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明 細 苫

不揮発，吐記，盾素子およびその製造方法

技術分野

０００1 本発明は、微細化ぉょび高速化に適した不揮発性記憶素子ぉょびその製造方法

に関する。

背景技術

０００2 近年、デジタル技術の進展に伴って携帯情報機器や情報家電等の電子機器が、

ょり一屑高機能化している。これらの電子機器の高機能化に伴い、使用される半導

体素子の微細化ぉょび高速化が急速に進んでいる。その中でも記憶部の材料として

低消費電力で高速読み菩きが可能な強誘電体膜などを用いた不揮発性記憶素子

の用途が急速に拡大している。

０００3 さらに、可変抵抗膜を記憶部の材料として用いる不揮発性記憶素子は抵抗変化素

子のみで記憶素子を構成できるので、さらなる微細化、高速化ぉょび低消費電カィヒ

が期待されている。

０００4 ところで、可変抵抗膜を記憶部の材料として用いる場合には、例えば、電気的パル

スの入力などにょり、抵抗値が高抵抗から低抵抗へ、または低抵抗から高抵抗へと2

値の間を明確に区別して、かつ安定に変化をすることが必要である。

０００5 この安定な抵抗変化の動作の実現のために、超巨大磁気抵抗 (C 団材料などの

メモり抵抗材料を利用して、十分な抵抗状態の変化を保証するための非対称メモリセ

ルの構成とその製造方法が示されている (例えば、特許文献 、2参照 )。この非対称

メモリセルは、第 の面積を有する下部電極を形成するステップと、下部電極上に載

る電気パルス変動抵抗 ( P 団材料を形成するステップと、 P 屑上に載る、第

面積ょりも狭い第2の面積を有する上部電極を形成するステップとを含んで形成され

る。電極の大きさをこのょぅに非対称な電極構成にすると、非対称メモリセルに流れる

電流の大きさを適当に選ぶことにょり、下部電極ょりも面積の狭い上部電極に隣接し

た P 材料だけが、電流密度が高くなり抵抗変化を起こすょぅにすることができる。

このょぅにすると、非対称メモリセルは、その電極の非対称な構成ゆえに外部からの



電圧印加または電流印加にょり、安定に抵抗変化を起こし続けることかてきる。

０００6 また、メモり記惜素子と制御素子を水平方向に延在して構成して、メモり記惜素子

の断面積か制御素子の断面積ょりも 、さく形成することにょり、メモり記惜素子か制御

素子ょりも低いエネルキーレヘルて状態を変更てきることか示されている (例えは、特

井文献 3 ) 。このょぅな構成にょり、経済的て、大容呈のメモり構造を実現しょぅとして

いる。

特汗文献 1 特開2 ００4 3 969 号公報

特井文献2 特開2 ００5 7546 号公報

特井文献 3 特開2 ００4 6777号公報

発明の開示

発明が解決しようとする裸題

０００7 ところて、特井文献 、2 て示された例ては、微細化を進めていくと P 屑ての隣

り合ぅ下部電極おょひ上部電極の間てクロストークの探題か生しることか予側される。

さらに、微細化したときも含めて、抵抗変化素子の抵抗を変ィヒさせる駆動電圧の印加

方怯について具体的に示されていない。

０００8 また、特井文献 3 て示された例ては、抵抗変化素子の抵抗を変ィヒさせる駆動電圧

の印加方怯については、抵抗変化素子ょりも断面積の大きい制御素子て駆動するこ

とか示されているものの、 未満のプロセスルールか主体となる微細化プロセス

に親和性のある記惜素子の構造か示されていない。

０００9 また、抵抗変化素子とタイオートか直列に接続されている場合に、タイオートて駆

動てきる電流呈は 、さく、タイオートは抵抗変化素子に必要十分な電流を供給てき

ない場合かある。

００1０ したかって、これらの探題を解決するためには、現状おょひ将来の微細化プロセス

に親和性かあり呈産プロセスに適した構成を持ち、しかも、微細な抵抗変化素子に必、

要十分な電流を安定に供給てきるタイオートを適切に配置した不揮発性記惜素子

か必要となる。

００1 1 以上の探題に鑑み、本発明は、呈産プロセスに親和性のある構造を持つ微細な抵

抗変化素子と、この抵抗変化素子に必要十分な電流を供給するタイオートを最適に



接続した不揮発性記憶素子の構成と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

００12 上記 目的を達成するために、本発明の不揮発性記憶素子は、某板と、前記某板上

に形成された屑間絶縁膜と、前記屑間絶縁膜に覆われた下部電極と前記下部電極

よりも某板から遠い側に設けられた上部電極と前記上部電極および前記下部電極の

間に介在する可変抵抗膜とを有する抵抗変化素子と、前記上部電極よりも某板から

遠い側に前記上部電極に直列に接続されるよぅに設けられた第 の電極と前記第

の電極よりも某板から遠い側に設けられた第2の電極と前記第 の電極および前記第

2の電極の間に介在する絶縁屑または半導体屑とを有するダイオードと、を備える不

揮発性記憶素子であって、前記屑間絶縁膜には前記屑間絶縁膜を前記某板の主

面に対して略垂直な方向に貫通して前記下部電極に到達するよぅにコンタクトホール

が形成され、前記可変抵抗膜が前記コンタクトホールに埋め込まれ、前記絶縁屑ま

たは前記半導体屑が前記第 の電極と接触する部分の面積を第 の面積、前記可変

抵抗膜が前記上部電極と接触する部分の面積を第2の面積、前記可変抵抗膜が前

記下部電極と接触する部分の面積を第3の面積とするとき、前記第 の面積が、前記

第2の面積および前記第3の面積の少なくとも一方よりも大きい。

００13 かかる構成では、不揮発性記憶素子は、C OSプロセス等で用いられる配線工程

と同等の微細化された半導体プロセスで製作され、抵抗変化素子の製作においても

可変抵抗膜に固有な特殊な半導体プロセスは使わなくてすむ。したがって、微細ィヒ

が進む半導体プロセスと親和性がよく、使用するプロセスのプロセスルールの最小ザ

イズで可変抵抗膜を製作することができるため、 未満のプロセスルールが主

体となる微細化プロセスに親和性のある呈産プロセスにより製作することができる。

００14 しかも、隣接する抵抗変化素子間は屑間絶縁膜で分離され、抵抗変化素子と積層

方向に直列に接続されたダイオードから必要十分な電流を印加することができるので

、不揮発性記憶素子は、クロストークがなく安定に抵抗変化を繰り返すことができる。

上記不揮発性記憶素子において、前記第 の面積が前記第2の面積よりも大きくて

もよく、前記第 の面積が前記第3の面積よりも大きくてもよく、前記第2の面積が前記

第3の面積よりも大きくてもよい。



上記不揮発性記憶素子において、前記可変抵抗膜は、前記下部電極に向かって

テ一パ状に細くなるよぅに構成されていてもよい。

かかる構成では、可変抵抗膜と下部電極との界面における電流密度が高くなり、よ

り容易に抵抗状態の変化が起こるよぅになる。また、隣接する下部電極間の距離を増

大させることにより、クロストークがさらに確実に防止される。しかも、印加した電流を

効率的に上部電極に集中させて電流密度を上げるので、抵抗変化素子の抵抗変化

がさらに確実に実現される。

上記不揮発性記憶素子において、前記コンタクトホールが前記下部電極に向かっ
てテ一パ状に細くなるよぅに形成されていてもよい。

かかる構成では、コンタクトホールの形状をテ一パ形状とすることで、可変抵抗膜と

下部電極との界面の面積をより容易に 、さくすることができる。可変抵抗膜と下部電

極との界面における電流密度が高くなり、より容易に抵抗状態の変化が起こるよぅに

なる。

００15 上記不揮発性記憶素子において、前記上部電極の少なくとも一部が前記コンタクト

ホールに埋め込まれていてもよく、前記上部電極の一部が前記可変抵抗膜の中央

部に凸状に埋め込まれていてもよい。

かかる構成では、抵抗変化素子がさらにコンパクトに集積化でき、可変抵抗膜と上

部電極との密着性がさらに向上することができる。

００16 上記不揮発性記憶素子において、前記上部電極と前記第 の電極とが前記コンタ

クトホールに埋め込まれていてもよい。

かかる構成では、上部電極と第 電極がコンタクトホール内に埋め込まれることによ

り、ダイオードの素子分離が可能となり、複雑な工程を付加することなく、素子分離さ

れたダイオードを集積化することができる。この場合、絶縁屑または半導体屑が分離

されていなくても、上部電極と第 電極がコンタクトホール内に埋め込まれて分離され

ていれば、不揮発性記憶素子は、電気的には絶縁屑または半導体屑が分離されて

素子分離された構成と同じ動作を行わせることができる。

００17 上記不揮発性記憶素子において、前記上部電極と前記第 の電極とほ 個の共通

電極であってもよく、前記共通電極は、前記可変抵抗膜に向かってテ一パ状に細く



なるよぅに構成されていてもよい。

かかる構成では、さらにコンパクトに集積ィヒされた不揮発性記憶素子が実現できる

上記不揮発性記憶素子において、前記ダイオードは、 ( e a s a o

。a ) ダイオード、 S ( e a Se co d c o e a )ダイオードまたはショ

ットキーダイオードであ

かかる構成では、抵抗変化素子に必要十分な電流を印加することができる。

００18 上記不揮発性記憶素子において、前記絶縁屑または半導体屑が前記第 の電極

と接触する面を第 の接触面とするとき、前記第 の接触面が、凹面、凸面または凹

