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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのカルコゲナイド・ガラス層と、
　少なくとも１つの金属含有層とを含む定電流素子であって、
　前記定電流素子は、印加される負電圧の範囲にわたって実質的な定電流を提供するため
に前記カルコゲナイド・ガラス層及び前記金属含有層にわたって印加される第１の電圧に
よって定電流モードで動作するように設定され、
　前記少なくとも１つのカルコゲナイド・ガラス層はＧｅ１８Ｓｅ８２～Ｇｅ４３Ｓｅ５

７の化学量を有するＧｅｘＳｅ１００－ｘ層であり、
　正の電気パルスで書き込みを行い、負の電気パルスで消去を行うことができる当該素子
において、前記印加される第１の電圧は前記定電流素子の消去電位よりもさらに負のパル
スである定電流素子。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのカルコゲナイド・ガラス層はＧｅ４０Ｓｅ６０の化学量を有する
請求項１に記載の定電流素子。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのカルコゲナイド・ガラス層は１５０Å～４００Åの厚さである請
求項１に記載の定電流素子。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのカルコゲナイド・ガラス層は２５０Åの厚さである請求項３に記
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載の定電流素子。
【請求項５】
　前記素子は前記金属含有層上に設けられた第２のカルコゲナイド・ガラス層をさらに含
み、前記第２のカルコゲナイド・ガラス層は５０Å～５００Åの厚さである請求項１に記
載の定電流素子。
【請求項６】
　前記第２のカルコゲナイド・ガラス層は１５０Åの厚さである請求項５に記載の定電流
素子。
【請求項７】
　前記金属含有層はセレン化銀層である請求項１に記載の定電流素子。
【請求項８】
　前記金属含有層はＡｇを含むカルコゲナイド層である請求項１に記載の定電流素子。
【請求項９】
　前記カルコゲナイド層はＯ、Ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ、及び、Ｐｏから成る群から選択される請
求項８に記載の定電流素子。
【請求項１０】
　前記金属含有層は２００Å～２０００Åの厚さである請求項１に記載の定電流素子。
【請求項１１】
　前記金属含有層は６００Åの厚さである請求項１０に記載の定電流素子。
【請求項１２】
　前記負のパルスは－８００ｍＶ～－２．０Ｖの範囲内で印加される請求項１に記載の定
電流素子。
【請求項１３】
　前記負のパルスは８ｎｓ～３０ｎｓのパルス持続時間内で印加される請求項１２に記載
の定電流素子。
【請求項１４】
　前記定電流素子は少なくとも７００ｍＶの印加される電圧範囲にわたって定電流を維持
する請求項１に記載の定電流素子。
【請求項１５】
　前記定電流素子は少なくとも１つの電極をさらに含む請求項１に記載の定電流素子。
【請求項１６】
　第１及び第２のカルコゲナイド・ガラス層と、
　前記第１のカルコゲナイド・ガラス層と前記第２のカルコゲナイド・ガラス層との間に
設けられた金属含有層とを含んだ定電流源素子であって、
前記定電流源素子は印加される負電圧の範囲にわたって実質的な定電流を供給するものと
して構成されており、
　前記第１及び第２のカルコゲナイド・ガラス層はＧｅ１８Ｓｅ８２～Ｇｅ４３Ｓｅ５７

の化学量を有するＧｅｘＳｅ１００－ｘ層であり、
　正の電気パルスで書き込みを行い、負の電気パルスで消去を行うことができる当該素子
において、前記定電流源素子の消去電位を超える負のパルスが前記第１及び第２のカルコ
ゲナイド・ガラス層にわたって印加されて前記定電流源素子を定電流モードで動作させる
ような化学量及び厚さを前記第１及び第２のカルコゲナイド・ガラス層が有する定電流源
素子。
【請求項１７】
　前記第１及び第２のカルコゲナイド・ガラス層はＧｅ４０Ｓｅ６０の化学量を有する請
求項１６に記載の定電流源素子。
【請求項１８】
　前記第１のカルコゲナイド・ガラス層は１５０Å～４００Åの厚さである請求項１６に
記載の定電流源素子。
【請求項１９】
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　前記第１のカルコゲナイド・ガラス層は２５０Åの厚さである請求項１８に記載の定電
流源素子。
【請求項２０】
　前記第２のカルコゲナイド・ガラス層は５０Å～５００Åの厚さである請求項１６に記
載の定電流源素子。
【請求項２１】
　前記第２のカルコゲナイド・ガラス層は１５０Åの厚さである請求項２０に記載の定電
流源素子。
【請求項２２】
　前記金属含有層はセレン化銀層である請求項１６に記載の定電流源素子。
【請求項２３】
　前記金属含有層はＡｇを含むカルコゲナイド層である請求項１６に記載の定電流源素子
。
【請求項２４】
　前記カルコゲナイド層はＯ、Ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ、及び、Ｐｏから成る群から選択される請
求項２３に記載の定電流源素子。
【請求項２５】
　前記金属含有層は２００Å～２０００Åの厚さである請求項１６に記載の定電流源素子
。
【請求項２６】
　前記金属含有層は６００Åの厚さである請求項２５に記載の定電流源素子。
【請求項２７】
　前記負のパルスは－８００ｍＶ～－２．０Ｖの範囲内で印加される請求項１６に記載の
定電流源素子。
【請求項２８】
　前記負のパルスは８ｎｓ～３０ｎｓのパルス持続時間内で印加される請求項２７に記載
の定電流源素子。
【請求項２９】
　前記定電流源素子は少なくとも７００ｍＶの印加される電圧範囲にわたって定電流を維
持する請求項１６に記載の定電流源素子。
【請求項３０】
　前記定電流源素子は少なくとも１つの電極をさらに含む請求項１６に記載の定電流源素
子。
【請求項３１】
　少なくとも１つのセレン化ゲルマニウム・ガラス層が５０Åの厚さに等しいか又はそれ
を超える厚さである、Ｇｅ１８Ｓｅ８２～Ｇｅ４３Ｓｅ５７の化学量を有する少なくとも
２つのセレン化ゲルマニウム・ガラス層と、
　前記少なくとも２つのセレン化ゲルマニウム層の間に設けられた少なくとも１つの金属
含有層と、
　２つの電極と、前記２つの電極の間に設けられた銀を含む層とを含む定電流構造体であ
って、
前記定電流構造体は、印加される負電圧の範囲にわたって実質的な定電流を供給するもの
として構成されており、
　前記定電流構造体は、正の電気パルスで書き込みを行い、負の電気パルスで消去を行う
ことができ、
前記定電流構造体を定電流素子として動作させるために、前記定電流構造体の消去電位よ
りもさらに負のパルスである、大きさが少なくとも－８００ｍＶ以上の負のパルスが前記
２つの電極にわたって印加される定電流構造体。
【請求項３２】
　前記少なくとも２つのセレン化ゲルマニウム・ガラス層はＧｅ４０Ｓｅ６０の化学量を
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有する請求項３１に記載の構造体。
【請求項３３】
　前記少なくとも２つのセレン化ゲルマニウム・ガラス層は５００Å未満の厚さである請
求項３１に記載の構造体。
【請求項３４】
　前記金属含有層はセレン化銀層である請求項３１に記載の構造体。
【請求項３５】
　前記金属含有層はＡｇを含むカルコゲナイド層である請求項３１に記載の構造体。
【請求項３６】
　前記カルコゲナイド層はＯ、Ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ、及び、Ｐｏから成る群から選択される請
求項３５に記載の構造体。
【請求項３７】
　前記金属含有層は２００Å～２０００Åの厚さである請求項３１に記載の構造体。
【請求項３８】
　前記金属含有層は６００Åの厚さである請求項３７に記載の構造体。
【請求項３９】
　前記２つの電極は、タングステン、ニッケル、タンタル、窒化タンタル、銅、アルミ、
白金、銀、又は、窒化チタンのうちの１つ又は複数などの群から選択される導電性材料を
含む請求項３１に記載の構造体。
【請求項４０】
　前記少なくとも１つのセレン化ゲルマニウム・ガラス層は１５０Å～４００Åの厚さで
ある請求項３１に記載の構造体。
【請求項４１】
　前記構造体は少なくとも７００ｍＶの印加される電圧範囲にわたって定電流を維持する
請求項３１に記載の構造体。
【請求項４２】
　前記銀層は５００Å以下の厚さである請求項３１に記載の構造体。
【請求項４３】
　前記銀層は２００Åの厚さである請求項４２に記載の構造体。
【請求項４４】
　記憶素子を定電流素子に変換する方法であって、前記記憶素子は、
