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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の第１の配線と、
　これら複数の第１の配線と交差する複数の第２の配線と、
　前記第１及び第２の配線の交差部で両配線間に接続され、抵抗値の変化で情報を記憶す
る可変抵抗素子を含むメモリセルと
　を有し、
　前記メモリセルは、
　前記可変抵抗素子の断面積が他の部分の断面積よりも小さくなるように形成され、
　前記可変抵抗素子と直列に接続される非オーミック素子を含み、
　前記非オーミック素子は、その断面積が前記可変抵抗素子の断面積よりも大きくなるよ
うに形成され、
　前記第１の配線側から前記第２の配線側へと連続的に断面積が小さくなるように形成さ
れ、
　前記可変抵抗素子は、前記第２の配線側に配置されている
　ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。
【請求項２】
　前記メモリセルは、少なくとも一つの側面が略一定の角度のテーパを有する
　ことを特徴とする請求項１記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項３】
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　前記メモリセルの前記第１の配線側接続端の前記第２の配線方向の幅は、このメモリセ
ルの前記第２の配線側接続端の前記第２の配線方向の幅より広く、かつ、前記第１の配線
の幅と等しく、
　前記第２の配線の幅、及び前記メモリセルの前記第１の配線側接続端の前記第１の配線
方向の幅は、このメモリセルの前記第２の配線側接続端の前記第１の配線方向の幅より長
い
　ことを特徴とする請求項１又は２記載の不揮発性半導体記憶装置。
【請求項４】
　半導体基板の上に、少なくとも層間絶縁膜、第１の配線を形成する層、非オーミック素
子を形成する層及び可変抵抗素子を形成する層が順次積層された積層体を形成する工程と
、
　前記積層体に、開口側が底面側よりも幅広で、深さが前記第１の配線を形成する層の下
面に達する、前記第１の配線が形成される方向に延びる複数の第１の溝を形成する工程と
、
　前記第１の溝に第１の絶縁膜を埋め込む工程と、
　前記第１の絶縁膜が埋め込まれた積層体に、開口側が底面側よりも幅広で、深さが前記
第１の配線を形成する層の上面に達する、前記第１の配線と交差する第２の配線が形成さ
れる方向に延びる複数の第２の溝を形成する工程と、
　前記第２の溝に第２の絶縁膜を埋め込む工程と、
　前記第２の絶縁膜が埋め込まれた積層体の上に前記第２の配線を形成する工程と
　を備えたことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第１の溝を形成する工程及び前記第２の溝を構成する工程は、
　前記積層体の上面に、ナノインプリント技術を用いて下面が上面よりも幅広の側壁がテ
ーパ状に形成されたレジストを形成する工程と、
　前記レジストをマスクとして前記積層体をエッチングする工程と
　を有することを特徴とする請求項４記載の不揮発性半導体記憶装置の製造方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可変抵抗素子を用いた不揮発性半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電気的に書き換え可能な不揮発性メモリとしては、フローティングゲート構造を
有するメモリセルをＮＡＮＤ接続又はＮＯＲ接続してメモリセルアレイを構成したフラッ
シュメモリが周知である。また、不揮発性で且つ高速なランダムアクセスが可能なメモリ
として、強誘電体メモリも知られている。
【０００３】
　一方、メモリセルの更なる微細化を図る技術として、可変抵抗素子をメモリセルに使用
した抵抗変化型メモリが提案されている。可変抵抗素子としては、カルコゲナイド化合物
の結晶／アモルファス化の状態変化によって抵抗値を変化させる相変化メモリ素子、トン
ネル磁気抵抗効果による抵抗変化を用いるＭＲＡＭ素子、導電性ポリマーで抵抗素子が形
成されるポリマー強誘電性ＲＡＭ（ＰＦＲＡＭ）のメモリ素子、電気パルス印加によって
