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(57)【要約】
【課題】相変化材料とヒータ電極との接触面積を低減し
て加熱に必要な電流を抑制すると同時に、相変化領域を
コンタクト直上に形成して素子集積度を高めることがで
きる相変化メモリ素子及びその製造方法を提供する。
【解決手段】層間絶縁膜９の上面より窪んだ形状に成形
されたサイドウォール１２に囲まれたヒータ電極１４の
先端部分を尖鋭形状とし、その尖鋭形状は、その最先端
の一部を除いて第２の絶縁材料１６で覆われ、その露出
した最先端の一部のみが相変化材料層１７と接触する。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相変化材料層をヒータ電極で加熱して抵抗値を変化させ、情報の記憶を行う相変化メモ
リ装置であって、
　前記ヒータ電極は、半導体基板上の層間絶縁膜に形成された開口部に第１の絶縁材料か
らなるサイドウォールに囲まれた状態で埋め込まれており、前記サイドウォールは前記層
間絶縁膜から窪んだ形状であり、
　前記ヒータ電極の上部は前記サイドウォールの上面より突出し、該突出した部分で前記
サイドウォール上面から上端に向かって尖鋭形状を有し、
　前記ヒータ電極の尖鋭形状は、その最先端の一部を除いて第２の絶縁材料に覆われてお
り、前記ヒータ電極の最先端部分が前記相変化材料層と接触していることを特徴とする相
変化メモリ装置。
【請求項２】
　前記ヒータ電極の尖鋭形状を覆う第２の絶縁材料は、前記層間絶縁膜から窪んだ形状の
前記第１の絶縁材料からなるサイドウォール上で、前記尖鋭形状の側面にサイドウォール
状に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の相変化メモリ装置。
【請求項３】
　前記ヒータ電極の尖鋭形状を覆う第２の絶縁材料は、前記層間絶縁膜から窪んだ形状の
前記第１の絶縁材料からなるサイドウォールの上面全面に形成されていることを特徴とす
る請求項１に記載の相変化メモリ装置。
【請求項４】
　前記ヒータ電極の下方に位置し、前記ヒータ電極の底部と接触するコンタクトプラグと
、
　該コンタクトプラグに接続される選択能動素子と
　前記相変化材料層の上面と接触する上部電極とを備えたことを特徴とする請求項１乃至
３のいずれか１項に記載の相変化メモリ装置。
【請求項５】
　前記ヒータ電極は、前記コンタクトプラグよりも高抵抗の材料で構成されていることを
特徴とする請求項４に記載の相変化メモリ装置。
【請求項６】
　前記選択能動素子がＭＯＳ型トランジスタであって、
　該ＭＯＳ型トランジスタのソース・ドレイン領域の一方に前記コンタクトプラグが接続
され、前記ソース・ドレイン領域の他方に、グランド電位用の配線層が接続されているこ
とを特徴とする請求項４又は５に記載の相変化メモリ装置。
【請求項７】
　相変化材料層をヒータ電極で加熱して抵抗値を変化させ、情報の記憶を行う相変化メモ
リ装置の製造方法であって、
　（ａ）半導体基板上に層間絶縁膜を形成する工程、
　（ｂ）前記層間絶縁膜に開口部を形成する工程、
　（ｃ）前記開口部の側面に第１の絶縁材料からなるサイドウォールを形成する工程、
　（ｄ）前記サイドウォールで囲まれた空隙部にヒータ電極材料を充填する工程、
　（ｅ）前記サイドウォール上面が露出するまで平坦化する工程、
　（ｆ）前記露出したサイドウォールの一部を除去して前記層間絶縁膜上面から窪んだ形
状とし、前記ヒータ電極材料の上部をサイドウォール上面より突出させると同時に、該ヒ
ータ電極材料をその上端に向かって尖鋭化してヒータ電極を形成する工程、
　（ｇ）全面に第２の絶縁材料を成膜した後、前記ヒータ電極の尖鋭形状の最先端の一部
を露出する工程、
　（ｈ）相変化材料層及び上部電極を順次形成する工程、
とを有する相変化メモリ装置の製造方法。
【請求項８】
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　前記第２の絶縁材料は、前記層間絶縁膜上面から窪んだ形状を完全に埋めることがない
膜厚に成膜され、前記ヒータ電極の尖鋭形状の最先端の一部を露出させる際に、前記尖鋭
形状の側面にサイドウォール状に形成されることを特徴とする請求項７に記載の相変化メ
モリ装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第２の絶縁材料は、前記層間絶縁膜上面から窪んだ形状を完全に埋めて成膜され、
