内において典方性を有する形状を有する。

００3０ 例えば、図 に例示した電極表面 ０8では、第 の領城3 ０及び第2の領城32０は

、X軸方向に延在する帯状の形状をしている。なお、この例では、第 の電極 ０の

延在方向もX軸方向の例であるが、後述するように、第 の電極 ０の延在方向とは

独立して、第 の領城3 ０及び第2の領城32０の延在方向、すなわち、典方性の方

向を設定することが可能である。

００3 1 金属元素3 と第2の非金属元素32 との間には、電気陰性度の差があるので、

両者の間に極性が発生する。このとき、金属元素3 と第 の非金属元素325 との間

にも電気陰性度の差があり、両者の間にも極性が発生するが、金属元素325 と第 の

金属元素325 との間の電気陰性度の差は、金属元素3 と第2の非金属元素3 2 と

の間の電気陰性度の差より小さいので実用的には無視でき、以下では、金属元素3

と第2の非金属元素32 との間の極性に着 目する。

第2の領城32０においては、金属元素3 との電気陰性度の差が大きい第2の非

金属元素32 の含有比が、第 の領城3 ０よりも高いので、第2の領城32０は、第

の領城よりも極性が高い領城となる。

すなわち、第2の領城32０においては、金属元素3 と第2の非金属元素32 との

間に極性の差が典方的に発生し、極性対33０が発生する。これにより、電極表面 ０

8の上に堆積して形成される記，憶部 4０となる膜の配向性を高めることができる。

００32 第2の領城32０は、例えば、第 の電極 ０となる膜の上にリソグラフイ一法によっ



て所定の形状のレ、ジストマスクを設けた後、例えば、気相中や被相中での表面酸ィヒ

によって電極表面 ０8に酸化膜を所定の形状で形成することによって設けることがで

きる。また、第 の電極 ０となる膜に、狭いライン幅で走査したイオン住人を行ぅこと

によっても設けることができる。さらに、第 の電極 ０となる膜に対して、例えば、酸

化雰囲気中で光線や電子ビーム等を典方的に照射することによって、酸化する手法

でもよい。すなわち、電極表面 ０8に、典方性のある形状、として、例えば、幅の狭い

帯状の酸化物等の屑を形成すればよい。

００33 これにより、第 の電極 ０の少なくとも最表面に、極性対屑が形成される。

なお、この極性対屑は、上記のよぅな典方性のある酸化物屑などを指すものであり、

典方性のない、例えば自然酸化屑を含まない。

すなわち、本実施形態に係る不揮発性記憶装置 ０の場合は、電極表面 ０8に、

人工的に例えば、 ピッチで 幅の酸化屑を形成する。これにより、記憶

部 4０となるCeO 屑などを数 積層しただけで、記憶部の全面、全屑厚にかけて

配向性を持つ屑が得られる。

００34 すなわち、本実施形態に係る不揮発性記憶装置 ０においては、例えば、電極表

面 ０8に、第 の電極 ０の少なくとも表面近傍領城を構成する金属元素3 及び

第 の非金属元素325 とに対して、第 の非金属元素325 よりも金属元素3 との電

気陰性度の差が大きい第2の非金属元素32 (空素、酸素、フッ素、塩素などの物質

)を、イオン住人や、酸化 (空素化、フッ素化など) により導入する。なお、第2の非金

属元素325 は、第 の非金属元素325 よりも金属元素3 との電気陰性度の差が大

きいので、比較的容易に、第 の非金属元素325 を第2の非金属元素32 で置換す

ることができる。

すなわち、酸化、空素化、フッ素化、塩素化等、非金属ィヒ合物を形成する手法であ

れば極性対を形成するどのよぅな元素でも使用することが可能である。

００35 導入する手法としては材料濃度に傾斜が生じるイオン住人でもよく、リソグラフィー

技術により雰囲気を用い部分的に酸化 (広義の意味での酸化であり、空素化やフッ

素化などを含む)を行ぅ手法でもよく、常圧酸素雰囲気中で に用いられる探針

を使って電流を流す酸化方法でもよい。



００36 上記の、第2の領城32０(例えば、酸ィヒを行う領城 ) は、表面近傍のみで十分であり

、第 の電極 ０の厚み方向の全てを酸化した場合は体積膨張などにより、酸ィヒを

行う某板の下に設置された某板との密着性が悪ィヒするために、はがれの原因となる。

表面近傍領城のみの酸ィヒであれば、局部的な膨張を十分吸収できるため、大きな影

響も無く配向起源屑を提供することが可能である。

００37 上記の、第2の領城32０の導電性が第 の領城3 ０に比べて劣る場合、第2の領城

32０は抵抗屑となる。不揮発性記憶装置 ０においては、この抵抗屑に電界が集中

するため、素子としての機能が損なわれる。この時、本実施形態に係る不揮発性記

憶装置 ０においては、導電性のある第 の領城3 ０を電極表面 ０8に露出して設

けている (残存させている) ので、導電性を維持したまま、記憶部 4０の配向性を第2

の領城32０によって向上させることができる。

００38 なお、ここで吉う配向性とは、完全な2軸配向に近いA め が4度以下の単結品に近

い配向を示すのではなく、A め が2０度近辺の配向性の足がかりとなる程度の配向，性

も含める。

００39 電極 と記憶部 4０との間の導電性の確保と、配向性の改苦とを同時に実現す

るには、自然酸化のような連続する大きな領城の酸化ではなく、例えばアスペクト比

の大きな長方形や線状等の酸ィヒ領城のように、面積が 、さく、一定の方向に延在す

る配向性の足がかりを提供できる極性領城が必要である。極性領城 (第2の領城32０

) が完全な絶縁体であったとしても、膜全面に線状の極性領城を散在させ、その合計

面積が 5０。に達したとしても全抵抗値は となるだけであり、電極 と記憶部 4

0との間の導電性は確保できる。

００4０ なお、本実施形態に係る不揮発性記憶装置 ０においては、その電極 (第 の

電極 ０) は、単体金属でも合金でもよい。

なお、典種の金属元素の間において、金属元素どうしの間の極性は、金属と非金

属との間ほどの極性に比べて 、さい。すなわち、金属と非金属との間の電気陰性度

の違いから明らかである。例えば、C と との間の電気陰性度の差は0・3しかない。

一方、C とOとの間の電気陰性度の差は2・3であり、C と との間の電気陰性度の

差に比べて若しく大きい。すなわち、本実施形態の不揮発性記憶装置 ０において



は、記憶部 4 ０にとして形成される空化物、酸化物、フッィヒ物及び塩化物等に比べ、

電極 に用いられる金属元素3 どぅし問の極性は、典種金属元素の場合におい

ても無視できるほど 、さい。すなわち、電極 の表面には極性対は実質的には形

成されていない。

００4 1 次に極性領城による、記憶部 4 ０の配向性の改苦について説明する。

配向性の改苦は、極性領城と非極性領城の境界長にほぼ比例する。例えば、極性

領城として、 C上に を部分的に導入した場合、 は A に帯電し、O はA に

帯電する。

００4 2 その極性対が、次に積層される屑へと影響を及ぼす範囲は、物理蒸着法の場合に

飛来した粒子の平均自由行程や某板が粒子の極性や構造に依存する。例えば、

の極性対の上に の粒子がやってくると、上部の と下部の が引き合い

、上部の の隣に が結合しているため、積層数が つだけ増大した面内において

は少なくとも極性対の 倍分だけ領城が広がることになる。

００4 3 これは最低限の広がりを示したものであり、P (Pu sed ase Depos on) 法にお

ける成膜においては、粒子が某板表面で持っているエネルギーに応じて平均自由行

程を歩き回ることとなるため、 屑上部の屑での極性対領城は、極性対のZ倍もの距

離だけ広がったものとなる。ここで、 は、ィヒ合物によるが4 ・8～8 ・0 の値であり、化

合物間の差は 、さい。なお、極性対の長さとは、 つの極性対において、A の部位

とA の部位の両端部の距離を示すものとする。

００4 4 前記極性対やその集合体である極性対領城の形成方法であるが、フォトリソグラフ

ィー法などにより部分酸化を行ぅ方法でもよく、イオン注入により空素、酸素、フッ素、

塩素イオンなど表面を構成する以外の元素を叩き込れ方法でもよい。

この時、自然酸化で得られる場合と典なり極性領城をそぅでない領城に可能な限り