抵抗変化を起こすＲＲＡＭ素子等が知られている。（特許文献１）。
【０００４】
　この抵抗変化型メモリはトランジスタに変えてショットキーダイオードと抵抗変化素子
の直列回路によりメモリセルを構成することができるので、積層が容易で３次元構造化す
ることにより更なる高集積化が図れるという利点がある（特許文献２）。
【特許文献１】特開２００６－３４４３４９号、段落００２１
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【特許文献２】特開２００５－５２２０４５号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上述した従来の抵抗変化型メモリでは、外部から与えられるエネルギによって
可変抵抗素子の抵抗値を初期状態にリセットさせるが、十分な電流密度が与えられないと
リセットに時間がかかるか又はリセットされないという問題がある。また、可変抵抗素子
と直列に接続される非オーミック素子での発熱が大きくなると、逆バイアス時のリーク電
流が増加し、メモリセル全体での消費電流が増大するという問題がある。
【０００６】
　本発明は、このような問題点に鑑みなされたもので、可変抵抗素子の電流密度を増加さ
せると共に、メモリセル全体での消費電力を低減することができる不揮発性半導体装置及
びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様に係る不揮発性半導体記憶装置は、複数の第１の配線と、これら複数の
第１の配線と交差する複数の第２の配線と、前記第１及び第２の配線の交差部で両配線間
に接続され、抵抗値の変化で情報を記憶する可変抵抗素子を含むメモリセルとを有し、前
記メモリセルは、前記可変抵抗素子の断面積が他の部分の断面積よりも小さくなるように
形成されていることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の他の態様に係る不揮発性半導体装置の製造方法は、半導体基板の上に、少なく
とも層間絶縁膜、第１の配線を形成する層、非オーミック素子を形成する層及び可変抵抗
素子を形成する層が順次積層された積層体を形成する工程と、前記積層体に、開口側が底
面側よりも幅広で、深さが前記第１の配線を形成する層の下面に達する、前記第１の配線
が形成される方向に延びる複数の第１の溝を形成する工程と、前記第１の溝に第１の絶縁
膜を埋め込む工程と、前記第１の絶縁膜が埋め込まれた積層体に、開口側が底面側よりも
幅広で、深さが前記第１の配線を形成する層の上面に達する、前記第１の配線と交差する
第２の配線が形成される方向に延びる複数の第２の溝を形成する工程と、前記第２の溝に
第２の絶縁膜を埋め込む工程と、前記第２の絶縁膜が埋め込まれた積層体の上に前記第２
の配線を形成する工程とを備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、可変抵抗素子の電流密度を増加させると共に、メモリセル全体での消
費電力を低減することができる不揮発性半導体装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、この発明の実施の形態を説明する。
【００１１】
　［第１の実施形態］
　［全体構成］
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る不揮発性メモリのブロック図である。
【００１２】
　この不揮発性メモリは、後述するＲｅＲＡＭ（可変抵抗素子）を使用したメモリセルを
マトリクス状に配置したメモリセルアレイ１を備える。メモリセルアレイ１のビット線Ｂ
Ｌ方向に隣接する位置には、メモリセルアレイ１のビット線ＢＬを制御し、メモリセルの
データ消去、メモリセルへのデータ書き込み、及びメモリセルからのデータ読み出しを行
うカラム制御回路２が設けられている。また、メモリセルアレイ１のワード線ＷＬ方向に
隣接する位置には、メモリセルアレイ１のワード線ＷＬを選択し、メモリセルのデータ消
去、メモリセルへのデータ書き込み、及びメモリセルからのデータ読み出しに必要な電圧
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を印加するロウ制御回路３が設けられている。
