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明 細 書

抵抗記，漬素子及びその製造方、法、並びに不揮発，性半導体記，漬装置

技術分野

０００1 本発明は、抵抗記憶素子及びその製造方法に係り、特に、抵抗値が異なる複数の

抵抗状態を記憶する抵抗記憶素子及びその製造方法、並びにこのょぅな抵抗記憶

素子を用いた不揮発性半導体記憶装置に関する。

背景技術

０００2 近年、新たなメモり素子として、R (Res s ance R a ndom Access Memo ) と呼

ばれる不揮発性半導体記憶装置が注目されている。 山女 は、抵抗値が異なる複

数の抵抗状態を有し、外部から電気的刺激を与えることにょり抵抗状態が変ィビする

抵抗記憶素子を用い、抵抗記憶素子の高抵抗状態と低抵抗状態とを例えば情報の

０と ㌣とに対応づけることにょり、メモり素子として利用するものである。R は

、高速性、大容量性、低消費電力性等、そのポテンシャルの高さから、その将来性が

期待されている。

０００3 抵抗記憶素子は、電圧の印加にょり抵抗状態が変ィビする抵抗記憶材料を一対の

電極間に挟持したものである。抵抗記憶材料としては、代表的なものとして遷移金属

を含む酸ィロ物材料が知られている。

０００4 抵抗記憶素子を用いた不揮発性半導体記憶装置は、例えば特許文献 及び非特

許文献 ～3等に記載されている。

特許文献 1 米国特許第6473332 号明細書

非特許文献 A Beck e a ・App P h s e Vo 7 7 p 39 2００1)

非特許文献2 W W z h ang e a Tech D ges E DM 2００2 p 193

非特許文献3 G Baek e a Tech D ges E DM 2００4 p 587

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 S をはじめ、次世代の不揮発性 として期待される e山女 (強

誘電体メモり Fe oe ec c R a ndom Access Memo )等は、データ書き換え前後で



読み出しに要求される差を確保するため、ある程度以上の面積が必要であり、高密

度ィビするための阻害要因の一つになっている。また、 山女 (磁気メモり Magneto

e s s ve Random Access Memo )では、素子面積を 心くするほどに磁ィロ反転に必、

要な電流値が大きくなってしまぅため、書き込み電流値等との関係からセルサイズが

制限されてしまぅ。このため、より集積ィビが容易な不揮発性メモり材料及びこれを用い

た不揮発性記憶装置が求められていた。

０００6 本発明の目的は、抵抗値が異なる複数の抵抗状態を記憶する抵抗記憶素子にお

いて、集積度を向上しぅる抵抗記憶素子及びその製造方法、並びにこのよぅな抵抗

記憶素子を用いた不揮発性半導体記憶装置を提供することにある。

課題を解決するための手段

０００7 本発明の一観点によれば、メモり領域に高抵抗状態又は低抵抗状態を記憶し、電

圧の印加によって前記高抵抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える抵抗記憶素子

であって、抵抗記憶材料よりなる抵抗記憶層と、前記抵抗記憶層を挟むよぅに配置さ

れた第 の電極及び第2の電極とを有し、前記第 の電極及び前記第2の電極は、同

一面上に形成されていることを特徴とする抵抗記憶素子が提供される。

０００8 本発明の他の観点によれば、メモり領域に高抵抗状態又は低抵抗状態を記憶し、

電圧の印加によって前記高抵抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える抵抗記憶素

子であって、抵抗記憶材料よりなる抵抗記憶層と、前記抵抗記憶層を挟むよぅに配置

された第 の電極及び第2の電極とを有し、前記第 の電極は、前記抵抗記憶層の下

面側に形成されており、前記第2の電極は、前記第 の電極が形成された領域とは異

なる領域の前記抵抗記憶層の上面側に形成されていることを特徴とする抵抗記憶素

子が提供される。

０００9 本発明の更に他の観点によれば、メモり領域に高抵抗状態又は低抵抗状態を記憶

し、電圧の印加によって前記高抵抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える抵抗記憶

素子であって、抵抗記憶材料よりなる抵抗記憶層と、前記抵抗記憶層を挟むよぅに配

置された第 の電極及び第2の電極とを有し、前記第 の電極は、前記抵抗記憶層の

第 の領域に形成された開口部内に埋め込み形成されており、前記第2の電極は、

前記第 の領域とは異なる第2の領域の前記抵抗記憶層上に形成されていることを



特徴とする抵抗記憶素子が提供される。

００1０ 本発明の更に他の観点によれば、メモり領域に高抵抗状態又は低抵抗状態を記憶

し、電圧の印加によって前記高抵抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える抵抗記憶

素子であって、抵抗記憶材料よりなる抵抗記憶層と、前記抵抗記憶層を挟むよぅに配

置された第 の電極及び第2の電極とを有し、前記高抵抗状態と前記低抵抗状態と

を切り換える際に、前記第 の電極と前記第2の電極との間の前記抵抗記憶層内に、

前記抵抗記憶層の層方向又は前記抵抗記憶層の層厚方向に対して傾斜した方向

に沿って前記メモり領域を含む電流パスが形成されることを特徴とする抵抗記憶素子

が提供される。

００11 本発明の更に他の観点によれば、メモり領域に高抵抗状態又は低抵抗状態を記憶

し、電圧の印加によって前記高抵抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える抵抗記憶

素子であって、抵抗記憶材料よりなる抵抗記憶層と、前記抵抗記憶層を挟むよぅに配

置された第 の電極及び第2の電極とを有し、前記第 の電極と前記第2の電極とが

同一面上に形成された抵抗記憶素子と、前記抵抗記憶素子の第 の電極に接続さ

れた選択トランジスタと、前記抵抗記憶素子の前記第2の電極に接続された信号線と

を有することを特徴とする不揮発性半導体記憶装置が提供される。

００12 本発明の更に他の観点によれば、メモり領域に高抵抗状態又は低抵抗状態を記憶

し、電圧の印加によって前記高抵抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える抵抗記憶

素子であって、抵抗記憶材料よりなる抵抗記憶層と、前記抵抗記憶層を挟むよぅに配

置された第 の電極及び第2の電極とを有し、前記第 の電極が前記抵抗記憶層の

下面側に形成され、前記第2の電極が前記第 の電極が形成された領域とは異なる

領域の前記抵抗記憶層の上面側に形成された抵抗記憶素子と、前記抵抗記憶素子

の第 の電極に接続された選択トランジスタと、前記抵抗記憶素子の前記第2の電極

に接続された信号線とを有することを特徴とする不揮発性半導体記憶装置が提供さ

れる。

００13 本発明の更に他の観点によれば、メモり領域に高抵抗状態又は低抵抗状態を記憶

し、電圧の印加によって前記高抵抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える抵抗記憶

素子であって、抵抗記憶材料よりなる抵抗記憶層と、前記抵抗記憶層を挟むよぅに配



置された第 の電極及び第2の電極とを有し、前記第 の電極が前記抵抗記憶層の

第 の領域に形成された開口部内に埋め込み形成され、前記第2の電極が前記第

の領域とは異なる第2の領域の前記抵抗記憶層上に形成された抵抗記憶素子と、前

記抵抗記憶素子の第 の電極に接続された選択トランジスタと、前記抵抗記憶素子

の前記第2の電極に接続された信号線とを有することを特徴とする不揮発性半導体

記憶装置が提供される。

００ 4 本発明の更に他の観点によれば、高抵抗状態と低抵抗状態とを記憶し、一対の電

極間に電圧を印加することによって前記高抵抗状態と前記低抵抗状態とを切り換え

る抵抗記憶素子の製造方法であって、基板上に、導電膜を形成する工程と、前記導

電膜をパターニングし、第 の領域に形成された第 の電極と、前記第 の領域とは

異なる第2の領域に形成された第2の電極とを形成する工程と、前記第 の電極及び

前記第2の電極が形成された前記基板上に、抵抗記憶層を形成する工程とを有する

ことを特徴とする抵抗記憶素子の製造方法が提供される。

００15 本発明の更に他の観点によれば、高抵抗状態と低抵抗状態とを記憶し、一対の電

極間に電圧を印加することによって前記高抵抗状態と前記低抵抗状態とを切り換え

る抵抗記憶素子の製造方法であって、基板の第 の領域上に第 の電極を形成する

工程と、前記第 の電極が形成された前記基板上に、抵抗記憶層を形成する工程と

、前記第 の領域とは異なる第2の領域の前記抵抗記憶層上に、第2の電極を形成

する工程とを有することを特徴とする抵抗記憶素子の製造方法が提供される。

００16 本発明の更に他の観点によれば、高抵抗状態と低抵抗状態とを記憶し、一対の電

極間に電圧を印加することによって前記高抵抗状態と前記低抵抗状態とを切り換え

る抵抗記憶素子の製造方法であって、基板上に、抵抗記憶層を形成する工程と、前

記抵抗記憶層の第 の領域に開口部を形成する工程と、前記開口部内に、第 の電

極を形成する工程と、前記抵抗記憶層の前記第 の領域とは異なる第2の領域上に

、第2の電極を形成する工程とを有することを特徴とする抵抗記憶素子の製造方法が

提供される。

発明の効果

００17 本発明によれば、同一平面上に形成された同一導電層よりなる一対の電極と、これ



ら一対の電極間に設けられた抵抗記憶層とにより、抵抗記憶素子を構成するので、

一対の電極を別々に形成する場合と比較して、抵抗記憶素子の製造プロセスを簡略

ィビすることができる。また、一対の電極を膜厚方向に積層して抵抗記憶素子を形成

する場合と比較して抵抗記憶素子上の平坦性が向上するため、平坦ィロ工程を削減

できる等、上層に形成する配線層等の製造プロセスを簡略ィビすることができる。

００18 また、抵抗記憶素子の一方の電極は、メモリセルに接続される信号線と一体形成す

ることができる。これにより、抵抗記憶素子の製造プロセスを簡略ィビすることができる。

また、抵抗記憶素子の電極とは別々にメモリセルに接続される信号線を形成する場

合と比較して抵抗記憶素子上の平坦性が向上するため、平坦ィロ工程を削減できる

等、上層に形成する配線層等の製造プロセスを簡略化することができる。

００19 また、抵抗記憶素子の一対の電極が平面的なレイアウトにおいて互いに重ならない
よぅに配置することにより、一対の電極を平面的なレイアウトにおいて重なるよぅに配