凸面であってもよい。

かかる構成では、第 の接触面は、立体的に可変抵抗膜の上部の一定の領城に形

成することができるので、第 の面積を大きく取ることができる。そして、一定の領城に

ダイオードの実効的な面積を大きくすることができるので、ダイオードの電流駆動能

力をさらに向上することができる。

００19 上記不揮発性記憶素子において、前記可変抵抗膜が前記上部電極と接触する面

を第2の接触面とするとき、前記第2の接触面が、凹面、凸面または凹凸面であって

もよい。

かかる構成では、可変抵抗膜と上部電極との密着性がさらに向上することができる

また、本発明の不揮発性記憶素子アレイは、上記不揮発性記憶素子を複数備えた

不揮発性記憶素子アレイであって、前記下部電極が前記某板の主面に平行な第

の平面内において互いに平行に延びるよぅに複数形成され、前記第2の電極が前記

第 の平面に平行な第2 の平面内において互いに平行に延びるよぅにかつ前記複数

の下部電極と立体交差するよぅに複数形成され、前記複数の下部電極および前記複

数の第2の電極の立体交差点のそれぞれに対応して下部電極および第2の電極の

間に介在するよぅに可変抵抗膜が設けられることにより、前記立体交差点のそれぞれ

に対応して上記不揮発性記憶素子が形成されている。

かかる構成では、高集積で実用性の高いクロスポイント型の不揮発性記憶素子は、



上述したよぅに、 未満のプロセスルールが主体となる微細化プロセスと親和

性がある呈産プロセスにより製作することができる。しかも、隣接する抵抗変化素子間

は屑間絶縁膜で分離され、上部に隣接するダイオードから必要十分な電流を印加す

ることができるので、クロストークがなく安定に抵抗変化を繰り返すことができる。

００2０ また、本発明の不揮発性記憶素子の製造方法は、某板上に下部電極を形成する

下部電極形成工程と、前記下部電極上に可変抵抗膜を形成する抵抗膜形成工程と

、前記可変抵抗膜上に上部電極を形成する上部電極形成工程と、前記上部電極上

に第 の電極を形成する第 の電極形成工程と、前記第 の電極上に絶縁屑または

半導体屑を形成する絶縁屑または半導体屑形成工程と、前記絶縁屑または半導体

屑上に第2の電極を形成する第2の電極形成工程と、を備え、前記抵抗膜形成工程

は、前記下部電極を覆ぅ屑間絶縁膜を形成する工程と、前記屑間絶縁膜を貫通する

コンタクトホールを前記下部電極上に形成するホール形成工程と、前記コンタクトホ

ールに前記可変抵抗膜を埋め込む埋込工程と、を有し、前記絶縁屑または前記半

導体屑が前記電極と接触する部分の面積を第 の面積、前記可変抵抗膜が前記上

部電極と接触する部分の面積を第2の面積、前記可変抵抗膜が前記下部電極と接

触する部分の面積を第3の面積とするとき、前記第 の面積が、前記第2の面積およ

び前記第3の面積の少なくとも一方よりも大きい。

００2 1 この構成により、抵抗変化素子および不揮発性記憶素子は、上述したよぅに、 ００

未満のプロセスルールが主体となる微細化プロセスと親和性がある呈産プロセス

と同じプロセスルールにより製作することができる。しかも、隣接する抵抗変化素子間

は屑間絶縁膜で分離され、上部に隣接するダイオードから必要十分な電流を印加す

ることができるので、クロストークがなく安定に抵抗変化を繰り返すことができる素子を

製作することができる。

００22 また、本発明の不揮発性記憶素子アレイの製造方法は、上記の不揮発性記憶素

子の製造方法を用いたクロスポイント型の不揮発性記憶素子アレイの製造方法であ

って、前記下部電極形成工程は、複数の下部電極を前記某板の主面に平行な第

の平面内において互いに平行に延びるよぅに形成する工程であり、前記第2の電極

形成工程は、前記第 の平面に平行な第2の平面内において互いに平行に延びるよ



ぅにかつ前記複数の下部電極と立体交差するよぅに形成する工程である。

この構成により、高集積で実用性の高いクロスポイント型の不揮発性記憶素子は、

上述したよぅに、 未満のプロセスルールが主体となる微細化プロセスと親和

性がある呈産プロセスと同じプロセスルールにより製作することができる。しかも、隣接

する抵抗変化素子間は屑間絶縁膜で分離され、上部に隣接するダイオードから必要

十分な電流を印加することができるので、クロストークがなく安定に抵抗変化を繰り返

すことができる素子を製作することができる。

００23 また、上記不揮発性記憶素子の製造方法において、前記ホール形成工程は、前

記コンタクトホールを前記下部電極に向かってテ一パ状に細くなるよぅに形成するも

００24 この構成により、隣接する下部電極間の距離を増加させることができ、クロストーク

がさらに確実に防止される構成で製作される。しかも、印加した電流を効率的に集中

させて電流密度を上げるので、抵抗変化がさらに確実に実現されるよぅに製作される

本発明の上記 目的、他の目的、特徴、及び利点は、添付図面参照の下、以下の好

適な実施態様の詳細な説明から明らかにされる。

発明の効果

００25 本発明の不揮発性記憶素子は、抵抗変化素子とダイオードとが積層方向に直列に

接続され、抵抗変化素子を構成する可変抵抗膜が、第 の屑間絶縁膜を貫通して下

部電極上に形成された第 のコンタクトホールに埋め込まれた構成となっている。さら

に、ダイオードの第 の電極と接触する第 の面積が、可変抵抗膜が上部電極と接触

する第2の面積よりも大きい構成からなる。

００26 このよぅな構成とすることにより、C OSプロセス等で用いられる配線工程と同等の

微細ィヒされた半導体プロセスで製作され、抵抗変化素子の製作においても可変抵

抗膜に固有な特殊な半導体プロセスは使わなくてすむ。したがって、微細化が進む

半導体プロセスと親和性がよく、使用するプロセスのプロセスルールの最小ザイズで

可変抵抗膜を製作することができるため、 未満のプロセスルールが主体とな

る微細化プロセスと親和性がある呈産プロセスを用いて、本発明の不揮発性記憶素



子を製作することができるよぅになる。しかも、隣接する抵抗変化素子間は屑間絶縁

膜で分離され、上部に隣接するダイオードから必要十分な電流を印加することができ

るので、本発明の不揮発性記憶素子はクロストークがなく安定に抵抗変化を繰り返す

ことができる。

００27 なお、本発明の不揮発性記憶素子は第 の面積が第2の面積よりも大きい構成とな

っているので、電流駆動能力のある比較的大きいダイオードとプロセスルールまで微

細化された抵抗変化素子を最適に接続している。

００28 また、クロスポイント型の不揮発性記憶素子においては、2次元的に隣接する可変

抵抗膜を含む可変抵抗素子間のクロストークを抑えるよぅに電気的に分離することが

できるので、上記で説明した同様の効果が実現できる。

００29 なお、本発明の不揮発性記憶素子を使用することにより、携帯情報機器や情報家

電等の電子機器が、より一屑の小型ィヒ・薄型化が図れるといぅ効果を奏する。

図面の簡単な説明

００3０ 図 図 は、本発明の第 の実施の形態における不揮発性記憶素子を示す図で、(

a ) は不揮発性記憶素子の概略断面図、(b)は (a) の構成を簡略化した不揮発性記

憶素子の変形例の概略断面図である。

図2 図2は、本発明の第 の実施の形態におけるクロスポイント型の不揮発性記憶

素子アレイの構成を某板表面から見た概略構成図である。

図3 図3は、図2の不揮発性記憶素子アレイの概略断面図で、(a) は 線の断

面を矢印方向から見た概略断面図、(b)はc 線の断面を矢印方向から見た概略

断面図である。

図4 図4 (a) から(d) は、本発明の第 の実施の形態におけるプロセスフローを示す

工程断面図である。

図5 図5 (a) から(d) は、本発明の第 の実施の形態におけるプロセスフローを示す

工程断面図である。

図6 図6は、本発明の第2の実施の形態における不揮発性記憶素子の概略断面図

で、(a) は上部電極をテ一パ状の断面形状とした不揮発性記憶素子の概略断面図、

( ) は上部電極の一部を第 のコンタクトホールの上部に埋め込んだ不揮発性記憶



素子の概略断面図である。

図7 図7は、本発明の第3の実施の形態における不揮発性記憶素子の概略断面図

で、(a) はテ一パ状の第 のコンタクトホールに可変抵抗膜と上部電極が埋め込まれ

た概略断面図、(b)は (a) の の方向から見た概略断面図である。

図8 図8は、本発明の第4の実施の形態における不揮発性記憶素子の概略断面図

で、(a) は上部電極の上部中央に凸部が形成された不揮発性記憶素子の概略断面

図、(b) ほ上部電極の上側面に凹凸面を形成した不揮発性記憶素子の概略断面図

である。

図9 図9は、本発明の第5の実施の形態における不揮発性記憶素子の概略断面図

で、(a) は可変抵抗膜の上部中央に凹部が形成された不揮発性記憶素子の概略断

面図、(b) は可変抵抗膜の上部の面に凹凸面を形成した不揮発性記憶素子の概略

断面図である。

図1０図 ０は、本発明の第6の実施の形態における不揮発性記憶素子の概略断面

図である。

図11 図 は、本発明の第7の実施の形態における不揮発性記憶素子の概略断面

図である。

符号の説明

０ 某板

52 6 可変抵抗膜

2 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2 2 部電極

3 53 63 上部電極

4 抵抗変化素子

5 絶縁屑 (半導体層 )