【００１３】
　データ入出力バッファ４は、図示しない外部のホストにＩ／Ｏ線を介して接続され、書
き込みデータの受け取り、消去命令の受け取り、読み出しデータの出力、アドレスデータ
やコマンドデータの受け取りを行う。データ入出力バッファ４は、受け取った書き込みデ
ータをカラム制御回路２に送り、カラム制御回路２から読み出したデータを受け取って外
部に出力する。外部からデータ入出力バッファ４に供給されたアドレスは、アドレスレジ
スタ５を介してカラム制御回路２及びロウ制御回路３に送られる。また、ホストからデー
タ入出力バッファ４に供給されたコマンドは、コマンド・インターフェイス６に送られる
。コマンド・インターフェイス６は、ホストからの外部制御信号を受け、データ入出力バ
ッファ４に入力されたデータが書き込みデータかコマンドかアドレスかを判断し、コマン
ドであれば受け取りコマンド信号としてステートマシン７に転送する。ステートマシン７
は、この不揮発性メモリ全体の管理を行うもので、ホストからのコマンドを受け付け、読
み出し、書き込み、消去、データの入出力管理等を行う。また、外部のホストは、ステー
トマシン７が管理するステータス情報を受け取り、動作結果を判断することも可能である
。また、このステータス情報は書き込み、消去の制御にも利用される。
【００１４】
　また、ステートマシン７によってパルスジェネレータ９が制御される。この制御により
、パルスジェネレータ９は任意の電圧、任意のタイミングのパルスを出力することが可能
となる。ここで、形成されたパルスはカラム制御回路２及びロウ制御回路３で選択された
任意の配線へ転送することが可能である。
【００１５】
　なお、メモリセルアレイ１以外の周辺回路素子は配線層に形成されたメモリアレイ１の
直下のＳｉ基板に形成可能であり、これにより、この不揮発性メモリのチップ面積はほぼ
、メモリセルアレイ１の面積に等しくすることも可能である。
【００１６】
　［メモリセルアレイ及びその周辺回路］
　図２は、メモリセルアレイ１の一部の斜視図、図３は、図２におけるメモリセル１つ分
の拡大斜視図である。
【００１７】
　複数本の第１の配線としてワード線ＷＬ０～ＷＬ２が平行に配設され、これと交差して
複数本の第２の配線としてビット線ＢＬ０～ＢＬ２が平行に配設され、これらの各交差部
に両配線に挟まれるようにメモリセルＭＣが配置される。第１及び第２の配線は、熱に強
く、且つ抵抗値の低い材料が望ましく、例えばW，WSi，NiSi，CoSi等を用いることができ
る。
【００１８】
　メモリセルＭＣは、図３に示すように、可変抵抗素子ＶＲと非オーミック素子ＮＯの直
列接続回路からなる。
【００１９】
　可変抵抗素子ＶＲとしては、電圧印加によって、電流、熱、化学エネルギー等を介して
抵抗値を変化させることができるもので、上下にバリアメタル及び接着層として機能する
電極ＥＬが配置されていても良い。電極を配置する場合、電極材としては、Pt，Au，Ag，
TiAlN，SrRuO，Ru，RuN，Ir，Co，Ti，TiN，TaN，LaNiO，Al，PtIrOx， PtRhOx，Rh/TaAl
N等が用いられる。また、配向性を一様にするようなメタル膜の挿入も可能である。また
、別途バッファ層、バリアメタル層、接着層等を挿入することも可能である。
【００２０】
　本実施形態では、ワード線ＷＬ側からビット線ＢＬ側へと非オーミック素子ＮＯ、可変
抵抗素子ＶＲ及び電極ＥＬがこの順に配置されて形成された柱状のメモリセルＭＣが、非
オーミック素子ＮＯ側から電極ＥＬ側へと断面積を徐々に減少させたテーパ状に形成され
ている。すなわち、非オーミック素子ＮＯ電極ＥＬ側に配置されたワード線ＷＬの幅をＷ
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１、電極ＥＬ側に配置されたビット線ＢＬの幅をＷ２、メモリセルＭＣのワード線ＷＬ側
接続端のビット線ＢＬ方向の幅及びワード線ＷＬ方向の幅をそれぞれＷ１′、Ｗ２′、メ
モリセルＭＣのビット線ＢＬ側接続端のビット線ＢＬ方向の幅及びワード線ＷＬ方向の幅
をそれぞれＷ１″、Ｗ２″とすると、
　［数１］
　Ｗ１＝Ｗ１′＞Ｗ１″
　Ｗ２，Ｗ２′＞Ｗ２″
という関係になっている。
【００２１】