置する場合と比較して抵抗記憶層を薄くすることができる。これにより、抵抗記憶素子

の製造プロセスを簡略ィビすることができる。

００2０ また、抵抗記憶素子の一方の電極を、セル選択トランジスタに接続されたコンタクト

プラグで兼ねることにより、他方の電極のレイアウト上及び製造上におけるマージンを

増加することができる。これにより、抵抗記憶素子の製造プロセスを簡略ィビすることが

できる。

００2 1 図 双極性抵抗記憶材料を用いた抵抗記憶素子の電流一電圧特性を示すグラフ

である。

図2 単極性抵抗記憶材料を用いた抵抗記憶素子の電流一電圧特性を示すグラフ

である。

図3 抵抗記憶素子のフオーミング処理を説明する電流一電圧特性のグラフである。

図4 フオーミングが生じる電圧と抵抗記憶層の膜厚との関係を示すグラフである。

図5 抵抗記憶素子について低電圧 測定を行った結果を示すグラフである。

図6 フオーミングのメカニズムの検討に用いた抵抗記憶素子の電流一電圧特性を示

すグラフである。



図7 分割した抵抗記憶素子の各ピースにおける電流一電圧特性を示すグラフであ

る。

図8 抵抗記憶素子の電極の配置例を示す平面図である。

図9 抵抗記憶素子の電極の配置例を示す概略断面図である。

図1０本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造を示す平面図

である。

図11 本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造を示す概略断

面図である。

図12 本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造を示す回路図

である。

図13 本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法を示すエ

程断面図 (その )である。

図14 本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法を示すエ

程断面図 (その2)である。

図15 本発明の第2実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造を示す平面図

である。

図16 本発明の第2実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造を示す概略断

面図である。

図17 本発明の第2実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造を示す回路図

である。

図18 本発明の第2実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法を示すエ

程断面図 (その )である。

図19 本発明の第2実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法を示すエ

程断面図 (その2)である。

図2０本発明の第3実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造を示す平面図

である。

図2 1 本発明の第3実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造を示す概略断

面図である。



図22 本発明の第3実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法を示すエ

程断面図である。

符号の説明

００22 ０…メモリセル

2 …抵抗記憶素子

4 …セル選択トランジスタ

2０…シリコン基板

22…素子分離膜

24…ゲート電極

26 28 …ソースノドレイン領域

3０ 48 …層間絶縁膜

32 34 5０…コンタクトプラグ

36…配線

38 44 …電極

4０…ソース線

42…抵抗記憶層

46…抵抗記憶素子

52… ビ、ソト線

8０…基板

82 4 …電極

86…抵抗記憶層

発明を実施するための最良の形態

００23 抵抗記憶素子の基本動作

本発明の不揮発性半導体記憶装置に用いる抵抗記憶素子の基本動作にっいて

図 乃至図9を用いて説明する。

００24 図 は双極性抵抗記憶材料を用いた抵抗記憶素子の電流一電圧特性を示すグラ

フ、図2は単極性抵抗記憶材料を用いた抵抗記憶素子の電流一電圧特性を示すグ

ラフ、図3は抵抗記憶素子のフオーミング処理を説明する電流一電圧特性のグラフ、



図4 はフオーミングが生じる電圧と抵抗記憶層の膜厚との関係を示すグラフ、図5 は

抵抗記憶素子の低電圧 測定結果を示すグラフ、図6 はフオーミングのメカニズ

ムの検討に用いた抵抗記憶素子の電流一電圧特性を示すグラフ、図7 は分割した抵

抗記憶素子の各ピースにおける電流一電圧特性を示すグラフ、図8及び図9 は抵抗

記憶層を挟持する一対の電極の配置例を示した図である。

００2 5 抵抗記憶素子は、一対の電極間に抵抗記憶材料が狭持されたものである。抵抗記

憶材料は、その多くが遷移金属を含む酸ィロ物材料であり、電気的特性の違いから大

きく2つに分類することができる。

００2 6 つは、高抵抗状態と低抵抗状態との間で抵抗状態を変ィビするために互いに異な

る極性の電圧を用いるものであり、クロム (C )等の不純物を微量にド一プしたS

やS Z 、或いは超巨大磁気抵抗 (C C。。，，" Mag 。。R。，，
"n
。。) を示す

P C a O や a C a O 等が該当する。以下、抵抗状態の書き換えに極
3 3

性の異なる電圧を要するこのよぅな抵抗記憶材料を、双極性抵抗記憶材料と呼ぶ。

００2 7 他方は、高抵抗状態と低抵抗状態との間で抵抗値を変化するために、極性の同じ

電圧を必要とする材料であり、例えば O や O のよぅな単一の遷移金属の酸ィビ

物等が該当する。以下、抵抗状態の書き換えに極性が同じ電圧を要するこのよぅな

抵抗記憶材料を、単極性抵抗記憶材料と呼ぶ。

００2 8 図 は、双極性抵抗記憶材料を用いた抵抗記憶素子の電流一電圧特性を示すグ

ラフであり、非特許文献 に記載されたものである。このグラフは、典型的な双極性抵

抗記憶材料であるC ド一プのS Z O を用いた場合である。

００2 9 初期状態において、抵抗記憶素子は高抵抗状態であると考える。

００3０ 印加電圧が の状態から徐々に負電圧を増加していくと、その時に流れる電流は

曲線a に沿って矢印の方向に変ィヒし、その絶対値は徐々に増加する。印加する負電

圧が更に大きくなり約 ０ 5 を超えると、抵抗記憶素子が高抵抗状態から低抵抗

状態ヘス不ソチする。これに伴い、電流の絶対値が急激に増加し、電流一電圧特性

は点 から点 に遷移する。なお、以下の説明では、抵抗記憶素子を高抵抗状態か

ら低抵抗状態へ変化する動作を「セット」と呼ぶ。

００3 1 点 の状態から徐々に負電圧を減少していくと、電流は曲線b に沿って矢印の方向



に変ィビし、その絶対値は徐々に減少する。印加電圧が に戻ると、電流もO となる

００32 印加電圧が の状態から徐々に正電圧を増加していくと、電流値は曲線cに沿っ
て矢印の方向に変ィヒし、その絶対値は徐々に増加する。印加する正電圧が更に大

きくなり約０・5 を超えると、抵抗記憶素子が低抵抗状態から高抵抗状態にス不ソチ

する。これに伴い、電流の絶対値が急激に減少し、電流一電圧特性は点Cから点

に遷移する。なお、以下の説明では、抵抗記憶素子を低抵抗状態から高抵抗状態

へ変化する動作を「リセット」と呼ぶ。

００33 点 の状態から徐々に正電圧を減少していくと、電流は曲線dに沿って矢印の方向

に変ィビし、その絶対値は徐々に減少する。印加電圧が に戻ると、電流もO となる

００34 それぞれの抵抗状態は、約 5 の範囲で安定であり、電源を切っても保たれる

。すなわち、高抵抗状態では、印加電圧が点 の電圧の絶対値よりも低ければ、電

流一電圧特性は曲線 ，dに沿って線形的に変ィビし、高抵抗状態が維持される。同

様に、低抵抗状態では、印加電圧が点Cの電圧の絶対値よりも低ければ、電流一電

圧特性は曲線b，。に沿って線形的に変化し、低抵抗状態が維持される。

００35 このよぅに、双極性抵抗記憶材料を用いた抵抗記憶素子は、高抵抗状態と低抵抗

状態との間で抵抗状態を変ィビするために、互いに異なる極性の電圧を印加するもの

である。

００36 図2は、単極性抵抗記憶材料を用いた抵抗記憶素子の電流一電圧特性を示すグ

ラフである。このグラフは、典型的な単極性抵抗記憶材料である を用いた場合

である。

００37 初期状態において、抵抗記憶素子は高抵抗状態であると考える。

００38 印加電圧を から徐々に増加していくと、電流は曲線aに沿って矢印の方向に変

ィビし、その絶対値は徐々に増加する。印加電圧が更に大きくなり約 ・6 を超えると

、抵抗記憶素子が高抵抗状態から低抵抗状態にス不ソチ (セット)する。これに伴い、

電流の絶対値が急激に増加し、電流一電圧特性は点 から点 に遷移する。なお、

図2において点 における電流値が約2０ で一定になっているのは、急激な電流



の増加による素子の破壊を防止するために電流制限を施しているためである。

００39 点 の状態から徐々に電圧を減少していくと、電流は曲線bに沿って矢印の方向に

変ィビし、その絶対値は徐々に減少する。印加電圧が に戻ると、電流も となる。

００4０ 印加電圧を から再度徐々に増加していくと、電流は曲線cに沿って矢印の方向

に変ィビし、その絶対値は徐々に増加する。印加する正電圧が更に大きくなり約 ・2

を超えると、抵抗記憶素子が低抵抗状態から高抵抗状態にス不ソチ (リセット)する。

これに伴い、電流の絶対値が急激に減少し、電流一電圧特性は点Cから点 に遷移

する。

００41 点 の状態から徐々に電圧を減少していくと、電流は曲線dに沿って矢印の方向に

変ィビし、その絶対値は徐々に減少する。印加電圧が に戻ると、電流もO となる。

００42 それぞれの抵抗状態は、セット、リセットに必要な電圧以下で安定である。すなわち

、図2においては約 ・ 以下で両状態ともに安定であり、電源を切っても保たれる。

すなわち、高抵抗状態では、印加電圧が点 の電圧よりも低ければ、電流一電圧特

性は曲線 に沿って線形的に変ィビし、高抵抗状態が維持される。同様に、低抵抗状

態では、印加電圧が点Cの電圧よりも低ければ、電流一電圧特性は曲線cに沿って

変ィビし、低抵抗状態が維持される。

００43 このよぅに、単極性抵抗記憶材料を用いた抵抗記憶素子は、高抵抗状態と低抵抗