6 第 の電極

7 7a 7b 7c 7d 7e 7 7 7 第2の電極

8 ダイオード

9 第 の屑間絶縁膜

2０ 3０ 45 5０ 55 6０ 65 7０ 75 不揮発性記憶素子



4０ 不揮発性記憶素子アレイ

2 5 第 のコンタクトホール

22 第 の面積

23 第2の面積

24 第3の面積

25 第2の屑間絶縁膜

26 第3の屑間絶縁膜

27 42 第2のコンタクトホール

4 某板表面

54 凸部

56 62 凹部

5 7 59 66 凹凸面

58 第 の接触面

64 第2の接触面

発明を実施するための最良の形態

００32 以下、本発明の好ましい実施の形態を、図面を参照しながら説明する。なお、図面

で同じ符号が付いたものは、説明を省略する場合もある。

００33 (第 の実施の形態 )

図 から図5は、本発明の第 の実施の形態を示す図である。図 ( ) に本実施の形

態の不揮発性記憶素子2０の概略断面図を示す。図 (b) に不揮発性記憶素子2０

の構成を簡素化した変形例の不揮発性記憶素子3０の概略断面図を示す。

００34 図 ( ) に示すよぅに不揮発性記憶素子2０は、某板 ０の上に形成された、可変抵

抗膜 が下部電極 2と上部電極 3とに挟まれた抵抗変化素子 4と、この抵抗変

化素子 4と積層方向に直列に接続され、絶縁屑 5または半導体屑 (絶縁屑 5

または半導体屑 5とは、絶縁体または半導体からなる屑を指す。ダイオード屑と呼ん

でもよい。) が下部の第 の電極 6と上部の第2の電極 7とに挟まれたダイオード 8

と、から構成されている。さらに、可変抵抗膜 は、下部電極 2を覆ぅ第 の屑間絶

縁膜 9を貫通して、下部電極 2上に形成された第 のコンタクトホール2 に埋め込



まれている。そして、ダイオード 8の絶縁屑 5または半導体屑 5が第 の電極 6と

接触する第 の面積22は、可変抵抗膜 が上部電極 3と接触する第2の面積23よ

りも大きい構成となっている。

００35 図 (b) に示す不揮発性記憶素子3０は、図 (a) に示す不揮発性記憶素子2０の

構成を簡素化したもので、抵抗変化素子 4の上部電極 3とダイオード 8の第 の

電極 6が共通した共通電極である構成となっている。すなわち、図 (b)では抵抗変

化素子 4の上部電極 3がダイオード 8の第 の電極 6を兼ねた構成となってレ巧

００36 さらに、図 (a) および図 (b) において、可変抵抗膜 が上部電極 3と接触する

第2の面積23は、可変抵抗膜 が下部電極 2と接触する第3の面積24よりも大き

い構成となっている。

００37 なお、第2の面積23と第3の面積24の大小関係は特に限定されない。第 の面積2

2が第2の面積23および第3の面積24の少なくとも一方よりも大きければよい。すな

わち、第2の面積23および第3の面積24のぅちいずれか小さい方の面積よりも、第

の面積22が大きければよい。ただし、後述するェッチングなどの工程を考慮すれば、

コンタクトホールを形成する段階で第3の面積24を 、さくするのが効率的である。よっ
て、第3の面積24は第2の面積23よりも 、刮亡とが好ま 、。

００38 このよぅな構成とすることでダイオード側の電極面積が大きくなり、結果としてダイオ

ードの電極が抵抗変化膜の下部電極より大きくなり、抵抗変化素子に対して高い駆

動力が得られる。

００39 しかも、印加した電流を効率的に集中させて電流密度を上げるので、抵抗変化がさ

らに確実に実現されるよぅに製作される。

００4０ かかる効果は、抵抗変化素子の動作メヵニズムと関係していると推察される。すな

わち、抵抗変化素子では、抵抗状態の変化が、電極と可変抵抗膜との界面で生じて

いることが明らかになりつつある。かかる知見によれば、電極と可変抵抗膜との界面

において十分高い電流密度あるいは電圧を生じさせることが、抵抗状態の変化を確

実に発生させる上で有効となる。高い電流密度あるいは電圧を生じさせるためには、

界面の面積をより 、さくすることが有効となる。どちらの界面においても電流の総呈は



変わらないため、第2の面積23および第3の面積24のぅちより 、さい方に対応する界

面では、電流密度や電圧がより高くなり、抵抗状態が変化しやすくなる。よって、抵抗

変化素子の抵抗状態が変化するか否かは、可変抵抗膜と上下の電極の界面のぅち、

より面積の 、さい方で発生する電流密度や電圧により規定され、その界面の面積が

体い程、抵抗状態が変化しやすい。一方でダイオードの電流容呈は、概略、ダイオ

ードの電極面積に比例することになる。ダイオードの電極面積に対して抵抗変化素

子の電極面積 (電極と可変抵抗膜との界面の面積 )をより 、さくすることで、ダイオー

ドの電流容呈を高く保ちつつ、抵抗変化素子の抵抗状態をより確実に変化させること

ができる。

００4 1 このよぅな構成の不揮発性記憶素子2０ 3０は抵抗変化素子 4およびダイオード

8が某板 ０の上に形成され、その周囲と上部は第 の屑間絶縁膜 9、第2の屑間絶

縁膜25および第3の屑間絶縁膜26で囲まれて覆われている。

００42 また、図 ( ) および (b) において、上部電極 3が第2の屑間絶縁膜25を貫通する

第2のコンタクトホール27に埋め込まれることにより、抵抗変化素子 4およびダイオ

ード 8が隣接して配置される場合に、ダイオード 8の素子分離が可能となる。

００43 このよぅな構成とすることにより、不揮発性記憶素子2０は、ダイオード 8の素子分

離が可能となり、複雑な工程を付加することなく、素子分離されたダイオード 8を集

積化することができる。この場合、絶縁屑 5または半導体屑 5が分離されていなくて

も、上部電極 3が第2のコンタクトホール27内に埋め込まれて分離されていれば、不

揮発性記憶素子2０は、電気的には絶縁屑 5または半導体屑 5が分離されて素子

分離された構成と同じ動作を行わせることができる。また、C OSプロセス等で用い
られる配線工程と同等の微細化された半導体プロセスで製作され、抵抗変化素子の

製作においても可変抵抗膜に固有な特殊な半導体プロセスは使わなくてすむ。した

がって、微細化が進む半導体プロセスと親和性がよく、使用するプロセスのプロセス

ルールの最小ザイズで可変抵抗膜を製作することができるため、 未満のプロ

セスルールが主体となる微細化プロセスに親和性のある呈産プロセスにより製作する

ことができる。

００44 不揮発性記憶素子2０の動作時に、抵抗変化素子 4の可変抵抗膜 には、ダイ



オード 8を介して上部電極 3から電気的パルスが下部電極 2に印加される。この

電気的パルスの印加により、可変抵抗膜 は記憶部として、その抵抗値を増加また

は減少する特性を示すこととなる。また、第3の面積24よりも第2の面積23の方が大

きく、第2の面積23よりも第 の面積22の方が大きい構成としているので、上部のダイ

オード 8から可変抵抗膜 に対して抵抗値を増加または減少させるのに必要十分

な電流値を供給することができる。しかも、隣接する抵抗変化素子 4間は第 の屑間

絶縁膜 9で分離されているので、クロストークがなく安定に抵抗変化を繰り返すこと

ができる。そして、この抵抗値の変化により、情報の記録または読み出しが行われる。

００45 このよぅに、抵抗変化素子 4と、その積層方向に直列にダイオード 8を接続した構

成により、ダイオード特性を適切に利用して抵抗変化素子 4への情報の菩き換えお

よび読み出しを行ぅことができる。すなわち、抵抗変化素子 4に情報を菩き換えると

きは、ダイオード 4を含む不揮発性記憶素子2０に比較的大きい電圧を印加して、ダ

イオード 4を低抵抗状態で動作させる。このときは、ダイオード 4は低抵抗状態であ

るので、印加電圧のダイオード 4での電圧降下が少なく、効率よく抵抗変化素子 4

に電圧を印加することができるので、安定に抵抗変化をさせることができる。一方、抵