　可変抵抗素子ＶＲは、遷移元素となる陽イオンを含む複合化合物であって陽イオンの移
動により抵抗値が変化するもの（ＲｅＲＡＭ）を用いることができる。
【００２２】
　図４及び図５は、この可変抵抗素子の例を示す図である。図４に示す可変抵抗素子ＶＲ
は、電極層１１、１３の間に記録層１２を配置してなる。記録層１２は、少なくとも２種
類の陽イオン元素を有する複合化合物から構成される。陽イオン元素の少なくとも１種類
は電子が不完全に満たされたｄ軌道を有する遷移元素とし、且つ隣接する陽イオン元素間
の最短距離は、０．３２ｎｍ以下とする。具体的には、化学式ＡｘＭｙＸｚ（ＡとＭは互
いに異なる元素）で表され、例えばスピネル構造（ＡＭ２Ｏ４）、イルメナイト構造（Ａ
ＭＯ３）、デラフォサイト構造（ＡＭＯ２）、ＬｉＭｏＮ２構造（ＡＭＮ２）、ウルフラ
マイト構造（ＡＭＯ４）、オリビン構造（Ａ２ＭＯ４）、ホランダイト構造（ＡｘＭＯ２

）、ラムスデライト構造（ＡｘＭＯ２）ペロブスカイト構造（ＡＭＯ３）等の結晶構造を
持つ材料により構成される。
【００２３】
　図４の例では、ＡがＺｎ、ＭがＭｎ、ＸがＯである。記録層１２内の小さな白丸は拡散
イオン（Ｚｎ）、大きな白丸は陰イオン（Ｏ）、小さな黒丸は遷移元素イオン（Ｍｎ）を
それぞれ表している。記録層１２の初期状態は高抵抗状態であるが、電極層１１を固定電
位、電極層１３側に負の電圧を印加すると、記録層１２中の拡散イオンの一部が電極層１
３側に移動し、記録層１２内の拡散イオンが陰イオンに対して相対的に減少する。電極層
１３側に移動した拡散イオンは、電極層１３から電子を受け取り、メタルとして析出する
ため、メタル層１４を形成する。記録層１２の内部では、陰イオンが過剰となり、結果的
に記録層１２内の遷移元素イオンの価数を上昇させる。これにより、記録層１２はキャリ
アの注入により電子伝導性を有するようになってセット動作が完了する。再生に関しては
、記録層１２を構成する材料が抵抗変化を起こさない程度の微小な電流値を流せば良い。
プログラム状態（低抵抗状態）を初期状態（高抵抗状態）にリセットするには、例えば記
録層１２に大電流を充分な時間流してジュール加熱して、記録層１２の酸化還元反応を促
進すれば良い。また、セット時と逆向きの電場を印加することによってもリセット動作が
可能である。
【００２４】
　図５の例は、電極層１１，１３に挟まれた記録層１５が第１化合物層１５ａと第２化合
物層１５ｂの２層で形成されている。第１化合物層１５ａは電極層１１側に配置され化学
式ＡｘＭ１ｙＸ１ｚで表記される。第２化合物層１５ｂは電極層１３側に配置され第１化
合物層１５ａの陽イオン元素を収容できる空隙サイトを有している。
【００２５】
　図５の例では、第１化合物層１５ａにおけるＡがＭｇ、Ｍ１がＭｎ、Ｘ１がＯである。
第２化合物層１５ｂには、遷移元素イオンとして黒丸で示すＴｉが含まれている。また、
第１化合物層１５ａ内の小さな白丸は拡散イオン（Ｍｇ）、大きな白丸は陰イオン（Ｏ）
、二重丸は遷移元素イオン（Ｍｎ）をそれぞれ表している。なお、第１化合物層１５ａと
第２化合物層１５ｂとは、２層以上の複数層となるように積層されていても良い。
【００２６】
　この可変抵抗素子ＶＲにおいて、第１化合物層１５ａが陽極側、第２化合物層１５ｂが
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陰極側となるように、電極層１１，１３に電位を与え、記録層１５に電位勾配を発生させ
ると、第１化合物層１５ａ内の拡散イオンの一部が結晶中を移動し、陰極側の第２化合物
層１５ｂ内に進入する。第２化合物層１５ｂの結晶中には、拡散イオンを収容できる空隙
サイトがあるため、第１化合物層１５ａ側から移動してきた拡散イオンは、この空隙サイ
トに収まることになる。このため、第１化合物層１５ａ内の遷移元素イオンの価数が上昇
し、第２化合物層１５ｂ内の遷移元素イオンの価数が減少する。初期状態において、第１
及び第２の化合物層１５ａ，１５ｂが高抵抗状態であるとすれば、第１化合物層１５ａ内
の拡散イオンの一部が第２化合物層１５ｂ内に移動することにより、第１及び第２化合物
の結晶中に伝導キャリアが発生し、両者共に電気伝導性を有することになる。なお、プロ
グラム状態（低抵抗状態）を消去状態（高抵抗状態）にリセットするには、先の例と同様
