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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ペロブスカイト型構造を有する材料により形成されるペロブスカイト層と、
　前記ペロブスカイト層の少なくとも片方の面側に位置し、当該ペロブスカイト層を介し
て通電されることにより結晶状態またはアモルファス状態に相変化する相変化記録材料層
と、
　を有することを特徴とする相変化メモリ素子。
【請求項２】
　前記相変化記録材料層は、カルコゲナイド材料を含むことを特徴とする請求項１に記載
の相変化メモリ素子。
【請求項３】
　前記ペロブスカイト層は、ＳｒＬａＴｉＯ３、ＣａＹＴｉＯ３、ＣａＮｄＴｉＯ３、Ｌ
ａＮｉＯ３、ＳｒＣａＬａＲｕＯ３、ＮｄＮｉＯ３、ＬａＢａＳｎＯ３、ＬａＴｉＯ３、
ＣａＲｕＯ３、ＣａＭｏＯ３、ＳｒＲｕＯ３、ＢａＭｏＯ３、ＣａＣｒＯ３、ＳｒＭｏＯ

３、ＳｒＣｒＯ３のいずれか１種を含むことを特徴とする請求項１に記載の相変化メモリ
素子。
【請求項４】
　前記相変化記録材料層は、前記ペロブスカイト層の結晶配向をテンプレートとして、当
該ペロブスカイト層の上に結晶化されることを特徴とする請求項１に記載の相変化メモリ
素子。
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【請求項５】
　前記ペロブスカイト層は、酸化物ターゲットから高周波又はパルス電源のマグネトロン
スパッタリング法によって形成されることを特徴とする請求項１記載の相変化メモリ素子
。
【請求項６】
　前記ペロブスカイト層は、酸化物ターゲットと金属ターゲットの組み合わせによるスパ
ッタリング法によって形成されることを特徴とする請求項１に記載の相変化メモリ素子。
【請求項７】
　前記ペロブスカイト層は、物理気相成長法、化学気相成長法又は原子層堆積法によって
形成されることを特徴とする請求項１に記載の相変化メモリ素子。
【請求項８】
　前記ペロブスカイト層は、金属化合物の堆積後の酸化処理によって形成されることを特
徴とする請求項１に記載の相変化メモリ素子。
【請求項９】
　前記ペロブスカイト層は、酸素雰囲気中における金属化合物の反応性スパッタリング法
によって形成されることを特徴とする請求項１に記載の相変化メモリ素子。
【請求項１０】
　前記ペロブスカイト層の電気抵抗率は５×１０－６（Ωｍ）以下であり、熱伝導率は２
．５×１０－２（Ｗ／ｃｍＫ）以下であることを特徴とする請求項１に記載の相変化メモ
リ素子。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか１項に記載の相変化メモリ素子と、
　前記相変化メモリ素子を構成する相変化記録材料層を、所望の温度に加熱可能な制御回
路と、
　前記相変化メモリ素子を構成するペロブスカイト層を介して、前記制御回路と、前記相
変化記録材料層と、を電気的に接続する電気伝導部材と、
　を有することを特徴とする相変化メモリセル。
【請求項１２】
　基板に対して、ペロブスカイト型構造を有する材料により形成されるペロブスカイト層
を形成するためのペロブスカイト層形成チャンバと、
　前記ペロブスカイト層形成チャンバ内で形成された前記ペロブスカイト層の上に、結晶
状態またはアモルファス状態に相変化することが可能な相変化記録材料層を形成する相変
化記録材料層形成チャンバと、
　を有することを特徴とする真空処理装置。
【請求項１３】
　ペロブスカイト型構造を有する材料により形成されるペロブスカイト層を成膜するペロ
ブスカイト層成膜工程と、
　前記ペロブスカイト層の少なくとも片面側に位置し、当該ペロブスカイト層を介して通
電されることにより結晶状態またはアモルファス状態に相変化する相変化記録材料層を成
膜する相変化記録材料層成膜工程と、
　を有することを特徴とする相変化メモリ素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、相変化メモリ素子、相変化メモリセル、真空処理装置及び相変化メモリ素子
の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体メモリ素子は、揮発性メモリと不揮発性メモリの２つの分野に分類され、いずれ
もデータ保持のため、継続した電力供給が必要とされる。不揮発性メモリの典型的な例で
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ある、フラッシュメモリでは、データ保持の為に電力を必要としない。このためフラッシ
ュメモリが不揮発性メモリの主流となっている。しかし、フラッシュメモリの微細化に伴
って、より進歩した微細化、速度、信頼性を備えた究極の不揮発性メモリの技術が、フラ
ッシュメモリに代わって提言されている。
【０００３】
　次世代の技術の一つである相変化メモリ素子は、電気駆動で、直接オーバーライト、早
いスイッチング、低電力消費のメモリ素子である。相変化メモリ素子での２つの抵抗値状
態であるセットとリセットとの間の早いスイッチングは、相変化記録材料の結晶相とアモ
ルファス相との間の電気特性の大きな変化に起因している。相変化記録材料の例としては
、カルコゲナイド材料層が挙げられ、カルコゲナイド材料層は相変化によって電圧が大き
く変化する。これら２つの相の抵抗状態は、１０１２書き込み回数において１０２以上の
抵抗変化を有しており、相変化メモリ素子の書き込み回数の耐久性は、フラッシュメモリ
の１０５より大きい。更には、低電力消費、低電圧駆動、ロジック回路との両立により、
相変化メモリ素子はモバイル技術の分野に最も適したものとなっている。相変化メモリ素
子のカルコゲナイド材料層の最も一般的な材料としては、例えば、Ｇｅ２Ｓｂ２Ｔｅ５（
以下、「ＧＳＴ」）が挙げられる。電気的に再書き込み可能な相変化メモリ素子技術の基
本的なコンセプトは、例えば、特許文献３、特許文献４に開示されている。
【０００４】
　ここで、相変化メモリ素子の構造と動作に関して、図５乃至図９を使用して説明する。
図５、図６は、カルコゲナイド材料層が、それぞれ、結晶相、アモルファス相にある従来
の相変化メモリ素子の構造を示す模式的断面図である。
【０００５】