平坦化することで、前記ヒータ電極の尖鋭形状の最先端の一部を露出させることを特徴と
する請求項７に記載の相変化メモリ装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記工程（ｆ）は、前記層間絶縁膜と前記第１の絶縁材料と前記ヒータ電極を同時にエ
ッチングする工程であって、前記層間絶縁膜のエッチング速度よりも前記第１の絶縁材料
のエッチング速度の方が速く、かつ、前記ヒータ電極のエッチング速度が、前記層間絶縁
膜のエッチング速度より速く、前記第１の絶縁材料のエッチング速度よりも遅いことを特
徴とする請求項７乃至９のいずれか１項に記載の相変化メモリ装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記層間絶縁膜に形成された開口部に前記第１の絶縁材料からなるサイドウォールを設
けて得られる空隙部は、フォトリソグラフィーの解像度限界未満の幅であることを特徴と
する請求項７乃至１０のいずれか１項に記載の相変化メモリ装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記工程（ａ）の前に、コンタクトプラグを形成する工程を備え、前記工程（ｂ）で形
成した開口部を介して前記ヒータ電極と前記コンタクトプラグが接触していることを特徴
とする請求項７乃至１１のいずれか１項に記載の相変化メモリ装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記ヒータ電極は、前記コンタクトプラグよりも高抵抗の材料で構成されていることを
特徴とする請求項１２に記載の相変化メモリ装置の製造方法。
【請求項１４】
　ＭＯＳ型トランジスタを形成する工程を備え、該ＭＯＳ型トランジスタのソース・ドレ
イン領域の一方と前記コンタクトプラグとが接続することを特徴とする請求項１２または
１３に記載の相変化メモリ装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は相変化メモリ装置及びその製造方法に関し、特に相変化材料を加熱するための
ヒータ電極形状の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯機器等における情報記憶手段として広く用いられている不揮発性メモリに関し、相
変化材料の抵抗値変化を利用した相変化メモリ（Ｐｈａｓｅ　Ｃｈａｎｇｅ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ；以下ＰＲＡＭと記す）の開発が行われている（特許文献１、２）。
【０００３】
　従来のＰＲＡＭのメモリセル構造（断面図）を図１３に示す。半導体基板３１上にＭＯ
Ｓ型トランジスタと、相変化材料を用いた記憶素子が形成されている。
【０００４】
　３２はトランジスタのゲート電極で、Ｎ型の不純物を導入した拡散層３３、３４がソー
ス・ドレイン領域として機能する。ゲート電極３２は、メモリセル選択のワード線として
機能する。
【０００５】
　ゲート電極上には層間絶縁膜３５が形成されている。拡散層３３にはヒータ電極３８が
接続されている。ヒータ電極３８の上に相変化材料層３９があり、その上に上部電極４０
が形成されている。
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【０００６】
　ヒータ電極３８に電流を流すことにより、ヒータ電極３８が発熱して相変化材料層３９
が部分的に加熱される。この加熱により、相変化材料層３９とヒータ電極３８の界面近傍
で相変化が起き、直列の電気抵抗に変化が現れる。このときに相変化が起こる領域を相変
化領域４１として、図１３に示している。
【０００７】
　トランジスタを構成している他方の拡散層３４には、コンタクトプラグ３６を介してグ
ランド（ＧＮＤ）配線３７が接続されている。
【０００８】
　ヒータ電極３８と相変化材料層３９と上部電極４０により、記憶素子が形成されており
、ＭＯＳ型トランジスタを介してＧＮＤ配線に接続することで、１つのメモリセルが構成
されている。
【０００９】
　ＧＮＤ配線３７を接地状態とし、トランジスタがオン（ＯＮ）状態の時に、上部電極４
０にパルス電圧を印加すると、上部電極４０－相変化材料層３９－ヒータ電極３８－拡散
層３３－トランジスタのチャネル－拡散層３４－ＧＮＤ配線３７で構成される電流経路に