に、記録層１５に大電流を充分な時間流してジュール加熱して、記録層１５の酸化還元反
応を促進すれば良い。また、セット時とは逆向きの電場を印加することによってもリセッ
トは可能である。
【００２７】
　非オーミック素子ＮＯは、例えば図６に示すように、（ａ）ショットキーダイオード、
（ｂ）ＰＮ接合ダイオード、（ｃ）ＰＩＮダイオード等の各種ダイオード、（ｄ）ＭＩＭ
（Metal-Insulator-Metal）構造、（ｅ）ＳＩＳ構造（Silicon-Insulator-Silicon）等か
らなる。ここにもバリアメタル層、接着層を形成する電極ＥＬ２，ＥＬ３を挿入しても良
い。また、ダイオードを使用する場合はその特性上、ユニポーラ動作を行うことができ、
また、ＭＩＭ構造、ＳＩＳ構造等の場合にはバイポーラ動作を行うことが可能である。
【００２８】
　本実施形態では、上述のように、メモリセルＭＣを、非オーミック素子ＮＯ側から可変
抵抗素子ＶＲ側にかけてその断面積が徐々に減少させるようにテーパ状に形成している。
このため、可変抵抗素子ＶＲの断面積は小さくなるので、電流密度を向上させることがで
き、ジュール熱を効率良く発生させてリセットスピードを向上させることができる。これ
により、短いパルスでリセット動作が可能になる。また、非オーミック素子については、
断面積を大きくすることができるので、リセットに必要な十分な電流を流すことができる
。更に、非オーミック素子の過熱を防止して逆バイアス時のリーク電流を抑制することが
できる。
【００２９】
　図７は、非オーミック素子ＮＯとしてダイオードＳＤを用いたメモリセルアレイ１及び
その周辺回路の回路図である。ここでは、説明を簡単にするため、１層構造であるとして
説明を進める。
【００３０】
　図７において、メモリセルＭＣを構成するダイオードのアノードはワード線ＷＬに接続
され、カソードは可変抵抗素子ＶＲを介してビット線ＢＬに接続されている。各ビット線
ＢＬの一端はカラム制御回路２の一部である選択回路２ａに接続されている。また、各ワ
ード線ＷＲの一端はロウ制御回路３の一部である選択回路３ａに接続されている。
【００３１】
　選択回路２ａは、ビット線ＢＬ毎に設けられた、ゲート及びドレインが共通接続された
選択ＰＭＯＳトランジスタＱＰ０及び選択ＮＭＯＳトランジスタＱＮ０からなる。選択Ｐ
ＭＯＳトランジスタＱＰ０のソースは、高電位電源Ｖｃｃに接続されている。選択ＮＭＯ
ＳトランジスタＱＮ０のソースは、書き込みパルスを印加すると共にデータ読み出し時に
検出すべき電流を流すビット線側ドライブセンス線ＢＤＳに接続されている。トランジス
タＱＰ０，ＱＮ０の共通ドレインは、ビット線ＢＬに接続され、共通ゲートには、各ビッ
ト線ＢＬを選択するビット線選択信号ＢＳｉが供給されている。
【００３２】
　また、選択回路３ａは、ワード線ＷＬ毎に設けられた、ゲート及びドレインが共通接続
された選択ＰＭＯＳトランジスタＱＰ１及び選択ＮＭＯＳトランジスタＱＮ１からなる。
選択ＰＭＯＳトランジスタＱＰ１のソースは、書き込みパルスを印加すると共にデータ読
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み出し時に検出すべき電流を流すワード線側ドライブセンス線ＷＤＳに接続されている。
選択ＮＭＯＳトランジスタＱＮ１のソースは、低電位電源Ｖｓｓに接続されている。トラ
ンジスタＱＰ１，ＱＮ１の共通ドレインは、ワード線ＷＬに接続され、共通ゲートには、
各ワード線ＷＬを選択するワード線選択信号／ＷＳｉが供給されている。
【００３３】
　なお、以上は、メモリセルが個別に選択されるのに適した例を示したが、選択されたワ
ード線ＷＬ１につながる複数のメモリセルＭＣのデータを一括で読み出す場合には、各ビ
ット線ＢＬ０～ＢＬ２に対して個別にセンスアンプが配置され、各ビット線ＢＬ０～ＢＬ
２は、ビット線選択信号ＢＳで、選択回路２ａを介して、個別にセンスアンプに接続され
る。
【００３４】
　また、メモリセルアレイ１は、図７に示した回路とは、ダイオードＳＤの極性を逆にし
て、ビット線ＢＬ側からワード線ＷＬ側に電流が流れるようにしても良い。
【００３５】
　図８は、上述したメモリ構造を一段含む不揮発性メモリの断面図である。ウェル２２が
形成されたシリコン基板２１上には周辺回路を構成するトランジスタの不純物拡散層２３