混在させることが重要である。それは、この界面を某点にして、その上部に記憶部を

成膜する場合において配向性が生じ、その配向性は成膜時の膜厚増加に伴い上部

記憶部となる物質の自己配向性により周囲に伝播する形で面内に極性領城を広げ

るためである。

００4 5 前記の人工的な極性領城形成と、自然酸化により得られる極性領城は、境界領城



の合計長さに大きな違いが生じる。自然酸化の場合、まずどこかに酸化された領城

が出現する。それにより隣接する領城の極性が乱れて酸化が容易になり、結果として

極性領城は平面内では集合体となり一部に偏在する。つまり境界領城の合計長さは

小さくなるよぅに極性領城が形成されることになる。この極性領城上に記憶部物質を

成膜した場合、その部分に配向性を付与することが可能となるが、その極性領城境

界長が短く成膜による極性領城の面内広がりが遅い。また偏在する極性領城は元か
らあった材質との密度の差などが生じる場合にマイクロクラックが入り、剖れの原因と

なりやすい。さらに前述のよぅな極性領城の導電性が劣る場合、連続した極性領城で

はその部分が絶縁体かそれに近い場合が多く、導電性は低くなる。

００46 一方、人工的に作成された極性領城であるが、その領城が細くて長い、すなわちア

スペクト比が大きな長方形状かそれに近い状態を表面に形成するものとする。 の

をOに変えると密度が変化するが、その物質が少呈であれば、ひずみとして吸収さ

れ、配向性を提供する部位にマイクロクラックや割れは生じない。しかも、 部が残

るために導電性は維持される。その部位である極性対領城を全面に散在させること

により以下に述べる成膜時の配向性向上につなげることが可能となる。

００47 極性対が存在するとその上部に極性を持つ物質、すなわち金属酸化物のよぅなイ

オン結合を持つ物質を成膜した場合に配向性を付与することが可能である。その町

向性は某板に垂直方向に成膜されると共に隣接する領城でも配向性が改苦されるこ

とになる。これは配向領城の周辺に、例えばパルスレーザー蒸着法の場合であるが、

粒子が成膜面に着地したときに運動エネルギーを持って動き回ることになる。それに

より自由に動き回れる平均自由行程の範囲内に、完全でなくとも配向性を持つ粒子

が存在すればそこを基点に成長しやすくなる、つまり新しく配向性を持つ粒子が形成

されることになる。これにより配向性を付与した面では粒子の成長に伴い面全体とし

て配向性が改苦し、また次の面が成長すると配向性が改苦すると吉ぅことを繰り返し、

自己配向性が実現する。

００48 自己配向性に関して、S やGa sなど、半導体関連の元素に関しては幅広く計算

が行われ特許や報告苦なども多数報告されているが、酸化物に関しては2軸配向膜

を成膜する超電導関連で多少報告がある程度であり、計算例などもほとんど存在しな



い。酸化物は極性を持ったユニットセルが配向組織を形成していくため半導体周辺

の自己配向とはやや趣が典なるが、計算式や計算結果が報告されないのは境界条

件の離しさにあると考えられる。

００49 酸化物の場合、自己配向性を決めるのは、粒子やユニットセルのェネルギーだけ

でなく、金属と非金属元素の電気陰性度差やその距離、格子の構造や不純物呈な

どさまざまな因子が関係してくる。加えて配向しやすさに関連する格子長の差異など

も配向性制御に深く関わってくる。そのためその計算が非常に困難であることが容易

に想像できる。ただし金属と無機物の化合物が典なっても自己配向性が大きく変化

することはない。それは金属と非金属の電気陰性度差が非常に大きく、どの細み合

わせであっても大きな極性を持つユニットセルが形成されるためである。この時、非金

属元素としては特に電気陰性度の大きな空素、酸素、フッ素及び塩素が有利である

００5０ 図5は、本発明に係る不揮発性記憶装置における第 の電極 ０の上に記憶部 4

0となる膜を成膜したときの様子を例示している。

図5に表したように ，、記憶部 4０となる膜 (例えば酸化物) の膜厚の増加と共に配向

性が改苦され、膜厚と記，憶部 4０となる膜の材料について一定の条件な満たせば全

ての ，表面で配向屑が得られる。なお、記憶部 4０となる膜の材料の配向性であるが、

どれも同じように強く極性を持つために知られている最小の配向性を持つ金属酸化

物が配向する条件を選べば、ほぼ全ての化合物に配向性を持たせることが可能とな

る。

００5 1 配向性に関してはA め というPh スキヤンの W (半値全幅) が用いられ、A め

9０度が等方的な無配向状態を示している。前述の説明のとおり自己配向性のある

材料では、それを成膜した場合、膜厚と共に配向度である A め は改苦(数値は低下)

していく。この場合のA め は、9０度におけるA め A (膜厚の微分) が物質固有の

自己配向性を示すと考えられる。実験データからは9０度の傾きを計算するのは離し

く、A め 二4 5度 (理想的には粒界幅の半分だけが配向粒子で埋まった状態 )付近の

データから、膜厚に対する自己配向性が計算可能となる。

００5 2 現在知られているものの中で、 膜の上で、膜厚の増加に対して一番早く配向す



る酸化物はCeO であり、 の成膜厚みあたり某板水平方向に8・0 の領城で

配向性が改苦する効果を持つ。この配向改苦指数を、自己配向度 巳 とここで呼ぶこ

とにすると、 (CeO ) 二8・００である。

００53 また G z O O z O 8 Gd O 添加Z O O 添加Z O 及
2 2 7 2 3 2 2 7 2 3 2 2 3 2

び の巳 は、それぞれ G B 8０及び6・23である。

酸化物間でも差典が 、さく、空化物でもあまり差が無い傾向を示している。

００54 本実施形態に係る不揮発性記憶装置において、例えば、CeO 屑を用いる場合、

ピッチで、幅 、長さが某板両端部に達する酸化物屑を、金属上に形成し

た場合、隣接する端部である極性対形成ザイトまでは ( ００ ０) 2二 まで

しか距離が離れていないため、 4 8０二9・3 以上の厚さでCeO を積層

すると、全面で一定の配向性を持つ組織が得られる。

００55 図6は、本発明の第 の実施形態に係る不揮発性記憶装置における極性対の状態

を例示しており、同図 (a) は、第 の電極 ０の表面 (電極表面 ０8) に第 の領城3

０と第2の領城32０が形成され、これにより、極性領城322が人工的に形成された状

態を例示している。そして、同図 (b) は、電極表面 ０8の上に、記憶部 4０となる膜を

積層した時の極性領城拡大部323を例示している。

００56 同図に表したよぅに、電極表面 ０8の上に成膜を行い極性領城322が拡大した場

合、極性領城322の拡大は領城が重ならない限り、同じよぅに外周部合計値に極性

領城322の広がりを乗じた値となる。すなわち、極性領城322が同図に例示するよぅ

な細線の集合体であれば、極性領城322が大きく拡大されることとなる。しかも電極

表面 ０8と記憶部 4０との導電性は維持される。すなわち、本実施形態は、導電性

を維持しながら金属と非金属からなる電極の上に、記憶屑 4０となる化合物を配向さ

せる。

００57 そして、図6に表したよぅに、例えば、極性領城322 (第2の領城32０)が、3００

毎に並んでいる構造で配向性改苦が早 CeO を用いた場合、3００( ) 2 8

０二 8 8 の厚さの記憶部 4０となる抵抗可変屑の積層によって、半分の領城が

極性領城とすることが可能である。このよぅに、本実施形態に係る不揮発性記憶装置

によれば、厚み の積層を行った場合に元の極性領城 と、残りの極性領城 ( ００



)の半分を極性領城とすることかてきる。

００58 すなわち、本実施形態に係る不揮発性記惜装置 ０において、電極表面 ０8 (第

の電極 ０の記惜部 4０に対向する側の面) は、第 の非今属元素325 を含む企属

元素3 から構成され、企属元素3 と任首の第2の非今属元素32 か隣接する部

位を極性対33０とし、企属元素3 の中心と第2の非今属元素32 の中心との間の

距離の倍の距離を極性長とし、極性対33０の端からみて極性長の距離以内に存在

する他の極性対を含む領域を極性対領域とする。

このとき、記惜部 4０と第 の電極 ０(電極 ) との界面から記惜部 4０側に ( )