　図７は、相変化メモリ素子を結晶化、アモルファス化させる場合の電気パルスの時間と
温度の関係を示す図である。
【０００６】
　図８は、結晶状態にあるカルコゲナイド材料層の結晶構造を示す模式図である。相変化
メモリセルは、１つのセレクタ（選択トランジスタ）と１つの相変化メモリ素子（カルコ
ゲナイド材料層を含む）を有する。図５に示すように、カルコゲナイド材料層７０７は、
上部電極７０８とプラグ７０５とによって挟持されている。プラグ７０５は、下部絶縁層
７０４を貫通していて、カルコゲナイド材料層７０７と選択トランジスタ７０３とを電気
的に接続する。相変化メモリ素子へのデータの書き込みは、カルコゲナイド材料層７０７
を融点以上の温度に加熱することによるジュール熱によって実現される。
【０００７】
　その後、図６に示すように、融解した金属は、急速に冷却され、プラグ７０５を覆う部
分のカルコゲナイド材料層７０７の一部分７０６をアモルファス状態にする。これが、セ
ットからリセットへの遷移である。反対の遷移は、より低い温度で、より長い時間の電気
パルスによって達成される。この電気パルスによるジュール熱は、カルコゲナイド材料層
７０７をその融点より低く、かつ、アモルファス－結晶化の遷移には十分高い温度に数１
００ナノ秒間、加熱する。図７は、前述のセット－リセット遷移を時間と温度の関係によ
り示す図である。なお、結晶相のカルコゲナイド材料層７０７は、安定状態の六方晶型構
造と準安定状態の岩塩（ＮａＣｌ）型構造との２つの構造をとることが知られている。
【０００８】
　図８に示すように、近年、カルコゲナイド材料層７０７は、アモルファス相で準安定状
態の体心立方（Ｂｏｄｙ－Ｃｅｎｔｅｒｅｄ―Ｃｕｂｉｃ）構造とほとんど同一であるこ
とが報告されている。このことは、アモルファス相のカルコゲナイド材料層７０７は、原
子間結合が緩いことを意味している。従って、原子間結合は緩いが、共有結合は壊れても
いないし、原子が格子中の位置から決定的に移動もしていない。Ｔｅの面心立方（Ｆａｃ
ｅ－Ｃｅｎｔｅｒｄ－Ｃｕｂｉｃ）構造とＳｂの周りの局部的な構造は、一部保持されて
いて、結果として、急速かつ確実な結晶相への回復に繋がる。このように、セット－リセ
ット遷移において、結晶相のカルコゲナイド材料層７０７は、準安定状態の急速な結晶化
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による準安定状態の岩塩構造であると考えられている。
【０００９】
　相変化メモリ素子の読み出し動作は、以下のように行われる。
【００１０】
　選択トランジスタ７０３がオンし、ソース７０１ｂ－ドレイン７０１ａ間が導通し、電
流がドレイン７０１ａからカルコゲナイド材料層７０７を通過して流れる。この時の電流
の大きさは、カルコゲナイド材料層の結晶相とアモルファス相との電気抵抗値の違いによ
って異なる。この電気抵抗値の違いを利用して、相変化メモリ素子に保存された値を"０"
または"１"として読み出すことができる。このような構造の相変化メモリ素子には、次の
ような問題点があり、近年、様々な対策が取られている。
【００１１】
　まず、下部絶縁層７０４とカルコゲナイド材料層７０７と間の接着性が弱いことに関す
るものである。上述したように相変化メモリ素子は、結晶相とアモルファス相との間の遷
移において、ジュール熱による熱的なストレスが加えられるが、この際、下部絶縁層７０
４とカルコゲナイド材料層７０７との間の接着性の弱さが深刻な問題になってきた。この
問題を解決するために、図９に示すようにカルコゲナイド材料層７０７の下に、下部絶縁
層７０４とカルコゲナイド材料層７０７と間の接着性を強化、促進するための接着促進層
７１１を挿入することが提案されている。ここで開示されている接着促進層７１１は、Ｔ
ｉリッチなＴｉＮである（特許文献８）。
【００１２】
　しかし、約２．５×１０－７ΩｍというＴｉＮの非常に低い電気抵抗率のために、カル
コゲナイド材料層７０７の加熱によるアモルファス化が促進される。図９に示すように、
リセット遷移においてアモルファス化された部分９０６は、接着促進層７１１に面したカ
ルコゲナイド材料層７０７の全面に広がってしまう。図６に示す従来の構造のように、カ
ルコゲナイド材料層７０７の一部分７０６をアモルファス化する場合と比較して、セット
－リセット遷移のために大きな電力が必要とされる。
【００１３】
　この消費電力と接着性の問題を解決する為に、ＴｉＯｘ，ＺｒＯｘ，ＨｆＯｘ，ＴａＯ
ｘ，ＮｂＯｘ，ＣｒＯｘ，ＷＯｘ, Ａｌｘから選択された接着促進層７１１が提案されて
いる（特許文献１）。
【００１４】
　ここで、非特許文献３には、相変化メモリ素子に利用される接着促進層７１１としての
Ｔａ２Ｏ５は、接着促進層としての作用だけではなく、次に述べるプラグ７０５を介して
カルコゲナイド材料層７０７から失われる熱エネルギーを防止するための熱拡散防止層と
して作用することが開示されている。
【００１５】
　しかし、ここで開示された技術は、ワイドギャップ絶縁層を透過させるトンネル電流方
式を採用するため、極薄い絶縁層と高い電気抵抗率を制御しなければならないことから製
造技術の困難さという新しい問題を引き起こしている。
【００１６】
　また、プラグ７０５を介して、カルコゲナイド材料層７０７からの熱拡散（熱エネルギ
ー拡散）に関する別の問題も生じる。プラグ７０５に使用される材料としては、例えば、
タングステンのような低い電気抵抗率を持った高融点金属が使用される。しかし、低い電
気抵抗率を持った金属生来の性質である高い熱伝導率は、セット－リセット遷移中、熱拡
散を引き起こす。特にアモルファス化中（リセット遷移）にプラグ７０５を介してカルコ
ゲナイド材料層７０７から失われる熱エネルギーは、大きな電流を必要とする。この問題
を解決するために、ＴｉＯｘＮｙ，ＴｉＳｉｘＮｙ，ＴｉＡｌｘＮｙ，ＴｉＯｘＮｙ，Ｔ
ａＡｌｘＮｙ，ＴａＳｉｘＮｙとＴａＯｘＮｙが接着促進層７１１として提案されている
（特許文献５）。しかし、熱伝導率は、依然として、０．１Ｗ／ｃｍＫと高く、相変化メ
モリ素子のカルコゲナイド材料層７０７、または下部絶縁層７０４のそれよりも高いとい
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う問題が残っている。
