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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素であって、
　第１の電極と、
　第２の電極と、
　該第１の電極と該第２の電極との間に挿入された抵抗性スイッチング非化学量論的金属
酸化物の層であって、該第１の電極と該抵抗性スイッチング金属酸化物とは、同一の最も
支配的な金属を含有する、抵抗性スイッチング非化学量論的金属酸化物の層と
　を備え、該第１の電極は該金属酸化物とのオーム接触を形成し、該第２の電極は該金属
酸化物とのショットキー接触を形成し、該抵抗性スイッチング金属酸化物は、該最も支配
的な金属を含む複数の副層から形成され、該抵抗性スイッチング金属酸化物の該複数の副
層のうちの少なくとも１つの副層は、該少なくとも１つの副層の上に堆積されたｎ型およ
びｐ型のシリコンの層を有することにより電流操作要素を形成する、抵抗性スイッチング
不揮発性メモリ要素。
【請求項２】
　前記第１の電極は、金属窒化物を含む、請求項１に記載の抵抗性スイッチング不揮発性
メモリ要素。
【請求項３】
　前記金属酸化物は少なくとも１つのドーパントを含む、請求項１に記載の抵抗性スイッ
チング不揮発性メモリ要素。
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【請求項４】
　前記非化学量論的金属酸化物中の前記最も支配的な金属は、遷移金属、Ａｌ、Ｔｉ、Ｖ
、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｈｆ、Ｔａ、およびＷからなる群から選択される金属
を含む、請求項１に記載の抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素。
【請求項５】
　前記第２の電極は、Ｐｔ、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｒｅ、Ｐｄ、ＴｉｘＡｌｙＮｚ、Ｔａｘ

ＡｌｙＮｚ、ＷｘＡｌｙＮｚ、ＩｒＯ２およびＲｕＯ２からなる群から選択される材料を
含む、請求項１に記載の抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素。
【請求項６】
　前記抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素は、電流操作要素を含む集積回路上に形成
され、１）前記第１の電極、および２）前記第２の電極のうちの少なくとも１つが該電流
操作要素と直列に連結される、請求項１に記載の抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素
。
【請求項７】
　前記第２の電極は、最も支配的な金属を含有し、該第２の電極中の該最も支配的な金属
は、前記第１の電極中の前記最も支配的な金属および前記金属酸化物層中の前記最も支配
的な金属とは異なる、請求項１に記載の抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素。
【請求項８】
　抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素を形成する方法であって、
　第１の最も支配的な金属を有する第１の伝導層を形成することと、
　第２の最も支配的な金属を有する抵抗性スイッチング非化学量論的金属酸化物層を、該
第１の伝導層上に形成することであって、該第１の最も支配的な金属および該第２の最も
支配的な金属は同一である、ことと、
　該金属酸化物層上に第２の伝導層を形成することと、
　該第１の電極と該金属酸化物との間にオーム接触を形成し、該第２の電極と該金属酸化
物との間にショットキー接触を形成することと
　を包含し、該抵抗性スイッチング金属酸化物層は、該最も支配的な金属を含む複数の副
層から形成され、該抵抗性スイッチング金属酸化物層の該複数の副層のうちの少なくとも
１つの副層は、該少なくとも１つの副層の上に堆積されたｎ型およびｐ型のシリコンの層
を有することにより電流操作要素を形成する、方法。
【請求項９】
　前記第１の伝導層を形成することは、金属窒化物を含む第１の伝導層を形成することを
含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の伝導層および前記第２の伝導層は、物理蒸着法、化学蒸着法、原子層堆積、
無電解堆積、電気化学的堆積のうちの少なくとも１つを用いて形成され、
　前記金属酸化物層は、物理蒸着法、化学蒸着法、原子層堆積、酸化、無電解堆積、およ
び電気化学的堆積のうちの少なくとも１つを用いて形成される、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記メモリ要素をアニーリングすることをさらに包含する、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記金属酸化物層をドーピングすることをさらに包含する、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記金属酸化物層を形成することは、
　第１の副層を形成することと、
　第２の副層を形成することと
　を包含し、該第１の副層および該第２の副層は、前記最も支配的な金属を含む、請求項
８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の副層および前記第２の副層を異なる材料から形成することをさらに包含する
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、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１の伝導層を酸化することによって前記金属酸化物を形成することをさらに包含
する、請求項８に記載の方法。
【請求項１６】
　金属窒化物を含む第１の伝導層と、
　第２の伝導層と、
　該第１の伝導層と該第２の伝導層との間に位置する非化学量論的抵抗性スイッチング金
属酸化物の層であって、該第１の伝導層は最も支配的な金属を含有し、該非化学量論的金
属酸化物の層は最も支配的な金属を含有し、該第１の伝導層中の該最も支配的な金属およ
び該非化学量論的金属酸化物の層中の該最も支配的な金属は同一である、非化学量論的抵
抗性スイッチング金属酸化物の層と
　を備え、該抵抗性スイッチング金属酸化物の層は、該最も支配的な金属を含む複数の副
層から形成され、該抵抗性スイッチング金属酸化物の層の該複数の副層のうちの少なくと
も１つの副層は、該少なくとも１つの副層の上に堆積されたｎ型およびｐ型のシリコンの
層を有することにより電流操作要素を形成する、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素
。
【請求項１７】
　前記第１の伝導層は前記第２の伝導層とは異なる材料である、請求項１６に記載の抵抗
性スイッチング不揮発性メモリ要素。
【請求項１８】
　前記第２の伝導層は、Ｐｔ、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｒｅ、Ｐｄ、ＴｉｘＡｌｙＮｚ、Ｔａ