　少なくとも１つのカルコゲナイド・ガラス層と、
　少なくとも１つの金属含有層とを含み、
　前記記憶素子は、印加される負電圧の範囲にわたって実質的な定電流を提供するために
前記カルコゲナイド・ガラス層及び前記金属含有層にわたって印加される第１の電圧によ
って定電流モードで動作するように設定され、
　前記少なくとも１つのカルコゲナイド・ガラス層はＧｅ１８Ｓｅ８２～Ｇｅ４３Ｓｅ５

７の化学量を有するＧｅｘＳｅ１００－ｘ層であり、
　当該素子は正の電気パルスで書き込みを行い、負の電気パルスで消去を行うことができ
るものであり、
－８００ｍＶ～－２．０Ｖの範囲内で印加される、前記記憶素子の消去電位よりもさらに
負電圧である負のパルスを印加することを含み、前記記憶素子は定電流素子に変換される
方法。
【請求項４５】
　前記定電流素子は少なくとも７００ｍＶの印加される電圧範囲にわたって定電流を維持
する請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記負電圧は８ｎｓ～３０ｎｓのパルス持続時間内で印加される請求項４４に記載の方
法。
【請求項４７】
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　前記記憶素子は永久的に定電流素子に変換される請求項４４に記載の方法。
【請求項４８】
　定電流素子を形成する方法であって、
　少なくとも１つのカルコゲナイド・ガラス層を形成することと、
　少なくとも１つの金属含有層を形成することと、
　印加される電圧範囲にわたって実質的に定電流を提供するために前記カルコゲナイド・
ガラス及び前記金属含有層にわたって第１の負電圧を印加することとを含み、
　前記少なくとも１つのカルコゲナイド・ガラス層はＧｅ１８Ｓｅ８２～Ｇｅ４３Ｓｅ５

７の化学量を有するＧｅｘＳｅ１００－ｘ層であり、
　前記印加される第１の電圧は前記素子の消去電位よりもさらに負のパルスである方法。
【請求項４９】
　前記少なくとも１つのカルコゲナイド・ガラス層はＧｅ４０Ｓｅ６０の化学量を有する
請求項４８に記載の方法。
【請求項５０】
　前記少なくとも１つのカルコゲナイド・ガラス層は１５０Å～４００Åの厚さである請
求項４８に記載の方法。
【請求項５１】
　前記少なくとも１つのカルコゲナイド・ガラス層は２５０Åの厚さである請求項５０に
記載の方法。
【請求項５２】
　前記金属含有層の上に第２のカルコゲナイド・ガラス層を形成することをさらに含み、
前記第２のカルコゲナイド・ガラス層は５０Å～５００Åの厚さである請求項４８に記載
の方法。
【請求項５３】
　前記第２のカルコゲナイド・ガラス層は１５０Åの厚さである請求項５２に記載の方法
。
【請求項５４】
　前記金属含有層はセレン化銀層である請求項４８に記載の方法。
【請求項５５】
　前記金属含有層はＡｇを含むカルコゲナイド層である請求項４８に記載の方法。
【請求項５６】
　前記カルコゲナイド層はＯ、Ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ、及び、Ｐｏから成る群から選択される請
求項５５に記載の方法。
【請求項５７】
　前記金属含有層は２００Å～２０００Åの厚さである請求項４８に記載の方法。
【請求項５８】
　前記金属含有層は６００Åの厚さである請求項５７に記載の方法。
【請求項５９】
　前記負電圧は－８００ｍＶ～－２．０Ｖの範囲内で印加される請求項４８に記載の方法
。
【請求項６０】
　前記負電圧は８ｎｓ～３０ｎｓのパルス持続時間内で印加される請求項５９に記載の方
法。
【請求項６１】
　前記素子は少なくとも７００ｍＶの印加される電圧範囲にわたって定電流を維持する請
求項４８に記載の方法。
【請求項６２】
　前記素子は少なくとも１つの電極をさらに含む請求項４８に記載の方法。
【請求項６３】
　定電流源素子を形成する方法であって、
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　Ｇｅ１８Ｓｅ８２～Ｇｅ４３Ｓｅ５７の化学量を有するＧｅｘＳｅ１００－ｘ層である
第１及び第２のカルコゲナイド・ガラス層を形成することと、
　前記第１のカルコゲナイド・ガラス層と前記第２のカルコゲナイド・ガラス層との間に
金属含有層を形成することと、
　前記素子が、印加される負電圧の範囲にわたって実質的な定電流を提供するために前記
第１及び第２のカルコゲナイ・ガラス層にわたって印加される第１の電圧によって定電流
モードで動作するように設定されることと、
　前記素子の消去電位よりもさらに負のパルスである前記第１の電圧を印加することとを
含み、
　当該素子は正の電気パルスで書き込みを行い、負の電気パルスで消去を行うことができ
るものであり、
　前記素子は定電流モードで動作する方法。
【請求項６４】
　前記第１及び第２のカルコゲナイド・ガラス層はＧｅ４０Ｓｅ６０の化学量を有する請
求項６３に記載の方法。
【請求項６５】
　前記第１のカルコゲナイド・ガラス層は１５０Å～４００Åの厚さである請求項６３に
記載の方法。
【請求項６６】
　前記第１のカルコゲナイド・ガラス層は２５０Åの厚さである請求項６５に記載の方法
。
【請求項６７】
　前記第２のカルコゲナイド・ガラス層は５０Å～５００Åの厚さである請求項６３に記
載の方法。
【請求項６８】
　前記第２のカルコゲナイド・ガラス層は１５０Åの厚さである請求項６７に記載の方法
。
【請求項６９】
　前記金属含有層はセレン化銀層である請求項６３に記載の方法。
【請求項７０】
　前記金属含有層はＡｇを含むカルコゲナイド層である請求項６３に記載の方法。
【請求項７１】
　前記第１及び第２のカルコゲナイド層はＯ、Ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ、及び、Ｐｏから成る群か
ら選択される請求項７０に記載の方法。
【請求項７２】
　前記金属含有層は２００Å～２０００Åの厚さである請求項６３に記載の方法。
【請求項７３】
　前記金属含有層は６００Åの厚さである請求項７２に記載の方法。
【請求項７４】
　－８００ｍＶ～－２．０Ｖの範囲内の負のパルスを前記前記第１及び第２のカルコゲナ
イ・ガラス層にわたって印加することをさらに含む請求項６３に記載の方法。
【請求項７５】
　前記負のパルスは８ｎｓ～３０ｎｓのパルス持続時間内で印加される請求項７４記載の
方法。
【請求項７６】
　前記素子は少なくとも７００ｍＶの印加される電圧範囲にわたって定電流を維持する請
求項６３に記載の方法。
【請求項７７】
　前記素子は少なくとも１つの電極をさらに含む請求項６３に記載の方法。
【請求項７８】
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　印加される負電圧の範囲にわたって実質的な定電流を供給する定電流素子を形成する方
法であって、
　第１の導電層を形成することと、
　前記第１の導電層の上にＧｅ１８Ｓｅ８２～Ｇｅ４３Ｓｅ５７の化学量を有するＧｅｘ

Ｓｅ１００－ｘ層であるカルコゲナイド・ガラス層を形成することと、
　前記カルコゲナイド・ガラス層の上に金属含有層を形成することと、
　前記金属含有層の上に第２の導電層を形成することと、
　前記第１導電層と前記第２の導電層との間に銀層を形成することと、
　前記第１及び第２の導電層にわたって前記素子の消去電位よりもさらに負のパルスであ
る負電圧を印加して、前記素子を定電流モードで動作させることとを含み、
　当該素子は正の電気パルスで書き込みを行い、負の電気パルスで消去を行うことができ
るものである、
　方法。
【請求項７９】
　前記カルコゲナイド・ガラス層はＧｅ４０Ｓｅ６０の化学量を有する請求項７８に記載
の方法。
【請求項８０】
　前記カルコゲナイド・ガラス層は１５０Å～４００Åの厚さである請求項７８に記載の
方法。
【請求項８１】
　前記カルコゲナイド・ガラス層は２５０Åの厚さである請求項８０に記載の方法。
【請求項８２】
　前記金属含有層はセレン化銀層である請求項７８に記載の方法。
【請求項８３】
　前記金属含有層はＡｇを含むカルコゲナイド層である請求項７８に記載の方法。
【請求項８４】
　前記カルコゲナイド層はＯ、Ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ、及び、Ｐｏから成る群から選択される請
求項８３に記載の方法。
【請求項８５】
　前記金属含有層は２００Å～２０００Åの厚さである請求項７８に記載の方法。
【請求項８６】
　前記金属含有層は６００Åの厚さである請求項８５に記載の方法。
【請求項８７】
　前記第１及び第２の導電層は、タングステン、ニッケル、タンタル、窒化タンタル、銅
、アルミ、白金、銀、又は、窒化チタンのうちの１つ又は複数などの導電性材料を含む請
求項７８に記載の方法。
【請求項８８】
　－８００ｍＶ－２．０Ｖの範囲内の負電圧を印加することをさらに含む請求項７８に記