【特許文献１】
特開２００６－３５２０８２号公報
【特許文献２】
特開２００３－１７４１４４号公報
【特許文献３】
米国特許３２７１５９１
【特許文献４】
米国特許３５３０４４１
【特許文献５】
米国特許７０２３００８
【特許文献６】
米国出願公開番号 ２００６／０１１３５７３
【特許文献７】
米国出願公開番号 ２００４／０１９５６１３
【特許文献８】
米国出願公開番号 ２００４／００２６７３１
【非特許文献１】
Ｗａｋｉｙａ ｅｔ ａｌ．，Ｔｈｉｎ Ｓｏｌｉｄ Ｆｉｌｍｓ，ｖｏｌ．４１０，ｐｐ１
１４，２００２
【非特許文献２】
Ｙａｎｇ ｅｔ ａｌ．，Ａｐｐｌｉｅｄ Ｐｈｉｓｉｃｓ Ｌｅｔｔｅｒｓ，ｖｏｌ．６６
，ｐｐ２６４３，１９９５
【非特許文献３】
Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｒｅｐｏｒｔ ｏｆ ＩＥＩＣＥＳＤＭ，ｖｏｌ．１０６，ｎｏ．５
９３，ｐｐ１－６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかしながら、カルコゲナイド材料層と絶縁層の接着性、プラグからカルコゲナイド材
料層への熱拡散に起因する消費電力、電気抵抗率に関係する動作速度、極薄い絶縁層の製
造技術の困難さ、等の問題点は依然として残っており、さらなる改善が求められている。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の目的は、カルコゲナイド材料層と下部絶縁層の接着性を促進させるために用い
られてきた極薄絶縁層に代わるものであって、高い電気伝導性と高い熱絶縁性を兼ね備え
たペロブスカイト型構造を有する材料により形成されるペロブスカイト層（酸化物層）を
有する相変化メモリ素子、相変化メモリ素子を有する相変化メモリセルを提供することを
１つの目的とする。
【００１９】
　あるいは、このペロブスカイト層（酸化物層）の製造の困難さを低減する、相変化メモ
リ素子または相変化メモリセルを製造することが可能な真空処理装置、相変化メモリ素子
等の製造方法の提供を１つの目的とする。
【００２０】
　上記の目的の少なくとも１つを解決する本発明にかかる相変化メモリ素子は、
　ペロブスカイト型構造を有する材料により形成されるペロブスカイト層と、
　前記ペロブスカイト層の少なくとも片方の面側に位置し、当該ペロブスカイト層を介し
て通電されることにより結晶状態またはアモルファス状態に相変化する相変化記録材料層
と、を有することを特徴とする。
【００２１】
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　あるいは、本発明にかかる相変化メモリセルは、
　上記の相変化メモリ素子と、
　前記相変化メモリ素子を構成する相変化記録材料層を、所望の温度に加熱可能な制御回
路と、
　前記相変化メモリ素子を構成するペロブスカイト層を介して、前記制御回路と、前記相
変化記録材料層と、を電気的に接続する電気伝導部材と、を有することを特徴とする。
【００２２】
　あるいは、本発明にかかる真空処理装置は、
　基板に対して、ペロブスカイト型構造を有する材料により形成されるペロブスカイト層
を形成するためのペロブスカイト層形成チャンバと、
　前記ペロブスカイト層形成チャンバ内で形成された前記ペロブスカイト層の上に、結晶
状態またはアモルファス状態に相変化することが可能な相変化記録材料層を形成する相変
化記録材料層形成チャンバと、を有することを特徴とする。
【００２３】
　あるいは、本発明にかかる相変化メモリ素子の製造方法は、
　ペロブスカイト型構造を有する材料により形成されるペロブスカイト層を成膜するペロ
ブスカイト層成膜工程と、
　前記ペロブスカイト層の少なくとも片面側に位置し、当該ペロブスカイト層を介して通
電されることにより結晶状態またはアモルファス状態に相変化する相変化記録材料層を成
膜する相変化記録材料層成膜工程と、
　を有することを特徴とする。
【００２４】
　本発明に拠れば、高い電気伝導性と高い熱絶縁性を兼ね備えたペロブスカイト型構造を
有する材料により形成されるペロブスカイト層（酸化物層）を有する相変化メモリ素子、
相変化メモリ素子を有する相変化メモリセルを提供することが可能になる。
【００２５】
　あるいは、本発明に拠れば、ペロブスカイト層（酸化物層）の製造の困難さを低減する
、真空処理装置、相変化メモリ素子等の製造方法の提供が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
　添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施の形態を示し、その記述
と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
【図１】本発明の第１実施形態で、下部絶縁層とカルコゲナイド材料層の間に酸化物層が
挿入されている相変化メモリセルの構造を示す模式図である。
【図２】本発明の第１実施形態にかかる相変化メモリ素子の酸化物層（ＬａＮｉＯ３）を
Ｘ線回折法で解析した結果を示す模式図である。
【図３】本発明の第１実施形態にかかる相変化メモリ素子の酸化物層（ＬａＮｉＯ３）と
その上に形成されたカルコゲナイド材料層の結晶構造の関係を示す模式図である。
【図４】本発明の第２実施形態で、プラグの上部に設けられた孔の内部を酸化物層で被覆
した相変化メモリセルの構造を示す模式図である。
【図５】従来技術において、下部絶縁層の上にカルコゲナイド材料層が、直接に形成され
た相変化メモリセルの構造のセット状態にあることを示す模式図である。
【図６】従来技術において、下部絶縁層の上にカルコゲナイド材料層が、直接に形成され
た相変化メモリセルの構造のリセット状態にあることを示す模式図である。
【図７】従来技術において、カルコゲナイド材料層が、結晶相とアモルファス相に遷移す
る場合の電気パルスの時間と温度の関係示す模式図である。
【図８】従来技術において、カルコゲナイド材料のＧＳＴの結晶構造を示す模式図である
。
【図９】従来技術である下部絶縁層の上にカルコゲナイド材料層が、直接に形成された相
変化メモリセルの構造のリセット状態で、カルコゲナイド材料層の前面に渡ってアモルフ