ｘＡｌｙＮｚ、ＷｘＡｌｙＮｚ、ＩｒＯ２およびＲｕＯ２からなる群から選択される材料
を含み、
　前記非化学量論的金属酸化物中の最も支配的な金属は、遷移金属、Ａｌ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃ
ｒ、Ｍｎ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｈｆ、Ｔａ、およびＷからなる群から選択される金属を含
む、請求項１６に記載の抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素。
【請求項１９】
　前記第１の伝導層は、前記金属酸化物とのオーム接触を形成し、前記第２の伝導層は該
金属酸化物とのショットキー接触を形成する、請求項１６に記載の抵抗性スイッチング不
揮発性メモリ要素。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２００７年５月９日に出願された米国仮特許出願第６０／９２８，６４８号の
利益を主張し、この仮特許出願は本明細書においてその全体が参照により援用される。
【０００２】
　（背景）
　本発明は抵抗性スイッチング金属酸化物から形成される不揮発性メモリ要素に関する。
【背景技術】
【０００３】
　このような不揮発性メモリ要素は、永続的ストレージが必要とされるシステムにおいて
使用される。例えば、デジタルカメラは、画像を格納するために不揮発性メモリカードを
使用し、デジタル音楽プレーヤは、オーディオデータを格納するために不揮発性メモリを
使用する。不揮発性メモリは、また、コンピュータ環境内にデータを永続的に格納するた
めに使用される。
【０００４】
　デバイスの寸法が縮小するにつれ、スケーリングの問題が、従来の不揮発性メモリ技術
の製造に対する困難を提示している。このことは、抵抗性スイッチング不揮発性メモリを
含む代替の不揮発性メモリ技術の検討をもたらした。
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【０００５】
　抵抗性スイッチング不揮発性メモリは、異なる抵抗を有する２つ以上の安定状態を有す
るメモリ要素を用いて形成される。双安定メモリは２つの安定状態を有する。双安定メモ
リ要素は、適切な電圧または電流の印加によって、高抵抗状態または低抵抗状態になり得
る。電圧パルスは、典型的には、１つの抵抗状態から他の抵抗状態にメモリ要素をスイッ
チングするために使用される。非破壊読み出し動作は、メモリセル内に格納されたデータ
データビットの値を確実にするために実行され得る。
【０００６】
　金属酸化物スイッチング要素に基づく抵抗性スイッチングが実証されてきた。しかしな
がら、このようなスイッチング要素は、しばしば、ｉ）「高い」（すなわち「オフ」）状
態および／または「低い」（すなわち「オン」）状態に対する不十分に高い抵抗、ｉｉ）
不十分に低いオフ状態および／またはリセット電流、ｉｉｉ）不良な（ｐｏｏｒ）スイッ
チング挙動、ｉｖ）不良な電気的分布、ｖ）低産出、ｖｉ）不良な熱安定性、および／ま
たはｖｉｉ）実際のデバイスにおける仕様の不良な信頼性のうちの少なくとも１つを示す
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　それゆえ、これらの領域の少なくとも一部および可能性としては他の領域を解決する高
品質の抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素を形成することが可能になることが望まし
い。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（概要）
　本発明にしたがって、集積回路（例えば、メモリアレイ）に対する複数の不揮発性の抵
抗性スイッチングメモリ要素が形成される。複数の不揮発性メモリ要素は、それぞれが、
第１の伝導層と、抵抗性スイッチング金属酸化物層と、第２の伝導層とを有し得る。不揮
発性メモリ要素は、スタックされたメモリアレイを形成するために複数の層にスタックさ
れ得る。
【０００９】
　金属酸化物は、遷移金属のような金属を用いて形成され得る。ドーパントがこの金属酸
化物に付加され得る。
【００１０】
　第１の伝導層は、金属窒化物から形成され得る。金属窒化物は、二元または三元金属窒
化物であり得、２つ以上の金属を含み得る。金属窒化物において最も支配的な（ｐｒｅｖ
ａｌｅｎｔ）金属は、金属酸化物層中の最も支配的な金属と同一である。
【００１１】
　第２の伝導層は、ｉ）（オプションの）接着／バリア層、およびｉｉ）高仕事関数の金
属（例えば、白金、イリジウム、パラジウム、ニッケル、レニウム、ロジウムなど）また
は金属化合物（例えば、酸化イリジウム、酸化ルテニウム、窒化チタンアルミニウムなど
）から形成される仕事関数制御層を含み得る。
【００１２】
　金属酸化物は、第１の伝導層とのオーム接触またはショットキー接触を形成し得る。第
２の伝導層は、金属酸化物層とのオーム接触またはショットキー接触を形成し得る。好適
には、第１または第２の伝導層は、金属酸化物とのオーム接触を形成し、もう一方の接触
は金属酸化物とのショットキー接触を形成する。
【００１３】
　好適な一実施形態において、第１の伝導層は金属窒化物であり、金属窒化物中の最も支
配的な金属は、金属酸化物層中の最も支配的な金属と同一であり、その第１の伝導層は金
属酸化物とのオーム接触を形成し、一方で第２の伝導層は金属酸化物とのショットキー接
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触を形成する。別の実施形態において、上述の第２の伝導層は、高仕事関数の金属（例え
ば、白金、イリジウム、パラジウム、ニッケル、レニウム、ロジウムなど）または金属化
合物（例えば、酸化イリジウム、酸化ルテニウム、窒化チタンアルミニウムなど）から形
成される。別の実施形態において、上述の金属酸化物は非化学量論的である。
【００１４】
　本発明のさらなる特徴、発明の性質およびさまざまな利点は、添付の図面および以下の
詳細な説明からより明らかになるだろう。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素であって、
　第１の電極と、
　第２の電極と、
　該第１の電極と該第２の電極との間に挿入された抵抗性スイッチング非化学量論的金属
酸化物の層であって、該第１の電極と該抵抗性スイッチング金属酸化物とは、同一の最も
支配的な金属を含有する、抵抗性スイッチング非化学量論的金属酸化物の層と
　を備えている、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素。
（項目２）
　上記第１の電極は、金属窒化物の伝導層である、項目１に記載の抵抗性スイッチング不
揮発性メモリ要素。
（項目３）
　上記金属酸化物は少なくとも１つのドーパントを含む、項目１に記載の抵抗性スイッチ
ング不揮発性メモリ要素。
（項目４）
　上記非化学量論的金属酸化物中の上記最も支配的な金属は、遷移金属、Ａｌ、Ｔｉ、Ｖ
、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｈｆ、Ｔａ、およびＷからなる群から選択される金属
を含む、項目１に記載の抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素。
（項目５）
　上記第２の電極は、Ｐｔ、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｒｅ、Ｐｄ、ＴｉｘＡｌｙＮｚ、Ｔａｘ