抗変化素子 4の情報を読み取るときは、比較的 、さい電圧を不揮発性記憶素子2０

に印加して、ダイオード 4を高抵抗状態で動作させる。このときは、印加電圧のダイ

オード 4での電圧降下が大きく、適切な大きさの電圧が安定して抵抗変化素子 4

に印加されて、その抵抗値を読み出すことができる。このときに、ノイズ電圧が電源ラ

インを介して印加電圧に付加されても、ほとんどダイオード 4で吸収されるので、抵

抗変化素子 4の抵抗値を誤って菩き換えるなどの誤動作がほとんど生じないよぅに

することができる。

００46 図2は図 (a) または (b) に示す不揮発性記憶素子の構成にて、クロスポイント型の

不揮発性記憶素子アレイ4０を構成した場合の、半導体チップの某板表面4 から見

た概略構成図を示す。図2で不揮発性記憶素子アレイ4０は、某板上の下部電極 2

と、この下部電極 2とここでは直角に交差するストライプ状の第2の電極 7とが、記

憶部となる可変抵抗膜 を挟んだ構成となっている。ここでは、例えば、8木の下部

電極 2 ( 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2 2 )と8本 0 2 電極 7 7a



7b 7c 7d 7e 7f 7 7 )とが示されている。そして、これらが交差し

たところに可変抵抗膜 が下部電極 2と上部電極 3とに挟まれて配置されて抵抗

変化素子 4を構成し、全体としてマトリックス状の記憶部が複数構成されることとなる

別の言い方をすれば、不揮発性記憶素子アレイ4０は、下部電極 2が某板 ０の主

面に平行な第 の平面内において互いに平行に延びるよぅに複数形成され、第2の

電極 7が第 の平面に平行な第2の平面内において互いに平行に延びるよぅにかつ

複数の下部電極 2と立体交差するよぅに複数形成され、複数の下部電極 2および

複数の第2の電極の立体交差点のそれぞれに対応して下部電極および第2の電極

の間に介在するよぅに可変抵抗膜が設けられることにより、立体交差点のそれぞれに

対応して不揮発性記憶素子 4が形成される。

００47 図3 (a) は、図 (b) に示す不揮発性記憶素子の某本構成をもとにして、図2のクロ

スポイント型で構成した不揮発性記憶素子アレイ4０を 線の断面で矢印方向か
ら見た概略断面図を示す。図3 は、同じく図 (b) に示す不揮発性記憶素子の某

本構成をもとにして、図2のクロスポイント型で構成した不揮発性記憶素子アレイ4０を

C 線の断面で矢印方向から見た概略断面図を示す。 で示した破線で囲まれた

領城の中の構成が、上記某本構成となるメモリセルに該当する。

００48 図3 (a) (b) においては、このメモリセルが8個並んでいる例を示している。メモリセル

は、下部電極 2と上部電極 3とに挟まれた可変抵抗膜 からなる抵抗変化素子

4と、第 の電極を兼ねる上部電極 (共通電極 ) と第2の電極 7bで挟まれた、ここ

では、例えば絶縁屑からなるダイオード 8とから構成される。図3 (a) と図3 (b) とは互

いに直交した位置から見た不揮発性記憶素子アレイ4０の概略断面図であり、ストラ

イプ形状の下部電極 2とストライプ形状の第2の電極 7がほぼ直角に交差して、そ

の間の可変抵抗膜 を挟んでいることがわかる。

００49 さらに、ダイオード 8が抵抗変化素子 4に必要十分な電流を供給するために、ダ

イオード 8の大きさの目安となる第 の面積22は、抵抗変化素子 4の大きさの目安

である第2の面積23よりも大きく構成されている。また、第3の面積24は隣接するメモ

リセル問のクロストークをより一屑低減するために、第2の面積23より 、さく構成され



ているが、第2の面積23と同一の面積にて構成してもかまわない。

００5０ また、不揮発性記憶素子アレイ4０は、上部電極 3が第2の屑間絶縁膜25の第2の

コンタクトホール27に埋め込まれているのでダイオード 8の素子分離が可能となり、

複雑な工程を付加することなく、素子分離されたダイオード 8を集積化することがで

きる。この場合、絶縁屑 5または半導体屑 5が隣接するメモリセルの間で分離され

ていなくても、上部電極 3が第2のコンタクトホール27内に埋め込まれて分離されて

いれば、不揮発性記憶素子アレイ4０は、電気的には絶縁屑 5または半導体屑 5

が分離されて素子分離された構成と同じ動作を行わせることができる。

００5 1 図 ( ) および (b) と同様に図2および図3においても、この複数の記憶部を構成す

る可変抵抗膜 は、ダイオード 8を介して上部電極 3から電気的パルスが下部電

極 2に印加される。この電気的パルスの印加により、可変抵抗膜 は記憶部として

、その抵抗値を増加または減少する特性を示すこととなる。そして、この抵抗値の変

化により、情報の記録または読み出しが行われる。

００5 2 したがって、抵抗変化素子 4と、その積層方向に直列にダイオード 8を接続した

構成により、ダイオード特性を適切に利用して抵抗変化素子 4への情報の菩き換え

および読み出しを行うことができる。すなわち、抵抗変化素子 4に情報を菩き換える

ときは、ダイオード 4を含む不揮発性記憶素子アレイ4０に比較的大きい電圧を印加

して、ダイオード 4を低抵抗状態で動作させる。このときは、ダイオード 4は低抵抗

状態であるので、印加電圧のダイオード 4での電圧降下が少なく、効率よく抵抗変

化素子 4に電圧を印加することができるので、安定に抵抗変化をさせることができる

。一方、抵抗変化素子 4の情報を読み取るときは、比較的 、さい電圧を不揮発性記

憶素子アレイ4０に印加して、ダイオード 4を高抵抗状態で動作させる。このときは、

印加電圧のダイオード 4での電圧降下が大きく、適切な大きさの電圧が安定して抵

抗変化素子 4に印加されて、その抵抗値を読み出すことができる。このときに、ノイ

ズ電圧が電源ラインを介して印加電圧に付加されても、ほとんどダイオード 4で吸収

されるので、抵抗変化素子 4の抵抗値を誤って菩き換えるなどの誤動作がほとんど

生じないようにすることができる。

００5 3 次に、本実施の形態の一例として、図 で示した不揮発性記憶素子3０の製造



方法について示す。図4 (a) から図4 (d)および図5 (a) から図5 (d) に不揮発性記憶

素子3０のプロセスフローを順に示している。すなわち、本実施の形態の不揮発性素

子の製造方法は、某板 ０上に下部電極 2を形成する下部電極形成工程と、下部

電極 2上に可変抵抗膜 を形成する抵抗膜形成工程と、可変抵抗膜 上に上部

電極 3を形成する上部電極形成工程と、上部電極 3上に絶縁屑 5または半導体

屑 5を形成する工程と、絶縁屑 5または半導体屑 5上に第2の電極 7を形成する

第2の電極形成工程と、を備えている。なお、本実施の形態に上部電極 3上に図 (

a ) に示す第 の電極 6を形成する工程を付加してもよいが、不揮発性記憶素子3０

では、上部電極 3が第 の電極 6と共通に構成されているので、この工程の説明は

省略する。

００54 さらに、抵抗膜形成工程は、下部電極 2を覆ぅ第 の屑間絶縁膜 9を形成するエ

程と、第 の屑間絶縁膜 9を貫通する第 のコンタクトホール2 を下部電極 2上に

形成するホール形成工程と、第 のコンタクトホール2 に可変抵抗膜 を埋め込む

埋込工程とからなる。そして、さらに、本実施の形態の不揮発性素子の製造方法では

、絶縁屑 5または半導体屑 5が上部電極 3と接触する第 の面積22が、可変抵抗

膜 が上部電極 3と接触する第2の面積23よりも大きく形成している。このよぅに構

成される製造方法について、図4および図5に示されたプロセスフローに従って順に

説明する。

００5 5 図4 (a) に示すよぅに、例えば、 材料の某板 ０上に 材料からなる下部電極 2

を蒸着法とェッチング法により幅０・ は 、厚さ0・ は で所定方向に伸張するよぅ