の距離の、第 の電極 ０に平行な面内における極性対領城の外周は、第 電極

0の記惜部 4０に対向する面における極性対領城の外周より4・8 の距離以上外側

とすることかてきる。

そして、第 の電極 ０の記惜部 4０に対向する側の面における極性対領城の面

積の、第 の電極 ０の記惜部に対向する側の面に対する面積比を ( ) としたとき

、 は5０以下とすることかてきる。

そして、極性対領城の端から4・8 の距離まての範囲の領城の面積の総和の、第

の電極 ０の記惜部 4０に対向する側の面の面積に対する比か、

2 ( )まて拡大する。

記惜部 4０の内部における極性対領城は、相対的に配向性の高い配向性改苦領

城とすることかてきる。

そして、本実施形態に係る不揮発性記惜装置 ０においては、第 の電極 電

極 ０5) と記惜部 4０を有する積層構造体と、記惜部 4０に電圧を印加して記惜部

4０に抵抗変化を生しさせて清報を記惜させる電圧印加部にの例ては第2の電極 2

０) と、を備え、第 電極 ・0の記惜部 4０に対向する側の界面は、企属元素、S 、G

a及ひ sの少なくともいすれか(すなわち、企属元素3 ) と、第 の非今属元素325

と、企属元素3 との間の電気陰性度の差か、企属元素3 と第 の非今属元素32

5との間の電気陰性度の差よりも大きい第2の非今属元素32 と、を有している。そし

て、その界面において隣接する一対の前記企属元素3 と第2の非今属元素32 か

らなる極性対における企属元素3 と第2の非今属元素32 との間の距離の倍の距



離を極性長とし、極性対の端からみて極性長の範囲内に存在する他の極性対を含

む領城を極性対領城とし、その界面における極性対領城の面積比を ( )とする。

このとき、記憶部 4０は、極性対領城の上に設けられ相対的に配向性の高い配向性

改苦領城を有し、その界面から記憶部 4０側に距離 ( )の面内における配向性

改苦領城の外周は、その界面における極性対領城の外周よりも4・8 の距離以上外

側であり、距離 ( )の面内における配向性改苦領城の面積は、その界面の面積

の ( ００ 2 ( )以上とすることができる。

００59 以上のよぅに、本実施形態に係る不揮発性記憶装置によれば、電極と記憶部との

導通性を維持しつつ、高配向性の記憶部を有する高耐久性で高性能の不揮発性記

憶装置が提供される。

００6０ (第 の比較例)

図7は、第 の比較例の不揮発性記憶装置における要部の構成を例示する概念図

である。

すなわち、同図は、第 の比較例の場合の電極表面 ０8の状態を例示している。

図7に表したよぅに、第 の比較例の第 の電極 ０の電極表面 ０8は、酸化屑 (本

実施形態における第2の領城32０)を持たない金属表面であり、金属元素3 のみ

で構成されている。金属は等方的な電荷の金属結合であるため、電極表面 ０8には

極性対が形成されず、この上に記憶部 4０となる極性を有する酸ィヒ物34 を成膜し

た場合、酸ィヒ物34 は配向しない。結果として、配向性の良好な記憶部は得られな

００6 1 (第2の比較例)

図8は、第2の比較例の不揮発性記憶装置における要部の構成を例示する概念図

である。

図8に表したよぅに、第2の比較例では、電極が酸化物単結品であり、電極表面 ０

8には金属元素3 と第 の非金属元素325 とが存在する。例えば、金属元素3

は であり、第 の非金属元素325 は、金属元素3 との電気陰性度の差が 、さい

やCである。すなわち、第2の比較例の不揮発性記憶装置の電極は、 や Cで

ある。そして、本実施形態に係る不揮発性記憶装置とは典なり、第 の非金属元素3



25の含有比は電極表面 ０8において一定であり、すなわち、非金属元素の含有比

が典なる領城を持たない状態である。

００62 この場合、電極表面 ０8は、極性対を持っているものの、記憶部 4０となる酸化物

34 のべ一ス電極として導電性の酸化物を用いる場合、上部の物質 (酸ィヒ物34 ) と

の格子整合性が問題となり、上下の細み合わせが限定されてしまぅことがわかってい

る。なお格子整合性に関しては格子長の7 までが良好な配向を生み出すとされて

いるが、それ以上の格子ミスマッチがあっても配向性は改苦する。

そして、金属酸化物はそのほとんどが導電性に劣るため、抵抗変化型の不揮発性

記憶装置に用いる配向屑としては、フオーミング電圧上昇や、他の部品の高電圧に

よる破壊を引き起こすため、問題が多い。

００63 (第3の比較例)

図9は、第3の比較例の不揮発性記憶装置における極性対の状態を例示する模式

的平面図である。

すなわち、同図 (a) は、自然酸化により得られた極性領城の状態を例示し、同図 (b

) は、その上に記憶部 4０となる膜を 屑成膜したときの極性領城拡大部の状態を例

図9に表したように、極性領城322 の広がりは、広がった極性領城322 が重なり合

わない限り、ほぼ極性領城322 の外周合計値に広がりを掛け合わせた値の面積が広

がることとなる。そのため、配向性の改苦は遅い。

００64 そして、この自然酸化状態からの極性領城322 の広がりは、配向性の改苦が早いC

e を用いた場合でも、厚み方向に膜が積層されても外周部の合計長さに増加膜厚

A に8・0を乗じた値にしかならない。極性領城322 が連続している自然酸化の場

合、全面積中に極性領城322 が占める割合を とした場合、残りの ( ００ の半分

を極性領城322 とするには、極性領城端部と成膜端部の距離の半分を、極性領城3

22の膜厚に対する拡大速度である8・0を乗じた値でなければならない。つまり、端

部まで の距離があれば、 ( ) 2 8・０二 6 2・5マイクロメートルもの膜厚

の積層が必要ということになる。このような厚膜は、通常の方法では到底実現できな



００65 すなわち、自然酸化屑はその面内において典方性がなく、金属表面で酸化された

領城に隣接して酸化屑が広がることが多く、その場合金属表面の一部に局所的に酸

化領城が広がることとなる。

この場合、その上に記憶部 4０となる膜を成膜した場合に配向性が得られるのは

酸化領城の端部、すなわち極性対が存在する領城のみであるため、自然酸化で表

面に酸化屑が形成された電極の上に記憶部 4０となる膜の成膜を行っても配向屑

は得られない。

００66 これに対し、図6によって説明したよぅに、本実施形態に係る不揮発性記憶装置 ０

のよぅに、例えば、極性領城322 (第2の領城32０) が、3００ 毎に並んでいる構造

の場合、3００( ) 2 8・０二 8 8 の厚さの記憶部となる抵抗可変屑の積層

によって、半分の領城が極性領城とすることが可能である。すなわち、本実施形態に

係る不揮発性記憶装置 ０における配向性の改苦は、第3の比較例と比べて、 3

０００の厚みで実現できる。このよぅに、本実施形態に係る不揮発性記憶装置 ０に

よれば、厚み の積層を行った場合に元の極性領城 と、残りの極性領城 ( ００ 呵

の半分を極性領城とすることができる。

００67 以上のよぅに、本実施形態に係る不揮発性記憶装置によれば、電極と記憶部との

導通性を維持しつつ、高配向性の記憶部を有する高耐久性で高性能の不揮発性記

憶装置が提供される。

００68 図 ０及び図 は、本発明の第 の実施形態に係る不揮発性記憶装置における電

極表面の各種変形例を例示する模式的平面図である。

図 ０(a) に例示したよぅに、電極表面 ０8の上には、第 の領城3 ０と第2の領城3

2０とがあり、第2の領城32０は、 方向に延在する帯状の形状を有している。すなわ

ち、第2の領城32０は、典方性のある形状を有している。そして、導電性のある第 の

領城3 ０は、電極表面 ０8において露出している。これにより、この電極表面 ０8の

上に記憶部 4０となる膜を成膜したときに配向性が高まり、また、導電性も確保できる

００69 図 ０(b) に例示したよぅに、電極表面 ０8の上には、第 の領城3 ０と第2の領城3

2０とがあり、第2の領城32０は、細長い長方形の形状を有しており、長方形の長辺は



一定の方向に向いて並んでいる。このように、第2の領城32０は、典方性のある形状

を有しており、その形状が典方的に配列している。そして、導電性のある第 の領城3

０は、電極表面 ０8において露出している。このように、第2の領城32０が独立した

形状を有していても、典方性を有する形状であり、典方的に配列をしていることにより

、この電極表面 ０8の上に記憶部 4０となる膜を成膜したときに配向性が高まり、ま

た、導電性も確保できる。

００7０ 図 ０ 、 d) に例示したように、電極表面 ０8の上には、第 の領域3 ０と第2の

領城32０とがあり、第2の領域32０は、細長い長方形の形状を有しており、長方形の

長辺は一定の方向に向いて並んでいる。図 ０(c) の場合は、第2の領城32０の重心

の位置は、配列のピッチごとに位相がずれた規則性で配列している。また、図 ０(d)