ＡｌｙＮｚ、ＷｘＡｌｙＮｚ、ＩｒＯ２およびＲｕＯ２からなる群から選択される材料を
含む、項目１に記載の抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素。
（項目６）
　上記抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素は、電流操作要素を含む集積回路上に形成
され、１）上記第１の電極、および２）上記第２の電極のうちの少なくとも１つが該電流
操作要素と直列に連結される、項目１に記載の抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素。
（項目７）
　上記金属酸化物層は、複数の材料の副層から形成される、項目１に記載の抵抗性スイッ
チング不揮発性メモリ要素。
（項目８）
　上記第２の電極は、最も支配的な金属を含有し、該第２の電極中の該最も支配的な金属
は、上記第１の電極中の上記最も支配的な金属および上記金属酸化物層中の上記最も支配
的な金属とは異なる、項目１に記載の抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素。
（項目９）
　上記第２の電極は、少なくとも第１の層および第２の層を備え、該第１の層は、接着層
およびバリア層からなる群から選択される層を含む、項目１に記載の抵抗性スイッチング
不揮発性メモリ要素。
（項目１０）
　上記第２の層は仕事関数制御層である、項目９に記載の抵抗性スイッチング不揮発性メ
モリ要素。
（項目１１）
　第１の最も支配的な金属を有する第１の伝導層を形成することと、
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　第２の最も支配的な金属を有する抵抗性スイッチング非化学量論的金属酸化物層を、該
第１の伝導層上に形成することであって、該第１の最も支配的な金属および該第２の最も
支配的な金属は同一である、ことと、
　該金属酸化物層上に第２の伝導層を形成することと
　を包含する、方法。
（項目１２）
　上記第１の伝導層を形成することは、金属窒化物を含む第１の伝導層を形成することを
含む、項目１１に記載の方法。
（項目１３）
　上記第１の伝導層および上記第２の伝導層は、物理蒸着法、化学蒸着法、原子層堆積、
無電解堆積、電気化学的堆積のうちの少なくとも１つを用いて形成され、
　上記金属酸化物層は、物理蒸着法、化学蒸着法、原子層堆積、酸化、無電解堆積、およ
び電気化学的堆積のうちの少なくとも１つを用いて形成される、項目１１に記載の方法。
（項目１４）
　上記メモリ要素をアニーリングすることをさらに包含する、項目１３に記載の方法。
（項目１５）
　上記金属酸化物層をドーピングすることをさらに包含する、項目１１に記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に従う、抵抗性スイッチングメモリ用路の例示的な
アレイの図である。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の一実施形態に従う、例示的な抵抗性スイッチング不揮発性
メモリ要素の断面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明の別の実施形態に従う、例示的な抵抗性スイッチング不揮発
性メモリ要素の断面図である。
【図３】図３は、図２Ａおよび図２Ｂに示されるタイプの抵抗性スイッチング不揮発性メ
モリ要素が、本発明の一実施形態に従う双安定挙動をどのように示し得るかを示すグラフ
である。
【図４】図４は、本発明の一実施形態に従う、ダイオードと直列につながれた例示的な抵
抗性スイッチングメモリ要素の概略図である。
【図５】図５は、本発明の一実施形態に従う、電気デバイスと直列につながれた例示的な
抵抗性スイッチングメモリ要素の概略図である。
【図６】図６は、本発明の一実施形態に従う、２つの電気デバイスと直列につながれた例
示的な抵抗性スイッチングメモリ要素の概略図である。
【図７】図７は、本発明の一実施形態に従う、抵抗性スイッチングメモリ要素の複数の層
を含む例示的なスタックメモリの断面図である。
【図８】図８は、本発明の一実施形態に従う、不揮発性メモリのための抵抗性スイッチン
グメモリ要素を形成することに含まれる例示的なステップのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　（詳細な説明）
　本発明の実施形態は、抵抗性スイッチング要素から形成される不揮発性メモリに関する
。本発明の実施形態は、また、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素構造物およびその
ような構造物を形成するために使用され得る製造方法に関する。
【００１７】
　抵抗性スイッチング要素は、任意の適切なタイプの集積回路上に形成され得る。もっと
も典型的には、抵抗性スイッチングメモリ要素は、高容量の不揮発性メモリ集積回路の一
部として形成され得る。不揮発性メモリ集積回路は、しばしば、ポータブルデバイス（例
えば、デジタルカメラ、モバイル電話、ハンドヘルドコンピュータおよび音楽プレーヤ）
において使用される。一部の配置において、不揮発性メモリデバイスは、モバイル装備（
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例えば、セルラ電話）に組み込まれ得る。他の配置において、不揮発性メモリデバイスは
、電子装備にユーザによって取り外し可能に設置され得るメモリカードまたはメモリキー
内にパッケージングされる。
【００１８】
　メモリアレイをメモリデバイス上に形成するために抵抗性スイッチングメモリ要素を使
用することは、単なる例示である。一般的には、任意の適切な集積回路が本発明の抵抗性
スイッチング構造物を用いて形成され得る。抵抗性スイッチングメモリ要素から形成され
るメモリアレイの製造は、本明細書において例として説明される。
【００１９】
　不揮発性抵抗性スイッチングメモリ要素１２の例示的なメモリアレイ１０が図１に示さ
れる。メモリアレイ１０は、メモリデバイスまたは他の集積回路の一部であり得る。読み
出しおよび書き込み回路が、導体１６および直交導体１８を用いてメモリ要素１２に接続
される。導体（例えば、導体１６および導体１８）は、時にワードラインおよびビットラ
インといわれ、アレイ１０の要素１２にデータを読み出し、書き込むために使用される。
個別のメモリ要素１２またはメモリ要素１２のグループは、適切な組の導体１６および１
８を用いて処理され得る。メモリ要素１２は、図１においてライン１４によって概略的に
示されるように、１つ以上の材料の層から形成され得る。さらに、メモリアレイ（例えば
、メモリアレイ１０）は、マルチレイヤメモリアレイ構造物を構成するために、垂直の態
様でスタックされ得る。
【００２０】
　読み出し動作の間、メモリ要素１２の状態は、感知電圧を適切な組の導体１６および１
８に印加することによって感知され得る。その履歴に依存して、この方法で処理されるメ
モリ要素は、高抵抗状態（すなわち「オフ」状態）または低抵抗状態（すなわち「オン」
状態）いずれかであり得る。それゆえ、メモリ要素の抵抗は、どのデジタルデータがメモ
リ要素によって格納されるかを決定する。メモリ要素が高抵抗を有する場合には、例えば
、メモリ要素は論理１（すなわち、「１」ビット）を含むといわれ得る。他方、メモリ要
素が低抵抗を有する場合には、メモリ要素は論理０（すなわち、「０」ビット）を含むと
いわれ得る。書き込み動作の間、メモリ要素の状態は、適切な書き込み信号の適切な組の
導体１６および１８への印加によって変更され得る。
【００２１】
　抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素の例示的な実施形態の断面が図２Ａに示される
。図２Ａの例において、メモリ要素１２は、金属酸化物２２から形成され、伝導性電極２
０および２４を有する。アレイ（例えば、図１のアレイ１０）の一部として構築されると
き、伝導性ライン（例えば、ライン１６および１８）は、電極２０および２４に物理的か
つ電気的に接続され得る。このような伝導性ラインは、金属または他の伝導性材料（例え
ば、タングステン、アルミニウム、銅、金属ケイ化物、ドーピングポリシリコン、ドーピ
ングシリコン、これらの材料の組み合わせなど）から形成され得る。必要に応じて、伝導
性ライン１６および１８は、伝導性ラインおよび電極の両方として作用し得る。このタイ
プの配置において、ライン１６は電極２０として作用し得、その結果、要素１２に対する
上部電極を形成するために別の導体は必要ではない。同様に、ライン１８は、電極２４と
して作用し得、その結果、要素１２の下部電極のために、別の導体は必要ではない。
【００２２】
　図２Ａの図において、伝導性ライン１６および１８は、電極２０および２４と接触して
形成されるように概略的に示される。他の配置は、必要に応じて使用され得る。例えば、
介在電気コンポーネント（例えば、ダイオード、ｐ－ｉ－ｎダイオード、シリコンダイオ
ード、シリコンｐ－ｉ－ｎダイオード、トランジスタなど）があり得、この介在電気コン
ポーネントは、ライン１６と電極２０との間またはライン１８と電極２４との間に形成さ
れる。
【００２３】
　金属酸化物層２２は、単一の材料の層または複数の材料の副層から形成され得る。点線
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２３によって示されるように、例えば、金属酸化物２２は、金属酸化物副層２２Ａおよび
金属酸化物副層２２Ｂから形成され得る。一般的には、金属酸化物２２において任意の数
の副層があり得る（例えば、３つ以上の副層、４つ以上の副層など）。図２Ａにおける２
つの副層の描写は単なる例示である。
【００２４】
　金属酸化物２２における各副層は、異なる製造プロセスおよび／または異なる材料を用
いて形成され得る。例えば、副層２２Ａおよび２２Ｂは、窒化チタンから形成された伝導
層２４を酸化することによって形成され得る。結果として生じる副層２２Ｂおよび２２Ａ
は、それぞれ、Ｔｉｘ１Ｏｙ１Ｎｚ１およびＴｉｘ２Ｏｙ２Ｎｚ２の組成を有し得る。ｚ
２の値はｚ１の値よりもかなり小さくあり得る（例えば、１０倍以上小さい）。このタイ
プのシナリオにおいて、金属酸化物層２２の副層２２Ｂおよび２２Ａは、窒素を含有する
。層２２のほとんど（すなわち、層２２Ａ）が、いかなる有意な量の窒素も含有しないが
、１つ以上の関連する副層（例えば、副層２２Ｂ）は窒素豊富であり得る。必要に応じて
、層（例えば、副層２２Ａおよび２２Ｂ）が、（一例として）スパッタリング技術を用い
て堆積され得る。スパッタリングの間に、ガス圧は、連続的に変化する組成または離散的
に変化する組成を有する層を生成するように、連続的または離散的に変化し得る。
【００２５】
　副層（例えば、副層２２Ａおよび２２Ｂ）は、任意の適切な厚さを有し得る。例えば、