状態との間で抵抗状態を変化するために、極性の同じ電圧を印加するものである。

００44 上記抵抗記憶材料を用いて抵抗記憶素子を形成する場合、素子形成直後の初期

状態では図 及び図2に示すよぅな特性は得られない。抵抗記憶材料を高抵抗状態

と低抵抗状態との間で可逆的に変ィヒしぅる状態にするためには、フオーミングと呼ば

れる処理が必要である。

００45 図3は、図2の場合と同じ単極性抵抗記憶材料を用いた抵抗記憶素子のフオーミン

グ処理を説明する電流一電圧特性である。

００46 素子形成直後の初期状態では、図3に示すよぅに、高抵抗であり且つ絶縁耐圧は8

程度と非常に高くなっている。この絶縁耐圧は、セットやリセットに必要な電圧と比

較して極めて高い値である。初期状態では、セットやリセットれづよぅな抵抗状態の

変化は生じない。



００47 初期状態においてこの絶縁耐圧よりも高い電圧を印加すると、図3に示すよぅに、素

子に流れる電流値が急激に増加し、すなわち抵抗記憶素子のフオーミングが行われ

る。このよぅなフオーミングを〒ぅことにより、抵抗記憶素子は図2に示すよぅな電流一

電圧特性を示すよぅになり、低抵抗状態と高抵抗状態とを可逆的に変ィビすることがで

きるよぅになる。一度フオーミングを行った後は、抵抗記憶素子がフオーミング前の初

期状態に戻ることはない。

００48 フオーミング前の初期状態における抵抗記憶素子は、高い抵抗値を有しており、フ

オーミング後の高抵抗状態と混同する虞がある。そこで、本願明細書において高抵

抗状態とレづときはフオーミング後の抵抗記憶素子の高抵抗状態を表すものとし、低

抵抗状態とレづときはフオーミング後の抵抗記憶素子の低抵抗状態を表すものとし、

初期状態とレづときはフオーミングを〒ぅ前の抵抗記憶素子の状態を表すものとする。

００49 次に、フオーミングのメカニズムに関して本願発明者が検討を行った結果について

図4乃至図7を用いて説明する。なお、検討に用いた試料は、膜厚 5０ のP より

なる下部電極と、 O よりなる抵抗記憶層と、膜厚 OO のP よりなる上部電極とを

有する抵抗記憶素子である。

００5０ 図4は、フオーミングが生じる電圧と抵抗記憶層の膜厚との関係を示すグラフである

。図4に示すよぅに、フオーミングが生じる電圧は、抵抗記憶層の膜厚が厚くなるほど

に増加する。これら測定点は線形近似することができ、回帰直線は原点を通る。この

ことは、フオーミングが生じる電圧が、膜厚ゼロの極限でゼロになることを意味している

。つまり、フオーミングの現象は、電極と抵抗記憶層との界面で生じている現象ではな

く、抵抗記憶層の膜内において厚さ方向に生じる現象であると考えられる。

００5 1 図5は、フオーミング処理前の試料について低電圧 測定を行った結果を示

すグラフである。なお、測定は室温で行い、印加電圧は7 、抵抗記憶層の膜厚は3

O とした。図5に示すよぅに、約5００秒の時間経過後に急激に電流値が増加して

おり、絶縁破壊が生じていることが判る。絶縁破壊が生じた後の抵抗記憶素子の1

測定を行った結果、図6に示すよぅなR 特性が確認され、フオーミング処理が

完了した状態であることが確認できた。

００52 図4乃至図6の結果を考え合わせると、フオーミングの現象は絶縁破壊と等価な現



象であり、絶縁破壊によって電流経路となる変質領域が形成されるものと考えられる

００53 次に、図6に示すよぅなR 特性がこの変質領域で生じていることを示す。

００54 まず、上部電極の直径を5０ とした抵抗記憶素子を形成し、フオーミング処理

を行った。次いで、この抵抗記憶素子を、高抵抗状態から低抵抗状態にセットした。

このときの抵抗記憶素子の電流一電圧特性を、図7に 印で示した。

００55 この後、この抵抗記憶素子を2つに割り、分割後のそれぞれのピースについて電流

一電圧特性を再度測定した。各ピースの電流一電圧特性は、図7に点線及び実線で

それぞれ示している。

００56 この結果、一方のピース (点線) は低抵抗状態にあり、電極分割前のセット後の低抵

抗状態における測定データともよく一致していた。これに対し、他方のピース (実線)

はフオーミング処理前の状態のままであった。これらのことから、フオーミングによって

生じた電流パスは前記一方のビース側のみに含まれており、且つこのビースのみが

電極分割前の抵抗状態を記憶していることが判る。前記他方のピースは、抵抗状態

の記憶にまったく寄与していない。

００57 以上の結果から、フオーミングにより形成される変質領域は、極めて狭い局所的な

領域に生じているものと考えられる。そして、図4の結果と考え合わせると、この変質

領域は、抵抗記憶層の膜厚方向に伸びるフィラメント状であるものと考えられる。

００58 そして、抵抗記憶素子の 山女 特性は、フオーミングにより生じたフィラメント状の

変質領域で生じているものと考えられる。それゆえ e山女 や 山女 とは異なり、ス

不ソチング前後での電気的応答の変ィビが電極面積に殆ど依存することはなく、電極

面積を大幅に縮小することが可能である。また、一対の電極は、必ずしもキヤパシタ

のよぅな平行平板状に配置する必要はない。

００59 フィラメント状の変質領域によりR 特性が得られるメカニズムは明らかではない
が、本願発明者は例えば以下のよぅであると推察している。

００6０ 抵抗記憶素子を形成してフオーミング処理を行い絶縁破壊を引き起こすと、抵抗記

憶層内にフィラメント状の変質領域が形成され、この変質領域が電流バスとなる。この

状態が、抵抗記憶素子の低抵抗状態である。



「006 低抵抗状態の抵抗記憶素子に電圧を印加すると、上記電流パスを介して電流が流

れる。この電流値が大きくなると、電流パス内において陽極酸ィビに類似の酸ィロ反応

が生じ、変質領域を元に戻すよぅに作用する。そして、変質領域が減少することにより

電流パスが狭くなり、或いはパスの電極界面近傍を中心に酸ィビが進むことにより電流

パスが塞がれ、高抵抗となる。この状態が、抵抗記憶素子の高抵抗状態である。なお

、電流パスが塞がれる領域が、高抵抗状態又は低抵抗状態を記憶するメモり領域と

考えられる。

００62 高抵抗状態の抵抗記憶素子に所定値以上の電圧を印加すると、電流パスを塞い
でいる酸ィロ領域で絶縁破壊が生じ、再び電流パスが形成される。これにより、抵抗記

憶素子は低抵抗状態に戻る。

００63 図8及び図9は抵抗記憶層を挟持する一対の電極の配置例を示したものである。図

8が平面図であり、図9が断面図である。なお、各図において点線は、フオーミングに

より形成される典型的な電流パスを示したものである。但し、実際には、結品粒界等

の影響を受けて曲がりくねった形状の電流パスであったり、複数の電流パスが同時に

存在したりすることも想定される。

００64 図8 (a) の配置図は、一対の電極82 84の対向する辺が平行となるよぅに配置され

た場合である。図8 (b)の配置図は、一対の電極82 84が角部で対向するよぅに配

置された場合である。図8 (c) の配置図は、一対の電極82 84の対向する辺が非平

行となるよぅに配置された場合である。

００65 図9 (a) の配置図は、一対の電極82 84が基板8０の同一平面上に形成され、電

極82 84の間に抵抗記憶層86が形成された場合である。この場合、電流パスの方

向は、抵抗記憶層86の層方向に沿って形成される。なお、本願明細書において電

流パスの方向とは、電流パスの始点と終点とを結ぶ直線に沿った方向であるものとす

る。また、層方向とは、抵抗記憶層86が形成された面に沿った方向であるものとする

００66 図9 (b)の配置図は、一対の電極82 84が抵抗記憶層86を挟んで異なる平面上

に形成された場合である。図9 (c) の配置図は、一対の電極82 84のぅちの一方の

電極82が抵抗記憶層86の側壁部分 (例えばコンタクトホール内) に形成され、他方



の電極84が抵抗記憶層86上に形成された場合である。これらの場合、電流パスの

方向は、抵抗記憶層86の層厚方向に沿って形成される。

００67 図8に示す平面レイアウトと、図9に示す断面レイアウトとは、任意に組み合わせるこ

とができる。

００68 抵抗記憶層86を狭持する電極82 84は、必ずしも で対応している必要はなく

、 つの共通電極に対して複数の個別電極を設けるよぅにしてもよい。

００69 第 実施形態

本発明の第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置及びその製造方法につい
て図 ０乃至図 4を用いて説明する。

００7０ 図 ０は本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造を示す平面図、図皿

は本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造を示す概略断面図、図 2は

本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造を示す回路図、図 3及び図 4

は本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法を示す工程断面図である

００7 1 はじめに、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造について図 ０乃至

図 2を用いて説明する。なお、図 「a 図 ０の 線断面図である。

００72 図 ０及び図皿に示すよぅに、シリコン基板2０には、素子領域を画定する素子分離

膜22が形成されている。シリコン基板2０の素子領域には、ゲート電極24及びソース

ノドレイン領域26 28を有するセル選択トランジスタが形成されている。

００73 ゲート電極24は、図 ０に示すよぅに、列方向 (図面縦方向) に隣接するセル選択ト

ランジスタのゲート電極24を共通接続するワード線W としても機能する。

００74 セル選択トランジスタが形成されたシリコン基板2０上には、ソースノドレイン領域26

に電気的に接続されたコンタクトプラグ32と、ソースノドレイン領域28に電気的に接

続されたコンタクトプラグ34とが埋め込まれた層間絶縁膜3０が形成されている。層間

絶縁膜3０上には、コンタクトプラグ32を介してソースノドレイン領域26に電気的に接

続された配線36と、コンタクトプラグ34を介してソースノドレイン領域28に電気的に

接続された電極38と、隣接する電極38間に設けられたソース線4０とが形成されてい
る。電極38は、コンタクトプラグ34に対応して つずつ形成されている。ソース線4０