に形成する。さらに、C 法等により弗素ド一プの酸化膜を第 の屑間絶縁膜 9と

して某板 ０および下部電極 2を覆って厚さ2００ となるよぅに堆積する。

００56 そして、図4 に示すよぅに、例えば、ドライェッチン外法により直径 の第 の

コンタクトホール2 が下部電極 2上に第 の屑間絶縁膜 9を貫通して形成される。

この第 のコンタクトホール2 は、遷移金属の酸化膜材料をスパッタ法により供給す

ることで、例えば、 e O からなる抵抗変化材料で埋め込まれた可変抵抗膜 を形

成し、この材料は図4 に示すよぅに第 の屑間絶縁膜 9上にも層状に堆積する。

００5 7 次に、図4 に示すよぅに、第 の屑間絶縁膜 9上に堆積された可変抵抗膜



まで除去されて、第 のコンタクトホール2 の中に堆積されたものだけが残される。そ

して、図4 (d) に示すように、平坦ィヒされた可変抵抗膜 および第 の屑間絶縁膜

9上に、例えば、C 法等により厚さ0・ は の弗素ド一プの酸化膜を第2の屑間

絶縁膜 として堆積する。

００58 そして、図5 (a) に示すように、例えば、ドライエッチング法により直径 の第2

のコンタクトホール2 7が第2の屑間絶縁膜25を貫通して可変抵抗膜 および第 の

屑間絶縁膜 9上に形成される。そして、スパッタ法により、例えば 材料をこの第2

のコンタクトホール27に埋めて、第2の屑間絶縁膜25上に上部電極 3の材料として

層状に形成したのち、図5 (b) に示すように、C P技術により第2の屑間絶縁膜25上

の電極材料を除去する。さらに、上部電極 3および第2の屑間絶縁膜25の上に、例

えば、スパッタ法によりS 膜 および 材料を0・ は 形成したのち、上部電

極 を覆って幅 の線状のS 膜からなる絶縁屑 5および 材料からなる第

2の電極 7を図5 (c) に示すように形成する。

００59 なお、以上のプロセスにおいて、図 (a) に示した構造を形成する場合は、図5

に示したように、C P技術により第2の屑間絶縁膜25上の電極材料を除去した後、

電極材料をエッチバックし若干掘り下げた後、ダイオード用の下部電極 をスパッタ

で埋め込み、再度C Pにより平坦化する。さらに、ダイオードの下部電極 (第 の電

極 ) 6および第2の屑間絶縁膜25の上に、例えば、スパッタ法によりS 膜 お

よび 材料を0・ は 形成したのち、ダイオードの下部電極 6を覆って幅

の線状のS 膜からなる絶縁屑 および 材料からなる第2の電極 7を形成する。

００6０ さらに、絶縁屑 5および第2の電極 7を覆い、第2の屑間絶縁膜25の上に第3の

屑間絶縁膜26が、C 法等により厚さ0・4 は の弗素ド一プの酸化膜として図5 (d

) に示すように形成される。このようにして、不揮発性記憶素子3０が形成され、抵抗

変化素子 4の上にダイオード 8が形成される。このときに整流素子 8の電流供給

能力を決める第 の面積22は、0・００79 2
は で第2の面積23の0・００5０ よりも

大きい。また、第3の面積24の方が第2の面積23よりも刀体くなるようにすることで、不

揮発性記憶素子3０が、例えば、クロスポイント型の不揮発性記憶素子のメモリセルと



して使用されるときに、隣接するメモリセル問を離すよぅにしてクロストークなどを抑制

することができる。

００6 1 以上のプロセスフローにより、不揮発性記憶素子3０が製造される。本実施の形態

で示した製作プロセスは、例えば、C OSプロセスなどの微細ィヒされた半導体ブレ

ーナプロセスと同じマスクプロセスで製作され、抵抗変化素子 4の製作においても

可変抵抗膜 に固有な特殊な半導体プロセスは使っていない。したがって、微細ィヒ

が進む半導体プロセスと親和性がよく、使用するプロセスのプロセスルールの最小ザ

イズで可変抵抗膜 を製作することができる。

００6 2 このよぅに作製した不揮発性記憶素子3０において、上部電極の材料をP (厚み5０

) 、下部電極の材料をP (厚み5０ )とし、可変抵抗膜として を用い(膜厚 1

) て、極性の典なる電気的パルス (ｱ 4 3V)を第2の電極 7と下部電極 2間に

交互に印加すると、 白の高抵抗値と2 ・5 白の低抵抗値を交互に示すことが確

認された。これらの動作は、上記電気的パルスを、パルス幅が sec、電圧が ｱ 4

3 に設定して、極性を交互に印加した場合に、 ０００回以上連続で高速に上記し

た高抵抗値と低抵抗値が交互に安定して得られることを確認した。抵抗変化素子 4

の上下電極間 ( 2 3の間) には3 ・3 、ダイオード 8の上下電極間 ( 6 7の間)

には の電圧がかかっている。よって、本実施形態のよぅな、ダイオード 8 と抵抗変

化素子 4を直列に接続したメモり素子を動作させる場合には、ダイオード 8の上部

電極 (第2の電極 ) 7と抵抗変化素子 4の下部電極 2の間に4 ・3 を印加すること

になる。

００6 3 以上に述べた不揮発性記憶素子3０の製法は、図2および図3 に示すクロスポイント

型の不揮発性記憶素子アレイ4０についても、同様に適用して作製することができる。
。すなわち、クロスポイント型の不揮発性記憶素子アレイ4０は、某板 ０上にストライフ

形状の下部電極 2を形成する工程と、下部電極 2上に可変抵抗膜 を形成する

抵抗膜形成工程と、可変抵抗膜 上にストライプ形状の上部電極 3を形成する上

部電極形成工程と、により抵抗変化素子 4の構成を形成する。そして、この抵抗変

化素子 4 上に絶縁屑 5または半導体屑 5を形成する工程と、絶縁屑 5または半

導体屑 5上に第2の電極 7を形成する第2の電極形成工程と、を備えている。さら



に、抵抗膜形成工程は、下部電極 2を覆ぅ第 の屑間絶縁膜 9 を形成する工程と、

第 の屑間絶縁膜 9 を貫通する第 のコンタクトホール2 を下部電極 2 上に形成す

るホール形成工程と、第 のコンタクトホール2 に可変抵抗膜 を埋め込む埋込工

程とからなる。そして、下部電極形成工程は、ストライプ形状の下部電極 2を形成し

、上部電極形成工程または第2 の電極形成工程は、ストライプ形状の下部電極 2 と

交差する方向にストライプ形状の上部電極 3 または第2 の電極 7を形成している。

００6 4 さらに、絶縁屑 5 または半導体屑 5 が上部電極 3 と接触する第 の面積2 2 が、

００6 5 この製造方法により、図2 に示すような直交する方向に、例えば0 ・2 / のピッチ

で不揮発性記憶素子3 ０の構成をメモリセルとする8 X 8 個のメモリセルをもつクロスポ

イント型の不揮発性記憶素子アレイ4 ０が実現できる。本実施の形態の不揮発性記 意

素子アレイ4 ０では、ストライプ形状の下部電極 2 と交差する方向にストライプ形状の

第2 の電極 7 が形成されている。不揮発性記憶素子アレイ4 ０のプロセスフローにつ

いても図4 および図5 に示す内容と同様の内容で実現することができる。

００6 6 なお、本実施形態においては配線材料として を用いたが、半導体プロセスで用

いられるW 、P やC を用いてもよく、また、電極材料として を用いたが、他の電極

材料であるC a および 等を用いてもよい。

００6 7 また、本実施形態では、ダイオードとして絶縁屑としてS 膜、上部電極および下

部電極を とした ( e a s a o e a ) 構造を用いた ダイオードを

示したが、半導体屑として 膜、上部電極および下部電極としてP を使用した S

( e a Se co d c o e a )構造を用いた S ダイオードであってもよい。

００6 8 さらに、埋め込まれた電極がP 、半導体屑が S でショットキー接合を形成し、反対

側の上部電極が で とオーミック接合したショットキーダイオードであってもよく、他

のダイオード構造、例えばP 接合ダイオードなどでもよい。

００6 9 (第2 の実施の形態 )