電流が流れる。この電流によりヒータ電極３８の発熱（ジュール熱）が起き、相変化材料
層３９が部分的に加熱されることで、相変化が生じる。これにより電気抵抗値に変化が起
きる。加熱の仕方を制御することで、相変化材料を抵抗値の低い結晶状態（Ｓｅｔ状態）
および抵抗値の高い非結晶状態（Ｒｅｓｅｔ状態）のいずれかにすることができ、加熱後
もその状態を維持することができる。従って、所望のメモリセルにおいて、電気抵抗値の
変化を利用してデータの記録（保持）を行うことができる。
【００１０】
　図１３の従来例の場合、ヒータ電極３８は拡散層３３に直接接続された構造となってい
る。ヒータ電極の材料としてはタングステン（Ｗ）等が使用できるが、拡散層とのオーミ
ックコンタクトを得る為に、最下層部分に例えばチタン（Ｔｉ）を堆積、次にバリヤメタ
ルとなる窒化チタン（ＴｉＮ）を堆積、次に埋め込み用のタングステンを堆積した構造と
なっている。相変化材料層３９とヒータ電極３８の接触面積は小さい方が、電流密度が上
がって発熱効率が向上するが、図１３の構造の場合、ヒータ電極の深さが深くなってしま
うので、小さなヒータ電極径を形成することは加工の点から困難であった。このため、相
変化させるためには多くの電流を流さなければならない。従って、トランジスタの電流能
力も大きくしなければならなかった。この結果、トランジスタのサイズが大きくなり、そ
のためセルサイズが増大すると言う問題があった。また消費電流が増えると言う問題もあ
った。
【００１１】
　上記のような問題点を改善した、従来のＰＲＡＭのメモリセル構造を図１４に示す。
【００１２】
　図１４では、図１３のヒータ電極３８の代わりに、コンタクトプラグ４２と、ヒータ電
極４６を積層した構成としている。コンタクトプラグ４２は、図１３のヒータ電極３８と
同様に、チタン、窒化チタン、タングステンの３層により形成されている。ヒータ電極４
６は、タングステン等を用いて形成し、コンタクトプラグ４２の上層に接続している。こ
の構造ならば、ヒータ電極４６の高さを図１３の場合よりも低く形成することができるの
で、ヒータ径を小さく形成することが可能となる。しかし、ヒータ径はパターニングの際
のフォトリソグラフィーの解像限界で決まってしまうので、より小さな径のヒータ電極を
形成するために、ヒータ電極用の開口部４４の側面部にシリコン窒化膜等の絶縁膜でサイ
ドウォール４５を形成し、その内部にタングステン等を充填すると言う手法が知られてい
る。
【００１３】
　ここで、フォトリソグラフィーにより開口部４４のパターニングを行い、更にその後、
絶縁膜によるサイドウォール４５を形成してヒータ径の縮小を行ったとしても、サイドウ



(5) JP 2009-212202 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

ォールの厚さは開口部４４の底部の径で制限されてしまう。これは、ヒータ電極用の開口
部４４とサイドウォール４５を異方性のドライエッチングで形成するときに、微細なコン
タクトホールの場合には、側面の形状を完全に垂直に形成することは困難であることに起
因する。すなわち、開口部４４の側面がテーパー形状となってしまうため、上部径よりも
底部径が小さく形成されることになる。従って、サイドウォール４５の膜厚は、開口部４
４の底部が塞がってしまうよりも薄くする必要がある。この結果、ヒータ電極４６の上部
径は、所望のサイズまで縮小することが困難となる。
【００１４】
　図１３、図１４の従来例ではヒータ電極のサイズをある程度の大きさより縮小して形成
することが困難であるため、相変化領域４１がヒータ電極上の平面部に接触するように形
成される。このため、電流（電子）の流れが上部電極側では拡散してしまい、電流密度が
上がらない。従って、ヒータ電極の加熱効率が悪く、所望の温度に到達させるためには、
大きな電流を流す必要があった。さらにヒータ電極上面の平面部分と相変化材料が接触し
ているため、相変化領域４０も大きく広がってしまう。このため、大きな領域で相変化を
起こす必要があり、相変化が終了するまでに加える必要のある熱量が増大するので、この
点においても印加する電流が増える要因となっていた。
【００１５】
　これに対して、特許文献２では、方錐又は円錐形状の絶縁体である誘電体マンドレルを
覆って導電材料を配置した複合電極の先端のみを、複合電極を覆う誘電体層から突出させ