副層２２Ａおよび２２Ｂは、５～１５０オングストローム、２０～２５０オングストロー
ム、５０～２０００オングストローム、などの層厚を有し得る。
【００２６】
　必要に応じて、デバイス１２の複数の伝導層のうちの１つと、抵抗性スイッチング金属
酸化物との間に、直列接続された電気コンポーネントが存在し得る。導体２４と金属酸化
物２２との間に介在電気コンポーネント３８が存在する例示的配置が、図２Ｂに示される
。
【００２７】
　点線２１によって概略的に示されるように、構造物（例えば、電極２４および２０）の
ための伝導性材料は、１つ以上の材料の層から形成され得る。これらの層は、（例として
）接着層、バリア層および仕事関数制御層を含み得る。
【００２８】
　接着層は、例えば、約５～５０オングストロームの厚さを有し得、他の層の金属酸化物
層２２への接着を促進するために、金属酸化物層２２と直接接触して形成され得る。一部
の材料（例えば、高仕事関数の貴重な材料（例えば、Ｐｔ））は、金属酸化物層２２と直
接接触して形成されるとき、常に、良好に接着しない。このタイプの状況において、接着
層の存在は、高仕事関数層が接着することを補助し得る。接着層は、任意の適切な材料か
ら形成され得る。一例として、接着層は、チタン、タンタルもしくはタングステン、これ
らの窒化物、炭化物、ケイ化物の任意のもの、および／またはそれらの組み合わせから形
成され得る。
【００２９】
　バリア層は、要素１２の伝導性電極を形成する材料と、金属酸化物層２２の材料との間
の相互拡散を防ぐために使用され得る。バリア層は、任意の適切な材料から形成され得る
。バリア層は、（例として）約５～１０００オングストロームの厚さを有し得るが、好適
には約５～５０オングストロームの厚さを有し得る。バリア層は、また、接着層としても
作用し得る。バリア層の例は、耐熱金属（例えば、チタン、タンタル、タングステンなど
）の窒化物、炭化物、窒化炭素、および／または窒化ケイ素を含む。別々の接着層および
バリア層を有する要素１２において、接着層は、金属酸化物層２２と接触して形成され得
、バリア層は接着層と接触して形成され得る。
【００３０】
　仕事関数制御層は、金属酸化物層２２上の電極の仕事関数を効率的に決定する材料（例
えば、金属）の層である。仕事関数制御層は、金属酸化物２２上に形成され得るか、また
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は、接着層および／またはバリア層上に形成され得る。仕事関数制御層は、高仕事関数（
例えば、４．５ｅＶまたは５．０ｅＶよりも大きい）を有し得る。仕事関数制御層が接着
層および／またはバリア層と共に使用される場合には、接着層、バリア層、または接着層
とバリア層との合計の厚さが１００オングストローム以下であることが好適であり、仕事
関数制御層が金属酸化物層上で電極の効果的な仕事関数を設定する主要な層のままである
ように５０オングストローム以下であることがより好適である。仕事関数制御層は、典型
的には、約５０オングストローム以上の厚さである。
【００３１】
　電極２０および２４を形成するために使用され得る材料の例は、金属（例えば、耐熱ま
たは遷移金属）、金属合金、金属窒化物（例えば、耐熱金属窒化物）、金属窒化ケイ素（
すなわち、ケイ素および窒素と共に耐熱金属、遷移金属または他の金属を含有する材料）
、金属炭化物、金属窒化炭素、金属ケイ化物または他の導体を含む。電極２０および２４
に使用される金属窒化物は、二元窒化物（すなわち、ＭｅｘＮｙ、ここでＭｅは金属）、
三元窒化物（例えば、Ｍｅ１ｘＭｅ２ｙＮｚ、ここでＭｅ１およびＭｅ２は金属）または
他の適切な窒化物であり得る。
【００３２】
　金属酸化物２２は、遷移金属酸化物などの金属酸化物（例えば、コバルトベース、ニッ
ケルベース、銅ベース、亜鉛ベース、チタンベース、ジルコニウムベース、ハフニウムベ
ース、バナジウムベース、ニオブベース、タンタルベース、クロムベース、モリブデンベ
ース、タングステンベースまたはマンガンベースの酸化物あるいはアルミニウムベースの
酸化物などの他の酸化物）から形成され得る。１つ以上のドーパントが金属酸化物２２に
組み込まれ得る。金属酸化物２２に組み込まれ得るドーパントの例は、Ｔｉ、Ｎｉ、Ｃｏ
、Ｚｒ、Ｖ、ＡｌおよびＮｂを含むが、これらに限定されない。
【００３３】
　一般的に、電極２０および２４ならびに金属酸化物２２は、それぞれ１つ以上の金属を
含有し得る。所与の層において最も高い原子濃度で存在する金属は、本明細書において、
その層の最も支配的な金属と言われる。
【００３４】
　改善された不揮発性スイッチング挙動（収率および安定性を含むがこれらに限定されな
い）は、第１の電極２４または第２の電極２０が金属酸化物２２とのオーム接触を形成す
るとき達成され得ることが見出されている。さらに、オーム接触とは反対側の電極は、金
属酸化物２２とのショットキー接触を形成するように選ばれることが望ましい。好適には
、金属酸化物２２は、（例えば、金属欠如材料、金属豊富材料、酸素欠如材料または酸素
豊富材料には限定されないがこれらを含むことによって）非化学量論的であるように選ば
れ、欠損（例えば、金属欠落、金属割り込み、酸素欠落または酸素割り込みを含むがこれ
らに限定されない）および／または電荷担体が金属酸化物中に形成されることを可能にす
る。
【００３５】
　さらに、熱的に安定し（例えば、凝集、デウェッティング、離層などが起こらない）、
後の処理ステップの間に金属酸化物と負に反応しない電極層を選ぶことが望ましい（例え
ば、ケイ素ベースのダイオード形成、ドーパント活性化の間であって、処理温度が、それ
ぞれ５００℃および７００℃を越え得る）。
【００３６】
　複数の電極のうちの１つを、金属窒化物（例えば、ＭｅｘＮｙ）、金属窒素ケイ化物（
例えば、ＭｅｘＳｉｙＮｚ）または金属窒素炭化物（例えば、ＭｅｘＣｙＮｚ）であり、
ここで電極中の最も支配的な金属が非化学量論的金属酸化物２２中の最も支配的な金属と
同一であるように選ぶことは、良好なスイッチング特性を有する熱的に安定なオーム接触
またはショットキー接触の形成を可能にし得る。例えば、第１の電極２４は、窒化チタン
であり得、Ｔｉを含有し得、金属酸化物２２は、公称ｎ型の（ドーピングされた、または
ドーピングされていない）非化学量論的酸化チタン層であり得る。金属酸化物の仕事関数
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よりも小さな仕事関数を有する電極材料は、通常、金属酸化物がｎ型材料のように挙動す
るときにオーム接触を形成する。ＩＶＢ族、ＶＢ族、ＶＩＢ族およびＶＩＩＢ族の金属窒
化物は、概して、低仕事関数の化合物を形成する。したがって、酸化チタンと接触する窒
化チタンは、熱的に安定したオーム接触を形成する。非化学量論的金属酸化物が公称ｐ型
である場合には、金属酸化物の仕事関数よりも低い仕事関数を有する電極材料は、通常、
ショットキー接触を形成する。最も支配的な金属の他の例は、ジルコニウム、ハフニウム
、バナジウム、ニオブ、タンタル、クロム、モリブデン、およびタングステンを含むがこ
れらに限定されない。さらに、周期表の下部に位置する金属をベースにする金属窒化物は
、周期表の上部に位置する金属から形成された金属窒化物よりも低い仕事関数の材料を形
成する。それゆえ、金属酸化物が、酸化チタンベースである例において、窒化タンタル電
極は、また、窒化タンタルと類似の結果を得るために使用される。
【００３７】
　電極と同一の金属から金属酸化物２２を形成することに対する別の利点は、このことが
、可能性として、電極を形成するために使用される動作と、金属酸化物層２２を形成する
ために使用される動作との間で処理チャンバを変更する必要性を除去し得ることである。
【００３８】
　電極２０と金属酸化物２２との間に形成されるインターフェースは、ショットキー接触
またはオーム接触であり得る。電極２４と金属酸化物２２との間に形成されるインターフ
ェースもまた、ショットキー接触またはオーム接触であり得る。対向する電極は、相対す
る接触タイプであることが望ましい。１つの適切な配置を用いて、電極２４および金属酸
化物２２は、（例えば、電極２４に対して金属窒化物を用いて）オーム接触を形成し、金
属酸化物２２および電極２４は、（例えば、電極２０に対して動作接着層および仕事関数
制御層を用いて）ショットキー接触を形成する。チタンベースのｎ型金属酸化物の例の場
合には、チタンベースのｎ型金属酸化物を形成するために、電極２４が窒化チタンである
ように選ばれる。さらに、高仕事関数材料（例えば、Ｐｔ、Ｉｒ、ＩｒＯ２など）が、シ
ョットキー接触を形成するために相対する電極２０として選ばれる（すなわち、電極の仕
事関数は、ｎ型金属酸化物の仕事関数よりも高い）。好適には約５０オングストローム以
下であり、より好適には約２０オングストローム以下である、薄い接着／バリア層がオプ
ションで使用され得る。接着／バリア層の厚さは、仕事関数制御層の材料に負に影響せず
に、接着を改善し得るように選ばれ得る。
【００３９】
　抵抗性スイッチングメモリ要素１２は、双安定性抵抗を示す。抵抗性スイッチングメモ
リ１２が高抵抗状態にあるとき、論理１を含むといわれ得る。抵抗性スイッチングメモリ
１２が低抵抗状態にあるとき、論理０を含むといわれ得る。（必要に応じて、高抵抗は論
理０を意味し得、低抵抗は論理１を意味し得る）。抵抗性スイッチングメモリ１２の状態
は、感知電圧の印加によって感知され得る。抵抗性スイッチングメモリ要素１２の状態を
変化させることが望ましいとき、読み出しおよび書き込み回路は、適切な制御信号を適切
なライン１６および１８に印加し得る。
【００４０】
　金属酸化物２２を製造するために使用される処理パラメータの適切な選択によって、比
較的高い抵抗を示す抵抗性スイッチング金属酸化物が形成され得る。例えば、デバイス１
２の金属酸化物２２は、少なくとも１　ｏｈｍ－ｃｍ、少なくとも１０　ｏｈｍ－ｃｍ、
または少なくとも１００　ｏｈｍ－ｃｍ以上の高状態抵抗性を示し得る。要素１２の高状
態抵抗の要素１２の低状態抵抗に対する比率は、５または１０より大きくあり得る（一例
として）。
【００４１】
　デバイス１２に対する電流（Ｉ）対電圧（Ｖ）プロットが図３に示される。最初に、デ
バイス１２は、高抵抗状態にあり得る（例えば、論理１を格納する）。この状態において
、デバイス１２の電流対電圧特性は実線ＨＲＳ２６によって表される。デバイス１２の高
抵抗状態は、デバイス１２のアレイに関連する読み出しおよび書き込み回路によって感知
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され得る。例えば、読み出しおよび書き込み回路は、読み出し電圧ＶＲＥＡＤをデバイス
１２に印加し得、デバイス１２を通って流れる結果として生じる低電流ＩＬを感知し得る
。論理０をデバイス１２に格納することが望ましいときは、デバイス１２は、その低抵抗
状態にされ得る。このことは、デバイス１２の端子１６および１８にわたって、電圧ＶＳ