の場合は、第2の領城32０の形状の重心の位置はランダムである。これら両方の場合

も、第2の領城32０は、典方性のある形状を有しており、典方的に配列している。この

場合も、導電性のある第 の領城3 ０は、電極表面 ０8において露出している。この

ように、第2の領城32０が典方性のある形状であり、典方的に配列をしていることによ

り、この電極表面 ０8の上に記憶部 4０となる膜を成膜したときに配向性が高まり、ま

た、導電性も確保できる。

００7 1 また、図 ０(e) に例示したように、電極表面 ０8の上には、第 の領城3 ０と第2の

領城32０とがあり、第2の領域32０は、 方向に延在する波状の連続した形状を有し

ている。これにより、第2の領城32０は、典方性のある形状を有している。そして、導

電性のある第 の領城3 ０は、電極表面 ０8において露出している。このように、第2

の領城32０は、直線的な形状をしているだけではなく、波状等の各種の曲線を境界

線とする形状をしていても、形状や配置に典方性があればよく、これにより、この電極

表面 ０8の上に記憶部 4０となる膜を成膜したときに配向性が高まり、また、導電，性

も確保できる。

００72 また、図 ０(f) に例示したように、電極表面 ０8の上には、第 の領城3 ０と第2の

領城32０とがあり、第2の領域32０は、不定形ではあるが細長い独立した島状の形状

をしており、その長手方向が 方向に並んだ配列をしている。そして、導電性のある第

の領城3 ０は、電極表面 ０8において露出している。このように、第2の領城32０は



、各種の曲線を境界線とする独立した島状の形状をしていても、形状や配置に典方

性があればよく、これにより、この電極表面 ０8の上に記憶部 4０となる膜を成膜した

ときに配向性が高まり、また、導電性も確保できる。

００73 また、図 (a ) に例示したように、電極表面 ０8の上には、第 の領城3 ０と第2の

領城32０とがあり、第2の領城32０は略円形であり、すなわち典方性のない形状をし

ているが、その配列方向に典方性がある。すなわち、第2の領城32０がほぼ一直線

上に整列して配置されている。

すなわち、第2の領城32０の配置が、電極表面 ０8の面内において、典方性を有

する。すなわち第 の方向にの図では例えばX軸方向) における第2の領城32０の

配置間隔の平均と、それと典なる第2の方向にの図では例えば 軸方向) における

第2の領城32０の配置間隔の平均とが典なっている。この図の場合は、X軸方向に

おける配置間隔の平均が、 軸方向における配置間隔の平均より小さい。

そして、導電性のある第 の領城3 ０は、電極表面 ０8において露出している。こ

のように、第2の領城32０のそれぞれが、典方性のない平面形状であっても、その配

置に典方性がある。これにより、電極表面 ０8の上に記憶部 4０となる膜を成膜した

ときに配向性が高まり、また、導電性も確保できる。

００74 また、図 (b) に例示したように、電極表面 ０8の上には、第 の領城3 ０と第2の

領城32０とがあり、第2の領城32０は、略円形の典方性のない形状をしているが、そ

の配列方向に典方性がある。すなわち、第2の領城32０は、直線状に配置はされて

いないが、全体の平均として一定の方向 (X軸方向) に配置されている。

この場合も、第2の領城32０の配置が、電極表面 ０8の面内において、典方性を有

し、第 の方向にの図では例えばX軸方向) における第2の領城32０の配置間隔の

平均と、それと典なる第2の方向にの図では例えば 軸方向) における第2の領城3

2０の配置間隔の平均とが典なっている。この図の場合は、X軸方向における配置間

隔の平均が、 軸方向における配置間隔の平均より小さい。

そして、導電性のある第 の領城3 ０は、電極表面 ０8において露出している。こ

のように、第2の領城32０のそれぞれが、典方性のない平面形状であっても、その配

置に典方性がある。これにより、電極表面 ０8の上に記憶部 4０となる膜を成膜した



ときに配向性か高まり、また、導電性も確保てきる。

００75 このよぅに、本実施形態に係る不揮発性記惜装置 ０においては、電極表面 ０8に

おいて、第2の領城32０(及ひ第 の領城3 ０の少なくともいすれか) は、典方性を有

した形状、及ひ、配置の少なくともいすれかを有しており、これにより、記惜部 4０とな

る膜を成膜したときに配向性か高まり、また、導電性も確保てき、電極と記惜部との導

適性を維持しつつ、高配向性の記惜部を有する高耐久性て高性能の不揮発性記惜

装置か提供てきる。

００76 図 2及ひ図 は、本発明の第 の実施形態に係る不揮発性記惜装置における電

極表面の各種変形例を例示する模式的平面図てある。

図 2 (a) は、図 ～図3に例示した本実施形態に係る不揮発性記惜装置 ０の第

の領城3 ０及ひ第2の領城32０の平面配置を例示している。

図 2 (a) に表したよぅに、不揮発性記惜装置 ０においては、第 の電極 ０の延

在方向に沿って、第 の電極 ０のそれそれの両方の側部に第2の領城32０か設け

られている。不揮発性記惜装置 ０においては、第 の電極 ０(及ひ第2の電極 2

０) は、加工可能な最も狭い、幅と間隔て形成されることか多い。この場合、後述する

よぅに、第2の領城32０は、例えは、フオトリソクラフイ一工程におけるレシストマスクの

スリミンクによって、第 の電極 ０となるへき幅より狭い幅て第 の電極 ０となる導

電膜の上にレシストマスクを形成し、この後に、酸ィヒ処理を行ぅことて、図 2 (a) に例

示した、第 の電極 ０の側部に沿った第2の領城32０を形成することかてきる。これ

により、電気抵抗に対する実質的な悪影響か低減された状態て、第 の電極 ０と

記惜部 4０との導適を確保し、この上に形成される記惜部 4０となる膜の配向性を

高めることかてきる。

００77 図 b は、本実施形態に係る別の不揮発性記惜装置 の第 の領城3 ０及ひ

第2の領城32０の平面配置を例示している。

図 b に表したよぅに、不揮発性記惜装置 においては、第 の電極 ０と第2

の電極 2０とか交差する交差部のそれそれの間の第 の電極 ０に、第2の領城32

0か設けられている。そして、第2の領城32０は、長方形の形状をしており、その長辺

を第 の電極 ０の延在方向に向けて、第 の電極 ０の延在方向に沿って、第



の電極 ０のほぼ中心位置に配置されている。このように、第2の領城32０を、第 の

電極 0と第2の電極 2０とが交差する記憶セル部分以外に設けることで、第 の電

極 0と記憶部 4０との界面における電気抵抗への悪影響がなく、第 の電極 ０

と記憶部 4０との導通を確保し、この上に形成される記憶部 4０となる膜の配向性を

高めることができる。

なお、図 2 (a) に例示したように、第2の領城32０が第 の電極 ０の両方の側面

に沿って設けられ、図 b に例示したように、第 の電極 ０と第2の電極 2０との

交差部のそれぞれの間の第 の電極 ０に、第2の領城32０が設けられても良い。こ

の場合も、第 の電極 ０と記憶部 4０との界面における電気抵抗への悪影響がな

く、第 の電極 ０と記憶部 4０との導通を確保し、この上に形成される記憶部 4０

となる膜の配向性を高めることができる。

図 3 (a) は、本実施形態に係る別の不揮発性記憶装置 2の第 の領城3 ０及び

第2の領城32０の平面配置を例示している。

図 3 (a) に表したように、不揮発性記憶装置 においては、第 の電極 ０と第2

の電極 2０とが交差する交差部のそれぞれの間の第 の電極 ０に、第2の領城32

0が設けられている。そして、第2の領城32０は、長方形の形状をしており、その長辺

を第2の電極 2０の延在方向に向けて (第 の電極 ０の延在方向と直交方向に向

けて) 、第 の電極 ０のほぼ中心位置に配置されている。このように、第2の領城32

0を、第 の電極 ０と第2の電極 2０とが交差する記憶セル部分以外に設けること