ることで、相変化材料とヒータ電極との接触面積を低減した構造が示されている。しかし
ながら、このような構造は誘電体マンドレルが存在するため、下部に形成するトランジス
タからのコンタクト直上に相変化領域を形成できない。この結果、素子集積度を高めるこ
とができず、装置のチップサイズを低減することは困難である。
【特許文献１】特開２００６－１７９７７８
【特許文献２】特開２００３－３３２５２９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　そこで、本発明では、相変化材料とヒータ電極との接触面積を低減して加熱に必要な電
流を抑制でき、また、相変化領域をコンタクト直上に形成して素子集積度を高めることが
できる相変化メモリ素子及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記課題を解決する本発明は、
　相変化材料層をヒータ電極で加熱して抵抗値を変化させ、情報の記憶を行う相変化メモ
リ装置であって、
　前記ヒータ電極は、半導体基板上の層間絶縁膜に形成された開口部に第１の絶縁材料か
らなるサイドウォールに囲まれた状態で埋め込まれており、前記サイドウォールは前記層
間絶縁膜から窪んだ形状であり、
　前記ヒータ電極の上部は前記サイドウォールの上面より突出し、該突出した部分で前記
サイドウォール上面から上端に向かって尖鋭形状を有し、
　前記ヒータ電極の尖鋭形状は、その最先端の一部を除いて第２の絶縁材料に覆われてお
り、前記ヒータ電極の最先端部分が前記相変化材料層と接触していることを特徴とする相
変化メモリ装置に関する。
【００１８】
　また、本発明は、上記の相変化メモリ装置の製造方法に関し、
　相変化材料層をヒータ電極で加熱して抵抗値を変化させ、情報の記憶を行う相変化メモ
リ装置の製造方法であって、
　（ａ）半導体基板上に層間絶縁膜を形成する工程、
　（ｂ）前記層間絶縁膜に開口部を形成する工程、
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　（ｃ）前記開口部の側面に第１の絶縁材料からなるサイドウォールを形成する工程、
　（ｄ）前記サイドウォールで囲まれた空隙部にヒータ電極材料を充填する工程、
　（ｅ）前記サイドウォール上面が露出するまで平坦化する工程、
　（ｆ）前記露出したサイドウォールの一部を除去して前記層間絶縁膜上面から窪んだ形
状とし、前記ヒータ電極材料の上部をサイドウォール上面より突出させると同時に、該ヒ
ータ電極材料をその上端に向かって尖鋭化してヒータ電極を形成する工程、
　（ｇ）全面に第２の絶縁材料を成膜した後、前記ヒータ電極の尖鋭形状の最先端の一部
を露出する工程、
　（ｈ）相変化材料層及び上部電極を順次形成する工程、
とを有することを特徴とする。
【００１９】
　特に、前記ヒータ電極の尖鋭形状を覆う第２の絶縁材料は、前記層間絶縁膜から窪んだ
形状の前記第１の絶縁材料からなるサイドウォール上で、前記尖鋭形状の側面にサイドウ
ォール状に形成されているか、あるいは、前記層間絶縁膜から窪んだ形状の前記第１の絶
縁材料からなるサイドウォールの上面全面に形成されていることができる。
【００２０】
　本発明の相変化メモリ装置では、好ましくは、前記ヒータ電極の下方に位置し、前記ヒ
ータ電極の底部と接触するコンタクトプラグと、該コンタクトプラグに接続される選択能
動素子と、前記相変化材料層の上面と接触する上部電極とを備えたことを特徴とし、前記
ヒータ電極は、前記コンタクトプラグよりも高抵抗の材料で構成することができ、発熱効
率をさらに高めることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　相変化メモリのメモリセルにおいて、ヒータ電極の先端を尖らせた形状とし、その最先
端部分のみが相変化材料と接触する構造とした。これにより、ヒータ電極による相変化材
料の加熱効率が改善するので、加熱に必要な電流を抑制することが可能となる。
【００２２】
　また、本発明のメモリセルにおいては、ヒータ電極とトランジスタのソース・ドレイン
領域とがコンタクトプラグを介して接続する構造となっている。従って、ヒータ電極の部
分のみをコンタクトプラグを形成する導電材料よりも高抵抗の材料とすることにより、よ
り一層発熱効率を改善することが可能となる。
【００２３】
　本発明により、相変化材料の加熱に必要な電流を抑制することが可能となるので、その