(7) JP 4532605 B2 2010.8.25

10

20

30

40

50

ァス化していることを示す模式図である。
【図１０】本発明の第３実施形態にかかる相変化メモリセルを製造するための真空処理装
置の構造を示す模式的平面図である。
【図１１】本発明の第３実施形態にかかる相変化メモリ素子の製造方法の流れを説明する
図である。
【図１２】相変化メモリセルを示す回路図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施形態を例示的に詳しく説明する。ただし、
この実施の形態に記載されている構成要素はあくまで例示であり、本発明の技術的範囲は
、特許請求の範囲によって確定されるのであって、以下の個別の実施形態によって限定さ
れるわけではない。
【００２８】
　（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態にかかる相変化メモリセルの要部構造を例示的に示す図
である。図１２に、ＲＡＭを構成する相変化メモリセルの回路図を例示的に示す。ＲＡＭ
は、例えば、複数のワード線と複数のビット線との交点位置に相変化メモリセルを配置し
て構成される。図１２においては、各相変化メモリセルは、相変化メモリ素子と選択トラ
ンジスタ１０３とを有する。相変化メモリセルの形成に際し、公知技術によって、ドレイ
ン１０１ａ、ソース１０１ｂを有した選択トランジスタ１０３が基板１００の表面に形成
される。ここで、選択トランジスタ１０３は、相変化メモリ素子を構成するカルコゲナイ
ド材料層１０７（相変化記録材料層）を、所望の温度に加熱することが可能な制御手段と
して機能する。ここでは、ＭＯＳＦＥＴを用いているが、バイポーラトランジスタでもよ
い。なお、図１では、基準電極１０１ｃの配線などは省略して示している。
［００２９］
　次に、下部絶縁層１０４が選択トランジスタ１０３とドレイン１０１ａ、ソース１０１
ｂが形成された基板１００の上に形成される。次に、下部絶縁層１０４を貫通して第１の
孔１１１を設け、この第１の孔１１１内に窒化チタンやタングステンなどのような高い電
気伝導性を持った材料をプラグ１０５として埋め込む。プラグ１０５は、下部絶縁層１０
４を貫通し、選択トランジスタ１０３とカルコゲナイド材料層１０７を電気的に接続して
いる。
［００３０］
　カルコゲナイド材料層１０７を形成するカルコゲナイド材料としては、例えば、Ｓ、Ｓ
ｅ、ＴｅのいずれかまたはこれらとＳｂ、Ｇｅのうちの１種以上を主成分として含む材料
が挙げられ、これらのうちＧｅ、Ｓｂ、Ｔｅを主成分として含む材料が好適に用いられる
。特にＧｅ２Ｓｂ２Ｔｅ５を好適に用いることができる。
【００３１】
　次に、プラグ１０５及び下部絶縁層１０４の上に、ペロブスカイト型構造を有する材料
により形成されるペロブスカイト層１０６（以下、「酸化物層１０６」ともいう。）、カ
ルコゲナイド材料層１０７、上部電極層１０８、シリコン酸化膜などからなるハードマス
ク１０９をこの順で形成する。ペロブスカイト層の形成材料としては、ＳｒＬａＴｉＯ３