で、第 の電極 ０と記憶部 4０との界面における電気抵抗への悪影響がなく、第

の電極 ０と記憶部 4０との導通を確保し、この上に形成される記憶部 4０となる膜

の配向性を高めることができる。このように、第2の領城32０の配置は、第 の電極

0の延在方向と平行にしても良く、また、直交させても良い。

図 b は、本実施形態に係る別の不揮発性記憶装置 2の第 の領城3 ０及び

第2の領城32０の平面配置を例示している。

図 b に表したように、不揮発性記憶装置 3においては、第 の電極 ０と第2

の電極 2０との交差部のそれぞれの間の第 の電極 ０に、第2の領城32０が設け

られている。そして、第2の領城32０は、長方形の形状をしており、その長辺が第 の



電極 2０の延在方向と4 5度をなす方向に配置されている。このように、第2の領城3

2０を、第 の電極 ０と第2の電極 2０とか交差する記惜セル部分以外に設けること

て、第 の電極 ０と記惜部 4０との界面における電気抵抗への悪影響かなく、第

の電極 ０と記惜部 4０との導適を確保し、この上に形成される記惜部 4０となる膜

の配向性を高めることかてきる。

なお上記において、その長辺か第 の電極 2０の延在方向と 3 5度をなす方向に

配置しても良く、さらには、第2の領城32０の第 の電極 ０の延在方向に対する配

置角度は任首に設定することかてきる。

００8 1 以下、本実施形態に係る実施例を脱明する。

(第 の実施例)

表面を研磨した ０ 角の 某板の表面に、フオトリソクラフイ一怯により、所定

のパターンを有するレシストマスクを形成する。

パターンは、開口部の幅か4０ て、幅方向のビノチか2００ の複数の帯状パタ

ーンとし、その帯か、某板の両端まて延在するパターンてある。

この某板を、 ０X ０Paの純酸素雰囲気て酸ィヒする。この時、酸化時間を 秒、

０秒及ひ ００秒と変え、酸化時間か 秒、 ０秒、 ００秒の某板を、それそれ、試科

、試科 2及ひ試科 3とする。

この後、レシストマスクを溶解除去し、レシストマスクか残らぬように洗浄を行い、アセ

トン中て2分間の超音波洗浄を2回行い、その後、無水メタノール中にて同しく2分間

の超音波洗浄を2回実施し、 Cのヵラス乾燥庫を用いて完全に乾くまて3時間保

管する。

００82 その後、試科 ～ 3の上に、P 怯により、某板温度を5００oCとし、 ０X ０ P

aの酸素雰囲気下、レーザー光出力を 3０ J として、記惜部となる膜の成膜

を行う。タ一ケノトには、Z O を用い、試科 ～ 3の全てに対して膜厚か5０

となるように成膜を行う。

００83 試科 ～ 3の上に成膜された膜の面内配向度を、極図形側定により側定し、半

値全幅てあるA めを大める。その結果は、試科 ～ 3の上の膜のA め か、それそ

れ 8・3度、 7・ 度、 6・7度てある。このように、上記の条件のいすれの膜も、配



向性を持つ。

００84 本実施例の試料 ～ 3において、酸化時間が典なるために酸化時にガスに露

出している部分の酸化度合いが典なることが想定され得るが、短時間の酸化で、酸

化が不完全であっても、配向性の向上に効果がある。これは、酸化が部分的であっ
ても極性対が形成され、成膜時に膜厚が増大すると、その部分から配向屑が広がる

ために面内配向度が改苦されたるためと考えられる。

００85 第2の実施例)

第 の実施例と同様に、 某板の表面に、所定のパターンを有するレ、ジストマスク

を形成する。

パターンは、開口部の幅と長さがそれぞれ と2，0 で、幅方向のピッチ

が2００ で、長さ方向のピッチが2， の、細長いスリットが一方向に配列した

メッシュ状のパターンである。

００86 この某板を第 の実施例と同様に酸化する。酸化時間が 秒、 ０秒及び ００秒の

試料を、それぞれ、試料 、試料 2及び試料 3とする。

この後、第 の実施例と同様にして、レ、ジストマスクの除去ど洗浄、乾燥を了 、刊 、記

憶部となるZ O 膜を膜厚5０ で成膜する。

００87 そして、第 の実施例と同様にして、試料 ～ 3の上のZ O 膜のA めを求

めると、 8・5度、 7・2度、 7・０度である。このように、本実施例の条件でも、高配

向性の記憶部が形成される。

このように、本実施例の試料のA め は、第 の実施例の結果とほとんど差が無い。こ

れは、極性対から形成される配向性が、縦横方向共に等方的に伝播するために配

向度に大きな差典が見られないためだと考えられる。

００88 (第3の実施例)

第 の実施例と同様に、 某板上に所定パターンのレ、ジストマスクを形成する。

パターンは、開口部の幅と長さが4０ と ０ とし、幅方向のピッチが2００ で、

長さ方向のピッチが44０ の、細長いスリットが一方向に配列したメッシュ状のパタ

ーンである。

この某板を第 の実施例と同様に酸化し、酸化時間を 秒、 ０秒及び ００秒として



得られる試料を、それぞれ、試料 、試料C2及び試料C3とする。

この後、第 の実施例と同様にして、レジストマスクの除去と洗浄、乾燥の後、記憶

部となるZ O 膜を膜厚 で成膜する。

００89 そして、第 の実施例と同様にして、試料 ～C3の上のZ O 膜のA めを求

めると、それぞれ、 8・3度、 7・０度、 6・4度である。このよぅに、本実施例の条件

でも、高配向性の記憶部が形成される。

このよぅに、本実施例の試料のA め は、第 、第2の実施例の結果とほとんど差が無

い。このよぅに、某板上に形成する極性対がどれだけ分割されていたとしても、同様

に配向した記憶部がその上に形成される。

００9０ (第4の実施例)

第 の実施例と同様に、 某板上に、第 の実施例と同じパターンのレジストマス

クを形成する。

この某板を第 の実施例と同様に、酸化時間 ００秒で酸化して得られる某板を

とする。

一方、比較例として、上記の処理を施さない、表面を研磨した 角の 某板

を某板 2とする。

これら某板 及び某板 2の上に、パルスレーザー堆積法 (P 法) により、記憶

部となる膜を成膜する。それに用いるターゲットは、Z と の組成比が典なるターゲ

ットであり、Z : の合計組成が3となるよぅ、原料粉末をそれぞれ調合し、各組成に

おける焼結最適温度で十分な保持時間を保って、一般的な焼結法により作製される

００9 1 ターゲットは、Z 呈が０～3の範囲であり、例えば、Z 呈が0・3であるターゲットは

以下、 z ( 3０) と表記する。そして、ターゲットとして、 z (０ ００) z (０ ０) z

(０ 3０) z (０ 5０) z (０ 7０) z ( ００) z (2 ００)及び z (3 ００) ( 8

のターゲットが用いられる。

００92 W S 屑を成膜した上記の某板 及び某板 2の上に、第 の実施例と同

様の方法で、上記の8種のターゲットを用い、記憶部となる膜を膜厚2０ で成膜を
，一，
丁っ。



この後、記憶部となる膜の上に、適当なマスクを介して、スパッタ法によりP 膜を成

膜し、直径 5０マイクロメートルの円柱状のP パッドを形成する。このようにして得られ

る試料を、例えば、試料 ( 3０) と表記する。すなわち、「某板 の上に、Z 呈

が0・3０のターゲットを用いて成膜された試料」の意味である。

００93 その後、それぞれのP パッドの表面に微小領城の切り込みを入れ、 膜に導通

するようにプローブを接触させ、もう片方のプローブをP パッドに当てて導通を行った

後、 eR 素子としてのスイッチング試験を行う。

００94 プローブ側を正極とし、 膜側を負極として、最大3 までのパルス電圧を印加

し、 膜に電流を流し、それぞれの試料に対し、最大5万回の電圧印加を行う。こ

の時、スイッチングに関するオン状態及びオフ状態の電位差が、 ００回のスイッチン

グで、平均 以上となる状態を、良好なスイッチング状態とし、良好なスイッチング状

態を維持する電圧印加回数を求める。

００95 この試験において、良好なスイッチング状態が維持できる電圧印加回数が 5万回に

達する試料は (０ ００) (０ ０) (０ 3０) (０ 5０) (０ 7０)