結果として消費電流の低減、メモリセル部のトランジスタのサイズ削減（チップ面積の削
減）が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明の実施形態について、図面を参照して説明するが、本発明はこれらの実施形態の
みに限定されるものではない。
【００２５】
　図９は、本発明の一実施形態になるＰＲＡＭのメモリセルの断面図である。Ｐ型の半導
体基板１上に、選択能動素子としてのＭＯＳ型トランジスタが形成されている。２がトラ
ンジスタのゲート電極で、メモリセル選択のワード線として機能する。拡散層領域３、４
にはリン等のＮ型不純物が導入されており、トランジスタのソース・ドレイン領域として
機能する。拡散層領域３にはコンタクトプラグ８が接続されている。もう一方の拡散層領
域４にはコンタクトプラグ６を介してグランド（ＧＮＤ）配線７が接続されている。コン
タクトプラグ８に接続するようにヒータ電極１４が設けられている。ヒータ電極１４の先
端部は尖った形状（尖鋭形状）となっており、その最先端部のみが相変化材料層１７に接
触している。相変化材料層１７の上面には、上部電極１８が相変化材料層１７と接触する
ように設けられている。１９は、相変化材料層１７がヒータ電極１４により加熱されたと
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きに相変化が起こり、電気抵抗値が変化する領域（相変化領域）を示している。
【００２６】
　グランド配線７を接地状態とし、トランジスタがオン状態の時に、上部電極にパルス状
の電圧を印加することで、相変化材料層１７とヒータ電極１４を介して、上部電極１８か
らグランド配線７に至る電流を流すことができる。この電流によりヒータ電極１４が発熱
する。
【００２７】
　ヒータ電極１４は上部が尖った形状となっており、その最先端の一部を除く側面は絶縁
膜を用いたサイドウォール１６で覆われている。従って、相変化材料層１７と接触してヒ
ータとして寄与するのは、上部の尖った最先端の一部の微小領域のみとなる。その結果、
電流がヒータ電極１４の先端に集中するため電流密度が上がり、発熱効率がよくなるので
、相変化を起こすのに必要な電流値を下げることが可能となる。従って、少ない電流でも
相変化させることが可能となる。また、これにより形成される相変化領域１９は、従来例
のものよりも小さくなる。
【００２８】
　次に、第１の実施形態のＰＲＡＭの製造方法を以下に示す。
【００２９】
　まず図１に示したように、半導体基板１上に、公知の手段により、ＭＯＳ型トランジス
タのゲート電極２、拡散層領域３、４、層間絶縁膜５、コンタクトプラグ６、８、グラン
ド配線７を形成する。コンタクトプラグ６、８は、最下層から順番に、チタン、窒化チタ
ン、タングステンの３層の膜を積層して形成されている。コンタクトプラグ８の表面はＣ
ＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）法により平坦化
されている。
【００３０】
　コンタクトプラグ８上に、シリコン酸化膜（ＳｉＯ２）等を用いて層間絶縁膜９を形成
した後に、ヒータ電極を形成するための開口部１０を設ける。
【００３１】
　次に図２に示したように、シリコン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）等（第１の絶縁材料）を用い
て、絶縁膜１１を形成する。絶縁膜１１の膜厚は、開口部１０が完全には充填されないよ
うに設定する。
【００３２】
　次に図３に示したように、絶縁膜１１に異方性のドライエッチングを行うことにより、
開口部１０の側面部分にサイドウォール１２を形成する。
【００３３】
　次に図４に示したように、ヒータ電極材料１３として例えばタングステン膜を堆積し、
サイドウォール１２に囲まれた空隙部を充填する。
【００３４】
　次に図５に示したように、サイドウォール１２の上面が露出するまで、ヒータ電極材料
１３をＣＭＰ法にて研磨して表面を平坦化する。
【００３５】
　次に図６に示したように、サイドウォール１２を異方性のドライエッチングにより一部
除去して、サイドウォール１２の表面を下げる。この際に、ドライエッチングの条件はサ
イドウォール１２を形成しているシリコン窒化膜のエッチング速度が、ヒータ材料１３を
形成しているタングステンおよび、層間絶縁膜９を形成しているシリコン酸化膜よりも早
くなるように設定する。
【００３６】