載の方法。
【請求項８９】
　前記負電圧は８ｎｓ～３０ｎｓのパルス持続時間内で印加される請求項８８に記載の方
法。
【請求項９０】
　第２のカルコゲナイド・ガラス層を形成することを含む請求項７８に記載の方法。
【請求項９１】
　前記第２のカルコゲナイド・ガラス層はＧｅ１８Ｓｅ８２～Ｇｅ４３Ｓｅ５７の化学量
を有するＧｅｘＳｅ１００－ｘ層である請求項９０に記載の方法。
【請求項９２】
　前記第２のカルコゲナイド・ガラス層はＧｅ４０Ｓｅ６０の化学量を有する請求項９１
に記載の方法。
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【請求項９３】
　前記第２のカルコゲナイド・ガラス層は５０Å～５００Åの厚さである請求項９０に記
載の方法。
【請求項９４】
　前記第２のカルコゲナイド・ガラス層は１５０Åの厚さである請求項９３に記載の方法
。
【請求項９５】
　前記第２のカルコゲナイド・ガラス層は前記金属含有層と前記第２の導電層との間に設
けられる請求項９０に記載の方法。
【請求項９６】
　前記素子は少なくとも７００ｍＶの印加される電圧範囲にわたって定電流を維持する請
求項７８に記載の方法。
【請求項９７】
　カルコゲナイド記憶素子を、印加される負電圧の範囲にわたって実質的な定電流を供給
する、カルコゲナイド定電流素子に変換する方法であって、前記記憶素子は、
　少なくとも１つの、Ｇｅ１８Ｓｅ８２～Ｇｅ４３Ｓｅ５７の化学量を有するＧｅｘＳｅ

１００－ｘ層であるカルコゲナイド・ガラス層と、
　少なくとも１つの金属含有層とを含み、
　当該素子は正の電気パルスで書き込みを行い、負の電気パルスで消去を行うことができ
るものであり、
前記カルコゲナイド・ガラス層及び前記金属含有層にわたって、前記記憶素子の消去電位
よりもさらに負のパルスである負電位を印加することを含む方法。
【請求項９８】
　－８００ｍＶ～－２．０Ｖの範囲内の負電位を印加することをさらに含む請求項９７に
記載の方法。
【請求項９９】
　前記負電位は８ｎｓ～３０ｎｓのパルス持続時間内で印加される請求項９８に記載の方
法。
【請求項１００】
　前記カルコゲナイド記憶素子は永久的に定電流素子に変換される請求項９７に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は定電流素子に関し、さらに特には、カルコゲナイド材料から形成された定電流
素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カルコゲナイド・ガラスに基づいた書き込み可能な抵抗性材料が不揮発性記憶素子とし
て使用するために調査されている。選択された極性の種々の電圧などの外的刺激を銀など
の入手可能な金属の存在下でカルコゲナイド・ガラスに印加することによって、カルコゲ
ナイド・ガラスの内部構造は改変されて高抵抗状態又は低抵抗状態が発生され得る。
【０００３】
　メモリとしての使用が調査されているカルコゲナイド・ガラスの１つの具体例はセレン
化ゲルマニウム（ＧｅｘＳｅ１００－ｘ）である。典型的には、カルコゲナイド・ガラス
は金属を供給する関連する層を有しており、この層はガラス・マトリクスと一体化して抵
抗状態を変化させる。例を挙げると、関連する層は銀の層又はセレン化銀（Ａｇ２Ｓｅ）
の層であり得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　現在、メモリ素子としてのカルコゲナイド・ガラスの使用が注目されているが、本発明
者らはカルコゲナイド・ガラスの別の使用、すなわち定電流素子としての使用を見出した
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一態様では、本発明はカルコゲナイド・ガラス材料から形成される２端子の定電流素子
ならびにその形成及び操作方法を提供する。この素子は定電流状態にバイアス印加される
少なくとも１つのカルコゲナイド・ガラス層に隣接して形成された金属含有層を含む。こ
の定電流素子は、ある範囲の印加電圧にわたって定電流を維持する。
【０００６】
　別の態様では、本発明は定電流素子、ならびに第１のセレン化ゲルマニウム層と第２の
セレン化ゲルマニウム層との間に少なくとも１つのセレン化銀の層が形成されたそのよう
な素子の形成及び操作方法を提供する。これらの層は第１の電極と第２の電極との間に設
けられる。この素子を定電流状態にするのに十分なバイアス電圧がこれらの電極に印加さ
れる。この定電流素子は、ある範囲の印加電圧にわたって定電流を維持する。
【０００７】
　別の態様では、本発明は定電流素子、ならびに第１のセレン化ゲルマニウム層と銀の層
と第２のセレン化ゲルマニウム層との間に少なくとも１つのセレン化銀の層が形成された
そのような素子の形成及び操作方法を提供する。これらの層は第１の電極と第２の電極と
の間に設けられる。この素子を定電流状態にするのに十分なバイアス電圧がこれらの電極
に印加される。この定電流素子は、ある範囲の印加電圧にわたって定電流を維持する。
【０００８】
　別の態様では、本発明は定電流素子、ならびに銀などの少なくとも１つの金属含有層が
セレン化ゲルマニウム層などのカルコゲナイド・ガラス層上に形成されたそのような素子
の形成及び操作方法を提供する。この素子を定電流状態にするのに十分なバイアス電圧が
これらの層に印加される。この定電流素子は、ある範囲の印加電圧にわたって定電流を維
持する。
【０００９】
　別の態様では、本発明は定電流素子、ならびにセレン化化銀などの少なくとも１つの金
属含有層がセレン化ゲルマニウム層などのカルコゲナイド・ガラス層及び銀の層とともに
形成されたそのような素子の形成及び操作方法を提供する。この素子を定電流状態にする
のに十分なバイアス電圧がこれらの層に印加される。この定電流素子は、ある範囲の印加
電圧にわたって定電流を維持する。
【００１０】
　別の態様では、本発明は少なくとも１つのカルコゲナイド・ガラス層及び例えば銀又は
セレン化銀などの金属含有層から成る記憶挙動を示した素子を定電流素子に転換する方法
を提供する。この素子を定電流状態にするのに十分なバイアス電圧がこれらの層に印加さ
れる。この定電流素子は、ある範囲の印加電圧にわたって定電流を維持する。
【００１１】
　別の態様では、本発明は印加されるバイアス電圧の操作により、少なくとも１つのカル
コゲナイド・ガラス層を用いて形成された定電流素子の電流特性を変える方法を提供する
。
【００１２】
　別の態様では、本発明は印加されるバイアス電圧の操作により、少なくとも１つのカル
コゲナイド・ガラス層を用いて形成された定電流素子の電流特性を先の状態にリセット又
は上げる方法を提供する。
【００１３】
　本発明のこれら及び他の特徴及び利点は添付図面に関連して提供された以下の詳細な説
明からよりよく理解されよう。
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【００１４】
　以下の詳細な説明では、本発明の種々の具体的な実施形態が参照される。これらの実施
形態は当業者が本発明を実施できるように十分詳細に記載されている。他の実施形態が採
用されてよく、かつ種々の構造的、論理的、及び、電気的変更が本発明の精神及び範囲か
ら逸脱せずになされてよいことを理解されたい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下の説明で使用される「基板」という用語は、限定するものではないが、露出された
基板表面を有するガラス、プラスチック、又は半導体基板を含む任意の支持構造体を含み
得る。半導体基板はシリコン、シリコン・オン・インシュレータ（ＳＯＩ）、シリコン・
オン・サファイア（ＳＯＳ）、ドープ及び非ドープ半導体、ベース半導体基礎によって支
持されたシリコンのエピタキシャル層及びシリコンベースではないかもしれない他の半導
体構造体を含むものとして理解されるべきである。以下の説明で半導体が参照されるとき
、ベース半導体又は基礎の中及び又は上に領域又は接合部を形成するために以前の工程段
階が使用されているかもしれない。
【００１６】
　「銀」という用語は元素の銀だけでなく、他の微量金属を有する銀、又は、そのような
銀合金が導電性である限り及び銀の物理的及び電気的特性が不変である限り、半導体産業
で知られているような他の金属と種々の合金化された組み合わせの銀を含むことが意図さ
れている。
【００１７】
　「セレン化銀」という用語は、銀を僅かに多く有するか、又は、銀が僅かに少ないかも
しれないくつかの種、例えば、Ａｇ２Ｓｅ、Ａｇ２＋ｘＳｅ、及びＡｇ２－ｘＳｅを含む
セレン化銀の種々の種を含むことが意図されている。
【００１８】
　「カルコゲナイド・ガラス」という用語は、周期表のＶＩＡ族（又は１６族）からの元
素を含んだガラスを含むことが意図されている。カルコゲンとも呼ばれるＶＩＡ族元素に