、ＣａＹＴｉＯ３、ＣａＮｄＴｉＯ３、ＬａＮｉＯ３、ＳｒＣａＬａＲｕＯ３、ＮｄＮｉ
Ｏ３、ＬａＢａＳｎＯ３、ＬａＴｉＯ３、ＣａＲｕＯ３、ＣａＭｏＯ３、ＳｒＲｕＯ３、
ＢａＭｏＯ３、ＣａＣｒＯ３、ＳｒＭｏＯ３、ＳｒＣｒＯ３などが挙げられる。ペロブス
カイト層は、酸化物ターゲットから高周波又はパルス電源のマグネトロンスパッタリング
法によって形成される。
［００３２］
　ここで、酸化物層１０６は、例えば、酸化物ターゲットまたは酸化物ターゲットと金属
ターゲットの組み合わせからスパッタリング法によって形成することが可能である。上記
以外の酸化物層１０６の形成方法としては、例えば、物理気相成長法、化学気相成長法、
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原子層堆積法、金属化合物を堆積後、酸化処理によって形成する方法、酸素雰囲気中にお
ける金属化合物の反応性スパッタリング法によって形成する方法、等がある。後述の真空
処理装置、真空処理装置を用いた相変化メモリ素子の製造方法では、これらの方法のうち
、いずれか１つの方法を用いることにより酸化物層１０６を形成することが可能である。
［００３３］
　酸化物層１０６の厚さとしては、例えば、１０ｎｍ程度であり、上記の酸化物層１０６
の形成方法によって、十分に製造可能である。従来技術の極薄絶縁層に要求されていた３
ｎｍ以下の薄膜を均一に形成する技術に比較すると、その製造技術の困難さは格段に軽減
される。
［００３４］
　カルコゲナイド材料層１０７は、ペロブスカイト層１０６（酸化物層１０６）の上に形
成され、ペロブスカイト層１０６（酸化物層１０６）を介して加熱または冷却されること
により結晶状態またはアモルファス状態に相変化する相変化記録材料層として機能する。
【００３５】
　次に、微細加工技術として公知技術であるリソグラフィ技術とエッチング技術を利用し
て、ハードマスク１０９をマスクとして、酸化物層１０６、カルコゲナイド材料層１０７
、上部電極１０８を所定の形状に微細加工する。
【００３６】
　最後に、上部絶縁層１１０が、相変化メモリ素子の電気的絶縁のために形成される。本
発明の相変化メモリ素子には、酸化物層１０６として、ＬａＮｉＯ３（以下、単に、「Ｌ
ＮＯ」ともいう）が使用され、ＬａＮｉＯ３からなるターゲットからパルスＤＣを使用し
たマグネトロンスパッタリング法によって酸化物層１０６が形成される。この時の圧力は
、例えば、０．９ｍＴｏｒｒ、温度は３００℃が好適である。この条件で形成された酸化
物層１０６の厚さは、１０ｎｍである。
【００３７】
　図２は、本発明の第1実施形態にかかる相変化メモリ素子の酸化物層１０６（ＬＮＯ）
をＸ線回折法（θ－２θ法）によって測定した結果を示す図である。これから、酸化物層
１０６（ＬＮＯ）は、膜面に垂直で良好な（００１）配向を有したペロブスカイト型構造
をしていることがわかる。即ち、Ｘ線回折法（θ－２θ法）において、２θ＝４３°付近
に（２００）回折ピークが現れれば（００１）配向であることが間接的にわかる。また、
より直接的な確認方法としては、透過型電子顕微鏡により断面像を観察し、その格子間隔
から（００１）配向を確認することができる。その時、酸化物層１０６（ＬＮＯ）に電子
線を照射し、その回折パターンを解析することによって、より明確に（００１）配向を確
認することができる。
【００３８】
　本発明の第1実施形態にかかる相変化メモリ素子の酸化物層１０６（ＬＮＯ）を、ラザ
フォード後方散乱法（ＲＢＳ：Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ Ｓ
ｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）によって測定したところ、酸化物層１０６（ＬＮＯ）は、Ｌａ
：Ｎｉ：Ｏ＝１９：２２：６０の原子比率を持っていて、化学量論のＬａ：Ｎｉ：Ｏ＝２
０：２０：６０に近い値となっていることがわかった。原子比率が化学量論の値に近い場
合、その物質の電気抵抗が小さくなることが、一般に知られているように、酸化物層１０
６（ＬＮＯ）の電気抵抗は低いことがわかる。
【００３９】
　酸化物層１０６（ＬＮＯ）を４点プローブ抵抗測定法によって測定した電気抵抗率と熱
伝導率とを表１に示す。なお、表１中、ＴｉＮの電気抵抗率は、α－ＴｉＮで～１２×１
０－３、δ－ＴｉＮで～５×１０－３（Ωｍ）であることを示す。比較のために、従来技
術で得られた相変化メモリ素子に使用される極薄い絶縁層の特性を示す（特許文献２、特
許文献６、特許文献７、非特許文献１、非特許文献２）。これから、本発明の第1実施形
態にかかる相変化メモリ素子の酸化物層１０６（ＬＮＯ）は、電気抵抗率が５×１０－６