である。

一方、某板 2に成膜した膜は、どのターゲットを用いた場合も、電圧印加回数が 5

万回に満たない。

このように、Z と の合計数を3とした組成の場合、Z の組成が、0・００～０・7０

が特に良好なスイッチング特性が得られる。その中でも、本実施例の 某板を用い

配向性を高めた試料が、より良好なスイッチング特性を実現する。

００96 (第2の実施の形態 )

図 4は、本発明の第2の実施形態に係る不揮発性記憶装置の製造方法を例示す

るフローチヤート図である。

本実施形態に係る不揮発性記憶装置の製造方法は、金属元素3 (金属元素、S

、Ga及び sの少なくともいずれか) と第 の非金属元素325 とを含む電極 (第

の電極 ０) と、電極 の上に設けられた記憶部 4０と、を有する積層構造体と、

記，憶部 4０に電圧を印加して記憶部 4０に抵抗変ィヒを発生させて情報を記憶させ

る電圧印加部 2 (第2の電極 2０) と、を有する不揮発性記憶装置の製造方法であ



る。

００97 そして、図 4に表したよぅに、まず、電極 の記憶部 4０に対向する側の面 (電

極表面 ０8)の一部に、導電性を有する第 の領城3 ０を残しつつ、第 の領城3 ０

よりも第2の非金属元素32 の含有比が高く、電極表面 ０8において典方性のある

形状を有する第2の領城32０を形成する (ステップS ０)

００98 または、電極 の記憶部 4０に対向する側の面 (電極表面 ０8)の一部に、導電

性を有する第 の領城3 ０を残しつつ、第 の領城3 ０よりも第2の非金属元素32

の含有比が高く、配置間隔が、前記電極の前記記憶部に対向する前記面内におい

て典方性を有する第2の領城32０を形成する。

上記において、第2の非金属元素32 は、金属元素3 との電気陰性度の差が第

の非金属元素325 よりも大きい元素である。

００99 既に説明したよぅに、この第2の領城32０の形成は、例えば、所定の形状のレジスト

マスクを設けた後の局所的な表面酸化や、狭いライン幅の走査イオン注入、酸化雰

囲気中での光線や電子ビーム等の典方的な照射等によって形成することができる。

また、酸化だけでなく、電極表面 ０8に、電極 の少なくとも表面近傍領城に含ま

れる金属元素3 との電気陰性度が、第 の非金属元素325 より大きい、空素、酸素

、フッ素、塩素などの物質 (第2の非金属元素32 )をイオン注入や、酸化 (空素化、

フッ素化など) により、典方的に導入すればよい。

０1００ そして、第 の領城3 ０及び第2の領城32０の上に、記憶部 4０となる膜を形成す

これにより、電極と記憶部との導通性を維持しつつ、高配向性の記憶部を有する高

耐久性で高性能の不揮発性記憶装置の製造方法が提供される。

０1０1 以下、クロスポイント型不揮発性記憶装置に関して、本実施形態に係る不揮発性記

憶装置の製造方法について説明する。そして、以下は、図 2 (a) に例示した形状の

第2の領城32０を有する不揮発性記憶装置の製造方法の例である。

図 5は、本発明の第2の実施形態に係る不揮発性記憶装置の製造方法を例示す

る工程順断面模式図である。

図 6は、図 5に続く工程順断面模式図である。



また、図 と図 6 において、左側の図は 軸に平行な断面図 (図2の 方向断

面図) 、右側の図はX軸に平行な断面図 (図2の 方向断面図) である。

０1０2 図 (a) に表したように、まず、シリコンからなる某板 ０5の上に、第 の電極 ０と

なる膜 (第 の導電膜 9 )を成膜し、その上に、第 の電極 ０のピッチと同じで、線

幅は第 の電極 ０よりも狭い帯状パターン形状のレジストマスク 7を形成する。第

の導電膜 9は、第 の電極 ０の少なくとも表面に導電性を付与するものであり、

金属元素3 として ，乃 o

b S S Ga及び sよりなる群から選ばれた少なくとも つ、さらに、この群から選

ばれた少なくとも2つを含れ合金を用いることができ、そして、第 の非金属元素325

として各種の元素を含むことができる。第 の導電膜には例えば、 を用いることが

できる。

０1０3 そして、図 b に表したように、例えば、第 の実施例で説明したように、 ０X ０

P aの純酸素雰囲気で酸ィヒし、その後、レジストマスクを剥離することで、第 の導電

膜 9の表面に、第 の領城3 ０を残しつつ、典方性のある形状で選択的に、第2の

領城3 2０が形成される (図 4のステップS ０) 。この第2の領城3 2０は、第 の領城

3 ０よりも第2の非金属元素3 2 にの場合は酸素 ) の含有比が高い。

０1０4 そして、この上に、例えば、第 の実施例で説明したように、P 法により、記憶部

4０となる記憶部膜 4 9を成膜する (図 4のステップS 2０) 。記憶部膜 4 9は、例え

ば、Z O であり、成膜温度を例えば5００Cとし、 ０X ０ P aの酸素雰囲気下

、レーザー光出力を 3０ J で成膜する。膜厚は例えば である。ただし

、本発明は、これに限らず、記憶部 4０となる記憶部膜 4 9には、酸ィヒニッケル (

) 、酸ィヒチタン ( O 、 C a O 等、抵抗変ィヒを示す全ての材料を用いる
一 3

ことができる。これにより、記憶部膜 4 9は配向しながら成膜され、記憶部 4０の配向

性は高まる。なお、記憶部膜 4 9の成膜に引き続いて、スイッチング素子部 5０とな

る膜 (スイッチング素子膜 59) がされる。

０1０5 そして、図 c に表したように、スイッチング素子膜 5 9 、記憶部膜 4 9及び第

の導電膜 9を、例えば、フオトリソグラフィーとドライエッチング法を用いてパターニ

ングし、絶縁部 6０となる膜 (絶縁部膜 69) をC (Chem ca Vapo Depos on)ま



たは塗布法により成膜 (形成 ) し、必要に応じてC P(Chem ca Mechan ca o sh ng

)法により表面を平坦化する。なお、上記において、第 の電極 ０が、X軸に平行な

方向に延在するように、パターニングする。

０1０6 そして、図 6 (a) に表したように、第2 の電極 2０用の膜 (第2 の導電膜 29) をスパ

ッタまたはC 法により成膜し、例えばフオトリソグラフィー法とドライエッチング法に

より、第2 の導電膜 2 9 、スイッチング素子膜 5 9 、記憶部膜 4 9 、絶縁部膜 6 9 を

パターニングする。なお、第2 の電極 2０の材料には、例えば、タングステン、タング

ステンシリザイド、タングステンナイトライド等を用いることができる。また、この時、これ

らの膜は、第 の電極 ０のパターニング方向と直交するように、すなわち、第2 の電

極 2 ０が 軸方向に延在するようにパターニングする。

０1０7 そして、図 6 (b ) に表したように、絶縁部 6 ０となる膜 (絶縁部膜 69) として、例え

ばS O 膜をC 法や塗布法により、記憶部 4 ０等の間を埋め込むようにして成膜し

、必要に応じてC P法により表面を平坦化する。

０1０8 これにより、図2 、図3 、図 2 (a) に例示した不揮発性記憶装置 ０が形成できる。こ

の時、第2 の領城3 2０は、図 2 (a) に例示したように、第 の電極 ０の両方の側面

側に沿った帯状の形状をしている。そして、第 の電極 ０の中心側には、導電性の

ある第 の領城3 ０が残存しており、第 の電極 ０と記憶部 4 ０は電気的に接触で

きる。

０1０9 このように、本実施形態に不揮発性記憶装置の製造方法によって、電極と記憶部と

の導通性を維持しつつ、高配向性の記憶部を有する高耐久性で高性能の不揮発，性

，記憶装置の製造方法が提供される。

０1 1０ (第3 の実施の形態 )