は硫黄（Ｓ）、セレン（Ｓｅ）、テルリウム（Ｔｅ）、ポロニウム（Ｐｏ）、及び、酸素
（Ｏ）が挙げられる。
【００１９】
　本発明はカルコゲナイド・ガラス定電流素子、ならびにそれらの形成及び操作方法に向
けられている。本願に開示されたカルコゲナイド定電流構造体は、定電流がある範囲の印
加電圧にわたって必要とされる任意の数の用途に利用され得る。
【００２０】
　ここで、本発明によるカルコゲナイド定電流素子１００及び１０１ならびにその形成及
び操作方法の例示的実施形態を示す図１～９を参照して本発明が説明される。
【００２１】
　図１は本発明により構築されるカルコゲナイド定電流素子の第１の実施形態を示してい
る。第１の電極２が基板１の上に形成される。第１の電極２はその定電流素子の電気的特
性が変えられない限り任意の導電性材料を含んでよい。例えば、特に、タングステン、ニ
ッケル、タンタル、アルミニウム、白金、又は、窒化チタンのうちの１つ又は複数などの
種々の金属。また、第１の電極２は導電性にドープされた半導体材料を含み得る。しかし
、Ａｇ、Ａｕ、又は、Ｃｕなどのいくつかの金属は次に被着されるガラス層に移り込むか
、又は定電流素子の電気的挙動を変える恐れがあるので注意が必要である。
【００２２】
　説明を簡単にするために、第１の電極２はタングステン（Ｗ）を含んだものとして記載
される。図１は基板１上に設けられた第１の電極２を示しているが、付加的な層が電極２
と基板１との間に、電極２の下に設けられてよいことを理解されたい。例えば、必要に応
じて、絶縁層で被覆された回路層を含んだ半導体基板が第１の電極２の真下に設けられ得
る。電極２と基板１との間に付加的な下側層が存在することは本発明の有用性に影響を及
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ぼすものではない。
【００２３】
　次に、第１のカルコゲナイド・ガラス層４が第１の導電性電極２の上に形成されている
。カルコゲナイド・ガラス層４は電極２に電気的に結合されている。
【００２４】
　第１のカルコゲナイド・ガラス層４はセレン化ゲルマニウム化学量がＧｅｘＳｅ１００

－ｘのガラスであることが好ましい。この第１のカルコゲナイド・ガラス層４の化学量の
範囲は約Ｇｅ１８Ｓｅ８２～約Ｇｅ４３Ｓｅ５７であるが、約Ｇｅ２５Ｓｅ７５～約Ｇｅ

４０Ｓｅ６０であるのが好ましく、約Ｇｅ４０Ｓｅ６０であるのがさらに好ましい。
【００２５】
　第１のカルコゲナイド・ガラス層４は約１５０Å～約４００Åの範囲の厚さを有する。
第１のカルコゲナイド・ガラス層４は約２５０Å～約３００Åの厚さを有することが好ま
しい。説明を簡単にするために、さらに以下では、第１のカルコゲナイド・ガラス層４は
Ｇｅ４０Ｓｅ６０の層として記載する。第１のカルコゲナイド・ガラス層４はガラス骨格
として働き、セレン化銀又は銀（Ａｇ）層でドープされたカルコゲナイドなどの金属含有
層が該第１のカルコゲナイド・ガラス層４の上に直接形成されるようにする。
【００２６】
　本発明の一例示的実施形態のＧｅ４０Ｓｅ６０などの化学量的組成を有する第１のカル
コゲナイド・ガラス層４の形成は、任意の適した方法で達成され得る。例えば、結果的に
所望の化学量のセレン化ゲルマニウム膜が得られる、蒸着、ゲルマニウム及びセレンを適
した比で共スパッタリングすること、所望の化学量を有するセレン化ゲルマニウムのター
ゲットを用いたスパッタリング、又は化学量論量がＧｅＨ４及びＳｅＨ２のガス（又は種
々の組成のこれらのガス）を用いた化学気相蒸着は、第１のカルコゲナイド・ガラス層４
を形成するのに使用され得る方法の非限定的例である。
【００２７】
　さらに図１を参照すると、好適にはセレン化銀層である金属含有層６が第１のカルコゲ
ナイド・ガラス層４の上に形成される。しかし、素子の操作中にカルコゲナイド・ガラス
層の内外に移動することのできる適した金属イオンの源を含んでいる限り、任意の適した
金属含有層６が用いられてよい。例えば、セレン化銀以外に、金属含有層６は銀であって
よい。他の適した金属含有層６には銀でドープした、Ｏ、Ｓ，Ｓｅ、Ｔｅ、及び、Ｐｏで
あるカルコゲナイドなどのあらゆるカルコゲナイド層がある。例えば特に、硫化銀、酸化
銀、及びテルル化銀はすべて、金属含有層６として使用されてよい適した銀／カルコゲナ
イドである。
【００２８】
　金属含有層６を形成するために種々の工程が使用され得る。いくつかの比限定的例はカ
ルコゲナイド源を含んだ銀で開始される蒸着、スパッタリング、共スパッタリングなどの
物理気相蒸着技術である。化学気相蒸着、共蒸着、銀層の上にセレン層を付着させてセレ
ン化銀を形成すること、又は、セレン化銀層の化学浴析出などの他の比限定的例を用いる
こともできる。図１は金属含有層６が第１のカルコゲナイド・ガラス層４の上面層と接触
しているのを示しているが、得られる素子が定電流モードで動作できるようにする限りに
おいては、層４と６との間に介在層が設けられてもよい。
【００２９】
　金属含有層６は約２００Å～約２０００Åの範囲の厚さに形成される。金属含有層６は
約６００Åの厚さであることが好ましい。
【００３０】
　さらに図１を参照すると、第２のカルコゲナイド・ガラス層８が金属含有層６の上に形
成されている。図１は第２のカルコゲナイド・ガラス層８が金属含有層６の上面層と接触
しているのを示しているが、得られる素子が定電流モードで動作できるようにする限りに
おいては、層６と８との間に介在層が設けられてもよい。
【００３１】



(12) JP 5047612 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

　第２のカルコゲナイド・ガラス層８はＧｅｘＳｅ１００－ｘの化学量を有するセレン化
ゲルマニウム・ガラスであることが好ましい。第２のカルコゲナイド・ガラス層８の化学
量の範囲は約Ｇｅ１８Ｓｅ８２～約Ｇｅ４３Ｓｅ５７、好適には約Ｇｅ２５Ｓｅ７５～約
Ｇｅ４０Ｓｅ６０、さらに好適には約Ｇｅ４０Ｓｅ６０である。第２のカルコゲナイド・
ガラス層８は約５０Å～約５００Åの範囲の厚さを有することが好ましい。第２のカルコ
ゲナイド・ガラス層８は約１５０Åの厚さであることがさらに好ましい。
【００３２】
　第１のカルコゲナイド・ガラス層４及び第２のカルコゲナイド・ガラス層８は相互に類
似する、例えば約Ｇｅ４０Ｓｅ６０の化学量を有するものとして記載されているが、第１
のカルコゲナイド・ガラス層４及び第２のカルコゲナイド・ガラス層８は相互に異なる化
学量を有することができ、それらはさらに異なったガラスであることもできる。例えば、
第１のカルコゲナイド・ガラス層４はＧｅ４０Ｓｅ６０の化学量を有することができ、他
方では第２のカルコゲナイド・ガラス層８はＧｅ２５Ｓｅ７５の化学量を有することがで
きる。説明を簡単にするために、第２のカルコゲナイド・ガラス層８はＧｅ４０Ｓｅ６０

の化学量を有するものとして以下でさらに記載される。
【００３３】
　第２のカルコゲナイド・ガラス層８の形成は、第１のカルコゲナイド・ガラス層４の形
成を参照して上に記載した任意の適した方法によって達成され得る。
【００３４】
　図１ａに示した別の実施形態として、Ａｇなどの付加的な層９が第２のカルコゲナイド
・ガラス層８の上に設けられ得る。別の場合には、層９は第２のカルコゲナイド・ガラス
層８の上（図１ａ）よりはむしろ、金属含有層６、例えばＡｇ２Ｓｅの上（図１ｂ）又は
下（図１ｃ）に設けられ得る。図１ａ～１ｃでは、層９は厚さが約５００Å以下であるＡ
ｇ層であることが好ましく、厚さが約２００ÅであるＡｇ層であることがより好ましい。
層９は当該技術で周知である任意の技術を用いて堆積され得る。電極１０によって厳密に
提供されたＡｇ源を有することは理想的ではない。したがって、長期の温度安定性及び耐
久性のためにＡｇ源を限定することに注意が必要である。層９の存在はこの懸念に対処す
る。しかし、層９の存在は必要ではない。
【００３５】
　また、図１ｄに示した図１のさらに別の代替的実施形態では、ガラス層８に類似する第
３のガラス層７が層９と上部電極１０との間に設けられ得る定電流素子が製造され得る。
図１ａ～１ｃに示した実施形態と同様、層９は約５００Å以下の厚さであるＡｇ層である
ことが好ましく、約２００Åの厚さであるＡｇ層であることが好ましい。
【００３６】
　図１を参照すると、第２の電極１０が第２のカルコゲナイド・ガラス層８の上に形成さ
れてカルコゲナイド定電流素子１００の形成を完成している。第２の電極１０はカルコゲ
ナイド定電流素子の電気的特性が変えられない限り任意の導電性材料を含み得る。例えば
、特に、タングステン、ニッケル、タンタル、アルミニウム、白金、銀、又は、窒化チタ
ンのうちの１つ又は複数などの種々の金属である。しかし、Ａｇ、Ａｕ、又は、Ｃｕなど
のいくつかの金属は次に被着されるガラス層に移り込み、定電流素子の電気的挙動を変え
る恐れがあるので注意が必要である。