ＥＴを印加するために、読み出しおよび書き込み回路を用いることによって達成され得る
。ＶＳＥＴをデバイス１２に印加することによって、デバイス１２が、点線３０によって
示されるように低抵抗状態に入る。この領域において、デバイス１２の構造は、（例えば
、金属酸化物２２を通る電流フィラメントの形成または他の適切な機構によって）変化し
、その結果、電圧ＶＳＥＴの除去に続いて、デバイス１２が低抵抗曲線ＬＲＳ２８によっ
て特徴付けられる。
【００４２】
　デバイス１２の低抵抗状態は、読み出しおよび書き込み回路を用いることによって感知
され得る。読み出し電圧ＶＲＥＡＤが抵抗性スイッチングメモリ要素１２に印加されると
き、読み出しおよび書き込み回路は、比較的高い電流値ＩＨを感知し、このことは、デバ
イス１２がその低抵抗状態にあることを示している。論理１をデバイス１２に格納するこ
とが望ましいとき、デバイス１２は、電圧ＶＲＥＳＥＴをデバイス１２に印加することに
よって、再び、その高抵抗状態になり得る。読み出しおよび書き込み回路がＶＲＥＳＥＴ

をデバイス１２に印加するとき、デバイス１２は、点線３２によって示されるように、そ
の高抵抗状態ＨＲＳに入る。電圧ＶＲＥＳＥＴがデバイス１２から除去されるとき、デバ
イス１２は再び高抵抗ラインＨＲＳ２６によって特徴付けられる。
【００４３】
　抵抗性スイッチングメモリ要素１２の双安定抵抗は、メモリ要素１２を、デジタルデー
タを格納することに適したものにさせる。電圧ＶＳＥＴおよびＶＲＥＳＥＴの印加がない
場合には、格納されたデータ内に変更は起こらず、要素１２などの要素から形成されたメ
モリは不揮発性である。
【００４４】
　任意の適切な読み出しおよび書き込み回路およびアレイレイアウトスキームは、抵抗性
スイッチングメモリ要素（例えば、要素１２）から、不揮発性メモリデバイスを構築する
ために使用され得る。例えば、水平ライン１６および垂直ライン１８は、抵抗性スイッチ
ングメモリ要素１２の端子に直接接続され得る。これは単なる例示である。必要に応じて
、他の電気デバイスが各要素１２と関連付けられ得る。
【００４５】
　１つの例が図４に示される。図４に示されるように、ダイオード３６は、抵抗性スイッ
チングメモリ要素１２と直列に配置され得る。ダイオード３６は、ショットキーダイオー
ド、ｐ－ｎダイオード、ｐ－ｉ－ｎダイオードまたは任意の他の適切なダイオードであり
得る。
【００４６】
　必要に応じて、他の電気コンポーネントは、抵抗性スイッチングメモリ要素１２と直列
に形成され得る。図５に示されるように、直列接続された電気デバイス３８は、抵抗性ス
イッチングメモリ要素１２に連結され得る。デバイス３８は、ダイオード、トランジスタ
、または任意の他の適切な電子デバイスであり得る。これらのようなデバイスは、交流電
流の流れを整流し得るか、または変更し得るので、これらのデバイスは、時に、整流要素
または電流操作要素といわれる。図６に示されるように、電気デバイス３８は、抵抗性ス
イッチングメモリ要素１２と直列に配置され得る。電位デバイス３８は、不揮発性メモリ
要素の一部として形成され得るか、または、抵抗性スイッチング金属酸化物およびその関
連付けられた電極に対して電位的に離れた位置において別のデバイスとして形成され得る
。
【００４７】
　メモリ要素１２は、アレイ１０において単一の層において製造され得るか、または（電
気デバイス３８と関連付けられるか、または関連付けられない）３次元スタックを形成す
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る複数の層において製造され得る。複数層のメモリ要素スキームを用いて、メモリアレイ
（例えば、図１のメモリアレイ１０）を形成することの利点は、このアプローチのタイプ
が、メモリ要素密度が、所与のチップサイズに対して最大化されることを可能にすること
である。
【００４８】
　複数の層のメモリ要素を含む例示的な集積回路４０が図７に示される。図７に示される
ように、集積回路４０は基板４４（例えば、シリコンウェハ）を有する。抵抗性スイッチ
ング不揮発性メモリ要素１２の複数の層４２は基板４４上に形成されている。図７の例に
おいて、基板４４上には４つの層４２がある。これは単なる例である。集積回路上には任
意の適切な数の抵抗性スイッチングメモリ要素１２の層があり得る。典型的には、各層が
図１に描かれるものと類似の交点アレイに配置される。
【００４９】
　各層４２は、同一のメモリ要素１２を含み得るか、または層４２の全ては異なるタイプ
のメモリ要素を含み得る。一例として、メモリ要素１２の第１の層が基板４４上に形成さ
れ、メモリ要素１２の第２の層がメモリ要素の第１の層上に形成される状況を考慮された
い。この状況において、メモリ要素の第１の層は、最も支配的な金属が同一な（例えば、
チタン）下部電極および金属酸化物層を有し得、一方で、メモリ要素の第２の層は、最も
支配的な金属が同一な（例えば、ハフニウム）下部電極および金属酸化物層を有し得るが
、ここでは最も支配的な金属は第１の層中の最も支配的な金属と同一ではない。必要に応
じて、要素１２の下部電極および金属酸化物層中の最も支配的な金属が同一であり得る。
例えば、チタンは、スタックされたメモリ集積回路中の要素１２の全ての層の下部電極お
よび金属酸化物層において使用され得る。
【００５０】
　要素１２を製造するときに形成される材料の層は、任意の適切な技術を用いて堆積され
得る。例示的な堆積技術は、物理蒸着（例えば、スパッタ堆積または蒸着）、化学蒸着、
原子層堆積、電気化学的堆積（例えば、無電解堆積または電解メッキ）、イオン注入（例
えば、アニーリング動作に続くイオン注入）、熱酸化などを含む。
【００５１】
　典型的な製造プロセスは図８に示される。ステップ４６において、１つ以上のオプショ
ンの層が形成される。例えば、メモリ要素１２において下にある配線構造または下部層を
形成する材料の層は、シリコンウェハまたは他の適切な基板上に形成され得る。必要に応
じて、電流操作要素（例えば、図６の電流操作要素３８）を形成する材料の層が堆積され
得る。
【００５２】
　ステップ４８において、第１の伝導層（図２Ａおよび図２Ｂの伝導層２４）が形成され
得る。伝導層２４は、下部回路層上に形成され得る。伝導層２４は、一例として、デバイ
ス１０上の下にあるライン１８上に形成され得るか、またはライン１８の一部として形成
され得る。伝導層２４は、ステップ４６から、下部層構造上に堆積され得る。例えば、層
２４は、基板、不揮発性メモリ要素の層（例えば、形成される集積回路がスタックされた
メモリデバイスであるとき）、伝導層（例えば、配線のためのライン１８）、伝導性配線
ラインおよび不揮発性メモリ要素を互いに絶縁する絶縁層、または任意の適切な材料の層
の上に堆積され得る。
【００５３】
　層２４は、金属、金属窒化物、金属ケイ化物または他の適切な伝導性材料から形成され
得る。層２４は、好適には、ＭｅｍＮｎの金属窒化物から形成され、ここでＭｅはＩＶＢ
族、ＶＢ族またはＶＩＢ族に由来する金属である。このタイプの伝導性の層は、その後堆
積される金属酸化物層との安定性伝導性インターフェースを形成し、伝導性層２４と金属
酸化物層２２との間の良好な仕事関数マッチングを可能にし得、その後形成される金属酸
化物がｎ型か、またはｐ型であるかにそれぞれ依存してオーム接触またはショットキー接
触のいずれかを形成する。ＩＶＢ族、ＶＢ族およびＶＩＢ族に由来する金属の仕事関数は
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、周期表中の列を１つ下がるにつれ減少する傾向にある。例えば、ＩＶＢ族において、Ｔ
ｉの仕事関数は、Ｚｒの仕事関数よりも高く、この仕事関数は、Ｈｆの仕事関数よりも高
い。同様に、ＶＢ族において、Ｖの仕事関数は、Ｎｂに対する仕事関数よりも高く、この
仕事関数は、同様に、Ｔａの仕事関数よりも高い。この特性は、材料が、使用される抵抗
性スイッチング材料に対して適切な層２４のために選択されることを可能にする。
【００５４】
　しばしば、その純粋な形態における金属の仕事関数よりも低い仕事関数を有する金属を
含有する電極を生成することが望ましい。例えば、電極とｎ型金属酸化物層との間にオー
ム接触を形成するために、金属酸化物の仕事関数よりも低い仕事関数を有する電極を使用
することが望ましい。所与の金属の窒化物は、概して、純金属よりも低い仕事関数を有す
るので、金属それ自体からではなく、金属の窒化物から電極を形成することが望ましい。
さらに、金属窒化物は、概して、純金属よりも熱的に安定している。ステップ４８におい
て形成され得る二元窒化物は、ＴｉｍＮｎ、ＷｍＮｎおよびＮｂｍＮｎ（例えば、Ｔｉｘ