は、図 ０に示すよぅに、列方向に延在して形成されている。

００75 配線36、電極38及びソース線4０が形成された層間絶縁膜3０上には、抵抗記憶

材料よりなる抵抗記憶層42が形成されている。この抵抗記憶材料は、双極性抵抗記

憶材料及び単極性抵抗記憶材料の何れであってもよい。これにより、電極38とソー

ス線4０とは、抵抗記憶層42を介して側面部が対向配置され、電極38とソース線4０

とを一対の電極とする抵抗記憶素子46を構成している (図中、点線で囲った部分)。

ソース線4０は、図 ０に示すよぅに、ソース線4０を挟んで隣接する2つの抵抗記憶素

子46と、この2つの抵抗記憶素子に対して列方向に並ぶ複数の抵抗記憶素子46の

一方の電極を兼ねる共通電極として機能する。

００76 抵抗記憶層42には、配線36に電気的に接続されたコンタクトプラグ5０が埋め込ま

れている。コンタクトプラグ5０が埋め込まれた抵抗記憶層42上には、コンタクトプラグ

5０、配線36、コンタクトプラグ32を介してソースノドレイン領域26に電気的に接続さ

れ、ワード線W と直行する行方向 (図面横方向) に延在するビット線52が形成され

ている。

００77 このよぅに、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置は、同一平面上に形成さ

れた同一導電層よりなる一対の電極 (電極38及びソース線4０) と、これら一対の電極

間に設けられた抵抗記憶層42とにより、抵抗記憶素子46が構成されていることに主

たる特徴がある。

００78 上述の通り、フオーミングにより形成される抵抗記憶層の変質領域は、極めて狭い
局所的な領域に生じる。したがって、抵抗記憶層46を挟む一対の電極の電極面積

は R 去 や e山女 等の場合と比較して大幅に小さくすることができ、本実施形態

による抵抗記憶素子のよぅに配線層の側面部を電極面として利用することもできる。

００79 このよぅにして抵抗記憶素子を構成することにより、一対の電極を、同一面上に同時

に形成された同一の導電層により形成することができる。これにより、抵抗記憶素子

の製造プロセスを簡略ィビすることができる。また、一対の電極を膜厚方向に積層して

抵抗記憶素子を形成する場合と比較して抵抗記憶素子上の平坦性が向上するため

、平坦化工程を削減できる等、上層に形成する配線層等の製造プロセスを簡略化す

ることができる。



００8０ 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置では、フオーミングにより形成される電

流パスは、電極38とソース線4０との間の抵抗記憶層42に、抵抗記憶層42の層方向

に沿って形成されることとなる (図9 (a) 参照)。

００8 1 なお、配線36と電極38とは、抵抗記憶素子46のデータ書き換え時に配線36と電

極38との間の抵抗記憶層42においてフオーミングが生じない間隔で配置する必要

がある。すなわち、配線36と電極38との間の抵抗記憶層42においてフオーミングが

生じる電圧が、抵抗記憶素子46のデータ書き換え時に電極38とソース線4０との間

に印加される最大の電圧差よりも大きくなるよぅに、配線36と電極38との間隔を規定

する。

００82 抵抗記憶素子46のデータ書き換え時に電極38とソース線4０との間に印加される

最大の電圧差が抵抗記憶素子46の書き込み電圧 (セット電圧)の場合、例えば図6

に示す特性の抵抗記憶素子46では、およそ ・7 となる。フオーミングが生じる電圧

が ・7 のときの抵抗記憶層42の膜厚を図4に示すグラフから算出すると、およそg

となる。つまり、配線36と電極38との間隔を よりも多く確保すれば、下部電極

38間にセット電圧或いはリセット電圧に相当する電圧が印加されても、配線36と電極

38との間の抵抗記憶層42においてフオーミングが生じることはない。

００83 また、配線36と電極38との間隔を、電極38とソース線4０との間隔よりも大きくする

ことも有効である。こぅすることにより、配線36と電極38との間の抵抗記憶層42にお

いてフオーミングが生じる電圧が、電極38とソース線4０との間の抵抗記憶層42でフ

オーミングが生じる電圧よりも大きくなるので、抵抗記憶素子46のデータ書き換え時

やフオーミング時に配線36と電極38との間の抵抗記憶層42においてフオーミングが

生じることを効果的に防止することができる。

００84 配線36と電極38との間隔は、抵抗記憶素子46の構造や構成材料、データ書き換

え時の電圧印加方法等に応じて適宜設定することが望ま 、。

００85 図 ０及び図皿に示す本実施形態による不揮発性半導体記憶装置のメモリセル ０

は、図 2に示すよぅに、抵抗記憶素子 2と、セル選択トランジスタ 4とを有している

。抵抗記憶素子 2は、その一端がソース線S に接続され、他端がセル選択トランジ

スタ 4のソース端子に接続されている。セル選択トランジスタ 4のドレイン端子はビッ



ト線 に接続され、ゲート端子はワード線W に接続されている。そして、このよぅなメ

モリセル ０が、列方向 (図面縦方向)及び行方向 (図面横方向) に隣接して形成され

ている。

００86 列方向には、複数のワード線W ， W W 『L』2， W 2…が配されており、列

方向に並ぶメモリセル ０に共通の信号線を構成している。また、列方向には、ソース

線S S 2…が配され、列方向に並ぶメモリセル ０に共通の信号線を構成してい
る。なお、ソース線S は、ワード線W 2本に 本づつ設けられている。

００87 行方向 (図面横方向) には、複数のビット線 2 3 4 …が配されて

おり、行方向に並ぶメモリセル ０に共通の信号線を構成している。

００88 次に、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法について図 ０

を用いて説明する。なお、抵抗記憶素子のフォーミングは完了しているものとする。

００89 はじめに、高抵抗状態から低抵抗状態への書き換え動作、すなわちセットの動作に

ついて説明する。書き換え対象のメモリセル ０は、ワード線W 及びビット線 に

接続されたメモリセル ０であるものとする。

００9０ まず、ワード線WL』 に所定の電圧を印加し、セル選択トランジスタ 4をオン状態に

する。ソース線S は、基準電位、例えば接地電位である に接続する。

００9 1 次いで、ビ、ソト線 に、抵抗記憶素子 2をセットするに要する電圧と同じ或いは

これよりやや大きいバイアス電圧を印加する。例えば図6に示す特性を有する抵抗記

憶素子の場合、例えば約2 程度のバイアス電圧を印加する。

００92 これにより、ビ、ソト線 、セル選択トランジスタ 4及び抵抗記憶素子 2を介してソ

ース線S へ向かぅ電流経路が形成され、印加したバイアス電圧は、抵抗記憶素子

2の抵抗値 及びセル選択トランジスタ 4のチヤネル抵抗 に応じてそれぞれに
CS

分配される。

００93 このとき、抵抗記憶素子 2の抵抗 は、セル選択トランジスタのチヤネル抵抗

に比べて十分に大きいため、バイアス電圧のほとんどは抵抗記憶素子 2に印加さ
S

れる。これにより、抵抗記憶素子 2は、高抵抗状態から低抵抗状態に変ィビする。

００94 次いで、ビット線 に印加するバイアス電圧をゼロに戻した後、ワード線W に

印加する電圧をオフにし、セットの動作を完了する。



００95 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置では、図 2に示すよぅに、ワード線W

とソース線S とが列方向に配されており、一のワード線 (例えばワード線W ) に接

続されたメモリセル ０は、同じソース線S (例えばS ) に接続されている。したがっ
て、上記セット動作において複数のビット線 (例えば ～ 4)を同時に駆動すれ

ば、選択ワード線 (例えばワード線W ) に連なる複数のメモリセル ０を一括してセ

、ソトすることも可能である。

００96 次に、低抵抗状態から高抵抗状態への書き換え動作、すなわちリセットの動作につ

いて説明する。書き換え対象のメモリセル ０は、ワード線W 及びビット線 に接

続されたメモリセル ０であるものとする。

００97 まず、ワード線WL』 に所定の電圧を印加し、セル選択トランジスタ 4をオン状態に

する。このとき、ワード線W に印加する電圧は、セル選択トランジスタ 4のチヤネル

抵抗 が、抵抗記憶素子 2の低抵抗状態のときの抵抗値 よりも十分に小さくな
CS 」

るよぅに、制御する。ソース線S は、基準電位、例えば接地電位である に接続

する。

００98 次いで、ビ、ソト線 に、抵抗記憶素子 2をリセットするに要する電圧と同じ或いは

これよりやや大きいバイアス電圧を印加する。例えば図6に示す特性を有する抵抗記

憶素子の場合、例えば約 ・2 程度のバイアス電圧を印加する。

００99 これにより、ビ、ソト線 、セル選択トランジスタ 4及び抵抗記憶素子 2を介してソ

ース線S へ向かぅ電流経路が形成され、印加したバイアス電圧は、抵抗記憶素子

2の抵抗値 」及びセル選択トランジスタ 4のチヤネル抵抗 に応じてそれぞれに
CS

分配される。

０1００ このとき、セル選択トランジスタ 4のチヤネル抵抗 は、
S

抵抗記憶素子 2の抵抗

値 よりも十分に 、さいため、印加したバイアス電圧のほとんどは抵抗記憶素子 2

に印加される。これにより、抵抗記憶素子 2は、低抵抗状態から高抵抗状態に変ィビ

する。

０1０1 リセット過程では、抵抗記憶素子 2が高抵抗状態に切り換わった瞬間、ほぼ全バイ

アス電圧が抵抗記憶素子 2に配分されるため、このバイアス電圧によって抵抗記憶

素子 2が再度セットされることを防止する必要がある。このためには、ビット線 に



印加するバイアス電圧は、セットに要する電圧よりも 心くしなければならない。

００2 つまり、リセット過程では、セル選択トランジスタ 4のチヤネル抵抗 が
S

抵抗記憶

素子 2の抵抗値 よりも十分に小さくなるよぅに、これらトランジスタのゲート電圧を

調整するとともに、ビット線 に印加するバイアス電圧を、リセットに必要な電圧以上

、セットに必要な電圧未満に設定する。

０1０3 次いで、ビ、ソト線 に印加するバイアス電圧をゼロに戻した後、ワード線W に印

加する電圧をオフにし、リセットの動作を完了する。

０1０4 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置では、図 2に示すよぅに、ワード線W

とソース線S とが列方向に配されており、一のワード線 (例えば 『L』 ) に接続され

たメモリセル ０は、同じソース線S (例えばS ) に接続されている。したがって、上

記リセット動作において複数のビット線 (例えぼ ～ 4)を同時に駆動すれば

、選択ワード線 (例えばW に連なる複数のメモリセル ０を一括してリセットすること

も可能である。

０1０5 次に、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法について図 2

を用いて説明する。読み出し対象のメモリセル ０は、ワード線W 及びビット線

に接続されたメモリセル ０であるものとする。

０1０6 まず、ワード線WL』 に所定の電圧を印加し、セル選択トランジスタ 4をオン状態に

する。このとき、ワード線W に印加する電圧は、セル選択トランジスタ 4のチヤネル

抵抗 が、抵抗記憶素子 2の低抵抗状態のときの抵抗値 よりも十分に小さくな
CS 」

るよぅに、制御する。ソース線S は、基準電位、例えば接地電位である に接続

する。

００7 次いで、ビット線 に、所定のバイアス電圧を印加する。このバイアス電圧は、抵

抗記憶素子 2がいずれの抵抗状態にあるときも印加電圧によってセットやリセットが

生じないよぅに設定する。例えば抵抗記憶素子 2が図2に示す電流一電圧特性を有

する場合、バイアス電圧が約 ・2 程度末満ではセットやリセットは生じない。したが

って、読み出し用のバイアス電圧は、 ・2 未満の電圧で十分にマージンが確保で

きる電圧、例えば ・5 に設定する。

０1０8 ビ、ソト線 にこのよぅなバイアス電圧を印加すると、ビ、ソト線 には抵抗記憶素



子 2の抵抗値に応じた電流が流れる。したがって、ビ、ソト線 に流れるこの電流値

を検出することにより、抵抗記憶素子 2がどのよぅな抵抗状態にあるかを読み出すこ

とができる。

０1０9 次に、本実施形態による不揮発性半導体装置の製造方法について図 3及び図

4を用いて説明する。

０11０ まず、シリコン基板2０内に、例えばS ( ha ow T ench so a on)法により、素子領

域を画定する素子分離膜2 2を形成する。

０111 次いで、シリコン基板2０の素子領域上に、通常の OSトランジスタの製造方法と

同様にして、ゲート電極24及びソースノドレイン領域2 6 28を有するセル選択トラン

ジスタを形成する (図 3 (a) )