【００３７】
　また、第２の電極１０は導電性にドープされた半導体材料を含むことができる。図１は
第２の電極１０が第２のカルコゲナイド・ガラス層８の上面に接しているのを示している
が、得られる素子が定電流モードで動作できるようにする限り介在層が層８と１０との間
に設けられてもよい。
【００３８】
　第１の電極２及び第２の電極１０は同じ材料又は異なる材料を含むことができることを
理解すべきである。例として、第１の電極２及び第２の電極１０は各々タングステンで作
製され得るか、好適には、第１の電極２はタングステンを含むことができ、第２の電極１
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０は銀を含むことができる。先に記載したように、電極１０によって厳密に提供されたＡ
ｇ源を有することは理想的ではない。したがって、長期の温度安定性及び耐久性のために
Ａｇ源を限定することに注意が必要である。
【００３９】
　第２の電極１０を形成後、素子に定電流挙動を示させるために素子の消去電位を超える
絶対振幅の負の電気パルスが構造体１００に印加される。従来、図１に示したように製造
された構造体１００は一般的なＰＣＲＡＭ記憶素子として操作され得る。例えば、ＤＣ操
作では、約１００ｍＶの電位が導電体１０及び２にわたって印加されるときに素子１００
は読まれ得、約２５０ｍＶ以上の電圧が導電体１０及び２にわたって印加されると素子１
００を書き込み、約－８０ｍＶを超える絶対振幅の負電位が導電体１０及び２に印加され
て素子１００を消去する。
【００４０】
　しかし、出願人らはその消去電位よりも著しくより負である負の電気パルスが導電体１
０及び２にわたって印加されると、この構造体の電気的挙動は変えられて、記憶挙動より
はむしろ定電流源挙動を示すことを見出した。定電流モードの場合、幅広い範囲の負電圧
は素子の電流を変化させることなくそのような素子にわたって印加され得る。素子を定電
流モードに、例えばＰＣＲＡＭ素子の消去電位よりも著しくより負にスイッチングする負
のパルス信号の振幅は、個々のカルコゲナイド・ガラス層の厚さ及び金属、例えばカルコ
ゲナイド層４中に存在する銀（Ａｇ）の量に応じて変動するであろう。
【００４１】
　第１の電極２はタングステンを含み、第１のカルコゲナイド・ガラス層４は約３００Å
の厚さのＧｅ４０Ｓｅ６０層を含み、金属含有層６は約６００Åの厚さのＡｇ２Ｓｅ層を
含み、第２のカルコゲナイド・ガラス層８は約１５０Åの厚さのＧｅ４０Ｓｅ６０層を含
み、かつ第２の電極１０はセレン化銀電極を含んだ第１の例示的構造体１００は、本発明
の図１の実施形態に従って形成された。
【００４２】
　典型的には、約８ｎｓ～少なくとも約３０ｎｓのパルスで、約マイナス１．０Ｖ（－１
．０Ｖ）～約マイナス２．０Ｖ（－２．０Ｖ）の範囲内の負電圧が電極１０及び２にわた
って印加されたとき、例示的な構造体１００は定電流素子として動作した。図３にグラフ
で示すように、このようにして製造された素子は約マイナス１００ｍＶ（－１００ｍＶ）
～少なくとも約マイナス８００ｍＶ（－８００ｍＶ）の印加された電圧の範囲にわたって
、約－８μＡの定電流を与えた。この電圧が約－８００ｍＶよりも負になると、例示的構
造体１００の定電流挙動は低下し始める。このようにして製造された素子は記憶素子から
定電流動作素子に永久的に変換したことも見出された。
【００４３】
　図３は約－１００ｍＶ～約－８００ｍＶの電圧範囲にわたる約－８μＡの定電流を示し
ているが、正確な定電流値及び電圧範囲は層４、６、及び、８の正確な組成及び厚さ及び
例えばカルコゲナイド層４中に存在する銀などの金属の総量などの素子の構造的特性に左
右されるであろうことが理解されるべきである。
【００４４】
　さらに、図１の実施形態に関して上に記載したように、第１のカルコゲナイド層４及び
第２のカルコゲナイド層８は同じ化学量を有する必要はないし、第１のカルコゲナイド層
４及び第２のカルコゲナイド層８は同じ厚さを有する必要もない。図１を参照して記載し
たように製造された定電流素子１００は特定の用途に所望の又は必要な任意の幾何学形状
であり得る。
【００４５】
　第２の及びさらに具体的な例示的な例として、第１の電極２はタングステンを含み、第
１のカルコゲナイド層４は約３００Åの厚さのＧｅ４０Ｓｅ６０ガラスを含み、金属含有
層６は約６００Åの厚さのＡｇ２Ｓｅを含み、第２のガラス層８は約１５０Åの厚さのＧ
ｅ２５Ｓｅ７５ガラスを含み、かつ第２の電極１０はタングステンを含んだ定電流素子が
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、本発明の図１の実施形態に従って製造された。
【００４６】
　３０ｎｓのパルスの１．５Ｖの負電位（－１．５Ｖ）が製造された素子に印加されたと
き、この素子は記憶挙動よりはむしろ定電流挙動を示した。出願者らは３０ｎｓのパルス
の約－１．０Ｖ～約－２．０Ｖの電圧範囲のどこかにある負電位を製造された素子に印加
すると、定電流挙動も発生したことをさらに学んだ。しかし、３０ｎｓのパルスの－９０
０ｍＶを印加した場合、製造した素子は定電流挙動を示さなかったことが見出された。
【００４７】
　第１の例示的素子と同様、第２の例示的構造体１００は約－１００ｍＶ～約－８００ｍ
Ｖの印加された負の電圧範囲にわたって定電流を維持した。したがって、一旦約－１．０
Ｖ～約－２．０Ｖの範囲の３０ｎｓの負の電気パルスが導電体１０及び２にわたって印加
されると、観察可能な定電流の電圧範囲は少なくとも約７００ｍＶになった。
【００４８】
　図１の実施形態の第３の例示的な例では、タングステンを含んだ第１の電極２、約１５
０Åの厚さのＧｅ４０Ｓｅ６０ガラスを含んだ層４、約６００Åの厚さのＡｇ２Ｓｅを含
んだ金属含有層６、約１５０Åの厚さのＧｅ４０Ｓｅ６０を含んだガラス層８、及び銀を
含んだ第２の電極１０を備えた構造体１００が製造された。約－８００ｍＶ（－８００ｍ
Ｖ）の８ｎｓの負の電気パルスが次に製造された素子に印加された。
【００４９】
　その結果、この素子も記憶挙動よりもむしろ定電流挙動を示した。製造された素子は、
－８００ｍＶの８ｎｓの負の電気パルスが電極１０及び２にわたって印加されて構造体を
定電流モードに変換した後、少なくとも約７００ｍＶの印加された負電圧の範囲にわたっ
て、具体的には約－１００ｍＶ～約－８００ｍＶにわたって定電流を維持した。第３の例
示的な例から明らかなように、素子中に存在する銀の総量は、素子１００を定電流モード
にスイッチングするのに印加されることを必要とする負電位の大きさに影響を及ぼすよう
に思われる。
【００５０】
　ここで、本発明の別の例示的実施形態及びその形成方法を示す図２を参照する。
【００５１】
　図２の実施形態は基板１の上に設けられた第１の電極２を示している。第１の電極２は
図１の実施形態の同じ電極について上に列挙した導電性材料の任意のものを含み得る。説
明を簡単にするために、第１の電極２はタングステン（Ｗ）として記載されている。図１
の実施形態と同様、付加的な層が電極２と基板１との間に設けられてよい。
【００５２】
　次に、カルコゲナイド・ガラス層４が第１の電極２の上に形成されている。図２は第１
の電極２とカルコゲナイド・ガラス層４との間に介在層がない態で記載されているが、定
電流モードの図２の構造体の動作を妨げない限り、介在層が存在してよい。カルコゲナイ
ド・ガラス層４はＧｅｘＳｅ１００－ｘの化学量を有するセレン化ゲルマニウム・ガラス
であることが好ましい。カルコゲナイド・ガラス層４の化学量の範囲は約Ｇｅ１８Ｓｅ８

２～約Ｇｅ４３Ｓｅ５７であり、約Ｇｅ２５Ｓｅ７５～約Ｇｅ４０Ｓｅ６０であるのが好
ましく、約Ｇｅ４０Ｓｅ６０であることがさらに好ましい。カルコゲナイド・ガラス層４
は約１５０Å～約４００Åの範囲にある厚さを有する。図２の実施形態のカルコゲナイド
・ガラス層４は約２５０Å～約３００Åの厚さを有することが好ましい。
【００５３】
　本発明の一例示的実施形態のＧｅ４０Ｓｅ６０などの定電流組成を有するカルコゲナイ
ド・ガラス層４の形成は、図１のガラス層４又は８を形成する上記の方法の任意のものに
よって達成され得る。
【００５４】
　さらに図２を参照すると、好適にはセレン化銀層である金属含有層６がカルコゲナイド
・ガラス層４の上に堆積されている。しかし、素子の操作中にカルコゲナイド・ガラス層
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４の内外に移動することのできる適した金属イオンの源、例えば銀を含んでいる限り、任
意の適した金属含有層６が用いられてよい。例えば、セレン化銀以外に、金属含有層６は
銀であってよい。他の適した金属含有層には銀を含んだあらゆるカルコゲナイド層、例え
ばＯ、Ｓ，Ｓｅ、Ｔｅ、及びＰｏであるカルコゲナイドがある。例えば特に、硫化銀、酸