第3 の実施の形態は、プローブメモり型の不揮発性記憶装置である。

図 7 、図 8 は、本発明の第3 の実施形態に係る不揮発性記憶装置の構成を例示

する模式的斜視図及び平面図である。

図 7及び図 8 に表したように、本発明の第3 の実施形態に係る不揮発性記憶装

置3０では、X スキヤナー5 6 の上には、電極 5 2 の上に設けられた記，憶部 5 2 2 が

配置されている。そして、この記憶部 5 2 2 に対向する形で、プローブアレイが配置さ



れる。

０111 プローフアレイは、某板 523と、某板 523の一面側にアレイ状に配置される複数の

プローフ (ヘノト) 524と、を有する。複数のプローフ5 24の各々は、例えは、カンチレ

ハ一から構成され、マルチプレクストライハ525 26により駆動される。

複数のプローフ524は、それそれ、某板 523内のマイクロアクチュエータを用いて

個別に動作可能てあるか、全てをまとめて同し動作をさせて記惜媒体のテータェリア

に対してアクセスを行 こともてきる。

０112 ます、マルチプレクストライハ525 526を用いて、全てのプローフ524をX方向に

一定周期て往復動作させ、記惜媒体のザ一ホエリアから 方向の位置清報を読み出

す。 方向の位置清報は、トライハ5 5に伝迭される。

トライハ5 5は、この位置情報に某ついてX スキヤナー5 6を駆動し、記惜媒体を

方向に移動させ、記惜媒体とプローフとの位置決めを行う。

両者の位置決めか完了したら、テータェリア上のプローフ524の全てに対して、同

日与、かつ、庫続的に、テータの読み出し又は菩き込みを行う。

テータの読み出し及ひ菩き込みは、プローフ524かX方向に往復動作していること

から庫続的に行われる。また、テータの読み出し及ひ菩き込みは、記惜部 5 22の

方向の位置を順吹変えることにより、テータェリアに対して、一行すつ、実施される。

なお、記惜部 522をX方向に一定周期て往復運動させて記惜媒体から位置清報を

読み出し、プローフ524を 方向に移動させるようにしてもよい。

０113 記惜部 522は、例えは、某板 5 2０に設けられた電極 52 の上に設けられる。

，記憤部 522は、複数のテータェリア、並ひに、複数のテータェリアのX方向の両端

にそれそれ配置されるザ一ホエリアを有する。複数のテータェリアは、記惜部 522の

主要部を占める。

０114 ザ一ホエリア内には、ザ一ホハースト信号か記惜される。ザ一ホハースト信号は、テ

ータェリア内の 方向の位置情報を示している。

０115 記惜部 522内には、これらの清報の他に、さらに、アトレステータか記惜されるアト

レスエリア及ひ同期をとるためのブリアンフルエリアか配置される。

テータ及ひザ一ホハースト信号は、記惜ヒノト(電気抵抗変動) として記惜部 522に



記憶される。記憶ビットの ド及び ０情報は、記憶部 522の電気抵抗を検出するこ

とにより読み出す。

０116 本例では、 つのデータエリアに対応して つのプローブ (ヘッド) が設けられ、 つ
のザ一ボエリアに対して つのプローブが設けられる。

データエリアは、複数のトラックから構成される。アドレスエリアから読み出されるアド

レス信号によりデータエリアのトラックが特定される。また、ザ一ボエリアから読み出さ

れるザ一ボバースト信号は、プローブ524をトラックの中心に移動させ、記憶ビットの

読み取り誤差をなくすためのものである。

ここで、X方向をダウントラック方向、 方向をトラック方向に対応させることにより、

のへツド位置制御技術を利用することが可能になる。

０117 このよぅな構成の不揮発性記憶装置3０は、電極 52 と、電極 52 の上に設けられ

た記憶部 522を有する積層構造体と、記憶部 4０に電圧を印加して記憶部 4０に抵

抗変化を発生して情報を記憶させる電圧印加部となるプローブ524と、を備える。

そして、電極 52 の記憶部 522に対向する側の面 (電極表面 ０8) は、金属元素3

(金属元素、 Ga及び sの少なくともいずれか) と第 の非金属元素325 を含

み、導電性を有する複数の第 の領城3 ０を有する。そして、電極表面 ０8は、金属

元素3 を含み、第2の非金属元素32 の含有比が第 の領城3 ０より高い第2の

領城32０を有している。

上記において、第2の非金属元素32 は、金属元素3 との電気陰性度の差が第

の非金属元素325 よりも大きい元素である。

０118 そして、既に説明したよぅに、第 の領城3 ０及び第2の領城32０の少なくともいず

れかが、電極表面 ０8の面内において典方性のある形状を有する。

または、第 の領城3 ０及び第2の領城32０のいずれかが、典方的に配置されてい

る。例えば、第2の領城32０の配置間隔が、電極表面 ０8の面内において、典方性

を有して配置されており、すなわち、第 の方向 (例えばX軸方向) における第2の領

城32０の配置間隔の平均と、それと典なる第2の方向 (例えば 軸方向) における第2

の領城32０の配置間隔の平均とが典なる。

０119 これにより、第2の領城32０においては、金属元素3 と第2の非金属元素32 との



間に極性の差か発生し、極性対3 3０か発生する。これにより、電極表面 ０8の上に

堆積して形成される記惜部 4０となる膜の配向性を高めることかてきる。また、導電

性のある第 の領城3 ０か記惜部 4０と接触てきるのて、導電性も確保てきる。この

よぅに、本実施形態に係る不揮発性記惜装置3０も、電極と記惜部との導適性を維持

しつつ、高配向性の記惜部を有する高耐久性て高性能の不揮発性記惜装置か提供

てきる。

０12０ 本実施形態に係る不揮発性記惜装置3０においても、第 の実施形態と同様に、第

2の領城3 2０は、所定の形状のレシストマスクを設けた後の局所的な表面酸化や、狭

いライン幅の走査イオン圧入、酸化雰囲気中ての光線や電子ヒ一ム等の典方的な

昭射等によって形成することかてきる。また、酸化たけてなく、第 の実施形態と同様

に、電極表面 ０8に、電極 5 2 の少なくとも表面近傍領城に含まれる企属元素3

との間の電気陰性度の差は、第 の非今属元素325 より大きい、空素、酸素、フノ素

、塩素なとの物質 (第2の非今属元素3 2 ) をイオン圧入や、酸化 (空素化、フノ素ィヒ

なと) により、典方的に導入すれはよい。すなわち、酸化、空素化、フノ素化、塩素化

等、非今属ィヒ合物を形成する手伝てあれは極性対の形成か可能となるためにとのよ

ぅな元素ても使用することか可能てある。

０12 1 なお、本実施形態に係るプローフメモり型の不揮発性記惜装置3０においても、既

に脱明した第2の実施形態に係る不揮発性記惜装置の製造方怯か適用てきる。

０122 以上のよぅに本発明の実施形態によれは、等方的な企属上に人工的な酸化物屑な

とを形成することにより配向性の起源を付与し、その上に酸化物屑を成膜する場合

において、酸化物か持つ自己配向性を利用して最表面屑に配向性を付与した屑を

形成することか可能てある。

０123 その配向性は、下地の企属によらす、また成膜する側の物質てあれは企属と非今

属の細み合わせてある極性を持つ物質てあれは配向性を持たせることか可能てある

。また下地の企属には複数の企属を用いても同様の効果か得られることかわかって

いる。

０124 この技術は、ボスト メモりとして利用か考えられている微細加工か必要な記

惜部に有用てあると考えられ、従来の ては不要てあった配向屑形成技術を



通じて特性の安定性はもちろん、粒界数の減少などを通してスイッチング回数の増大

など、さまざまなブラスの効果をもたらすものと期待される。

０125 また、それだけでなく下地の 屑に人工的に 屑などを特定の方向に配向させ

ることも可能であり、その用途が広く拡大することが期待される技術の つであると考

えられる。

０126 このよぅに、本発明の実施形態によれば、金属と非金属の化合物からなる材料を用

いた、高記憶密度の不揮発性情報記憶再生装置においてスイッチング回数改苦に

つながる配向屑を金属某材上に実現可能となり、電極と記憶部との導通性を維持し

つつ、高配向性の記憶部を有する高耐久性で高性能の不揮発性記憶装置及びそ

の製造方法が提供される。

０127 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。例えば、不揮発性記憶装置及び