０112 次いで、セル選択トランジスタが形成されたシリコン基板2０上に、例えばC 法に

よりシリコン酸ィロ膜を堆積し、シリコン酸ィロ膜よりなる層間絶縁膜 3０を形成する。

０113 次いで、フオトリソグラフイ及びドライェッチングにより、層間絶縁膜 3０に、ソースノド

レイン領域2 6 28 に達するコンタクトホールを形成する。

０114 次いで、例えばC 法によりバリアメタル及びタングステン膜を堆積後、これら導電

膜をェッチバックし、コンタクトホール内に、ソースノドレイン領域2 6 28 に電気的に

接続されたコンタクトプラグ3 2 34を形成する (図 3 (b) )

０115 次いで、コンタクトプラグ3 2 34 が埋め込まれた層間絶縁膜 3０上に、例えばC

法により、プラチナ (P )膜を堆積する。

０116 次いで、フオトリソグラフイ及びドライェッチングによりプラチナ膜をパターニングし、

コンタクトプラグ3 2を介してソースノドレイン領域2 6 に電気的に接続された配線3 6 と

、コンタクトプラグ34を介してソースノドレイン領域2 8 に電気的に接続された電極3 8

と、電極3 8 間に形成されたソース線4０とを形成する (図 3 (c) )

０117 次いで、配線3 6、電極3 8及びソース線4０が形成された層間絶縁膜 3０上に、レー

ザアブレーション、ゾルゲル、スパッタ、 OC 等により 膜を堆積し、 膜

よりなる抵抗記憶層4 2を形成する。抵抗記憶層4 2上に、シリコン酸ィロ膜等の絶縁膜

を更に堆積してもよい。

０118 次いで、フオトリソグラフイ及びドライェッチングにより、抵抗記憶層4 2に、配線3 6 に



達するコンタクトホールを形成する。

０119 次いで、例えばC 法によりバリアメタル及びタングステン膜を堆積後、これら導電

膜をェッチバックし、コンタクトホール内に、配線36 に電気的に接続されたコンタクト

プラグ5０を形成する (図 4 (a) )

０12０ 次いで、コンタクトプラグ5０が埋め込まれた抵抗記憶層4 2上に導電膜を堆積後、
。フオトリソグラフィ及びドライェッチングによりこの導電膜をパターニングし、コンタクトフ

ラグ5０、配線36及びコンタクトプラグ32を介してソースノドレイン領域26に電気的に

接続されたビ、ソト線5 2を形成する (図 4 b) )

０121 この後、必要に応じて更に上層の配線層を形成し、不揮発性半導体装置を完成す

る。

０122 このよぅに、本実施形態によれば、同一平面上に形成された同一導電層よりなる一

対の電極と、これら一対の電極間に設けられた抵抗記憶層とにより、抵抗記憶素子を

構成するので、一対の電極を別々に形成する場合と比較して、抵抗記憶素子の製造

プロセスを簡略化することができる。また、一対の電極を膜厚方向に積層して抵抗記

憶素子を形成する場合と比較して抵抗記憶素子上の平坦性が向上するため、平坦

化工程を削減できる等、上層に形成する配線層等の製造プロセスを簡略ィビすること

ができる。

０123 また、抵抗記憶素子の一方の電極は、メモリセルに接続される信号線 (ソース線) と

一体形成することができる。これにより、抵抗記憶素子の製造プロセスを簡略ィビする

ことができる。また、抵抗記憶素子の電極とは別々にメモリセルに接続される信号線

を形成する場合と比較して抵抗記憶素子上の平坦性が向上するため、平坦ィロ工程

を削減できる等、上層に形成する配線層等の製造プロセスを簡略ィビすることができる

０124 第2実施形態

本発明の第2実施形態による不揮発性半導体記憶装置及びその製造方法につい
て図 5乃至図 9を用いて説明する。なお、図 ０乃至図 4に示す第 実施形態によ

る不揮発性半導体記憶装置及びその書き込み方法と同様の構成要素には同一の

符号を付し、説明を省略し或いは簡潔にする。



０125 図 5は本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造を示す平面図、図 6

は本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造を示す概略断面図、図 7は

本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造を示す回路図、図 8及び図 9

は本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法を示す工程断面図である

０126 はじめに、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造について図 5乃至

図 7を用いて説明する。なお、図 6は図 5の 線断面図である。

０127 図 5及び図 6に示すよぅに、シリコン基板2０には、素子領域を画定する素子分離

膜22が形成されている。シリコン基板2０の素子領域には、ゲート電極24及びソース

ノドレイン領域26 28を有するセル選択トラン、ジスタが形成されている。

０128 ゲート電極24 は、図 5に示すよぅに、列方向 (図面縦方向) に隣接するセル選択ト

ランジスタのゲート電極24を共通接続するワード線W としても機能する。

０129 セル選択トラン、ジスタが形成されたシリコン基板2０上には、ソースノドレイン領域26

に電気的に接続されたコンタクトプラグ3 2と、ソースノドレイン領域28に電気的に接

続されたコンタクトプラグ34とが埋め込まれた層間絶縁膜3０が形成されている。層間

絶縁膜3０上には、コンタクトプラグ3 2を介してソースノドレイン領域26に電気的に接

続されたソース線4０と、コンタクトプラグ34を介してソースノドレイン領域28に電気的

に接続された電極38とが形成されている。ソース線4０は、図 5に示すよぅに、列方

向に延在して形成されている。電極38は、コンタクトプラグ34に対応して つずつ形

成されている。

０13０ 電極38及びソース線4０が形成された層間絶縁膜3０上には、抵抗記憶材料よりな

る抵抗記憶層42が形成されている。この抵抗記憶材料は、双極性抵抗記憶材料及

び単極性抵抗記憶材料の何れであってもよい。抵抗記憶層4 2上には、電極44が形

成されている。電極44は、素子分離領域を挟んで行方向 (図面横方向) に隣接する

2つの電極38の間に位置するよぅに、また平面的なレイアウトにおいて電極38と重な

らないよぅに、配置されている。こぅして、層間絶縁膜3０上には、電極38、抵抗記憶

層4 2及び電極44よりなる抵抗記憶素子46が形成されている (図中、点線で囲った

部分)。



０131 電極44が形成された抵抗記憶層4 2上には、層間絶縁膜48が形成されている。層

間絶縁膜48には、電極44に電気的に接続されたコンタクトプラグ5０が埋め込まれて

いる。コンタクトプラグ5０が埋め込まれた層間絶縁膜4 8上には、コンタクトプラグ5０を

介して電極44 に電気的に接続され、ワード線W と直行する行方向 (図面横方向) に

延在するビット線5 2が形成されている。

０132 このよぅに、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置は、行方向に隣接する抵

抗記憶素子46の上部電極 (電極44 が共用されていることに主たる特徴がある。抵

抗記憶素子46の電気特性は、抵抗記憶層4 2内に形成されるフイラメント状の変質領

域によって規定される。したがって、 つの上部電極 (電極44) に対して2つの下部電

極 (電極38) を設けた場合には、上部電極と2つの下部電極との間にそれぞれフイラ

メント状の変質領域が形成されてメモり領域となるため、2つの抵抗記憶素子46とし

て機能させることができる。

０133 抵抗記憶層4 2内に形成されるフイラメント状の変質領域は極めて微小であるため、

電極38 44は、デザインルール上の最小加工寸法まで縮小することができる。これ

により、素子を微細ィビすることができる。

０134 なお、一の電極44 に対応する2つの電極38は、抵抗記憶素子46のデータ書き換

え時に電極38間の抵抗記憶層4 2においてフオーミングが生じない間隔で配置する

必要がある。すなわち、電極38間の抵抗記憶層4 2においてフオーミングが生じる電

圧が、抵抗記憶素子46のデータ書き換え時に電極38間に印加される最大の電圧差

よりも大きくなるよぅに、電極38間の間隔を規定する。

０135 抵抗記憶素子46のデータ書き換え時に電極3 8間に印加される最大の電圧差が抵

抗記憶素子46の書き込み電圧 (セット電圧) の場合、例えば図6に示す特性の抵抗

記憶素子46では、およそ ・7 となる。フオーミングが生じる電圧が ・7 のときの抵

抗記憶層4 2の膜厚を図4に示すグラフから算出すると、およそg となる。つまり、

電極38の間隔をg よりも多く確保すれば、電極38間にセット電圧或いはリセット電

圧に相当する電圧が印加されても、電極38間の抵抗記憶層4 2においてフオーミン

グが生じることはない。

０136 電極38間の間隔は、抵抗記憶素子46の構造や構成材料、データ書き換え時の電



圧印加方法等に応じて適宜設定することが望ま 、。

０137 電極38と電極44とは平面的なレイアウトにおいて互いに重ねて配置することもでき

るが、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置では積極的に、電極38と電極44

とが平面的なレイアウトにおいて互いに重ならないよぅにしている。電極38と電極44

とが平面的なレイアウトにおいて互いに重ならないよぅに配置した場合、フオーミング

によって電極38 44間に形成される変質領域 (メモり領域) は、例えば図9 (a) ～(c)