及びゲート電極２４が形成されている。その上に第1層間絶縁膜２５が堆積さされている
。この第１層間絶縁膜２５には、シリコン基板２１の表面に達するビア２６が適宜形成さ
れている。第１層間絶縁膜２５の上には、メモリセルアレイの第１の配線であるワード線
ＷＬを構成する第1メタル２７が、例えばW等の低抵抗金属で形成されている。この第１メ
タル２７の上層に、バリアメタル２８が形成されている。なお、第1メタル２７の下層に
バリアメタルを形成しても良い。これらのバリアメタルは、Ｔｉ及びＴｉＮの両方又は一
方により形成することができる。バリアメタル２８の上方には、ダイオード等の非オーミ
ック素子２９が形成されている。この非オーミック素子２９の上には、第１電極３０、可
変抵抗素子３１及び第２電極３２がこの順に形成されている。これにより、バリアメタル
２８から第２電極３２までがメモリセルＭＣとして構成されている。なお、第１電極３０
の下部及び第２電極３２の上部にバリアメタルが挿入されていても良いし、上部電極３２
の下側及び下部電極の上側にバリアメタル、接着層等が挿入されていても良い。ここで、
メモリセルＭＣは、下端から上端にかけて徐々に断面積が狭くなるテーパ状に形成されて
いる。隣接するメモリセルＭＣとメモリセルＭＣとの間は第２層間絶縁膜３４及び第３層
間絶縁膜３５で埋められている（但し、第２層間絶縁膜３４は、図８では図示していない
）。更に、メモリセルアレイの各メモリセルＭＣの上にワード線ＷＬと直交する方向に延
びる第２の配線であるビット線ＢＬを構成する第２メタル３６が形成されている。その上
に、第４層間絶縁膜３７及びメタル配線層３８が形成され、可変抵抗メモリである不揮発
性メモリが形成されている。なお、多層構造を実現するためには、バリアメタル２８から
上部電極３２までの積層とメモリセルＭＣ間の第２，第３層間絶縁膜３４，３５の形成を
、必要な層数分だけ繰り返せば良い。
【００３６】
　［第１の実施形態の製造方法］
　次に、図８に示した本実施形態に係る不揮発性メモリの製造方法について説明する。
【００３７】
　シリコン基板２１上にまず必要な周辺回路を構成するトランジスタ等を形成するための
ＦＥＯＬ（Front End Of Line）プロセスを実行し、その上に第1層間絶縁膜２５を堆積さ
せる。また、ビア２６もここで作成しておく。
【００３８】
　続いて、第１メタル２７以降の上層部が形成される。
【００３９】
　図９～図１８は、上層部の形成工程を工程順に示した斜視図である。これら図９～図１
８を適宜参照しながら、上層部の形成プロセスを説明する。
【００４０】
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　上述したように、第１層間絶縁膜２５及びビア２６が形成されたら、その上にメモリセ
ルアレイの第１メタル２７となる層２７ａの堆積、バリアメタル２８となる層２８ａの形
成、非オーミック素子２９となる層２９ａの堆積、第１電極３０となる層３０ａの堆積、
可変抵抗素子３１となる層３１ａの堆積、及び第２電極３２となる層３２ａの堆積を順次
実行する。以上の工程により、図９に示す上層部の積層体４０が形成される。
【００４１】
　その後、テーパ状の溝を形成するために、本実施形態てば、ナノインプリント技術を利
用する。まず、粘度の低い液状のレジスト４１を積層体４０の上面に滴下し、その上に石
英製のテンプレート４２を非常に小さい力で押し付ける。テンプレート４２には、その下
面に複数本の平行な溝４２ａが形成されている。この溝４２ａは、開口側を幅広とする台
形断面を有する。テンプレート４０は、フォトリソグラフィ等の通常の方法により加工さ
れるが、１０ｎｍオーダまでのＬ／Ｓでの微細加工が可能であるため、このテンプレート
４０を用いて微細なクロスポイント構造を作成することができる。このテンプレート４２
を、溝４２ａの延びる方向がワード線ＷＬと平行になるように積層体４０に押し付け、溝
４２ａの内部にレジスト４１を隙間無く充填する。
【００４２】
　次に、図１１に示すように、テンプレート４２に紫外線を照射し、レジスト４１を感光
させることにより、レジスト４１の架橋を促し、テンプレート４２を取り外す。これによ
り、図１２に示すような台形断面を有するレジストパターン４３を形成する。レジスト４