　具体的には、シリコン酸化膜（ＳｉＯ２）とシリコン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）のエッチン
グ速度比（選択比）が例えばＳｉＯ２：Ｓｉ３Ｎ４＝１：１０となるように設定する。ま
た、タングステン（Ｗ）とシリコン窒化膜のエッチング速度比が、Ｗ：Ｓｉ３Ｎ４＝１：
５～７程度となるように設定する。この加工条件にて、サイドウォール１２のシリコン窒
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化膜が、エッチングにより５０ｎｍ程度除去されて窪んだ形状を得る。このとき層間絶縁
膜９は５ｎｍ程度しかエッチングされない。また、ヒータ材料１３は７～１０ｎｍ程度し
か除去されない。従って、ヒータ材料１３の上部が突出して残る形状となる。これに加え
て、エッチング中においてヒータ材料１３がサイドウォール１２から突出して露出して行
くに従い、その側面部分にもエッチングガスのイオンが衝突するため、ヒータ材料の側面
部分もエッチングによる除去が進行する。ヒータ材料１３の側面は、上部に行くほどサイ
ドウォール１２から露出してエッチングガスにさらされる時間が長くなるので、上部の径
が下部よりも小さいテーパー形状となる。ヒータ材料１３はサイドウォール１２に囲まれ
た空隙部に充填した時点で非常に細い寸法、例えば直径５０～６０ｎｍとしているので、
最終的に先端が尖った形状（尖鋭形状）のヒータ電極１４を得ることが出来る。
【００３７】
　次に図７に示したように、例えばシリコン窒化膜（第２の絶縁材料）を１０ｎｍ程度堆
積して、絶縁膜１５を形成する。
【００３８】
　次に図８に示したように、絶縁膜１５に異方性のドライエッチングを行い、ヒータ電極
１４の側面部には絶縁膜１５を残してサイドウォール１６を形成し、ヒータ電極１４の先
端部の絶縁膜１５は除去する。これにより、ヒータ電極１４は尖った最先端部だけが露出
する形状となる。
【００３９】
　次に図９に示したように、相変化材料層１７と上部電極１８を順次堆積する。具体的に
は、相変化材料としては例えば、カルコゲナイド材料を用いることができる。カルコゲナ
イド材料とは、ゲルマニウム（Ｇｅ）、アンチモン（Ｓｂ）、テルル（Ｔｅ）、インジウ
ム（Ｉｎ）、セレン（Ｓｅ）等の元素を少なくとも一つ以上含む合金を指す。一例として
、ＧａＳｂ、ＩｎＳｂ、ＩｎＳｅ、Ｓｂ２Ｔｅ３、ＧｅＴｅ等の２元系元素、Ｇｅ２Ｓｂ

２Ｔｅ５、ＩｎＳｂＴｅ、ＧａＳｅＴｅ（ＧＳＴ）、ＳｎＳｂ２Ｔｅ４、ＩｎＳｂＧｅ等
の３元系元素、ＡｇＩｎＳｂＴｅ、（ＧｅＳｎ）ＳｂＴｅ、ＧｅＳｂ（ＳｅＴｅ）、Ｔｅ

８１Ｇｅ１５Ｓｂ２Ｓ２等の４元系元素が挙げられる。
【００４０】
　また、上部電極１８としては、例えばチタン（Ｔｉ）や窒化チタン（ＴｉＮ）、あるい
はそれらの積層膜等を用いることができる。
【００４１】
　この後に、上部電極１８上に保護絶縁膜の形成、あるいはさらに上部の配線層の形成等
を行えば、本発明のＰＲＡＭのメモリセルが完成する。
【００４２】
　本発明の構造とすることで相変化材料層１７とヒータ電極１４の接触面積が縮小される
ので電流密度が上がり、相変化材料層１７に対する加熱を効率よく行うことが可能となる
。また、相変化材料層１７とヒータ電極１４の接触面積を低減したことで、相変化が起き
る領域（図９の参照符号１９）の広がり幅を抑制することが出来る。このため、ヒータ電
極に対する加熱効率の改善に加えて、相変化が起きる領域が小さくなったことで、従来よ
り少ない熱量で相変化を終了させることが可能となる。従って、消費電流を大きく抑制す
ることが可能となる。また、メモリセルのトランジスタの電流能力が小さくても相変化を
起こすことが可能となるので、トランジスタサイズの縮小、チップ面積の低減が可能とな
る。
【００４３】
　発明の第２の実施形態について、図１０～１２を用いて説明する。
【００４４】
　まず、第１の実施形態の図６の工程までは、同様に実施する。
【００４５】
　次に図１０に示したように、シリコン窒化膜等（第２の絶縁材料）の絶縁膜２０を３０
ｎｍ以上堆積し、図６の工程で形成されているサイドウォール１２の窪み部分を充填する
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。
【００４６】
　次に図１１に示したように、絶縁膜２０をドライエッチング、またはＣＭＰ法にて研磨