（Ωｍ）以下と小さく、かつ熱伝導率が２．５×１０－２（Ｗ／ｃｍＫ）以下と小さいこ
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とがわかる。
【００４０】
【表１】

【００４１】
　このように、本発明の第１実施形態にかかる相変化メモリ素子の酸化物層１０６（ＬＮ
Ｏ）は、従来技術によって得られる絶縁層よりも低い電気抵抗率（高い電気伝導性）と、
低い熱伝導率（高い熱絶縁性）を兼ね備えている。
【００４２】
　酸化物層１０６の高い熱絶縁性は、カルコゲナイド材料層１０７からプラグへの熱拡散
を防ぐバリアとしての重要な役割を果たし、消費電力を十分に低減することを可能にする
。さらには、酸化物層１０６の高い電気伝導率は、相変化メモリ素子の抵抗を低く維持し
たまま、動作速度を維持する。すなわち、動作速度を遅くすることがない。
【００４３】
　高い電気伝導率を有した酸化物層１０６はカルコゲナイド材料層１０７との間のトンネ
ル効果に依存しないため、酸化物層の厚さには制限がなく、従来技術の極薄絶縁層よりも
厚く成膜できることから、絶縁層を極薄くかつ均一に形成しなければならなかった製造技
術の困難さを軽減することが可能になる。
【００４４】
　次に、図３の３ａ～図３の３ｅを使用して酸化物層１０６（ＬＮＯ）の上にカルコゲナ
イド材料層１０７が形成された時の酸化物層１０６（ＬＮＯ）とカルコゲナイド材料層１
０７の関係について説明する。
【００４５】
　図３の３ａは、酸化物層１０６（ＬＮＯ）がペロブスカイト型構造となっていることを
示す模式図である。ここで、Ｌａの格子間距離ａは、０．３８４ｎｍであることが知られ
ている。
【００４６】
　図３の３ｂは、以降の説明に使用するため、便宜上、図３の３ａに示すペロブスカイト
型構造の酸化物層１０６（ＬＮＯ）から酸素原子（Ｏ）を省略した結晶構造を示す模式図
である。
【００４７】
　図３の３ｃは、図３の３ｂに示すペロブスカイト型構造の酸化物層１０６（ＬＮＯ）の
結晶が複数結合したところを示す模式図である。
【００４８】
　図３の３ｄは、図３の３ｃの面３０１、３０２、３０３、３０４に囲まれた部分のみを
示す模式図である。ここで、Ｌａの格子間距離ｂは、距離ａの√２倍である０．５４３ｎ
ｍであることは図３の３ｃから明らかである。また、図３の３ｄに示す酸化物層１０６（
ＬＮＯ）の模式図と図３の３ｃに示す酸化物層１０６（ＬＮＯ）の模式図は４５°回転さ
せた関係となっていることも明らかである。
【００４９】
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　図３の３ｅは、図３の３ｄに示す酸化物層１０６（ＬＮＯ）の上にカルコゲナイド材料
層１０７が形成された構造を示す模式図である。ここで、カルコゲナイド材料層１０７の
Ｔｅの格子間距離ｃは、０．５９ｎｍであることが知られている。Ｔｅの格子間距離ｃは
、図３の３ｅに示す酸化物層１０６（ＬＮＯ）のＬａの格子間距離ｂである０．５４３ｎ
ｍに近い値となっていることから、酸化物層１０６（ＬＮＯ）の上にはカルコゲナイド材
料層１０７が成長し易く、強い接着性が得られることがわかる。
【００５０】
　以上から、カルコゲナイド材料層１０７（ＧＳＴ）の結晶配向は、（００１）[１００]
となっており、酸化物層１０６（ＬＮＯ）の結晶配向（００１）［１１０］をテンプレー
トとして４５°回転した状態で結晶化することがわかる。このように図３に示されるペロ
ブスカイト型構造を有した酸化物層１０６（ＬＮＯ）は、岩塩型構造を持ったカルコゲナ
イド材料層１０７にとって良好なテンプレートとなる。
【００５１】
　カルコゲナイド材料層１０７の結晶配向は、酸化物層１０６の結晶配向をテンプレート
として用いて結晶化され、酸化物層１０６の上に形成される。これにより、酸化物層１０
６を介してカルコゲナイド材料層１０７と、下部絶縁層１０４との接続性（接触性）が促
進される。また、酸化物層１０６を介してカルコゲナイド材料層１０７と、プラグ１０５
との接続性（接触性）が促進される。
【００５２】
　以上説明したように本実施形態に拠れば、高い電気伝導性と高い熱絶縁性を兼ね備えた
ペロブスカイト型構造を有する材料により形成されるペロブスカイト層（酸化物層）を有
する相変化メモリ素子、相変化メモリ素子を有する相変化メモリセルを提供することが可
能になる。
【００５３】
　（第２実施形態）
　図４は、本発明の第２実施形態にかかる相変化メモリ素子の構造を示す模式図である。
第１実施形態と同様の構成のものについては、同じ符号を付して、詳細な説明は省略する
。第２実施形態では、第１実施形態と比較して、酸化物層１０６の構造が異なるので、こ
の点に関して説明する。第２実施形態において、酸化物層１０６は、プラグ１０５の上部
で、中間絶縁層１１２に形成された第２の孔１１３の壁部１１４と底部１１５とを被覆す
る構造となっている。カルコゲナイド材料層１０７は、酸化物層１０６に覆われた第２の
孔１１３を満たすために形成され、上部電極層１０８がカルコゲナイド材料層１０７の上
に形成される。第２実施形態における相変化メモリ素子においては、カルコゲナイド材料
層１０７が結晶相とアモルファス相を遷移する際に必要な電力は第２の孔１１３の大きさ
によって決定される。
【００５４】
　尚、図４に示す構造の他、図示しないが、酸化物層１０６をドレイン１０１ａに直接接
続する構成であってもよい。
【００５５】
　以上説明したように本実施形態に拠れば、高い電気伝導性と高い熱絶縁性を兼ね備えた
ペロブスカイト型構造を有する材料により形成されるペロブスカイト層（酸化物層）を有
する相変化メモリ素子、相変化メモリ素子を有する相変化メモリセルを提供することが可
能になる。
【００５６】
　（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態として、第1実施形態及び第２実施形態で説明した相変化
メモリ素子を製造する真空処理装置および、相変化メモリ素子の製造方法を図１０及び図
１１の参照により説明する。
【００５７】
　図１０は、真空処理装置の構成を示す模式的に示す平面図である。図１０に示す真空処