に示すよぅに、抵抗記憶層4 2の層厚方向 (深さ方向) に対して傾斜した方向に伸びる

よぅに形成される。つまり、抵抗記憶層4 2の膜厚が同じであると仮定すると、電極38

と電極44とが平面的なレイアウトにおいて互いに重ならないよぅに配置した場合の方

が、平面的なレイアウトにおいて互いに重なるよぅに配置した場合よりも、変質領域の

長さ (電極38 44間の距離) を長くできる。換言すれば、同じ長さの変質領域を形成

しよぅとした場合、電極38と電極44とが平面的なレイアウトにおいて互いに重ならな

いよぅに配置した方が、抵抗記憶層4 2の膜厚を薄くすることができる。したがって、こ

のよぅに電極3 8 44を配置することにより、製造プロセスを簡略ィビすることができる。

０138 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置では、フオーミングにより形成される電

流パスは、電極38と電極44との間の抵抗記憶層4 2に、抵抗記憶層4 2の層厚方向

に対して傾斜した方向に沿って形成されることとなる (図g b)参照)。

０139 図 5及び図 6に示す本実施形態による不揮発性半導体記憶装置のメモリセル ０

は、図 7に示すよぅに、抵抗記憶素子 2と、セル選択トランジスタ 4とを有している

。抵抗記憶素子 2は、その一端がビット線 に接続され、他端がセル選択トランジ

スタ 4のドレイン端子に接続されている。セル選択トランジスタ 4のソース端子はソ

ース線S に接続され、ゲート端子はワード線W に接続されている。そして、このよぅ

なメモリセル ０が、列方向 (図面縦方向)及び行方向 (図面横方向) に隣接して形成

されている。

０14０ 列方向には、複数のワード線W ， W W 『L』2， W 2…が配されており、列

方向に並ぶメモリセル ０に共通の信号線を構成している。また、列方向には、ソース

線S S 2…が配され、列方向に並ぶメモリセル ０に共通の信号線を構成してい
る。なお、ソース線S は、ワード線W 2本に 本づつ設けられている。



０14 1 方向 (図面横方向) には、複数のビット線 2 3 4 …が配されて

おり、行方向に並ぶメモリセル ０に共通の信号線を構成している。

０142 次に、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の書き込み方法について図 7

を用いて説明する。なお、抵抗記憶素子のフォーミングは完了しているものとする。

０143 はじめに、高抵抗状態から低抵抗状態への書き換え動作、すなわちセットの動作に

ついて説明する。書き換え対象のメモリセル ０は、ワード線W 及びビット線 に

接続されたメモリセル ０であるものとする。

０144 まず、ワード線WL』 に所定の電圧を印加し、セル選択トランジスタ 4をオン状態に

する。ソース線S は、基準電位、例えば接地電位である に接続する。

０145 次いで、ビ、ソト線 に、抵抗記憶素子 2をセットするに要する電圧と同じ或いは

これよりやや大きいバイアス電圧を印加する。例えば図6に示す特性を有する抵抗記

憶素子の場合、例えば約2 程度のバイアス電圧を印加する。

０146 これにより、ビ、ソト線 、抵抗記憶素子 2及びセル選択トランジスタ 4を介してソ

ース線S へ向かぅ電流経路が形成され、印加したバイアス電圧は、抵抗記憶素子

2の抵抗値 及びセル選択トランジスタ 4のチャネル抵抗 に応じてそれぞれに
CS

分配される。

０147 このとき、抵抗記憶素子 2の抵抗値 は、セル選択トランジスタのチヤネル抵抗

に比べて十分に大きいため、バイアス電圧のほとんどは抵抗記憶素子 2に印加さ
S

れる。これにより、抵抗記憶素子 2は、高抵抗状態から低抵抗状態に変ィビする。

０148 次いで、ビ、ソト線 に印加するバイアス電圧をゼロに戻した後、ワード線W に

印加する電圧をオフにし、セットの動作を完了する。

０ 49 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置では、図 7に示すよぅに、ワード線W

とソース線S とが列方向に配されており、一のワード線 (例えばワード線W ) に接

続されたメモリセル ０は、同じソース線S (例えばS ) に接続されている。したがっ
て、上記セット動作において複数のビット線 (例えば ～ 4)を同時に駆動すれ

ば、選択ワード線 (例えばワード線W ) に連なる複数のメモリセル ０を一括してセ

、ソトすることも可能である。

０15０ 次に、低抵抗状態から高抵抗状態への書き換え動作、すなわちリセットの動作につ



いて説明する。書き換え対象のメモリセル ０は、ワード線W 及びビット線 に接

続されたメモリセル ０であるものとする。

０151 まず、ワード線WL』 に所定の電圧を印加し、セル選択トランジスタ 4をオン状態に

する。このとき、ワード線W に印加する電圧は、セル選択トランジスタ 4のチヤネル

抵抗 が、抵抗記憶素子 2の低抵抗状態のときの抵抗値 よりも十分に小さくな
CS 」

るよぅに、制御する。ソース線S は、基準電位、例えば接地電位である に接続

する。

０152 次いで、ビ、ソト線 に、抵抗記憶素子 2をリセットするに要する電圧と同じ或いは

これよりやや大きいバイアス電圧を印加する。例えば図6に示す特性を有する抵抗記

憶素子の場合、例えば約 ・2 程度のバイアス電圧を印加する。

０153 これにより、ビ、ソト線 、抵抗記憶素子 2及びセル選択トランジスタ 4を介してソ

ース線S へ向かぅ電流経路が形成され、印加したバイアス電圧は、抵抗記憶素子

2の抵抗値 」及びセル選択トランジスタ 4のチヤネル抵抗 に応じてそ
CS

れぞれに

分配される。

０154 このとき、セル選択トランジスタ 4のチヤネル抵抗 は、抵抗記憶
S

素子 2の抵抗

値 よりも十分に 、さいため、印加したバイアス電圧のほとんどは抵抗記憶素子 2

に印加される。これにより、抵抗記憶素子 2は、低抵抗状態から高抵抗状態に変ィビ

する。

０155 リセット過程では、抵抗記憶素子 2が高抵抗状態に切り換わった瞬間、ほぼ全バイ

アス電圧が抵抗記憶素子 2に配分されるため、このバイアス電圧によって抵抗記憶

素子 2が再度セットされることを防止する必要がある。このためには、ビット線 に

印加するバイアス電圧は、セットに要する電圧よりも 心くしなければならない。

０156 つまり、リセット過程では、セル選択トランジスタ 4のチヤネル抵抗 が抵抗記憶
S

素子 2の抵抗値 よりも十分に小さくなるよぅに、これらトランジスタのゲート電圧を

調整するとともに、ビット線 に印加するバイアス電圧を、リセットに必要な電圧以上

、セットに必要な電圧未満に設定する。

０ 57 次いで、ビット線 に印加するバイアス電圧をゼロに戻した後、ワード線W に印

加する電圧をオフにし、リセットの動作を完了する。



０158 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置では、図 7に示すよぅに、ワード線W

とソース線S とが列方向に配されており、一のワード線 (例えば 『L』 ) に接続され

たメモリセル ０は、同じソース線S (例えばS ) に接続されている。したがって、上

記リセット動作において複数のビット線 (例えば ～ 4)を同時に駆動すれば

、選択ワード線 (例えばW ) に連なる複数のメモリセル ０を一括してリセットすること

も可能である。

０ 59 次に、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の読み出し方法について図 7

を用いて説明する。読み出し対象のメモリセル ０は、ワード線W 及びビット線

に接続されたメモリセル ０であるものとする。

０16０ まず、ワード線WL』 に所定の電圧を印加し、セル選択トランジスタ 4をオン状態に

する。このとき、ワード線W に印加する電圧は、セル選択トランジスタ 4のチヤネル

抵抗 が、抵抗記憶素子 2の低抵抗状態のときの抵抗値 よりも十分に小さくな
CS 」

るよぅに、制御する。ソース線S は、基準電位、例えば接地電位である に接続

する。

０161 次いで、ビ、ソト線 に、所定のバイアス電圧を印加する。このバイアス電圧は、抵

抗記憶素子 2がいずれの抵抗状態にあるときも印加電圧によってセットやリセットが

生じないよぅに設定する。例えば抵抗記憶素子 2が図2に示す電流一電圧特性を有

する場合、バイアス電圧が約 ・2 程度末満ではセットやリセットは生じない。したが

って、読み出し用のバイアス電圧は、 ・2 未満の電圧で十分にマージンが確保で

きる電圧、例えば ・5 に設定する。

０162 ビ、ソト線 にこのよぅなバイアス電圧を印加すると、ビ、ソト線 には抵抗記憶素

子 2の抵抗値に応じた電流が流れる。したがって、ビ、ソト線 に流れるこの電流値

を検出することにより、抵抗記憶素子 2がどのよぅな抵抗状態にあるかを読み出すこ

とができる。

０163 次に、本実施形態による不揮発性半導体装置の製造方法について図 8及び図

9を用いて説明する。

０ 64 まず、例えば図 (a ～(b に示す第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置

の製造方法と同様にして、シリコン基板2０上に、素子分離膜22と、ゲート電極24及



びソースノドレイン領域26 28を有するセル選択トランジスタと、層間絶縁膜3０と、コ

ンタクトプラグ32 34とを形成する (図 8 (a

０165 次いで、コンタクトプラグ3 2 34が埋め込まれた層間絶縁膜3０上に、例えばC

法により、プラチナ (P )膜を堆積する。

０166 次いで、フオトリソグラフイ及びドライェッチングによりプラチナ膜をパターニングし、

コンタクトプラグ3 2を介してソースノドレイン領域26に電気的に接続されたソース線4

と、コンタクトプラグ34を介してソースノドレイン領域28に電気的に接続された電極

38 とを形成する (図 8 (b) )

０167 次いで、電極38及びソース線4０が形成された層間絶縁膜3０上に、レーザアブレ

ーション、ゾルゲル、スパッタ、 OC 等により O 膜を堆積し、 膜よりなる抵

抗記憶層4 2を形成する。

０ 68 次いで、抵抗記憶層42上に、例えばC 法により、プラチナ膜を堆積する。

０169 次いで、フオトリソグラフイ及びドライェッチングによりプラチナ膜をパターニングし、

プラチナ膜よりなる電極44を形成する (図 8 (c) )

０17０ 電極44は、素子分離領域を挟んでビット線の延在方向 (図面、横方向) に隣接する

2つの電極38間に位置するよぅに形成する。これにより、電極44を共通とする2つの

抵抗記憶素子46が、ビット線の延在方向に素子分離領域を挟んで隣接して形成さ

れる。

０171 次いで、例えばC 法によりシリコン酸化膜を堆積した後、例えばC P法によりそ

の表面を平坦ィトし、シリコン酸ィロ膜よりなる層間絶縁膜48を形成する。

０172 次いで、フオトリソグラフイ及びドライェッチングにより、層間絶縁膜48に、抵抗記憶

素子46の電極44に達するコンタクトホールを形成する。

０173 次いで、例えばC 法によりバリアメタル及びタングステン膜を堆積後、これら導電

膜をェッチバックし、コンタクトホール内に、抵抗記憶素子46の電極44 に電気的に

接続されたコンタクトプラグ5０を形成する (図 g (a) )

０174 次いで、コンタクトプラグ5０が埋め込まれた層間絶縁膜48上に導電膜を堆積後、
。フオトリソグラフイ及びドライェッチングによりこの導電膜をパターニングし、コンタクトフ

ラグ5０を介して抵抗記憶素子46の電極44に接続されたビット線5 2を形成する (図



g (b) )