Ｏｙ、およびＷｘＯｙおよびＮｂｘＯｙ金属酸化物層とともに使用する）を含む。三元窒
化物もまた形成され得る（例えば、ＴｉｘＡｌｙＮｚ、ＮｂｘＡｌｙＮｚおよびＷｘＡｌ

ｙＮｚ）が、所望の仕事関数に対して選ばれるべきである。
【００５５】
　層２４を形成するために使用され得る技術は、物理蒸着（例えば、スパッタ堆積または
蒸着）、化学蒸着、原子層堆積および電気化学的堆積（例えば、無電解堆積または電解メ
ッキ）を含む。必要に応じて、２つ以上の材料が伝導層２４を形成するために使用され得
る。例えば、伝導層２４は、異なる材料の複数の副層から形成され得るか、または２つ以
上の元素の混合物から形成され得る。層２４の組成は、また、ドーピングを用いて（例え
ば、ドーパントを金属または他の材料に付加するためにイオン注入を用いて）変更され得
る。層２４の厚さは、（一例として）１０～１００００オングストロームの範囲に存在し
得る。層２４は、デバイス１２の下部電極として作用し得る。
【００５６】
　ステップ４８の伝導層が形成された後で、１つ以上の光学層はステップ５０において形
成され得る。これらの層は、一例として、電気デバイス（電流操作要素、例えば、図２Ｂ
のデバイス３８）を形成する際に使用され得る。ステップ５２の間に、（例えば、ドーピ
ングされたシリコンそして／または真性シリコンのような）半導体の１つ以上の層が形成
され得、必要に応じて、導体または他の材料の１つ以上の層が形成され得る。ダイオード
を形成する場合、ｎ型およびｐ型シリコンの層が堆積され得る。ステップ５０の層は、任
意の適切な技術（例えば、物理蒸着、化学蒸着、原子層堆積または電気化学的堆積）を用
いて伝導層２４上に堆積され得る。このような電気デバイスはオプションであり、特に、
操作要素が電極と金属酸化物との間に挿入される場合には、このステップの層は形成され
る必要がない。
【００５７】
　ステップ５２において、金属酸化物層２２は、第１の伝導層の上に堆積され得る。ステ
ップ５２においてオプションの層が形成されない場合には、金属酸化物層は、第１の伝導
層上に直接堆積され得るか、または第１の伝導層を酸化することによって（例えば、炉内
での熱酸化、高速熱酸化ツール、またはアニーリングステップに続く酸素イオンのイオン
注入を用いることによって）形成され得る。ステップ５０のオプションの層が第１の伝導
層上に形成された場合には、金属酸化物層２２はオプションの層上に、すなわち第１伝導
層の上に形成され得る。
【００５８】
　金属酸化物層２２は任意の適切な酸化物から形成され得る。例えば、金属酸化物層２２
は、ニッケルなどの遷移金属から形成され得る（すなわち、酸化ニッケルを形成する）。
金属酸化物が形成され得る他の金属は、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｈｆ
、ＴａおよびＷを含む。Ｔｉ、Ｃｏ、Ｚｒ、Ｖ、ＡｌおよびＮｂのようなドーパントは（
例として）層２２を形成する際に使用され得る。ドーパントは任意の適切な濃度（例えば
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、０～３０％の原子濃度）で導入され得る。
【００５９】
　金属酸化物層２２は、非化学量論的材料ＭｅｘＯｙから形成され得、ここでＭｅはＩＶ
Ｂ族、ＶＢ族、またはＶＩＢ族に由来する金属である。金属豊富な金属酸化物は、ｎ型半
導体を形成する傾向にある。金属欠乏の金属酸化物は、ｐ型半導体を形成する傾向にある
。非化学量論的金属酸化物は、化学量論的金属酸化物よりも良好な抵抗性スイッチング特
性を示し得る。ステップ５２において形成され得る、特に適切な金属酸化物は、（例とし
て）ＴｉｘＯｙ、ＺｒｘＯｙ、ＨｆｘＯｙ、ＶｘＯｙ、ＮｂｘＯｙ、ＴａｘＯｙ、Ｃｒｘ