(11) JP 4532605 B2 2010.8.25

10

20

30

40

50

理装置は、複数のチャンバの接続により構成されるマルチチャンバタイプの装置である。
２つのロードロックチャンバ１００８、１００９において、基板１００が搬入、搬出され
る。前処理チャンバ１００１において、基板１００の表面を清浄するための前処理がなさ
れる。ハードマスク形成チャンバ１００２において、ハードマスクが形成される。上部電
極形成チャンバ１００３において、上部電極が形成される。カルコゲナイド材料層形成チ
ャンバ１００４において、カルコゲナイド材料層が形成される。酸化物層形成チャンバ１
００５において、酸化物層が形成される。デガスチャンバ１００６において、基板の脱ガ
スを行うための処理が施される。
【００５８】
　前処理チャンバ１００１、ハードマスク形成チャンバ１００２、上部電極形成チャンバ
１００３、カルコゲナイド材料層形成チャンバ１００４、酸化物層形成チャンバ１００５
及びデガスチャンバ１００６、を総称して処理チャンバ（１００１～１００６）という。
【００５９】
　更に、真空処理装置は、基板１００に対して所定の処理を行うための処理チャンバ（１
００１～１００６）と、ロードロックチャンバ１００７、１００８とを接続するためのコ
アチャンバ１００９を有する。コアチャンバ１００９とロードロックチャンバ１００７、
１００８との間、およびコアチャンバ１００９と処理チャンバ（１００１～１００６）と
の間には、それぞれのチャンバを隔離し、かつ必要に応じて開閉自在なゲートバルブ（不
図示）が設けられている。
【００６０】
　また、ロードロックチャンバ１００７、１００８を２つ設けた理由は、基板の搬入、搬
出を行う際、２つのチャンバを交互に使い分けることにより、基板の搬入と搬出を並列に
行うことを可能にして、生産性を高めるためである。
【００６１】
　前処理チャンバ１００１には、基板を載置する基板載置台、真空排気手段、ガス導入手
段、電力供給手段、等が付設されているが、それらの構成は省略されている。ハードマス
ク形成チャンバ１００２から酸化物層形成チャンバ１００５までの処理チャンバには、基
板を載置する基板載置台、基板載置台に対向した位置に設置されるターゲット載置台、タ
ーゲット載置台に設置されるターゲット、真空排気手段、ガス導入手段、電力供給手段、
等が付設されているが、それらの構成は省略されている。デガスチャンバ１００６には、
基板を載置する基板載置台、真空排気手段、ガス導入手段、基板加熱手段、等が付設され
ているが、それらの構成は省略されている。コアチャンバ１００９には、真空排気手段、
基板の搬送を行う基板搬送手段、等が付設されているが、それらの構成も省略されている
。
【００６２】
　次に、相変化メモリ素子の製造方法の流れを説明する。図１１は、相変化メモリ素子の
製造方法の流れを説明する図である。本処理は、図１０に示した真空処理装置を用いて実
行することが可能である。なお、真空処理装置に搬入される基板１００には、前工程にて
、基板表面に選択トランジスタ１０３、下部絶縁層１０４、プラグ１０５が形成されてい
るものとする。
【００６３】
　まず、ステップＳ１１０１において、基板１００は、大気側に設けられた基板搬送手段
（不図示）によって、ロードロックチャンバ１００８内に搬入される。
【００６４】
　次に、ステップＳ１１０２において、ロードロックチャンバ１００８の真空排気手段は
、所定の真空度までロードロックチャンバ１００８の内部を真空排気する。
【００６５】
　次に、ステップＳ１１０３において、コアチャンバ１００９の基板搬送手段は、ロード
ロックチャンバ１００８からデガスチャンバ１００６内に基板を搬入し、基板を基板載置
台に載置する。その後、真空排気手段はデガスチャンバ1００６内を真空排気する。そし
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て、基板加熱手段は、基板を所定の温度まで加熱し、脱ガス処理を行う。
【００６６】
　次に、ステップＳ１１０４において、コアチャンバ１００９の基板搬送手段は、デガス
チャンバ1００６から前処理チャンバ１００１内に基板を搬入し、基板載置台に載置する
。その後、真空排気手段は前処理チャンバ1００１内を真空排気した後、周知のエッチン
グ技術の実行により、基板の表面にエッチング処理が施され、清浄される。
【００６７】
　次に、ステップＳ１１０５において、コアチャンバ１００９の基板搬送手段は、前処理
チャンバ１００１から酸化物層形成チャンバ１００５（ペロブスカイト層形成チャンバ１
００５）内に基板を搬入し、基板載置台に載置する。その後、真空排気手段は酸化物層形