１の滴下からレジスト４１の感光までを、ステップ・アンド・リピートで繰り返すことに
より、積層体４０の全体にレジストパターン４３を形成する。
【００４３】
　続いて、形成されたレジストパターン４３をマスクとして第１の異方性エッチングを行
い、図１３に示すようなワード線ＷＬに沿った溝４４を形成して積層体４０の分離を行う
。レジストパターン４３が、台形断面を有するため、エッチングの進行に伴ってレジスト
パターン４３の両側のエッジが徐々に内側に後退し、その結果として、溝４４の幅が開口
側程広く形成され、積層体４０がテーパ状にエッチングされる。
【００４４】
　次に、溝４４に第２層間絶縁膜３４を埋め込む。この第２層間絶縁膜３４の材料は絶縁
性が良く、低容量、埋め込み特性が良いものが好適である。続いてＣＭＰ等による平坦化
処理を行い、余分な第２の層間絶縁膜３４の除去と、上部電極３２の露出を行う。この平
坦化処理後の断面図を図１４に示す。
【００４５】
　続いて、第１のエッチング加工と交差する方向のＬ／Ｓで、第２のエッチング加工を行
う。この場合にも、図１５に示すように、開口側を幅広とする台形断面の溝５２ａを有す
る石英製のテンプレート５２を使用して、台形断面を有するレジストパターン５３をナノ
インプリント技術で形成する。これにより、図１６に示すように、ワード線ＷＬと直交す
るビット線ＢＬに沿った溝５４が形成され、同時に上部の断面積が下部の断面積よりも小
さい柱状に分離されたメモリセルＭＣが形成される。
【００４６】
　次に、溝５４に第３層間絶縁膜３５を埋め込む。この第３層間絶縁膜３５の材料は絶縁
性が良く、低容量、埋め込み特性が良いものが好適である。続いてＣＭＰ等による平坦化
処理を行い、余分な第３の層間絶縁膜３５の除去と、上部電極３２の露出を行う。この平
坦化処理後の断面図を図１７に示す。
【００４７】
　次に、図１８に示すように、ＣＭＰ後の平坦化部に第２メタル３６となるタングステン
等の層を積層後、エッチングして第２メタル３６を形成する。
【００４８】
　なお、以上の積層構造の形成を繰り返すことにより、多層タイプのクロスポイント型の
メモリセルアレイの形成が可能である。このとき、バリアメタル層２８の堆積から繰り返
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すと上層と下層で隣り合うメモリセルアレイの配線を共有化するメモリセルアレイが実現
でき、また、第1の層間絶縁膜２５の形成から繰り返すことで上層と下層で隣り合うメモ
リセルアレイの配線を共有化しないメモリセルアレイを実現することができる。
【００４９】
　その後、メタル配線層３８の形成を行うことにより、本実施形態の不揮発性半導体記憶
装置が形成される。
【００５０】
　これにより、メモリセルＭＣを、可変抵抗素子３１側の断面積が非オーミック素子２９
側の断面積よりも小さくなるテーパ状に形成することができるので、可変抵抗素子３１の
電流密度向上と非オーミック素子２９の電流値向上とを図ることができる。
【００５１】
　なお、このようなテーパ形状を生成するためには、上述した製造方法の他、通常のレジ
スト膜生成によるエッチング、ＴＥＯＳ，ＳｉＯ２，ＳｉＮ，アモルファスＳｉ等のハー
ドマスクを用いたエッチング等を用いても良い。これらのエッチングにおいても、エッチ
ング条件を種々変えることでメモリセルＭＣをテーパ状に形成することができる。
【００５２】
　［第２の実施形態］
　図１９は、本発明の第２の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置のメモリセル部分を
示す斜視図である。この実施形態では、非オーミック素子ＮＯと可変抵抗素子ＶＲの配置
が、図３の配置と上下逆になっている。このような構成においても、可変抵抗素子ＶＲ側
の断面積が非オーミック素子ＮＯの断面積よりも小さいことにより本発明の効果が得られ
る。この場合、オーバーエッチング気味のエッチング条件で逆テーパ状のメモリセルＭＣ
を形成すれば良い。
【００５３】
　［第３の実施形態］
　図２０は、本発明の第３の実施形態に係る不揮発性半導体記憶装置のメモリセル部分を
示す斜視図である。この実施形態では、非オーミック素子ＮＯの断面積と可変抵抗素子Ｖ