０175 この後、必要に応じて更に上層の配線層を形成し、不揮発性半導体装置を完成す

る。

０176 このよぅに、本実施形態によれば、抵抗記憶素子の一対の電極が平面的なレイアウ

トにおいて互いに重ならないよぅに配置するので、一対の電極を平面的なレイアウト

において重なるよぅに配置する場合と比較して抵抗記憶層を薄くすることができる。こ

れにより、抵抗記憶素子の製造プロセスを簡略化することができる。

０177 第3実施形態

本発明の第3実施形態による不揮発性半導体記憶装置及びその製造方法にっい
て図2０乃至図23を用いて説明する。なお、図 ０乃至図 9に示す第 及び第2実施

形態による不揮発性半導体記憶装置及びその書き込み方法と同様の構成要素には

同一の符号を付し、説明を省略し或いは簡潔にする。

０178 図2０は本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造を示す平面図、図2

は本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造を示す概略断面図、図22は

本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造方法を示す工程断面図である。

０179 はじめに、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の構造にっいて図2０及び

図2 を用いて説明する。なお、図2 は図2０の 線断面図である。

０18０ 図2０及び図2 に示すよぅに、シリコン基板2０には、素子領域を画定する素子分離

膜22が形成されている。シリコン基板2０の素子領域には、ゲート電極24及びソース

ノドレイン領域26 28を有するセル選択トランジスタが形成されている。

０181 ゲート電極24 は、図2０に示すよぅに、列方向 (図面縦方向) に隣接するセル選択ト

ランジスタのゲート電極24を共通接続するワード線W としても機能する。

０182 セル選択トランジスタが形成されたシリコン基板2０上には、層間絶縁膜3０と、抵抗

記憶材料よりなる抵抗記憶層4 2とが形成されている。層間絶縁膜3０及び抵抗記憶

層4 2には、ソースノドレイン領域26に電気的に接続されたコンタクトプラグ3 2と、ソ

ースノドレイン領域28 に電気的に接続されたコンタクトプラグ34とが埋め込まれてい
る。

０183 抵抗記憶層4 2上には、コンタクトプラグ3 2を介してソースノドレイン領域26に電気



的に接続されたソース線4０と、素子分離膜22を挟んで行方向 (図面横方向) に隣接

するコンタクトプラグ34間の領域に形成された電極44とが形成されている。ソース線

4０は、図 5に示すよぅに、列方向に延在して形成されている。電極44は、素子分離

膜22を挟んで行方向に隣接する一対のコンタクトプラグ34に対応して つずつ形成

されている。こぅして、層間絶縁膜3０上には、コンタクトプラグ34、抵抗記憶層4 2及

び電極44よりなる抵抗記憶素子46が形成されている (図中、点線で囲った部分)。

０ 84 ソース線4０及び電極44が形成された抵抗記憶層42上には、層間絶縁膜4 8が形

成されている。層間絶縁膜48には、電極44に電気的に接続されたコンタクトプラグ5

が埋め込まれている。コンタクトプラグ5０が埋め込まれた層間絶縁膜48上には、コ

ンタクトプラグ5０を介して電極44に電気的に接続され、ワード線W と直行する行方

向 (図面横方向) に延在するビ、ソト線5 2が形成されている。

０185 このよぅに、本実施形態による不揮発性半導体記憶装置は、第2実施形態による不

揮発性半導体記憶装置と同様、行方向に隣接する抵抗記憶素子46の上部電極 (電

極44) が共用されているとともに、コンタクトプラグ34によって下部電極を兼ねてレ巧

ことに主たる特徴がある。抵抗記憶素子46の電気特性は、抵抗記憶層4 2内に形成

されるフィラメント状の変質領域によって規定される。したがって、 つの上部電極 (電

極44) に対して2つの下部電極 (コンタクトプラグ34)を設けた場合には、上部電極と

2つの下部電極との間にそれぞれフィラメント状の変質領域が形成されてメモり領域と

なるため、2つの抵抗記憶素子46として機能させることができる。

０186 また、下部電極をコンタクトプラグ34により構成することで、第2実施形態による不揮

発性半導体記憶装置の場合と比較して、上部電極 (電極44) のレイアウト上及び製

造上におけるマージンを増加することができる。これにより、製造プロセスを簡略化す

ることができる。

０187 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置では、フオーミングにより形成される電

流パスは、コンタクトプラグ34と電極44との間の抵抗記憶層4 2に、抵抗記憶層4 2の

層厚方向に対して傾斜した方向に沿って形成されることとなる (図g c ) 参照)。

０ 88 なお、一の上部電極 (電極44 に対応する2つの下部電極 (コンタクトプラグ34 は

、抵抗記憶素子46のデータ書き換え時にコンタクトプラグ34間の抵抗記憶層4 2に



おいてフオーミングが生じない間隔で配置する必要がある。但し、本実施形態による

不揮発性半導体記憶装置の場合、コンタクトプラグ34間には電極44又はソース線4

が配置されるレイアウトとなるため、コンタクトプラグ34間におけるフオーミングは実

際上問題にならないと考えられる。コンタクトプラグ34間の間隔は、抵抗記憶素子46

の構造や構成材料、データ書き換え時の電圧印加方法等に応じて適宜設定すること

が望ま 、。

０189 本実施形態による不揮発性半導体記憶装置の回路図、並びに書き込み方法及び

読み出し方法は、第2実施形態の場合と同様である。

０19０ 次に、本実施形態による不揮発性半導体装置の製造方法について図22を用いて

説明する。

０191 まず、例えば図 3 (a) に示す第 実施形態による不揮発性半導体記憶装置の製造

方法と同様にして、シリコン基板2０上に、素子分離膜22と、ゲート電極24及びソー

スノドレイン領域26 28を有するセル選択トランジスタとを形成する。

０192 次いで、セル選択トランジスタが形成されたシリコン基板2０上に、例えばC 法に

よりシリコン酸ィロ膜を堆積し、シリコン酸ィロ膜よりなる層間絶縁膜3０を形成する。

０193 次いで、層間絶縁膜3０上に、レーザアブレーション、ゾルゲル、スパッタ、 C

等により O 膜を堆積し、 O 膜よりなる抵抗記憶層4 2を形成する。

０194 次いで、フオトリソグラフイ及びドライェッチングにより、抵抗記憶層4 2及び層間絶縁

膜3０に、ソースノドレイン領域26 28に達するコンタクトホールを形成する。

０195 次いで、例えばC 法によりバリアメタル及びタングステン膜を堆積後、これら導電

膜をェッチバックし、コンタクトホール内に、ソースノドレイン領域26に接続されたコン

タクトプラグ3 2と、ソースノドレイン領域28に接続されたコンタクトプラグ34とを形成

する (図22 (a) )

０196 次いで、コンタクトプラグ3 2 34が埋め込まれた層間絶縁膜3０上に、例えばC

法により、プラチナ (P )膜を堆積する。

０197 次いで、フオトリソグラフイ及びドライェッチングによりプラチナ膜をパターニングし、

コンタクトプラグ3 2を介してソースノドレイン領域26に電気的に接続されたソース線4

と、素子分離膜22を挟んで行方向に隣接するコンタクトプラグ34間に配置された電



極44とを形成する。これにより、電極44を共通とする2つの抵抗記憶素子 が、ビッ
ト線の延在方向に素子分離領域を挟んで隣接して形成される。

０198 この際、コンタクトプラグ34の上面もプラチナ膜のェッチングとともにわずかにェッチ

ングされ、コンタクトプラグ 上面の高さは抵抗記憶素子Agの表面の高さよりも低く

なる (図22 (b) )

０199 なお、コンタクトプラグ3 2 34、ソース線4 及び電極44は、同時に形成することも

できる。コンタクトプラグ32 34となる導電膜をェッチバックする際、ソース線2 及び

電極44を形成する領域にいジストパターン等を形成しておくことにより、コンタクトホー

ルへのコンタクトプラグ3 2 34の埋め込みと同時にソース線A 及び電極AAを形成す

ることができる。これにより、製造プロセスを簡略ィビすることができる。

０2００ 次いで、例えばC 法によりシリコン酸化膜を堆積した後、例えば 法によりそ

の表面を平坦ィトし、シリコン酸ィロ膜よりなる層間絶縁膜48を形成する。

０2０1 次いで、フオトリソグラフイ及びドライェッチングにより、層間絶縁膜As に、抵抗記憶

素子46の電極44に達するコンタクトホールを形成する。

０2０2 次いで、例えばC 法によりバリアメタル及びタングステン膜を堆積後、これら導電

膜をェッチバックし、コンタクトホール内に、抵抗記憶素子A の電極AAに電気的に

接続されたコンタクトプラグ5０を形成する。

０2０3 次いで、コンタクトプラグ5０が埋め込まれた層間絶縁膜48上に導電膜を堆積後、
。フオトリソグラフイ及びドライェッチングによりこの導電膜をパターニングし、コンタクトフ

ラグ5０を介して抵抗記憶素子46の電極44に接続されたビット線 を形成する (図2

2 (c) )

０2０4 この後、必要に応じて更に上層の配線層を形成し、不揮発性半導体装置を完成す

る。

０2０5 このよぅに、本実施形態によれば、抵抗記憶素子の一方の電極を、セル選択トラン

ジスタに接続されたコンタクトプラグで兼ねるので、他方の電極のレイアウト上及び製

造上におけるマージンを増加することができる。これにより、抵抗記憶素子の製造プ

ロセスを簡略化することができる。

０2０6 変形実施形態



本発明は上記実施形態に限らず種々の変形が可能である。

０2０7 例えば、上記実施形態では、抵抗記憶層が O よりなる抵抗記憶素子4 2を用い
たが、抵抗記憶素子の抵抗記憶層はこれに限定されるものではない。本願発明に適