し、ヒータ電極１４の最先端だけを露出させる。
【００４７】
　この後、図１２に示したように、相変化材料１７と上部電極１８を順次堆積し、本第２
の実施形態の構造を得る。
【００４８】
　この実施形態においても先の第１の実施形態と同様に、ヒータ電極１４の最先端の尖っ
た部分のみで、相変化材料層１７とヒータ電極１４が接触している。したがって接触面積
が従来よりも縮小されるので電流密度が上がり、相変化材料層１７に対する加熱を少ない
電流で効率よく行うことが可能となる。
【００４９】
　本発明の第３の実施形態について説明する。第１および第２の実施形態においては、コ
ンタクトプラグ８の上層部分を形成している材料と、ヒータ電極を形成している材料は共
にタングステンを用いた。本発明においては、ヒータ電極の発熱効率をさらに上げるため
に、ヒータ電極部分のみを、より高抵抗の材料に変更することが可能である。
【００５０】
　具体的には、タングステンに換えて、例えば窒化チタン（ＴｉＮ）を用いることができ
る。ヒータ電極の発熱量は、ヒータ電極の抵抗値に比例して上昇するので、タングステン
よりも高抵抗の窒化チタンを使用することで、より少ない電流で、所望のヒータ温度を得
る事が可能となる。窒化チタン以外の高抵抗材料を使用してもよく、先の第１および第２
の実施形態のどちらにも組合せることができる。
【００５１】
　ヒータ電極の先端部を尖らせるための加工は、使用する電極の材料に合わせてサイドウ
ォール１２（図６）のエッチング条件を適切に選定することで得ることができる。
【００５２】
　以上説明した各実施形態においては、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、使用する材料
等を変更することが可能である。
【００５３】
　例えば、半導体基板内にＮ型ウェルを形成して、その中にＭＯＳ型トランジスタ配置し
、ソース・ドレイン領域はボロン等の不純物を導入してＰ型としてもよい。また、相変化
材料は、加熱により抵抗の変動する材料であればよく、カルコゲナイド材料以外でも使用
が可能である。
【００５４】
　また、層間絶縁膜に形成した開口部に形成されるサイドウォール１２としての第１の絶
縁材料と、ヒータ電極の上部の尖鋭形状周囲に形成される第２の絶縁材料（１５，２０）
を同じシリコン窒化膜としたが、これに限定されず、第２の絶縁材料を、例えば、層間絶
縁膜と同じシリコン酸化膜としても良い。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の一実施例になる相変化メモリ装置の製造方法を説明する工程断面図であ
る。
【図２】本発明の一実施例になる相変化メモリ装置の製造方法を説明する工程断面図であ
る。
【図３】本発明の一実施例になる相変化メモリ装置の製造方法を説明する工程断面図であ
る。
【図４】本発明の一実施例になる相変化メモリ装置の製造方法を説明する工程断面図であ
る。
【図５】本発明の一実施例になる相変化メモリ装置の製造方法を説明する工程断面図であ
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【図６】本発明の一実施例になる相変化メモリ装置の製造方法を説明する工程断面図であ
る。
【図７】本発明の一実施例になる相変化メモリ装置の製造方法を説明する工程断面図であ
る。
【図８】本発明の一実施例になる相変化メモリ装置の製造方法を説明する工程断面図であ
る。
【図９】本発明の一実施例になる相変化メモリ装置を説明する断面図である。
【図１０】本発明の他の実施例になる相変化メモリ装置の製造方法を説明する工程断面図
である。
【図１１】本発明の他の実施例になる相変化メモリ装置の製造方法を説明する工程断面図
である。
【図１２】本発明の他の実施例になる相変化メモリ装置を説明する断面図である。
【図１３】第１の従来例になる相変化メモリ装置の断面図である。
【図１４】第２の従来例になる相変化メモリ装置の断面図である。
【符号の説明】
【００５６】
１　半導体基板
２　ゲート電極
３、４　拡散層領域
５、９　層間絶縁膜
６、８　コンタクトプラグ
７　グランド配線
１０　開口部
１１、１５、２０　絶縁膜（シリコン窒化膜）
１２、１６　サイドウォール
１３　ヒータ材料
１４　ヒータ電極
１７　相変化材料層
１８　上部電極
１９　相変化領域
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