図6 は本発明の第2 の実施の形態を示す図である。本実施の形態は、第 の実施の

形態とは、抵抗変化素子 4 の上部電極 3 の断面形状を工夫した点が典なり、これ

により不揮発性記憶素子の性能を向上するものである。すなわち、図6 (a) は、抵抗



変化素子 4の上部電極 3の断面形状をテ一パ形状 (可変抵抗膜 に向かってテ

一パ状に細くなる形状、墓板 ０の主面に平行に切った断面が某板 ０へ向かって徐

々に 、さくなる形状 ) に構成した不揮発性記憶素子4 5を示している。図6 は上部

電極 3の断面形状の一部が第 のコンタクトホール2 の上部に埋め込まれた構成

の不揮発性記憶素子5０を示す。不揮発性記憶素子5０の上部電極 3の一部が可

変抵抗膜 と共に第 のコンタクトホール2 に埋め込まれている。また、上部電極の

一部が第2の屑間絶縁膜25を貫通する第2のコンタクトホール2 7に埋め込まれてい

る。また、図6 (a) および (b)では、第 の実施の形態と同様に、ダイオード 8の絶縁

屑 5または半導体屑 5が第 の電極 6と接触する第 の面積22は、可変抵抗膜

が上部電極 3と接触する第2の面積23よりも大きい構成となっている。

００7０ 図6 (a) の不揮発性記憶素子4 5は上部電極 3の断面形状をテ一パ形状にするこ

とにより、抵抗変化素子 4よりも大きい領城に形成して電流駆動力を高めたダイオー

ド 8から多くの電流を抵抗変化素子 4に流すことが可能となり、不揮発性記憶素子

4 5の電気的性能を向上するものである。また、実効的にダイオード 8の形成領城、

すなわち、有効面積を拡大することで、ダイオード 8での抵抗を適切に下げて、抵抗

変化素子 4の高抵抗状態または低抵抗状態を正確に検知することができるようにし

ている。

００7 1 この不揮発性記憶素子4 5を製造するためには、第 の実施の形態で説明した図 (

a )から図4 のプロセスフローを用いたのち、図5 (a) で第2のコンタクトホール27を

円柱状に作製する代わりに、よりィヒ学反応性が強 などによりエッチングをする

ことで図6 (a) の円錐台形状の第2のコンタクトホール4 2を作製することができる。この

第2のコンタクトホール4 2に第 の実施の形態で示した図5に示すプロセスフローを

適用して上部電極 3を形成することにより、不揮発性記憶素子4 5が実現できる。

００72 一方、図6 の不揮発性記憶素子5０は、上部電極 3の一部を第 のコンタクトホ

ール 9に埋め込むことで、可変抵抗膜 と上部電極 3の密着性を上げ第2の面積

23に電荷を集めて可変抵抗膜 に効果的に電流を印加して性能を向上するもので

ある。この不揮発性記憶素子5０を製造するためには、第 の実施の形態で説明した

図4 (a) から図4 のプロセスフローを用いたのち、さらにC P技術により第 のコン



タクトホール2 の上部の可変抵抗膜 の一部を除去する。

００73 C Pて第 の屑間絶縁膜 9か露出するまて研磨して平坦化した後、抵抗変化膜

のみをェノチンクする抜体 (例えは、希硫酸 )を用いてウェノトエノチンクを行ぅこと

により、可変抵抗膜 の上部の一部のみを除去する。このよぅにしたあとて図4 (d)お

よひ図5 (a) から図5 (d)のプロセスフローを実施することにより、不揮発性記惜素子5

0は作製することかてきる。

００74 以上のよぅな本実施形態の構成にすることにより、可変抵抗膜 と上部宙極 3との

笘着性を向上させることかてき、電流駆動力を高めたタイオート 8から多くの電流を

抵抗変化素子 4に流すことかてきる。

００75 (第3の実施の形態 )

図7は本発明の第3の実施の形態を示す図てある。本実施の形態は、第 およひ第

2の実施の形態とは、図7 (a) に示すよぅに、可変抵抗膜 52と上部電極 53の断面形

状かテ一パ形状 ( 部電極 2に向かってテ一パ状に細くなる形状、某板 ０の主面

に平行に切った断面か墓板 ０へ向かって徐々に小さくなる形状 )て、かつ可変抵抗

膜 52と上部電極 53とか第 の屑間絶縁膜 9を質適する第 のコンタクトホール5 中

に形成されている。図7 (b)は図7 (a) の の方向から見た不揮発性記惜素子5 5の概

略断面図を示している。この第3の実施形態においても、第 、第2の実施形態と同

様に、タイオート 8の絶縁屑 5または半導体屑 5か第 の電極 6と接触する第

の面積22は、可変抵抗膜 52か上部電極 53と接触する第2の面積23よりも大きい構

成となっている。図7の構成により、タイオート 8からの印加電流は、第 の面積22

て集められて、より小さい第2の面積23に集中し、可変抵抗膜 52を介して、第2の面

積23より 、さい第3の面積24に集中して下部電極 2に到達する。すなわち、第 の

屑間絶縁膜 9中の第 のコンタクトホール5 の断面形状を深さ方向にテ一パ形状

に狭く( 部電極 2に向かってテ一パ状に細くなる形状に、某板 ０の厚み方向から

見たときに某板 ０へ向かって徐々に 、さくなる形状に)形成することにより、この中に

埋め込まれる可変抵抗膜 5 の断面形状も深さ方向にテ一パ形状に狭く形成される。

さらに、このテ一パ形状の第 のコンタクトホール5 の上部に上部宙極 53を埋め込

むことにより第 およひ第2の実施の形態て示す第2の屑間絶縁膜か省かれるのて、



製造工程を一屑簡略化することができる。

００76 なお、断面形状が深さ方向にテ一パ形状に狭く形成される第 のコンタクトホール5

を形成するためには、第2の実施の形態で説明したように第 の屑間絶縁膜 9をエ

ッチングする場合に化学反応性の強 Ru などの製造プロセスを用いて作製するこ

とができる。また、このテ一パ形状の第 のコンタクトホール5 内に可変抵抗膜 5 2お

よび上部電極 53を埋め込む工程は、以下のようにして作製することができる。

屑間絶縁膜 9にエッチングによって形成された第 のコンタクトホール5 を可変抵

抗膜 52で埋め込んだのち、C P技術を用いて第 の屑間絶縁膜 9の上部の可変

抵抗膜を取り除く。さらに、C P技術により第 のコンタクトホール5 に埋め込まれた

可変抵抗膜 52の上部を一部除去したのちに上部電極 53を第 の屑間絶縁膜 9上

まで埋め込み、C P技術により第 の屑間絶縁膜 9上の上部電極材料を取り除い

て平坦化する。このようにすることにより、第 のコンタクトホール5 内に可変抵抗膜 5

2およびその上部に上部電極 53が埋め込まれる。

００77 また、上述したような、1屑の屑間絶縁膜 9中にテ一パ状の第 のコンタクトホール

5 を形成し、その内部に可変抵抗膜 52と上部電極 53を埋め込む工程を除くと、そ

の他の製造プロセスは、上述した第2の実施形態で説明したような、図4、図5のプロ

セスを同様に適用することができる。

００78 以上のような本実施形態の構成にすることにより、隣接する下部電極 2間の距離を

増大させることにより、クロストークがさらに確実に防止される。このことは、図3 (b) との

対比からも明白である。しかも、可変抵抗膜 52は深さ方向にテ一パ形状に狭くなって

いるので、印加した電流を効率的に集中させて電流密度を上げることができ、可変抵

抗素子 4の抵抗変化がさらに確実に実現される。

００79 (第4の実施の形態 )

図8は本発明の第4の実施の形態を示す図である。本実施の形態は、第 の実施の

形態で説明した図 (b)の不揮発性記憶素子3０の変形例である。すなわち、図8 (a)

および (b) において例示されている不揮発性記憶素子6０ 6 5は、抵抗変化素子 4

の構成は図 (b) と某本的には同様であるが、図8 (a) では、抵抗変化素子 4の上部

電極 3の上部に段差のある凸部 54 と平坦部 (凹部 ) 56を形成 (すなわち、上部電極



3の上部中央に凸部 54を形成) し、また、図8 )では上部電極 3の上面にエッチ

ングなどで荒らして凹凸面5 7を形成している。したがって、絶縁屑 5または半導体

屑 5が、第 の電極 6または上部電極 3と接触する第 の接触面58が、凹面、凸

面または凹凸面である構成になっている。

００8０ 図8 (a) の不揮発性記憶素子6０は、抵抗変化素子 4の上部電極 3の中央部を円

柱状の凸部 54 として残し、凸部 54の周囲をドーナツ状にエッチングしている。このよ

うな形状の上部電極 3の上に、例えば絶縁屑 5を上部電極 3の上部の凹凸に沿

って積層して、この絶縁屑 5上にその凹部を埋めて第2の電極 7を堆積したのちC

Pを用いて平坦化して、可変抵抗膜 の上部近傍のみ残すように、他の領城をエ

ッチングなどで除去する。このとき、絶縁屑 5が第 の電極 6と接触する第 の面積

22は凹凸面で構成されるので、可変抵抗膜 が上部電極 3と接触する第2の面積

23よりも大きく構成されている。その他の製造プロセスは、上述した第2の実施形態

で説明したような、図4、図5のプロセスを同様に適用することで、本変形例の不揮発

性記憶素子6０を作製することができる。

００8 1 このような構成にすることにより、不揮発性記憶素子6０は上部電極 3の上部と絶

縁屑 5の下部の密着性を向上させると共に、電流駆動力を高めたダイオード 8から

多くの電流を第 の接触面22を介して抵抗変化素子 4に流すことができる。したが

って、印加した電流を効率的に集中させて電流密度を上げることができ、可変抵抗

素子 4の抵抗変化がさらに確実に実現される。また、図8 (a) に示すように、ダイオー

ド 8の第2の電極 7が絶縁屑 5と接触する面も凹凸面59とすることで、さらにダイ

オード 8の電流駆動能力を高めることができる。

００82 図8 (b)の不揮発性記憶素子6 5は、抵抗変化素子 4の上部電極 3の上面に凹

凸面5 7を形成している。この凹凸面5 7上に、例えば絶縁屑 5を堆積するが、この堆

積によって形成された絶縁膜 5にも、上部電極 3の上面と同様な凹凸が表面に形

成される。この絶縁膜 5の凹凸面を埋めるようにして第2の電極 7を堆積したのちC

Pを用いて平坦化して、図8 (a) と同様に、可変抵抗膜 の上部近傍のみ残すよう

に、他の領城をエッチングなどで除去する。このとき、絶縁屑 5が第 の電極 6と接

触する第 の面積22は凹凸面で構成されるので、可変抵抗膜 が上部電極 3と接



触する第2の面積23よりも大きく構成されている。その他の製造プロセスは、上述した

第2の実施形態て脱明したよぅな、図4、図5のプロセスを同様に適用することて、本

変形例の不揮発性記惜素子6０を作製することかてきる。

００83 このよぅな構成にすることにより、不揮発性記惜素子6 5は上部電極 3の上部と絶

縁屑 5の下部の笘着性を向上させると共に、電流駆動力を高めたタイオート 8から

多くの電流を第 の接触面22を介して抵抗変化素子 4に流すことかてきる。したか

って、印加した宙流を効卒的に集中させて宙流笘度を上けることかてき、可変抵抗

素子 4の抵抗変化かさらに確実に実現される。また、図8 (b) に示すよぅに、タイオー

ト 8の第2の電極 7か絶縁屑 5と接触する面も凹凸面59とすれは、さらにタイオー

ト 8の電流駆動能力を高めることかてきる。

００84 (第5の実施の形態 )