Ｒの断面積をそれぞれ一定にし、前者を後者よりも大面積とした構成を備えている。この
ような構成であっても上述した本発明の効果が得られる。
【００５４】
　［その他の実施形態］
　また、図２１に示すように、上述したメモリ構造を複数積層した三次元構造とすること
もできる。図２２は、図２１のII－II′断面を示す断面図である。図示の例は、セルアレ
イ層ＭＡ０～ＭＡ３からなる４層構造のメモリセルアレイで、ワード線ＷＬ０ｊがその上
下のメモリセルＭＣ０，ＭＣ１で共有され、ビット線ＢＬ１ｉがその上下のメモリセルＭ
Ｃ１，ＭＣ２で共有され、ワード線ＷＬ１ｊがその上下のメモリセルＭＣ２，ＭＣ３で共
有されている。各メモリセルＭＣは、非オーミック素子ＮＯ側の断面積が可変抵抗素子Ｖ
Ｒ側の断面積よりも大きくなるように、それぞれテーパ状に形成されている。また、この
ような配線／セル／配線／セルの繰り返しではなく、配線／セル／配線／層間絶縁膜／配
線／セル／配線のように、セルアレイ層間に層間絶縁膜を介在させるようにしても良い。
【００５５】
　なお、メモリセルアレイ１は、幾つかのメモリセル群のＭＡＴに分けられることも可能
である。前述したカラム制御回路２及びロウ制御回路３は、ＭＡＴ毎、セクタ毎、又はセ
ルアレイ層ＭＡ毎に設けられていても良いし、これらで共有しても良い。また、面積削減
のために複数のビット線ＢＬで共有することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る不揮発性メモリのブロック図である。
【図２】同実施形態に係る不揮発性メモリのメモリセルアレイの一部の斜視図である。
【図３】図２におけるメモリセル１つ分の拡大斜視図である。
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【図４】同実施形態における可変抵抗素子の一例を示す模式的な断面図である。
【図５】同実施形態における可変抵抗素子の他の例を示す模式的な断面図である。
【図６】同実施形態における非オーミック素子の例を示す模式的断面図である。
【図７】本発明の他の実施形態に係るメモリセルアレイ及びその周辺回路の回路図である
。
【図８】同実施形態に係る不揮発性メモリの断面図である。
【図９】同実施形態に係る不揮発性メモリの上層部の形成工程を工程順に示した斜視図で
ある。
【図１０】同実施形態に係る不揮発性メモリの上層部の形成工程を工程順に示した斜視図
である。
【図１１】同実施形態に係る不揮発性メモリの上層部の形成工程を工程順に示した斜視図
である。
【図１２】同実施形態に係る不揮発性メモリの上層部の形成工程を工程順に示した斜視図
である。
【図１３】同実施形態に係る不揮発性メモリの上層部の形成工程を工程順に示した斜視図
である。
【図１４】同実施形態に係る不揮発性メモリの上層部の形成工程を工程順に示した斜視図
である。
【図１５】同実施形態に係る不揮発性メモリの上層部の形成工程を工程順に示した斜視図
である。
【図１６】同実施形態に係る不揮発性メモリの上層部の形成工程を工程順に示した斜視図
である。
【図１７】同実施形態に係る不揮発性メモリの上層部の形成工程を工程順に示した斜視図
である。
【図１８】同実施形態に係る不揮発性メモリの上層部の形成工程を工程順に示した斜視図
である。
【図１９】本発明の第２の実施形態に係る不揮発性メモリのメモリセルの拡大斜視図であ
る。
【図２０】本発明の第３の実施形態に係る不揮発性メモリのメモリセルの拡大斜視図であ
る。
【図２１】本発明の更に他の実施形態に係る不揮発性メモリのメモリセルの斜視図である
。
【図２２】同実施形態に係る不揮発性メモリのメモリセルの断面図である。
【符号の説明】
【００５７】
　１…メモリセルアレイ、２…カラム制御回路、３…ロウ制御回路、４…データ入出力バ
ッファ、５…アドレスレジスタ、６…コマンド・インターフェイス、７…ステートマシン
、９…パルスジェネレータ、２１…シリコン基板、２５…第１層間絶縁膜、２６…ビア、
２７…第１メタル、２８…バリアメタル、２９…非オーミック素子、３０…第１電極、３
１…可変抵抗素子、３２…第２電極、３４…第２層間絶縁膜、３５…第３層間絶縁膜、３
６…第２メタル、３７…第４層間絶縁膜。
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