その製造方法を構成する各要素の具体的な構成に関しては、当業者が公知の範囲

から適宜選択することにより本発明を同様に実施し、同様の効果を得ることができる

限り、本発明の範囲に包含される。

また、各具体例のいずれか2つ以上の要素を技術的に可能な範囲で細み合わせ

たものも、本発明の要旨を包含する限り本発明の範囲に含まれる。

０128 その他、本発明の実施の形態として上述した不揮発性記憶装置及びその製造方

法を某にして、当業者が適宜設計変更して実施し得る全ての不揮発性記憶装置及

びその製造方法も、本発明の要旨を包含する限り、本発明の範囲に属する。

０129 その他、本発明の思想の範哺において、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。

産業上の禾 用可能，吐

０13０ 本発明によれば、電極と記憶部との導通性を維持しつつ、高配向性の記憶部を有

する高耐久性で高性能の不揮発性記憶装置及びその製造方法が提供される。



請求の範囲

電極と記憶部とを有する積層構造体と、

前記記憶部に電圧を印加して前記記憶部に抵抗変化を生じさせて情報を記憶さ

せる電圧印加部と、

を備え、

前記電極の前記記憶部に対向する側の面は、

金属元素、S Ga及び sの少なくともいずれかと第 の非金属元素を含み、導電

性を有する第 の領城と、

前記少なくともいずれかを含み、前記少なくともいずれかとの間の電気陰性度の

差が、前記少なくともいずれかと前記第 の非金属元素との間の電気陰性度の差より

も大きい第2の非金属元素の含有比が前記第 の領城より高い第2の領城と、

を有し、

前記第 の領城及び前記第2の領城の少なくともいずれかは、前記電極の前記記

憶部に対向する側の前記面内の形状が典方性を有することを特徴とする不揮発性

記憶装置。

前記面内の形状は、前記面内において特定の方向に延在する帯状形状であること

を特徴とする請求項 記載の不揮発性記憶装置。

前記第2の非金属元素は、空素、酸素、フッ素及び塩素よりなる群から選ばれた少

なくとも つを含むことを特徴とする請求項 記載の不揮発性記憶装置。

前記金属元素は 乃 、

b及びS よりなる群から選ばれた少なくとも つを含むことを特徴とする請求項 記載

の不揮発性記憶装置。

前記電極は、ワード線及びビット線のいずれか一方であり、

前記積層構造体は、ワード線及びビット線のいずれか他方をさらに有し、

前記記憶部は、前記ワード線と前記ビット線との間に挟まれたことを特徴とする請求

項 記載の不揮発性記憶装置。

前記第2の領城は、前記ワード線と前記ビット線とが交差する交差部どぅしの間に設

けられたことを特徴とする請求項5記載の不揮発性記憶装置。



7 前記電圧印加部は、前記記憶部に前記電圧を印加するプローブを含むことを特徴

とする請求項 記載の不揮発性記憶装置。

8 電極と記憶部とを有する積層構造体と、

前記記憶部に電圧を印加して前記記憶部に抵抗変化を生じさせて情報を記憶さ

せる電圧印加部と、

を備え、

前記電極の前記記憶部に対向する側の面は、

金属元素、 Ga及び sの少なくともいずれかと第 の非金属元素を含み、導電

性を有する第 の領城と、

前記少なくともいずれかを含み、前記少なくともいずれかとの間の電気陰性度の

差が、前記少なくともいずれかと前記第 の非金属元素との間の電気陰性度の差より

も大きい第2の非金属元素の含有比が前記第 の領城より高い複数の第2の領城と、

を有し、

前記複数の第2の領城の配置は、典方性を有することを特徴とする不揮発性記憶

9 第 の方向における前記第2の領城の間隔の平均と、前記第 の方向とは典なる第

2の方向における前記第2の領城の間隔の平均と、は典なることを特徴とする請求項

8記載の不揮発性記憶装置。

０ 前記第2の非金属元素は、空素、酸素、フッ素及び塩素よりなる群から選ばれた少

なくとも つを含むことを特徴とする請求項8記載の不揮発性記憶装置。

前記金属元素け 乃 、

b及びS よりなる群から選ばれた少なくとも つを含むことを特徴とする請求項8記載

の不揮発性記憶装置。

2 前記電極は、ワード線及びビット線のいずれか一方であり、

前記積層構造体は、ワード線及びビット線のいずれか他方をさらに有し、

前記記憶部は、前記ワード線と前記ビット線との間に挟まれたことを特徴とする請求

項8記載の不揮発性記憶装置。

3 前記第2の領城は、前記ワード線と前記ビット線とが交差する交差部どぅしの間に設



けられたことを特徴とする請求項 2記載の不揮発性記憶装置。

4 前記電圧印加部は、前記記憶部に前記電圧を印加するプローブを含むことを特徴

とする請求項8記載の不揮発性記憶装置。

5 電極と記憶部とを有する積層構造体と、

前記記憶部に電圧を印加して前記記憶部に抵抗変化を生じさせて情報を記憶さ

せる電圧印加部と、

を備え、

前記電極の前記記憶部に対向する側の界面は、

金属元素、 、Ga及び sの少なくともいずれかと、

第 の非金属元素と、

前記少なくともいずれかとの間の電気陰性度の差が、前記少なくともいずれかと

前記第 の非金属元素との間の電気陰性度の差よりも大きい第2の非金属元素と、

を有し、

前記界面において隣接する一対の前記少なくともいずれかと前記第2の非金属元

素からなる極性対における前記少なくともいずれかと前記第2の非金属元素との間の

距離の倍の距離を極性長とし、極性対の端からみて前記極性長の範囲内に存在す

る他の極性対を含む領城を極性対領城とし、前記界面における前記極性対領城の

面積比を ( )としたとき、

前記記憶部は、前記極性対領城の上に設けられ相対的に配向性の高い配向性改

苦領城を有し、

前記界面から前記記憶部側に距離 ( )の面内における前記配向性改苦領城

の外周は、前記界面における前記極性対領城の外周よりも4・8 の距離以上外側で

あり、

前記距離 ( )の面内における前記配向性改苦領城の面積は、前記界面の面

積の ( 呵 2 ( )以上であることを特徴とする不揮発性記憶装置。

6 前記 は、5０以下であることを特徴とする請求項 5記載の不揮発性記憶装置。

7 金属元素、S Ga及び sの少なくともいずれかと第 の非金属元素を含む電極と、

記憶部と、を有する積層構造体と、



前記記憶部に電圧を印加して前記記憶部に抵抗変化を生じさせて情報を記憶さ

せる電圧印加部と、を有する不揮発性記憶装置の製造方法であって、

前記電極の前記記憶部に対向する側の面の一部に導電性を有する第 の領城を

前記少なくともいずれかとの間の電気陰性度の差が、前記少なくともいずれかと前

記第 の非金属元素との間の電気陰性度の差よりも大きい第2の非金属元素の含有

比が、前記第 の領城よりも高く、前記電極の前記記憶部に対向する側の前記面内

における形状が典方性を有する第2の領城を形成し、

前記第 の領城及び前記第2の領城の上に前記記憶部となる屑を形成することを

特徴とする不揮発性記憶装置の製造方法。

8 前記第2の領城の形成は、前記電極の前記記憶部に対向する側の面の一部に典

方性を有するパターン形状のマスクを形成した後、前記電極の表面に前記非金属元

素を導入する工程を含むことを特徴とする請求項 7記載の不揮発性記憶装置の製

造方法。

9 前記第2の領城の形成は、前記電極の前記記憶部に対向する側の面への、イオン

ビーム、電子ビーム及び光線の少なくともいずれかの照射を含むことを特徴とする請

求項 7記載の不揮発性記憶装置の製造方法。

2０ 金属元素、 Ga及び sの少なくともいずれかと第 の非金属元素を含む電極と、

記憶部と、を有する積層構造体と、

前記記憶部に電圧を印加して前記記憶部に抵抗変化を生じさせて情報を記憶さ

せる電圧印加部と、を有する不揮発性記憶装置の製造方法であって、

前記電極の前記記憶部に対向する側の面の一部に導電性を有する第 の領城を

前記少なくともいずれかとの間の電気陰性度の差が、前記少なくともいずれかと前

記第 の非金属元素との間の電気陰性度の差よりも大きい第2の非金属元素の含有

比が、前記第 の領城よりも高く、前記電極の前記記憶部に対向する側の前記面内

における配置が典方性を有するよぅに複数の第2の領城を形成し、

前記第 の領城及び前記第2の領城の上に前記記憶部となる屑を形成することを



特徴とする不揮発性記憶装置の製造方法。
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