図9は本発明の第5の実施の形態を示す図てある。本実施の形態は、第2の実施の

形態として脱明した図6 (a ) の不揮発性記惜素子4 5の変形例てある。すなわち、図9

(a) およひ (b)において例示されている不揮発性記惜素子7０ 75は、可変抵抗膜 6

か上部電極6 3と接触する第2の接触面64か凹面、凸面または凹凸面てある構成

になっている。このとき、円柱状の第 のコンタクトホール2 の中に形成された可変抵

抗膜 6 の上部の第2の接触面64は、図9 (a ) ては可変抵抗膜 6 の中央に円柱状に

凹面か形成され、図g (b)ては可変抵抗膜 6 の上面をエノチンクなとて荒らして凹

凸面て構成されるのて、第2の接触面64の面積てある第2の面積23は可変抵抗膜 6

の下部の第3の面積24よりも大きく構成されている。なお、図9 (a) (b)の場合にお

いても、上述した各実施形態と同様に、第 の面積22は第2の面積23よりも大きく構

成されている。

００85 図9 (a ) の不揮発性記憤素子7０は、下部電極 2上の可変抵抗膜 6 の上部に円

柱状の凹部6 2か形成されて、その凹部6 2に凸状の上部電極6 3か嵌め込まれた構

成となっている。作製しやすい円柱状の第 のコンタクトホール2 の中の可変抵抗膜

6 の上部に凹部を作製することにより、第2の面積64は第3の面積24よりも大きくす

ることかてきる。このよぅな構成にすることにより、不揮発性記憤素子7０は可変抵抗膜

6 の上部と上部電極6 3の下部の笘着性を向上させると共に、電流駆動力を高めた



ダイオード 8から多くの電流を第2の接触面64を介して抵抗変化素子 4に流すこと

ができる。したがって、印加した電流を効率的に集中させて電流密度を上げることが

でき、可変抵抗素子 4の抵抗変化がさらに確実に実現される。なお、可変抵抗膜 6

の上部の凹部6 2の形成は、フォトリソグラフィによるエッチングにより行うことができる

００86 同様に図9 (b)の不揮発性記憶素子7 5は、下部電極 2上の可変抵抗膜 6 の上

部に凹凸面6 6が形成されて、その凹凸面6 6に下面が凹凸状の上部電極6 3が嵌め

込まれた構成となっている。作製しやすい円柱状の第 のコンタクトホール2 の中の

可変抵抗膜 6 の上部に凹凸面6 6を作製することにより、第2の面積64は第3の面積

24よりも大きくすることができる。このような構成にすることにより、不揮発性記憶素子

7 5は可変抵抗膜 6 の上部と上部電極 3の下部の密着性を向上させると共に、電流

駆動力を高めたダイオード 8から多くの電流を第2の接触面64を介して抵抗変化素

子 4に流すことができる。したがって、印加した電流を効率的に集中させて電流密

度を上げることができ、可変抵抗素子 4の抵抗変化がさらに確実に実現される。な

お、可変抵抗膜 6 の上部の凹凸面6 6の形成は、フォトリソグラフィによるエッチング

速度の速いエッチングにより行うことができる。

００87 (第6の実施の形態 )

図 ０は本発明の第6の実施の形態を示す図である。本実施の形態は、第2の実施

の形態として説明した図6 (a ) の不揮発性記憶素子4 5の変形例である。すなわち、

図 ０において例示されている不揮発性記憶素子8０において、可変抵抗屑 は、そ

の断面形状が、テ一パ形状 ( 部電極 2に向かってテ一パ状に細くなる形状、某板

０の主面に平行に切った断面が某板 ０へ向かって徐々に小さくなる形状 )をなすよ

うに構成されている。さらに、上部電極 3 (第 の電極 6) は、その断面形状が、テ一

パ形状 (可変抵抗屑 に向かってテ一パ状に細くなる形状、某板 ０の主面に平行

に切った断面が某板 ０へ向かって徐々に小さくなる形状 )をなすように構成されてい
る。

可変抵抗屑 のかかる形状は、第 の屑間絶縁膜 9を貫通する第 のコンタクトホ

ール72が、某板 ０の厚み方向から見たときに某板 ０へ向かって徐々に小さくなるよ



うに形成されていることにより実現される。

上部電極 (第 の電極 6)のかかる形状は、第2の屑間絶縁膜25を貫通する第

2のコンタクトホール7 が、某板 ０の厚み方向から見たときに某板 ０へ向かって徐

々に小さくなるように形成されていることにより実現される。

００88 この不揮発性記憶素子8０の製造においては、第 の実施の形態で説明した図4 (a

)から図4 のプロセスフローにおいてより化学反応性が強 などによるエッチ

ングを用いて図 ０の円錐台形状の第 のコンタクトホール72を作製したのち、図5 a

)で第2のコンタクトホールを円柱状に作製する代わりに、より化学反応性が強レ沢

などによりエッチングをすることで図 ０の円錐台形状の第2のコンタクトホール7 を

作製することができる。この第2のコンタクトホール7 に第 の実施の形態で示した図

5に示すプロセスフローを適用して上部電極 (第 の電極 6)を形成することにより

、不揮発性記憶素子8０が実現できる。

００89 本実施形態では、第 のコンタクトホール72と第2のコンタクトホール7 とを別個の

プロセスで形成する。上部電極 (第 の電極 6)の下端面が確実に可変抵抗膜

を覆うようにすべく、該下端面の面積は可変抵抗膜 の上端面の面積 (第2の面積

) よりも大きくなっている。また、絶縁屑 5または半導体屑 5は上部電極 (第 の

電極 6 )を覆うように形成されるため、第 の面積22は、上部電極 (第 の電極 6

) の上端面の面積と等しくなる。

００9０ 以上のような構成では、第 のコンタクトホール72も第2のコンタクトホール7 も某板

０の厚み方向から見たときに某板 ０へ向かって徐々に小さくなるように形成されて

いるため、これらのコンタクトホール内に埋め込まれる可変抵抗膜 と上部電極 (

第 の電極 6) は必然的にテ一パ形状をなすように形成される。これにより、第 の面

積22は必然的に第2の面積23よりも大きくなり、第2の面積23は必然的に第3の面

積24よりも大きくなる。したがって、第 の面積22は必然的に第3の面積24よりも大き

くなる。すなわち、本実施形態では、コンタクトホールを某板 ０の厚み方向から見た

ときに某板 ０へ向かって徐々に小さくなるように形成することで、電極界面の面積の

大小関係を容易に調整できる。

(第7の実施の形態 )