化銀及びテルル化銀はすべて、金属含有層６、例えばＡｇを含むカルコゲナイド層として
使用されてよい適した銀／カルコゲナイドである。
【００５５】
　金属含有層６は図１の実施形態の金属含有層６の形成に関連して上に記載した方法の任
意のものによって形成され得る。図２は金属含有層６がカルコゲナイド・ガラス層４の上
面と接しているのを示しているが、定電流モードの図２の構造の動作を妨げない限り介在
層が金属含有層６の下に存在してよい。金属含有層６は約２００Å～約２０００Åの厚さ
に形成される。金属含有層６は約６００Åの厚さであることが好ましい。
【００５６】
　図２ａに示した代替的実施形態として、銀などの付加的な層９が、第２の電極１０と金
属含有層６との間で金属含有層６、例えばＡｇ２Ｓｅの上に設けられ得る。別の場合には
、図２ａの実施形態に類似する付加的な層９が第１のカルコゲナイド層４及び金属含有層
６との間で金属含有層６の下に設けられ得る。図２ａでは、層９は５００Å以下の厚さの
銀層であることが好ましく、約２００Åの厚さの銀層であることがさらに好ましい。図１
ａ～１ｄの実施形態の懸念と同様、長期の温度安定性及び耐久性のためにＡｇ源を限定す
ることに注意が必要である。層９の存在はこの問題に対処する。また、層９の存在は必要
ではない。
【００５７】
　図２に戻ると、第２の電極１０は金属含有層６の上に形成されて、第２の実施形態によ
るカルコゲナイド定電流素子１０１の形成を完成している。さらに、図２は金属含有層６
と第２の電極１０との間に介在層がない状態で記載されているが、定電流モードの図２の
構造体の動作を妨げない限り介在層が存在してよい。第２の電極１０は図１の実施形態の
電極１０について上で記載した材料のうちの任意のものを含んでよい。しかし、図２の第
２の電極１０が金属含有層６と直接接している場合、第２の電極１０は好適には銀を含む
べきではないが、銀が金属含有層６として働くＡｇ２Ｓｅ層上にスパッタリングされる場
合はこの限りではない。
【００５８】
　図２の第１の電極２及び第２の電極１０は同じ材料又は異なる材料を含むことができる
ことを理解すべきである。例として、第１の電極２及び第２の電極１０は各々タングステ
ンで作製され得るか、別の場合には、第１の電極２はタングステンを含むことができ、第
２の電極１０は銀を含むことができる。
【００５９】
　図２の構造体１０１が形成された後、十分な大きさの負電位が電極１０及び２にわたっ
て印加されて素子に定電流挙動を示させることができる。従来、図２に示したように製造
された素子は一般のＰＣＲＡＭ記憶素子として動作され得る。例えば、ＤＣ動作では、約
１００ｍＶの電位が導電体１０及び２にわたって印加されるときに素子は読まれ得、約２
５０ｍＶ以上の電圧が導電体１０及び２にわたって印加されると素子を書き込み、約－８
０ｍＶを超える絶対振幅の負電位が導電体１０及び２に印加されて素子を消去する。
【００６０】
　しかし、構造体１０１の消去電位よりも著しくより負である負の電気パルスが導電体１
０及び２にわたって印加されると、この構造体の電気的挙動は変えられて、記憶挙動より
はむしろ定電流源挙動を示すことを見出した。定電流モードの場合、幅広い範囲の負電圧
は素子の電流を変化させることなくそのような素子にわたって印加され得る。素子を定電
流モードに、例えばＰＣＲＡＭ素子の消去電位よりも著しくより負にスイッチングする負
のパルス信号の振幅は、個々のカルコゲナイド・ガラス層の厚さ及び金属、例えばカルコ
ゲナイド層４中に存在する銀（Ａｇ）の量に応じて変動するであろう。
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【００６１】
　図２の実施形態の第１の例示的実施形態では、第１の電極２がタングステンを含み、第
１の層４が約３００Åの厚さのＧｅ４０Ｓｅ６０のガラスを含み、金属含有層６が約６０
０Åの厚さのＡｇ２Ｓｅ層を含み、かつ第２の電極１０がタングステンを含んだ定電流素
子が製造された。
【００６２】
　３０ｎｓの負電位１．５Ｖ（－１．５Ｖ）が製造された例示的素子に印加された。その
結果、この素子は記憶挙動よりもむしろ定電流挙動を示した。約－１．０Ｖ～約－２．０
Ｖの３０ｎｓの負の電位を製造された素子に印加すると定電流挙動も生じることもさらに
見出された。しかし、－１．０Ｖ以上のより正の電気パルス、例えば３０ｎｓのパルスで
－９００ｍＶが印加されると、これは例示的素子１０１を定電流モードに変換しなかった
ことが観察された。
【００６３】
　例示的な素子１０１は約－１００ｍＶ～約－８００ｍＶの印加される負電圧の範囲にわ
たって定電流を維持した。したがって、一旦約－１．０Ｖ～約－２．０Ｖの範囲の負電圧
が導電体１０及び２にわたって印加されると、定電流の観察可能な電圧範囲は少なくとも
７００ｍＶとなる。
【００６４】
　図２の実施形態の第２の例示的な例では、タングステンを含む第１の電極２、約１５０
Åの厚さのＧｅ４０Ｓｅ６０ガラスを含む層４、約６００Åの厚さのＡｇ２Ｓｅを含む金
属含有層６及び銀を含む第２の電極１０を備えた構造体１０１が製造された。８ｎｓのパ
ルスの８００ｍＶの負電位（－８００ｍＶ）が製造された素子に印加された。その結果、
この素子も記憶挙動よりはむしろ定電流挙動を示した。第２の例示的な例から明らかなよ
うに、素子１０１中に存在する銀の総量は、素子を定電流モードにスイッチングするのに
印加されるのに必要とする負電位の大きさに影響を及ぼすように思われる。
【００６５】
　約－８００ｍＶの負の電位が電極１０及び２にわたって印加されたときに、製造された
素子は少なくとも約７００ｍＶ印加された負の電圧範囲、具体的には約－１００ｍＶ～約
－８００ｍＶにわたって定電流を維持した。図１の実施形態の場合と同様、図２の実施形
態は所望の又は必要な用途に応じて任意の幾何学形状であり得る。
【００６６】
　出願人らは一般にＰＣＲＡＭ挙動を示し得る本発明の実施形態に従って製造された素子
１００及び１０１が、素子を記憶素子から定電流素子にスイッチングするのに必要な負電
圧を超えて素子に負電圧を印加することによって永久的に定電流素子に変換され得ること
を見出した。換言すれば、素子の消去電位よりもより著しく負の電気パルスを印加すれば
、記憶素子は定電流素子に変換される。定電流素子１００及び１０１中に存在するＡｇの
量が大きくなるほど、絶対振幅は大きくなり、負電位の８ｎｓのパルス又は種々の幅のよ
り大きな絶対振幅のパルスも素子１００及び１０１に印加されて定電流挙動を誘起し得る
ことも観察された。
【００６７】
　出願人らは本発明に従って製造された素子１００及び１０１は、素子を定電流モードの
動作にするのに十分な負の電気パルスが印加されたときに、最初に記憶素子として動作す
ることなく定電流素子として動作され得ることも見出した。逆に、本発明に従って製造さ
れた素子１００及び１０１は、素子を定電流モードにするのに必要な閾値電圧より下の電
圧が印加されたときに最初に次に定電流素子として動作することなく記憶素子として動作
されてよい。その結果、記憶素子を定電流モードの動作にするのに十分な負のパルスが印
加されると、素子は定電流モードに変わって、電圧が除去された場合であってもその状態
のままである。
【００６８】
　別の態様では、本発明は定電流動作モードの場合に、図１及び２に示したような定電流
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素子１００及び１０１を通る電流レベルを変化させかつリセットする方法を提供する。
【００６９】
　説明を簡単にするために、変化させかつリセットする方法を図１の製造された構造体１
００に関して記載する。しかし、これらの方法は図２の構造体１０１に適用される場合も
等しく有効である。
【００７０】
　特に、図１に従って形成された例示的構造体１００は図３を参照して以下に記載され、
底部タングステン電極２、約３００Åの厚さのＧｅ４０Ｓｅ６０の第１のガラス層４、約
６００Åの厚さのＡｇ２Ｓｅの層６、約１５０Åの厚さのＧｅ４０Ｓｅ６０の第２のガラ
ス層８及び上部銀電極１０を含む。このため、図１の構造体１００が定電流モードにあり
、かつ約０～約－１．０Ｖの範囲のＤＣ電圧が電極１０及び２にわたって印加されると、
この素子は図３に示したような電流／電圧曲線（Ｉ／Ｖ曲線）を有する。
【００７１】
　図３は本発明の定電流素子について－８μＡの定電流値が減少し始める約－８００ｍＶ
を超えて観察された領域Ａを示している。換言すれば、領域Ａは定電流値は－８μＡにお
いて最早維持されていない。領域Ａはカルコゲナイド定電流素子１００のリセットされた
領域又は破壊領域に相当することが観察された。具体的には、構造体１００は定電流動作
モードの場合、図３に示したように、この素子の負電圧閾値よりも大きな負電圧を印加す
ることによって、この素子の定電流値はその最初の定電流値、例えば－８μＡにリセット