Ｏｙ、ＭｏｘＯｙ、およびＷｘＯｙを含む。
【００６０】
　ステップ５２の間に、金属酸化物層２２は、単一の材料の層として、または複数の副層
として堆積され得る。層２２が複数の副層として形成される配置において、各副層は可能
性としては異なる組の材料を用いて、可能性として異なる製造プロセスによって形成され
得る。例えば、金属酸化物層２２中の異なる副層は、異なる堆積圧力、温度および電力レ
ベル（例えば、層２２がＰＶＤ技術を用いて堆積されるときは異なるスパッタリング電力
）において形成され得る。金属酸化物層２２中の異なる副層は、また、異なる材料から形
成され得る。例えば、１つの副層はドーパントを含み得、別の副層はドーパントを含まな
いことがあり得る。必要に応じて、層２２中の材料（例えば、金属および／またはドーパ
ント）の濃度は連続的に変わり得、その結果、任意の急激な（ａｂｒｕｐｔ）インターフ
ェースなしで、１つの層が次の層に達する。
【００６１】
　ステップ５２において金属酸化物層２２を形成した後、１つ以上のオプションの層が、
ステップ５４において金属酸化物層２２上に形成され得る。これらの層は、一例として、
例えば、図２Ｂのデバイス３８のような電気デバイス（電流操作要素）を形成するために
使用され得る。ステップ５４の間に、（例えば、ドーピングされたシリコンおよび／また
は真性シリコンなどの）半導体の１つ以上の層が形成され得、必要に応じて、導体または
他の材料の１つ以上の層が形成され得る。ダイオードを形成する場合には、ｎ型シリコン
およびｐ型シリコンの層が堆積され得る。ステップ５４の間に堆積される層は、任意の適
切な技術（例えば、物理蒸着、化学蒸着、原子層堆積または電気化学的堆積）を用いて金
属酸化物層２２上に堆積され得る。このような電気デバイスはオプションであり、このス
テップは、特に操作要素が電極と金属酸化物との間に挿入されない場合には行われる必要
がない。
【００６２】
　ステップ５６において、第２の伝導層が形成され得る。例えば、伝導性材料の層（例え
ば、図２Ａおよび図２Ｂの導体２０）が形成され得る。ステップ５４のオプションの層の
うちの１つ以上が堆積されているとき、第２の伝導層が、ステップ５２において堆積され
た金属酸化物層２２の上のオプションの層上に堆積され得る。ステップ５４のオプション
の層のうちのどれも堆積されない場合には、第２の伝導層が金属酸化物層２２の上に堆積
され得る。第２の伝導層がデバイス１２に対する上部電極として作用し得る。オーム接触
またはショットキー接触が、第２の伝導層と金属酸化物層２２との間のインターフェース
において形成され得る。好適には、第２の伝導層は、第１の伝導層が金属酸化物層に対す
るオーム（ショットキー）接触を形成するときに、ショットキー（オーム）であるように
選ばれる。
【００６３】
　第２の伝導層は、金属、金属窒化物（例えば、二元金属窒化物または三元金属窒化物）
、金属ケイ化物または他の適切な伝導性材料から形成され得る。（ｎ型）金属酸化物に対
するショットキー接触を形成するために使用され得る高仕事関数材料は、Ｐｔ、Ｉｒ、Ｒ
ｕ、Ｒｈ、Ｒｅ、Ｐｄ、ＴｉｘＡｌｙＮｚ、ＴａｘＡｌｙＮｚ、ＷｘＡｌｙＮｚ、ＩｒＯ