用可能な抵抗記憶材料としては、 O O O CeO O z O z O

fO WO bO aO C O O O S O 等が挙げられる。或

は P Ca O a Ca O S O a C
2

O
3 3 3 3 a O等の複数

の金属や半導体原子を含む酸ィロ物材料を用いることもできる。これら抵抗記憶材料

は、単体で用いてもよいし積層構造としてもよい。

０2０8 また、上記実施形態では、上部電極及び下部電極をプラチナにより構成したが、電

極の構成材料はこれに限定されるものではない。本願発明に適用可能な電極材料と

しては、例えば W C A Pd z C 、 a S a

R O O O S O CoS WS S oS S
2 2 2 2

等が挙げられる。

産業上の利用可能，性

０2０9 本発明による抵抗記憶素子は、一対の電極が平面的なレイアウトにおいて互いに

重ならないよぅに配置することにより製造プロセスを大幅に簡略ィビするものである。し

たがって、本発明による抵抗記憶素子及びその製造方法は、高集積の不揮発性半

導体記憶装置を安価に製造するために極めて有用である。



請求の範囲

メモり領域に高抵抗状態又は低抵抗状態を記憶し、電圧の印加によって前記高抵

抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える抵抗記憶素子であって、

抵抗記憶材料よりなる抵抗記憶層と、前記抵抗記憶層を挟むよぅに配置された第

の電極及び第2の電極とを有し、

前記第 の電極及び前記第2の電極は、同一面上に形成されてレめ
ことを特徴とする抵抗記憶素子。

2 メモり領域に高抵抗状態又は低抵抗状態を記憶し、電圧の印加によって前記高抵

抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える抵抗記憶素子であって、

抵抗記憶材料よりなる抵抗記憶層と、前記抵抗記憶層を挟むよぅに配置された第

の電極及び第2の電極とを有し、

前記第 の電極は、前記抵抗記憶層の下面側に形成されており、

前記第2の電極は、前記第 の電極が形成された領域とは異なる領域の前記抵抗

記憶層の上面側に形成されてレ巧

ことを特徴とする抵抗記憶素子。

3 メモり領域に高抵抗状態又は低抵抗状態を記憶し、電圧の印加によって前記高抵

抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える抵抗記憶素子であって、

抵抗記憶材料よりなる抵抗記憶層と、前記抵抗記憶層を挟むよぅに配置された第

の電極及び第2の電極とを有し、

前記第 の電極は、前記抵抗記憶層の第 の領域に形成された開口部内に埋め込

み形成されており、

前記第2の電極は、前記第 の領域とは異なる第2の領域の前記抵抗記憶層上に

形成されてレ巧

ことを特徴とする抵抗記憶素子。

4 メモり領域に高抵抗状態又は低抵抗状態を記憶し、電圧の印加によって前記高抵

抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える抵抗記憶素子であって、

抵抗記憶材料よりなる抵抗記憶層と、前記抵抗記憶層を挟むよぅに配置された第

の電極及び第2の電極とを有し、



前記高抵抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える際に、前記第 の電極と前記第2

の電極との間の前記抵抗記憶層内に、前記抵抗記憶層の層方向又は前記抵抗記

憶層の層厚方向に対して傾斜した方向に沿って前記メモり領域を含む電流パスが形

成される

ことを特徴とする抵抗記憶素子。

5 メモり領域に高抵抗状態又は低抵抗状態を記憶し、電圧の印加によって前記高抵

抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える抵抗記憶素子であって、抵抗記憶材料より

なる抵抗記憶層と、前記抵抗記憶層を挟むよぅに配置された第 の電極及び第2の

電極とを有し、前記第 の電極と前記第2の電極とが同一面上に形成された抵抗記

憶素子と、

前記抵抗記憶素子の第 の電極に接続された選択トランジスタと、

前記抵抗記憶素子の前記第2の電極に接続された信号線と

を有することを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。

6 請求の範囲第5項に記載の抵抗記憶素子において、

前記第2の電極は、前記信号線と一体形成されてレ巧

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。

7 メモり領域に高抵抗状態又は低抵抗状態を記憶し、電圧の印加によって前記高抵

抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える抵抗記憶素子であって、抵抗記憶材料より

なる抵抗記憶層と、前記抵抗記憶層を挟むよぅに配置された第 の電極及び第2の

電極とを有し、前記第 の電極が前記抵抗記憶層の下面側に形成され、前記第2の

電極が前記第 の電極が形成された領域とは異なる領域の前記抵抗記憶層の上面

側に形成された抵抗記憶素子と、

前記抵抗記憶素子の第 の電極に接続された選択トランジスタと、

前記抵抗記憶素子の前記第2の電極に接続された信号線と

を有することを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。

8 メモり領域に高抵抗状態又は低抵抗状態を記憶し、電圧の印加によって前記高抵

抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える抵抗記憶素子であって、抵抗記憶材料より

なる抵抗記憶層と、前記抵抗記憶層を挟むよぅに配置された第 の電極及び第2の



電極とを有し、前記第 の電極が前記抵抗記憶層の第 の領域に形成された開口部

内に埋め込み形成され、前記第2の電極が前記第 の領域とは異なる第2の領域の

前記抵抗記憶層上に形成された抵抗記憶素子と、

前記抵抗記憶素子の第 の電極に接続された選択トランジスタと、

前記抵抗記憶素子の前記第2の電極に接続された信号線と

を有することを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。

9 請求の範囲第8項に記載の不揮発性半導体記憶装置において、

前記第 の電極は、前記選択トランジスタに接続されたコンタクトプラグである

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。

０ 請求の範囲第5項乃至第9項のいずれか1項に記載の不揮発性半導体記憶装置

において、

前記高抵抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える際に、前記第 の電極と前記第2

の電極との間の前記抵抗記憶層内に、前記抵抗記憶層の層方向又は前記抵抗記

憶層の層厚方向に対して傾斜した方向に沿って前記メモり領域を含む電流パスが形

成される

ことを特徴とする不揮発性半導体記憶装置。

高抵抗状態と低抵抗状態とを記憶し、一対の電極間に電圧を印加することによって

前記高抵抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える抵抗記憶素子の製造方法であっ
て、

基板上に、導電膜を形成する工程と、

前記導電膜をパターニングし、第 の領域に形成された第 の電極と、前記第 の

領域とは異なる第2の領域に形成された第2の電極とを形成する工程と、

前記第 の電極及び前記第2の電極が形成された前記基板上に、抵抗記憶層を形

成する工程と

を有することを特徴とする抵抗記憶素子の製造方法。

2 高抵抗状態と低抵抗状態とを記憶し、一対の電極間に電圧を印加することによって

前記高抵抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える抵抗記憶素子の製造方法であっ
て、



基板の第 の領域上に第 の電極を形成する工程と、

前記第 の電極が形成された前記基板上に、抵抗記憶層を形成する工程と、

前記第 の領域とは異なる第2の領域の前記抵抗記憶層上に、第2の電極を形成

する工程と

を有することを特徴とする抵抗記憶素子の製造方法。

3 高抵抗状態と低抵抗状態とを記憶し、一対の電極間に電圧を印加することによって

前記高抵抗状態と前記低抵抗状態とを切り換える抵抗記憶素子の製造方法であっ
て、

基板上に、抵抗記憶層を形成する工程と、

前記抵抗記憶層の第 の領域に開口部を形成する工程と、

前記開口部内に、第 の電極を形成する工程と、

前記抵抗記憶層の前記第 の領域とは異なる第2の領域上に、第2の電極を形成

する工程と

を有することを特徴とする抵抗記憶素子の製造方法。
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国際調査報告 国際出願番 号 PCT JP2005ノ019234

第 欄 請求の範囲の 部の調査かてきな きの青見 (第 1 O 2 CO 続き)

怯第8条第3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) O規定によ り、 この国際調査報告は次の理由によ り請求 CO 範囲の一部に て作
成 しな った。

庄 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をするこ を要 しな 対象に係るものてある。
o ま り、

謂木の範囲 は、有青義な国際調査をずることかてきる程度まて所定の要件を満たして
な 国際 願の部分に係るもCO てある。 ま 19 、

ほ 請求の範囲 は、従属請末の範囲てあ0 て P C T 規則6 4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載されて な 。

第m欄 発明の単一性か欠如して る ときの竜見 (第 1 —i ( 3 の続き

次に述 るよ にこの国際出願に二以上の発明かある とこの国際調査機関は認めた。
特別 ジ) 参照

・茂 出願人か必要な追加調査手数料をす て期間内に納付したのて、こCO 国際調査報告は、す て O調査可能な請米
O範囲に て作成 した

・ハ 追加調査手数料を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求 CO 範囲に て調査するこ かてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな / た。

門 願人か必要な追加調査手数科を一部 CO し 期間内に納付しな たのて、この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみにつ て作成 した。

磁 出願人か必要な追 調査 数科を期間内に納付 しな7 たのて、こ O国際調査報告は、請求の範囲 O最初に記載
されて る発明に係 る次の請求 O範囲に て作成 した。

請求 CO 範囲 1 , 5 , 6 1 1

加調査手数料 異議 申立てに関する注意

に 追加調査手数料及び、該当する場合には、異議申立手数科 O納付と共に、出願人 ら異議申立てかあ た。

r 追加調査手数料の納付と共に 願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数料か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。

Γ 追加調査手数料の納付を件 異議申立てかな た。

様式 P C T I S A / 2 1 0 (第 1 - の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 5午 4 月 )



国際調査報告 国際 願番- PCTノ JP2005/019234

請求の範囲に記載されて る一群の発明が単 性の要件を満たすためには、その一群の発明
を単 の一般的発明概念を形成するよ に連関させるための、特別な技術的特徴 (D存在が必要
である t ころ、請求 O範囲 1-13 に記載 されて る一群 C)発明は、rメモ 領域に高抵抗状態又
は低抵抗状態を記憶 し、電圧の印加によ て前記高抵抗状態 前記低抵抗状態 とを切 り替える
抵抗記憶素子であ て、抵抗記，意材料よ りなる抵抗記憶層 、前記抵抗記憶層を挟むよ に配
置された第 の電極及び第 の電極 を有 した r抵抗記憶素子J t 点で連関して る と認、

められる。
し しなが ら、この事項は先行技術文献、JP 2004-128471 A(キヤノ 株式会社 ) 2004. 04. 22

全文，全図 に開示 れて1 る ら、特別な技術的特徴 とはな り得な 。
そ する と、請求 (D範囲 1-13 に記載されて る一群 発明の間には、単一 一般的発明概

念を形成するよ に連関 るための、特別な技術的特徴は存 しな こ となる。 そのため、
請求の範囲 1-13 に記載 されて る一群の発明が発明の単一性の要件を満たして な こ :は
明ら である。

次に、この国際出願の請求 範囲に記載 されて る、一般的発明概念を形成するよ に連関
して る発明の群の数、すなわち、発明の数に き検討する。
請求の範囲 [5] に係 る発明は、上記先行技術文献に開示されて るため、特別な技術的特徴

とはな り得な 。
また、請求の範囲 [H] に係 る発明は、請求の範囲 [1] に係 る発明の製造方法に関する点で連

関するものと認められる。
したが て、この国際出願 ( 請求の範囲には、 [1, 5, 6 H ] [2, 7，12] 、 [3, 8 9 13] [4]

[10] に区分される 個の発明が記載 されて る 認められる。

式PCT/ISAノ210 (特別- ジ) (2 005午4月)
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