され得る。この最初の定流値は、最初にスイッチングされて定電流挙動を示すカルコゲナ
イド構造体の最初の電流値である。
【００７２】
　印加される電位が定電流素子が図３に示したような定電流値を低減させ始める地点をか
なり超えて増大される場合、定電流素子は永久的に低下し得る。定電流素子のこの低下は
最終的にＤＮＲ挙動に至り得る。しかし、この定電流値の増大は、素子に定電流挙動を示
させるのに用いられるのと同様又はより弱い振幅のパルスの反復とともに生じ得る。さら
に、領域Ａに相当するある負電位の後には、定電流素子はその最初の定電流値にはリセッ
トされないであろう。この定電流素子の機能は消されている。定電流素子の定電流値をリ
セットするより好適な方法は、より大きな正の電位を印加することである。
【００７３】
　さらに図３を参照すると、定電流レベルを－８μＡとして示しているが、定電流の値は
図１及び２の実施形態に従って製造されたガラス積層体の厚さに応じて、かつ素子１００
及び１０１中のＡｇの総量にも応じて変動することが理解されるべきである。さらに、領
域Ａは図３において約－８００ｍＶを超えているのが観察されるが、領域Ａの場所はガラ
ス積層体の厚さ、銀の総量、及び、印加される負電圧に応じても例えば図３に示した値よ
り大きく又は小さく変動し得る。さらに、図３は素子が少なくとも７００ｍＶの定電流を
維持していることを示しているが、ガラス積層体の厚さ、銀の総量、及び、印加される負
電圧の振幅も、定電流値を維持する素子の範囲に影響を及ぼすであろう。例えば、定電流
素子は図示のものよりも大きな定電流範囲を有することができる。
【００７４】
　このため、本発明によって提供される方法の一態様では、図３の領域Ａは、定電流構造
体１００及び１０１に印加されて構造体１００又は１０１が定電流モードに最初にスイッ
チングされたときに観察された元の値に構造体の定電流値をリセットし得る負の破壊電圧
に相当する。本発明によって提供される別の態様では、図３は素子１００の定電流値を変
える方法も示している。
【００７５】
　出願人らはある値までの負電位を印加すれば、定電流の振幅が増大されることを見出し
た。類似するか又は弱い電流パルスを反復させると、定電流の振幅はさらに増大され得る
。定電流の振幅を増大させるのに必要な負電位は、定電流素子の構造的特性に応じて変動
するであろう。逆に、正電位を印加すれば、定電流の振幅は増大される。同じく、類似す
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るか弱い振幅の電流パルスを反復させると、定電流の振幅は低減される。また、定電流の
振幅を低減させるのに必要な正電位は、定電流素子の構造的特性に応じて変動するであろ
う。さらなる詳細を以下に示す。
【００７６】
　典型的には、定電流モードで動作中の構造体１００を図４に示した電圧閾値（Ｖｔ）よ
りもほぼ大きな絶対振幅である正電圧６０とともに記載する。図５に示したように、この
信号は定電流限界を低減させる。例えば、この信号は大きさが小さくなる。説明を簡単に
するために、この電圧はＶ１として記載されている。図５は正電圧６０後の、例えば、図
４に示したＶｔよりも大きなＶ１が構造体１００に印加された後の定電流限界６１を示し
ている。
【００７７】
　図４に示すように、定電流構造体１００に印加され得るＶ１の電圧の大きさは正のＶｔ
電圧６０よりも大きな絶対振幅になり得ることが理解されるべきである。ここで種々のＶ

１の電圧を示す図５を参照すると、グラフ６１は図４の印加された正のＶｔ電圧６０に相
当し、グラフ７１は図４の印加された正電圧７０に相当し、グラフ８１は図４の印加され
た正電圧８０に相当する。図４はより大きな定電流値を誘起するのに印加され得るほんの
少数のＶ１電圧を示しており、例えば定電流の振幅は低減する。その結果、図５は定電流
モードで動作中の構造体１００に印加された正電圧から得ることのできるほんの少数の定
電流値を示している。さらに、グラフ６１、７１、及び、８１が示すように、図５は類似
するか又は弱い振幅を反復させれば定電流の振幅はさらに低減され得ることを示している
。
【００７８】
　したがって、定電流モードで動作中にＶｔよりも大きい正電圧、例えばＶ１を構造体１
００に印加すれば、構造体１００が定電流モードで動作するように最初にスイッチングさ
れたときに最初に観察されたよりも定電流の振幅は低減される。例えば、定電流素子が図
３に示したように－８μＡの最初の定電流値を有している場合、正電圧７０が印加されて
図５のグラフ７１に示した新たな定電流値を達成し得る。換言すれば、Ｖ１が構造体に印
加されて定電流の強度を低減させる。この定電流値は必要に応じて連続的に低減され得る
。したがって、正電圧、例えばＶ１を定電流素子１００及び１０１に印加すれば、素子が
最初に示した値よりもより低い定電流値に定電流値を変えることができる。
【００７９】
　別の方法の態様では、本発明は図４及び５に関連して先に記した方法を用いて達成され
た高い定電流値を増大させるか又はリセットする方法を提供する。図５に示した高い定電
流値をグラフ６１、７１、及び８１から増大させるには、負の閾値電圧（Ｖｔ）よりさら
に大きい負電圧を構造体１００に印加する必要がある。この電圧は素子の破壊電圧として
も知られている。説明を簡単にするために、この電圧はＶ２として示している。
【００８０】
　図６は（図３の領域Ａに類似する）領域Ａにおいて、図５の定電流限界のグラフ６０を
利用した定電流素子１００の破壊電圧を示している。負の閾値電圧（Ｖ２）が、素子の破
壊電圧として定められた既存の定電流レベルの電圧上限範囲よりも僅かに負の電圧で印加
される。
【００８１】
　例えば、図６はマイナス８００ｍＶ（－８００ｍＶ）はほぼ、構造体１００の既存の定
電流値の電圧上限範囲であることを示している。したがって、図６に示したように－８０
０ｍＶよりも僅かに負であるＶ２が印加されなければならない。具体的には、定電流素子
１００の破壊電圧は領域Ａによって提供され、この値は－８００ｍＶよりも僅かに負であ
る。
【００８２】
　したがって、図６は約－８００ｍＶよりも負であるＶ２が定電流構造体１００に印加さ
れているのを示している。構造体１００の定電流値をリセットするには－１．０Ｖ以上の
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負のＶ２が印加されることが好ましい。しかし、構造１００の定電流値の電圧上限範囲を
超える限り、他の負のＶ２値、例えば少なくとも－８００ｍＶを超えるＶ２を使用するこ
とができる。例えば、図３に戻ると、図３は定電流の電圧上限範囲は定電流構造体１００
については約－８００ｍＶであることを示している。したがって、僅かに負であるＶ２が
印加される。このＶ２を領域Ａで示している。先に記載したように、正確な破壊電圧及び
この負の信号の振幅、例えばＶ２はガラス層の厚さ及び定電流素子中のＡｇの量に応じて
変動する。さらに、－８００ｍＶよりも負の電気信号を印加すれば、定電流の負の値を増
大させるように働く。
【００８３】
　したがって、定電流素子の破壊電圧に相当するＶ２を印加すれば、既存の定電流値値は
上昇する。例えば既存の定電流値はより負になるか、又は、定電流の振幅を増大させる。
換言すれば、図３及び６の領域Ａに対応するより負の電圧を印加すれば、図７に示すよう
に、構造体１００の定電流限界を元の定電流限界にリセットすることができるか、又は、
定電流素子の定電流値を少なくとも上昇させる、例えばより負にすることができる。さら
に、類似するかまた弱い振幅の電流パルスを反復させれば、必要に応じて定電流の振幅を
さらに増大させることができる。
【００８４】
　具体的には、図７は構造体１００の定電流値が、例えば図６に示したような約－８μＡ
～約マイナス８００ｎＡ（－８００ｎＡ）まで増大されることを示している。その結果、
新たなより高い定電流値、例えばより負の定電流値が達成される。特に、達成されたより
高い定電流値は定電流素子の元の負の定電流値に相当する。図７に示すように、定電流値
は著しく高く、例えばより負になる。
【００８５】
　典型的には、約－８００ｍＶ～約－２．０Ｖまでのより負である負のＶ２を印加すれば
、定電流素子において定電流限界をリセット又は上昇させることのできる破壊電圧が得ら
れる。しかし、一般に、－２．０Ｖよりも負であるＶ２を印加すれば、定電流素子は破壊
される。したがって、約－８００ｍＶ～約－２．０Ｖの範囲の（各定電流素子について上
記のように変動するであろう）領域Ａ内の破壊電圧が素子１００及び１０１などの定電流
素子に印加してそれらの定電流値をリセットするか又は上昇させる、例えばより負にする
ことが好ましい。
【００８６】
　－２．０Ｖを超えてより負であるＶ２を印加すれば一般に定電流素子が破壊されるが、
必ずしもこの値であるとは限らない。この値、例えば－２．０Ｖは定電流素子中の層の厚