図 は本発明の第7の実施の形態を示す図である。本実施の形態は、第2の実施

の形態として説明した図6 (a ) の不揮発性記憶素子4 5の変形例である。すなわち、

図 において例示されている不揮発性記憶素子9０において、可変抵抗屑 は、そ

の断面形状が、テ一パ形状 ( 部電極 2に向かってテ一パ状に細くなる形状、某板

０の主面に平行に切った断面が某板 ０へ向かって徐々に小さくなる形状 )をなすよ

うに構成されている。さらに、上部電極 (第 の電極 6) は、その断面形状が、テ一

パ形状 (可変抵抗屑 に向かってテ一パ状に細くなる形状、某板 ０の主面に平行

に切った断面が某板 ０へ向かって徐々に小さくなる形状 )をなすように構成されてい

る。本実施形態は、上部電極 (第 の電極 6 )の下端面の面積が、可変抵抗膜

の上端面の面積と等しい点で、第6の実施形態と典なっている。

可変抵抗屑 のかかる形状は、第 の屑間絶縁膜 9を貫通する第 のコンタクトホ

ール74 が、某板 ０の厚み方向から見たときに某板 ０へ向かって徐々に小さくなるよ

うに形成されていることにより実現される。

上部電極 (第 の電極 6)のかかる形状は、第2の屑間絶縁膜25を貫通する第

2のコンタクトホール73が、某板 ０の厚み方向から見たときに某板 ０へ向かって徐

々に小さくなるように形成されていることにより実現される。

この不揮発性記憶素子9０の製造においては、某板 ０の上に第 の屑間絶縁膜 9

および第2の屑間絶縁膜25をこの順で積層し、その後で化学反応性が強 v など

によるエッチングを用いることで、図 ０の円錐台形状の第 のコンタクトホール74およ

び第2のコンタクトホール73を一度に作製する。第2の屑間絶縁膜25を第 の屑間絶

縁膜 9よりも後退しやすい材料で形成することにより、第2のコンタクトホール73の内

側の斜面を第 のコンタクトホール74よりもなだらかにすることができる。屑間絶縁膜

の材料としては、例えば、第 の屑間絶縁膜 9には O を、第2の屑間絶縁膜25に

はS を用いることができる。

第 のコンタクトホール74 に第 の実施の形態で示した図4に示すプロセスフローを

適用して可変抵抗屑 を形成した上で、第2のコンタクトホール73に第 の実施の

形態で示した図5に示すプロセスフローを適用して上部電極 (第 の電極 6)を形

成することにより、不揮発性記憶素子9０が実現できる。



本実施形態では、第 のコンタクトホール74と第2のコンタクトホール73とを同一の

プロセスで形成するため、上部電極 (第 の電極 6)の下端面の面積が、可変抵

抗膜 の上端面の面積と等しくなる。絶縁屑 5または半導体屑 5は上部電極 (

第 の電極 6)を覆うよう こ形成されるため、第 の面積22は、上部電極 (第 の電

極 6 )の上端面の面積と等しくなる。

００92 以上のような構成では、第 のコンタクトホール74も第2のコンタクトホール73も某板

０の厚み方向から見たときに某板 ０へ向かって徐々に小さくなるように形成されて

いるため、可変抵抗膜 も上部電極 (第 の電極 6)も必然的にテ一パ形状をな

すように形成されることになる。したがって、第 の面積22は必然的に第2の面積23

よりも大きくなり、第2の面積23は必然的に第3の面積24よりも大きくなり、第 の面積

22は必然的に第3の面積24よりも大きくなる。すなわち、本実施形態では、コンタクト

ホールを某板 ０の厚み方向から見たときに某板 ０へ向かって徐々に 、さくなるよう

に形成することで、電極界面の面積の大小関係を容易に調整できる。

００93 なお、第2から第5の実施の形態において、作製した不揮発性記憶素子4 5 5０、5

5、6０ 6 5 7０ 75において可変抵抗膜として e O を用いて、極性の典なる電

気的パルス (ｱ 4 3V)を第2の電極 7と下部電極 2間に交互に印加すると、 白

の高抵抗値と2・5 白の低抵抗値を交互に示すことが確認された。これらの動作は、

上記電気的パルスを、パルス幅が secで、電圧が 3 3 と 3 に設定し

て極性を交互に印加した場合に、 ０００回以上連続で高速に高抵抗値と低抵抗値

が交互に安定して得られることを確認した。抵抗変化素子 4の上下電極間 ( 2 6 3

の間) には3・3 、ダイオード 8の上下電極間 ( 6 7の間) には の電圧がかか

っている。よって、本実施形態のような、ダイオード 8と抵抗変化素子 4を直列に接

続したメモり素子を動作させる場合には、ダイオード 8の上部電極 (第2の電極 ) 7と

抵抗変化素子 4の下部電極 2の間に4・3 を印加することになる。

上記説明から、当業者にとっては、本発明の多くの改良や他の実施形態が明らかで

ある。従って、上記説明は、例示としてのみ解釈されるべきであり、本発明を実行する

最良の態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。本発明の精神を逸脱

することなく、その構造及び 又は機能の詳細を実質的に変更できる。



産業上の禾 用可能，吐

本発明は、高集積化と高安定動作を実現する大容呈の不揮発性記憶素子とその

製造方法を提供するものであり、携帯情報機器や情報家電等の電子機器の小型ィヒ

薄型化に有用である。



請求の範囲

某板と、

前記某板上に形成された屑間絶縁膜と、

前記屑間絶縁膜に覆われた下部電極と前記下部電極よりも某板から遠い側に設け

られた上部電極と前記上部電極および前記下部電極の間に介在する可変抵抗膜と

を有する抵抗変化素子と、

前記上部電極よりも某板から遠い側に前記上部電極に直列に接続されるよぅに設

けられた第 の電極と前記第 の電極よりも某板から遠い側に設けられた第2の電極

と前記第 の電極および前記第2の電極の間に介在する絶縁屑または半導体屑とを

有するダイオードと、を備える不揮発性記憶素子であって、

前記屑間絶縁膜には前記屑間絶縁膜を前記某板の主面に対して略垂直な方向に

貫通して前記下部電極に到達するよぅにコンタクトホールが形成され、

前記可変抵抗膜が前記コンタクトホールに埋め込まれ、

前記絶縁屑または前記半導体屑が前記第 の電極と接触する部分の面積を第 の

面積、前記可変抵抗膜が前記上部電極と接触する部分の面積を第2の面積、前記

可変抵抗膜が前記下部電極と接触する部分の面積を第3の面積とするとき、

前記第 の面積が、前記第2の面積および前記第3の面積の少なくとも一方よりも大

きい、不揮発性記憶素子。

2 前記第 の面積が前記第2の面積よりも大きい、請求項 に記載の不揮発性記憶素

子。

3 前記第 の面積が前記第3の面積よりも大きい、請求項 に記載の不揮発性記憶素

子。

4 前記第2の面積が前記第3の面積よりも大きい、請求項 に記載の不揮発性記憶素

子。

5 前記可変抵抗膜は、前記下部電極に向かってテ一パ状に細くなるよぅに構成され

ている、請求項 に記載の不揮発性記憶素子。

6 前記コンタクトホールが前記下部電極に向かってテ一パ状に細くなるよぅに形成さ

れている、請求項 に記載の不揮発性記憶素子。



7 前記上部電極の少なくとも一部が前記コンタクトホールに埋め込まれている、請求

項 に記載の不揮発性記憶素子。

8 前記上部電極と前記第 の電極とが前記コンタクトホールに埋め込まれている、請

求項 に記載の不揮発性記憶素子。

9 前記上部電極と前記第 の電極とは 個の共通電極である、請求項 に記載の不

揮発性記憶素子。

０ 前記共通電極は、前記可変抵抗膜に向かってテ一パ状に細くなるよぅに構成され

ている、請求項8に記載の不揮発性記憶素子。

前記ダイオードは、 ダイオード、 S ダイオードまたはショットキーダイオード

である、請求項 に記載の不揮発性記憶素子。

2 前記上部電極の一部が前記可変抵抗膜の中央部に凸状に埋め込まれている、請

求項5に記載の不揮発性記憶素子。

3 前記絶縁屑または半導体屑が前記第 の電極と接触する面を第 の接触面とする

とき、

前記第 の接触面が、凹面、凸面または凹凸面である、請求項 に記載の不揮発

性記憶素子。

4 前記可変抵抗膜が前記上部電極と接触する面を第2の接触面とするとき、

前記第2の接触面が、凹面、凸面または凹凸面である、請求項 に記載の不揮発

性記憶素子。

5 請求項 に記載の不揮発性記憶素子を複数備えた不揮発性記憶素子アレイであ

って、

前記下部電極が前記墓板の主面に平行な第 の平面内において互いに平行に延

びるよぅに複数形成され、

前記第2の電極が前記第 の平面に平行な第2の平面内において互いに平行に延

びるよぅにかつ前記複数の下部電極と立体交差するよぅに複数形成され、

前記複数の下部電極および前記複数の第2の電極の立体交差点のそれぞれに対

応して下部電極および第2の電極の間に介在するよぅに可変抵抗膜が設けられること

により、



前記立体交差点のそれぞれに対応して請求項 に記載の不揮発性記憶素子が形

成されている、不揮発性記憶素子アレイ。

6 某板上に下部電極を形成する下部電極形成工程と、

前記下部電極上に可変抵抗膜を形成する抵抗膜形成工程と、

前記可変抵抗膜上に上部電極を形成する上部電極形成工程と、

前記上部電極上に第 の電極を形成する第 の電極形成工程と、

前記第 の電極上に絶縁屑または半導体屑を形成する絶縁屑または半導体屑形

成工程と、

前記絶縁屑または半導体屑上に第2の電極を形成する第2の電極形成工程と、を

備え、

前記抵抗膜形成工程は、

前記下部電極を覆ぅ屑間絶縁膜を形成する工程と、

前記屑間絶縁膜を貫通するコンタクトホールを前記下部電極上に形成するホール

形成工程と、

前記コンタクトホールに前記可変抵抗膜を埋め込む埋込工程と、を有し、

前記絶縁屑または前記半導体屑が前記電極と接触する部分の面積を第 の面積、

前記可変抵抗膜が前記上部電極と接触する部分の面積を第2の面積、前記可変抵

抗膜が前記下部電極と接触する部分の面積を第3の面積とするとき、前記第 の面

積が、前記第2の面積および前記第3の面積の少なくとも一方よりも大きい、不揮発

性記憶素子の製造方法。

7 請求項 6に記載の不揮発性記憶素子の製造方法を用いたクロスポイント型の不揮

発性記憶素子アレイの製造方法であって、

前記下部電極形成工程は、複数の下部電極を前記某板の主面に平行な第 の平

面内において互いに平行に延びるよぅに形成する工程であり、

前記第2の電極形成工程は、前記第 の平面に平行な第2の平面内において互い

に平行に延びるよぅにかつ前記複数の下部電極と立体交差するよぅに形成する工程

である、不揮発性記憶素子アレイの製造方法。

8 前記ホール形成工程は、前記コンタクトホールを前記下部電極に向かってテ一パ



状に細くなるように形成するものである、請求項 6に記載の不揮発性記憶素子の製

造方法。
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