成チャンバ1００５内を真空排気する。
【００６８】
　次に、ステップＳ１１０６において、ガス導入手段は、所定のガスを所定の流量に制御
して、酸化物層形成チャンバ１００５（ペロブスカイト層形成チャンバ１００５）内に導
入する。このとき、電力供給手段は、ターゲットに電力を供給し、酸化物層形成チャンバ
１００５（ペロブスカイト層形成チャンバ１００５）にプラズマ放電を発生させる。ター
ゲットからスパッタされたスパッタ粒子が基板の表面に到達することによって酸化物層が
形成される。
【００６９】
　次に、ステップＳ１１０７において、コアチャンバ１００９の基板搬送手段は、酸化物
層形成チャンバ１００５（ペロブスカイト層形成チャンバ１００５）からカルコゲナイド
材料層形成チャンバ１００４内に基板を搬入し、基板載置台に載置する。その後、真空排
気手段は、カルコゲナイド材料層形成チャンバ１００４内を真空排気する。
【００７０】
　次に、ステップＳ１１０８において、ガス導入手段は、所定のガスを所定の流量に制御
して、カルコゲナイド材料層形成チャンバ１００４（相変化記録材料層形成チャンバ１０
０４）内に導入する。このとき、電力供給手段は、ターゲットに電力を供給し、カルコゲ
ナイド材料層形成チャンバ１００４（相変化記録材料層形成チャンバ１００４）内にプラ
ズマ放電を発生させる。ターゲットからスパッタされたスパッタ粒子が基板の表面に到達
することによって酸化物層の上にカルコゲナイド材料層（相変化記録材料層）が形成され
る。
【００７１】
　次に、ステップＳ１１０９において、基板搬送手段は、カルコゲナイド材料層形成チャ
ンバ１００４（相変化記録材料層形成チャンバ１００４）内から上部電極形成チャンバ１
００３内に基板を搬入し、基板載置台に載置する。その後、真空排気手段は、上部電極形
成チャンバ１００３内を真空排気する。
【００７２】
　次に、ステップＳ１１１０において、ガス導入手段は、所定のガスを所定の流量に制御
して、上部電極形成チャンバ１００３内に導入する。このとき、電力供給手段は、ターゲ
ットに電力を供給し、上部電極形成チャンバ１００３内にプラズマ放電を発生させる。タ
ーゲットからスパッタされたスパッタ粒子が基板の表面に到達することによってカルコゲ
ナイド材料層の上に上部電極層が形成される。
【００７３】
　次に、ステップＳ１１１１において、コアチャンバ１００９の基板搬送手段は、上部電
極形成チャンバ１００３内からハードマスク形成チャンバ１００２内に基板を搬入し、基
板載置台に載置する。その後、真空排気手段は、ハードマスク形成チャンバ１００２内を
真空排気する。
【００７４】
　次に、ステップＳ１１１２において、ガス導入手段は、所定のガスを所定の流量に制御
して、ハードマスク形成チャンバ１００２内に導入する。このとき、電力供給手段は、タ
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せる。ターゲットからスパッタされたスパッタ粒子が基板の表面に到達することによって
上部電極層の上にハードマスクが形成される。
【００７５】
　最後に、ステップＳ１１１３において、上述の所定の処理が施された基板は、コアチャ
ンバ１００９の基板搬送手段によってハードマスク形成チャンバ１００２から搬出され、
ロードロックチャンバ１００７に搬入される。そして、大気側に設けられた基板搬送手段
によって、ロードロックチャンバ１００７内から搬出され、次工程に送られる。
【００７６】
　ステップＳ１１０１乃至ステップＳ１１１３の処理により、基板１００上に相変化メモ
リ素子を有する相変化メモリセルが形成される。
【００７７】
　以上説明したように本実施形態に拠れば、ペロブスカイト層（酸化物層）の製造の困難
さを低減する、真空処理装置、相変化メモリ素子等の製造方法の提供が可能になる。
【００７８】
　以上、本発明の好ましい実施形態を添付図面の参照により説明したが、本発明はかかる
実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載から把握される技術的範囲に
おいて種々な形態に変更可能である。
【００７９】
　本発明は上記実施形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱する
ことなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために、
以下の請求項を添付する。

【図１】 【図２】
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