さに応じて変動するかもしれない。例えば、素子が厚くなるほど、より負の、例えば－２
．０Ｖよりも負のＶ２が素子を破壊することなく印加されてよい。さらに、－２．０Ｖを
超えてより負であるＶ２を印加すれば、素子を破壊することなく、素子にパルスを送りか
つ再び定電流源として書き込むことのできる地点である非常に低い定電流値に素子はリセ
ットされ得る。また、これは定電流素子中に存在する層の厚さに左右される。したがって
、一態様では、－２．０Ｖを超えてより負のＶ２を印加すれば、素子は低い定電流値にリ
セットされ得る。
【００８７】
　実質的には、上に開示した方法によって、定電流素子の定電流レベルを変化させかつリ
セットすることが可能となる。定電流値を変化させかつリセットすることはカルコゲナイ
ド定電流素子１００及び１０１にとって非破壊的である。したがって、Ｖ１を印加するこ
とによって、定電流限界の値は低減され得る、例えば、定電流素子の元の定電流レベルよ
りも正になり得るが、逆に、定電流レベルはリセット又は上昇され得る、例えば、元の定
電流値よりも負になり得る。本発明の方法は任意の定電流素子に適用可能であり、かつ図
１及び２に従って構成された素子１００及び１０１に限定されるものではないことを理解
すべきである。
【００８８】
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　別の態様では、本発明は定電流素子がアナログ記憶素子として機能するように定電流素
子を利用する方法も提供する。この具体的な態様は定電流素子に印加された定電流値を検
討する方法を提供する。一旦これらの定電流値が決定されると、定電流値を達成するのに
印加された正電圧、例えばＶ１も決定され得る。次に、これらの値は記憶状態が各定電流
値に相当するように読まれ得る。このため、素子１００が種々の定電流値を用いて動作す
るとき、この定電流素子は複数の記憶状態が格納されるように読まれ得る。各記憶状態は
特定の定電流値に相当する。例えば、類似するか又は弱い振幅の電流パルスを反復させれ
ば、定電流の振幅はさらに増大又は低減され得る。変動する状態をアナログで分類するた
めに、これらの値の各々は読まれかつ格納され得る。
【００８９】
　図８は定電流素子がアナログ記憶素子として機能するように定電流素子の定電流値を読
み取る方法を示している。例えば、０．１μＡ、０．５μＡ、及び、１μＡなどの３つの
使用可能な定電流値が存在する場合、異なる３つの信号レベルの１つが電流値を測定する
ことによって格納かつ読み取られ得る。図４及び５に記載したように、同じ定電流素子は
種々の定電流値を有することができる。図４に示したように、正電圧（Ｖ１）を定電流素
子に印加すれば、図５に示したように、定電流限界の値は低減、例えば、定電流振幅は減
少する。図４の線６０、７０、及び、８０などの正電圧を印加すれば、図５の線６１、７
１、及び、８１を得ることができる。これらの定電流値の少なくとも１つは個々に格納か
つ読み取られ得る。先に記載したように、複数の定電流値が単一の定電流素子において得
られ得る。
【００９０】
　図８はＶａ、Ｖｂ、及び、Ｖｃをグラフで示している。Ｖａ、Ｖｂ、及び、Ｖｃの値に
応じて、Ｖａ、Ｖｂ、及び、Ｖｃを達成するのに印加された正電圧が決定され得る。例え
ば、定電流値ＶａはＶａを生じさせるのに印加された正のＶ１を算出できるようにする。
同じく、Ｖｂ及びＶｃの定電流値値を利用すれば、Ｖｂ及びＶｃを生じさせるのに印加さ
れた正のＶ１を算出できるようになる。例えば、Ｖａ、Ｖｂ、及び、Ｖｃに相当する各々
は次に素子のために別個の記憶状態として格納され得る。
【００９１】
　上記の本発明の方法はカルコゲナイド定電流構造体１００を意味するが、本発明の方法
は定電流構造体１０１などの任意の定電流構造体に等しく適用可能であり、かつ本願に開
示された定電流構造体に単に限定されるものではないことが理解されるべきである。
【００９２】
　さらに、上記実施形態は１つのみのカルコゲナイド定電流構造体１００又は１０１の形
成を意味するが、本発明は任意の数のそのようなカルコゲナイド定電流構造体の形成を意
図していることが理解されなければならない。複数のカルコゲナイド定電流構造体が非限
定的例として、複数の要素とともに製造、提供、かつ動作され得る。したがって、カルコ
ゲナイド・ガラス定電流構造体１００又は１０１は多数の電子デバイスにおいて利用され
得る。具体的には、幅広い印加電圧にわたって定電流を維持する定電流維持素子を有する
ことが望ましい場合はいつでも、上記に開示した構造体の方法及び動作は任意のデバイス
において使用され得る。
【００９３】
　本発明の定電流素子を含んだ典型的なプロセッサ・ベースのシステムは、図９において
５００で全体的に示されている。プロセッサ・ベースのシステムは定電流素子を含み得る
デジタル回路を有するシステムの例示的なものである。限定するものではないが、そのよ
うなシステムはコンピュータ・システム、カメラ・システム、スキャナ、マシン・ビジョ
ン、車輌ナビゲーション、テレビ電話、監視システム、自動焦点システム、スター・トラ
ッカー・システム、動作検出システム、画像安定化システム、及び、高精度テレビ用のデ
ータ圧縮システムを含み得る。これらすべては本発明を利用することができる。
【００９４】
　例えば、コンピュータ・システムなどのプロセッサ・ベースのシステムは一般に、バス
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ッサである中央処理ユニット（ＣＰＵ）５４４を備える。定電流素子５４２もバス５５２
を介してこのシステムと通信を行う。コンピュータ・システム５００はランダム・アクセ
ス・メモリ（ＲＡＭ）５４８も含み、あるコンピュータ・システムの場合には、バス５５
２を介してＣＰＵ５４４とも通信を行うフッロピー・ディスク・ドライブ５５４及びコン
パクト・ディスク（ＣＤ）ＲＯＭドライブ５５６などの周辺機器を含んでよい。図１～８
に関して上に記載したように、定電流素子５４２は少なくとも１つのカルコゲナイド・ガ
ラス層及び金属含有層を含んだ集積回路として構成されることが好ましい。プロセッサ５
５４、定電流素子５４２、及び、メモリ５４８を単一のＩＣチップ上に集積化することも
望ましいかもしれない。
【００９５】
　本発明は図示の実施形態に詳細に限定されるものではない。したがって、上記の記載及
び図面は本発明の特徴及び利点を達成する例示的実施形態を単に説明するものであるとみ
なされるべきである。特定の方法、加工条件、及び、構造体の変形及び置換は、本発明の
精神及び範囲から逸脱することなくなされ得る。したがって、本発明は上記の記載及び図
面によって限定されるものとみなされるべきではないが、添付の特許請求の範囲によって
のみ限定される。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明の第１の実施形態に従って製造されたカルコゲナイド・ガラス定電流素子
を示す断面図である。
【図１ａ】本発明の第１の実施形態の第１の例示的実施形態に従って製造されたカルコゲ
ナイド・ガラス定電流素子を示す断面図である。
【図１ｂ】本発明の第１の実施形態の第２の例示的実施形態に従って製造されたカルコゲ
ナイド・ガラス定電流素子を示す断面図である。
【図１ｃ】本発明の第１の実施形態の第３の例示的実施形態に従って製造されたカルコゲ
ナイド・ガラス定電流素子を示す断面図である。
【図１ｄ】本発明の第１の実施形態のさらに別の例示的実施形態に従って製造されたカル
コゲナイド・ガラス定電流素子を示す断面図である。
【図２】本発明の第２の実施形態に従って製造されたカルコゲナイド・ガラス定電流素子
を示す断面図である。
【図２ａ】本発明の第２の実施形態の第１の例示的実施形態に従って製造されたカルコゲ
ナイド・ガラス定電流素子を示す断面図である。
【図２ｂ】本発明の第２の実施形態の第２の例示的実施形態に従って製造されたカルコゲ
ナイド・ガラス定電流素子を示す断面図である。
【図３】本発明に従って構成されたカルコゲナイド定電流素子の電流－電圧（Ｉ－Ｖ）曲
線を示すグラフである。
【図４】定電流素子の定電流振幅を低減させる種々の正電圧の印加を示すグラフである。
【図５】図４に示した電圧をカルコゲナイド定電流素子に印加した結果得られた定電流を
示すグラフである。
【図６】カルコゲナイド定電流素子の破壊電圧を示すグラフである
【図７】図５～６に関連して記載したバイアス電圧後のカルコゲナイド定電流素子のＩ－
Ｖ特性を示すグラフである。
【図８】カルコゲナイド定電流素子に印加された元の正電圧及び得られた定電流Ｉ－Ｖ特
性を示すグラフである。
【図９】本発明に従って形成されたカルコゲナイド定電流素子を組み込んだコンピュータ
・システムを示す略図である。
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