２、およびＲｕＯ２を含む。第２の伝導層を形成するために使用され得る技術は、物理蒸
着（例えば、スパッタ堆積または蒸着）、化学蒸着、原子層堆積、および電気化学的堆積
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（例えば、無電解堆積または電解メッキ）を含む。必要に応じて、２つ以上の材料が第２
の伝導層を形成するために使用され得る。例えば、伝導層２０は、図２Ｂに示されるよう
な異なる材料の複数の副層から形成され得るか、または２つ以上の元素の混合物から形成
され得る。第２の伝導層中の最も支配的な金属は、金属酸化物および第１の伝導層中の最
も支配的な金属と同一であったり、または異なったりする。第２の伝導層は、金属酸化物
および第１の伝導層（例えば、金属窒化物）の最も支配的な金属を、（例として）１０％
未満の原子濃度で含有し得る。
【００６４】
　ステップ５８において、１つ以上のオプションの層がステップ５６の伝導層上に形成さ
れ得る。例えば、材料の１つ以上の層が堆積され得る。例としてこれらの層は、図５また
は図６のデバイス３８のような電気デバイス（電流操作要素）を形成するために使用され
得る。ステップ５８の間に、（例えば、ドーピングされたシリコンおよび／または真性シ
リコンなどの）半導体の１つ以上の層が形成され得、必要に応じて、導体または他の材料
の１つ以上の層が形成され得る。ダイオードを形成する場合、ｎ型シリコンおよびｐ型シ
リコンの層が堆積され得る。ステップ５８の間に堆積される層は、任意の適切な技術（例
えば、物理蒸着、化学蒸着、原子層堆積、または電気化学的堆積）を用いて第２の伝導層
上に堆積され得る。
【００６５】
　一実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、該抵抗性ス
イッチング不揮発性メモリ要素は、第１の金属窒化物伝導層と、第２の伝導層と、第１の
金属窒化物伝導層と第２の伝導層との間に位置する非化学量論的抵抗性スイッチング金属
酸化物の層とを含み、第１の金属酸化物伝導層は最も支配的な金属を含有し、非化学量論
的金属酸化物の層は、最も支配的な金属を含有し、第１の金属窒化物伝導層中の最も支配
的な金属と、非化学量論的金属酸化物の層中の最も支配的な金属とは同一である。
【００６６】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、ショット
キー接触が、１）第１の金属窒化物伝導層と非化学量論的金属酸化物の層との間と、２）
第２の伝導層と非化学量論的金属酸化物の層との間とのうちの少なくとも１つのインター
フェースに形成される。
【００６７】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、金属酸化
物は少なくとも１つのドーパントを含む。
【００６８】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、オーム接
触は、１）第１の金属窒化物伝導層と金属酸化物との間と、２）第２の伝導層と金属酸化
物との間とのうちの少なくとも１つのインターフェースに形成される。
【００６９】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、第１の金
属窒化物および第２の伝導層のうちの少なくとも１つが三元金属窒化物である。
【００７０】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、第１の金
属窒化物伝導層が金属酸化物とのオーム接触を形成し、第２の伝導層が金属酸化物とのシ
ョットキー接触を形成する。
【００７１】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、第１の金
属窒化物伝導層が遷移金属から形成される遷移金属窒化物を含み、金属酸化物は遷移金属
の酸化物を含み、第２の伝導層が金属酸化物とのショットキー接触を形成する。
【００７２】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、非化学量
論的金属酸化物中の最も支配的な金属が遷移金属を含む。
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【００７３】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、非化学量
論的金属酸化物中の最も支配的な金属が、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｈ
ｆ、ＴａおよびＷからなる群から選択される遷移金属を含む。
【００７４】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、第２の伝
導層は、Ｐｔ、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｒｅ、Ｐｄ、ＴｉｘＡｌｙＮｚ、ＴａｘＡｌｙＮｚ、
ＷｘＡｌｙＮｚ、ＩｒＯ２およびＲｕＯ２からなる群から選択される材料を含む。
【００７５】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、抵抗性ス
イッチング不揮発性メモリ要素は、集積回路上に形成され、該集積回路は、電流操作要素
を含み、１）第１の金属窒化物伝導層と、２）第２の伝導層とのうちの少なくとも１つが
、電流操作要素と直列に連結される。
【００７６】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、抵抗性ス
イッチング不揮発性メモリ要素は、集積回路上に形成され、該集積回路は、該集積回路上
に垂直にスタックされた抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素の層を含む。
【００７７】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、抵抗性ス
イッチング不揮発性メモリ要素は、集積回路上に形成され、該集積回路は、該集積回路上
に垂直にスタックされた抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素の層を含み、該垂直にス
タックされた抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素は、電流操作要素と電気的に連結さ
れる。
【００７８】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、金属酸化
物の層中の最も支配的な金属はアルミニウムである。
【００７９】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、第２の伝
導層は最も支配的な金属を含有し、第２の伝導層中の最も支配的な金属は、第１の金属窒
化物伝導層中の最も支配的な金属および金属酸化物層中の最も支配的な金属とは異なる。
【００８０】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、第２の伝
導層は、Ｐｔ、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｒｅ、Ｐｄ、ＴｉｘＡｌｙＮｚ、ＴａｘＡｌｙＮｚ、
ＷｘＡｌｙＮｚ、ＩｒＯ２およびＲｕＯ２からなる群から選択される材料を含む。
【００８１】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、第２の伝
導層は、第１の金属窒化物伝導層中に最も支配的な金属を１０％未満の原子濃度で含む。
【００８２】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、該抵抗性
スイッチング不揮発性メモリ要素は、第１の電極と、第２の電極と、第１の電極と第２の
電極との間に挿入された抵抗性スイッチング非化学量論的金属酸化物の層とを含み、第１
の電極および抵抗性スイッチング金属酸化物は、同一の最も支配的な金属を含有する。
【００８３】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、抵抗性ス
イッチング不揮発性メモリ要素は集積回路上に形成され、該集積回路は、集積回路上に垂
直にスタックされた抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素の層を含み、抵抗性スイッチ
ング不揮発性メモリ要素は、スタックされた層のうちの１つに形成され、抵抗性スイッチ
ング不揮発性メモリ要素を含むスタックされた層に隣接するスタックされた層のうちの１
つが付加的な抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素を含み、付加的な抵抗性スイッチン
グ不揮発性メモリ要素は、最も支配的な金属を有する金属窒化物電極層を有し、そして金
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属酸化物を有し、該金属酸化物は、付加的な抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素の金
属窒化物電極層中の最も支配的な金属と同一である最も支配的な金属を有する。
【００８４】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、第２の電
極は少なくとも第１および第２の層を含み、第１の層は、接着層およびバリア層からなる
群から選択される層を含む。
【００８５】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、第１の層
は第１の厚さを有し、第２の層は第２の厚さを有し、第２の厚さは第１の厚さよりも大き
い。
【００８６】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、第２の電
極は金属酸化物とのショットキー接触を形成し、第２の層は仕事関数制御層である。
【００８７】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、仕事関数
制御層は５ｅＶより大きい仕事関数を有する。
【００８８】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、抵抗性ス
イッチング不揮発性メモリ要素は集積回路上に形成され、該集積回路は、垂直にスタック
された抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素の層を含み、垂直にスタックされた抵抗性
スイッチング不揮発性メモリ要素の層のうちの少なくとも１つは、抵抗性スイッチング金
属酸化物中の最も支配的な金属と同一の最も支配的な金属を有する金属酸化物を含む。
【００８９】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、抵抗性ス
イッチング不揮発性メモリ要素は集積回路上に形成され、該集積回路は、垂直にスタック
された抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素の層を含み、垂直にスタックされた抵抗性
スイッチング不揮発性メモリ要素の層のうちの少なくとも１つは、抵抗性スイッチング金
属酸化物中の最も支配的な金属とは異なる最も支配的な金属を有する金属酸化物を含む。
【００９０】
　別の実施形態に従って、抵抗性スイッチング不揮発性メモリ要素が提供され、抵抗性ス
イッチング不揮発性メモリ要素は、第１の電極と、第２の電極と、第１の電極と第２の電
極との間に挿入された抵抗性スイッチング非化学量論的金属酸化物の層とを含み、第１の
電極および抵抗性スイッチング金属酸化物は、同一の最も支配的な金属を含有し、第１の
電極および第２の電極のうちの１つが貴重な材料を含む。
【００９１】
　別の実施形態に従って、第１の最も支配的な金属を有する第１の伝導層を形成すること
と、第１の伝導層上に第２の最も支配的な金属とを有する抵抗性スイッチング非化学量論
的金属酸化物層を形成することであって、第１の最も支配的な金属と第２の最も支配的な
金属とは同一である、ことと、金属酸化物層上に第２の伝導層を形成することとを含む方
法が提供される。
【００９２】
　別の実施形態に従って、金属酸化物層をドーピングすることを含む方法が提供される。
【００９３】
　別の実施形態に従って、ドーパントを金属酸化物層に注入することを含む方法が提供さ
れる。
【００９４】
　別の実施形態に従って、金属酸化物層を形成することが第１の副層を形成することと、
第２の副層を形成することとを含む方法が提供される。
【００９５】
　別の実施形態に従って、第１の副層および第２の副層を異なる材料から形成することを
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【００９６】
　別の実施形態に従って、第１の副層および第２の副層を別の製造プロセスによって形成
することを含む方法が提供される。
【００９７】
　別の実施形態に従って、抵抗性不揮発性メモリ要素が提供され、該抵抗性不揮発性メモ
リ要素は、第１の金属窒化物伝導層と、第２の伝導層と、第１の金属窒化物伝導層と第２
の伝導層との間に位置する非化学量論的抵抗性スイッチング金属酸化物の層とを含み、第
１の金属酸化物伝導層は最も支配的な金属を含有し、非化学量論的金属酸化物の層は、最
も支配的な金属を含有し、第１の金属窒化物伝導層中の最も支配的な金属と、非化学量論
的金属酸化物の層中の最も支配的な金属とは同一である。
【００９８】
　別の実施形態に従って、不揮発性抵抗性スイッチングメモリ要素が提供され、金属酸化
物の層は異なる材料の第１の副層と第２の副層とを含む。
【００９９】
　別の実施形態に従って、不揮発性抵抗性スイッチングメモリ要素が提供され、第１の金
属窒化物伝導層は、第２の伝導層とは異なる材料である。
【０１００】
　別の実施形態に従って、不揮発性抵抗性スイッチングメモリ要素が提供され、第２の伝
導層は、Ｐｔ、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｒｅ、Ｐｄ、ＴｉｘＡｌｙＮｚ、ＴａｘＡｌｙＮｚ、
ＷｘＡｌｙＮｚ、ＩｒＯ２およびＲｕＯ２からなる群から選択される材料を含み、非化学
量論的金属酸化物中の最も支配的な金属は、遷移金属、Ａｌ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｚ
ｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｈｆ、ＴａおよびＷからなる群から選択される金属を含む。
【０１０１】
　別の実施形態に従って、不揮発性抵抗性スイッチングメモリ要素が提供され、第１の伝
導層および第２の伝導層のうちの少なくとも１つが貴重な材料を含む。
【０１０２】
　上述は本発明の原理の単なる例示であり、さまざまな修正が、本発明の範囲および精神
から逸脱することなしに当業者によってなされ得る。



(19) JP 5422552 B2 2014.2.19

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(20) JP 5422552 B2 2014.2.19

【図８】



(21) JP 5422552 B2 2014.2.19

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  クマール，　プラガティ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９５１３４，　サン　ノゼ，　ザンカー　ロード　２８６５
(72)発明者  マルホトラ，　サンドラ　ジー．
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９５１３４，　サン　ノゼ，　ザンカー　ロード　２８６５
(72)発明者  バーストー，　ショーン
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９５１３４，　サン　ノゼ，　ザンカー　ロード　２８６５
(72)発明者  チャン，　トニー
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９５１３４，　サン　ノゼ，　ザンカー　ロード　２８６５

    審査官  小山　満

(56)参考文献  特開２００８－１４７３４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００８／１１７３７１（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００７－３１１７９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２８７７６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－４８７７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００６／１２１８３７（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２７／１０５　　　
              Ｇ１１Ｃ　　１３／００　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　４５／００　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　４９／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

