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(57)【要約】
いくつかの実施形態は、第１の電極、第２の電極、およ
び第１の電極と第２の電極との間に位置する誘電体を備
えるメモリセルを有する、装置および方法を含む。誘電
体は、メモリセルが、メモリセル内に記憶された情報の
第１の値を表すために、第１の電極の材料の一部分から
、誘電体内に導電路を形成することを可能にするように
構成されてもよい。誘電体はまた、メモリセルが、メモ
リセル内に記憶された情報の第２の値を表すために、導
電路を破壊することを可能にするように構成されてもよ
い。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリセルであって、
　第１の電極と、
　第２の電極と、
　前記第１の電極と前記第２の電極との間に位置する誘電体であって、前記メモリセルが
、前記メモリセル内に記憶された情報の第１の値を表すために、前記第１の電極の材料の
一部分から前記誘電体内に導電路を形成することを可能にするように構成され、かつ、前
記メモリセル内に記憶された情報の第２の値を表すために、前記メモリセルが前記導電路
を破壊することを可能にするように構成される、誘電体と、
を備える、メモリセル。
【請求項２】
　前記誘電体と前記第２の電極との間にアクセスコンポーネントをさらに備え、前記アク
セスコンポーネントは、前記第１の電極と前記第２の電極との間の第１の方向の第１の電
圧差が第１の電圧値を超える時に、作動するように、かつ、前記第１の電極と前記第２の
電極との間の第２の方向の第２の電圧差が第２の電圧値を超える時に、作動するように構
成される、請求項１に記載のメモリセル。
【請求項３】
　前記第１の電極は、銀を含む、請求項１に記載のメモリセル。
【請求項４】
　前記誘電体は、窒化ケイ素を含む、請求項２に記載のメモリセル。
【請求項５】
　前記第２の電極は、窒化チタンを含む、請求項４に記載のメモリセル。
【請求項６】
　前記第２の電極は、前記窒化チタンが付加的な導電性材料と前記アクセスコンポーネン
トとの間になるように、前記付加的な導電性材料をさらに含む、請求項５に記載のメモリ
セル。
【請求項７】
　前記誘電体と前記第２の電極との間に、カルコゲニド材料をさらに含む、請求項１に記
載のメモリセル。
【請求項８】
　メモリセルであって、
　第１の電極と、
　第２の電極と、
　前記第１の電極と前記第２の電極との間に位置する中間コンポーネントと、前記第１の
電極と前記中間コンポーネントとの間に位置する誘電体とを含む、メモリ素子であって、
前記メモリセルが、前記第１の電極の材料の一部分から前記誘電体および前記中間コンポ
ーネント内に導電路を形成することを可能にするように構成される、メモリ素子と、
　前記メモリ素子と前記第２の電極との間に位置する、アクセスコンポーネントと、
を備える、メモリセル。
【請求項９】
　前記第１の電極は、銀、銅、および金のうちの１つを含み、前記中間コンポーネントは
、セレン化ゲルマニウム（ＧｅＳｅ）およびセレン化銀（ＡｇＳｅ）のうちの１つを含み
、前記誘電体は、窒化ケイ素を含む、請求項８に記載のメモリセル。
【請求項１０】
　前記アクセスコンポーネントは、カルコゲニド材料を含む、請求項８に記載のメモリセ
ル。
【請求項１１】
　前記アクセスコンポーネントは、Ａｓ－Ｔｅ－Ｉ、ＴｉＡｓＳｅ２、ＴｉＡｓＴｅ２、
Ｓｉ－Ｔｅ－Ａｓ－Ｇｅ、Ｓｉ－Ｔｅ－Ａｓ－Ｇｅ－Ｐ、Ａｌ－Ａｓ－Ｔｅ、Ａｌ－Ｇｅ
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－Ａｓ－Ｔｅ、Ｔｅ３９Ａｓ３６Ｓｉ１７Ｇｅ７Ｐ、Ａｓ４０Ｔｅ（６０－Ｘ）Ｉｎｘ（
式中５＜ｘ＜１６．５）、Ａｓ３５Ｔｅ（６５－Ｘ）Ｉｎｘ（式中１２．５＜ｘ＜２１．
５）、Ａｓ３０Ｔｅ（７０－Ｘ）（式中１２．５＜ｘ＜２１．５）、およびＧｅ２０Ｔｅ

（８０－Ｘ）Ｐｂｘ（式中２＜ｘ＜８）のうちの１つを含む、請求項８に記載のメモリセ
ル。
【請求項１２】
　前記アクセスコンポーネントは、金属・絶縁体・金属ダイオードを含む、請求項８に記
載のメモリセル。
【請求項１３】
　前記第２の電極は、窒化チタンを含む、請求項１１に記載のメモリセル。
【請求項１４】
　前記第２の電極は、金属材料を含み、前記窒化チタンは、前記金属材料と前記中間コン
ポーネントとの間にある、請求項１３に記載のメモリセル。
【請求項１５】
　メモリセル内に記憶された情報の第１の値を表すために、前記メモリセルの第１の電極
と第２の電極との間の、第１の方向の第１の電圧差を適用して、前記メモリセルの前記第
１の電極と前記第２の電極との間の誘導体内に導電路を形成することと、
　前記第１の値を第２の値に変更するために、前記第１の電極と前記第２の電極との間の
、第２の方向の第２の電圧差を適用して、前記導電路を破壊することと、
を含む、方法。
【請求項１６】
　前記第１の電圧差は、前記第１の電極の材料の一部分が、前記誘電体内に移動して、前
記導電路を形成するように印加される、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１の電圧差は、前記第１の電極の材料のイオンが前記誘電体内に移動して、前記
導電路を形成するように印加される、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第１の電圧差を印加することは、第１の電圧を前記第１の電極に配置することを含
み、前記第２の電圧差を印加することは、第２を前記第１の電極に配置することを含み、
前記第１および第２の電圧は、異なる値を有する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　メモリセルの第１の電極を形成することと、
　前記メモリセルの第２の電極を形成することと、
　前記第１の電極と前記第２の電極との間に誘電体を形成して、前記メモリセルが、前記
メモリセル内に記憶された情報の第１の値を表すために、前記第１の電極の材料の一部分
から前記誘電体内に導電路を形成することを可能にし、かつ前記メモリセルが、前記メモ
リセル内に記憶された情報の第２の値を表すために、前記導電路を破壊することを可能に
することと、
を含む、方法。
【請求項２０】
　前記第１の電極を形成することは、導電性材料を前記誘電体の上に堆積させることを含
み、前記導電性材料は、Ａｇ、Ｃｕ、およびＡｕのうちの１つを含む、請求項１９に記載
の方法。
【請求項２１】
　前記誘電体を形成することは、誘電材料を前記第２の電極の上に堆積させることを含み
、前記誘電材料は、ＡｌｘＯｙ、ＭｇＯ、ＡｌＮ、ＳｉＮ、ＣａＯｘ、ＮｉＯｘ、ＨｆＯ

２、Ｔａ２Ｏ５、ＺｒＯ２、ＮｉＭｎＯｘ、ＭｇＦ２、ＳｉＣ、ＳｉＯｘＮｙ、ＨｆＯｘ

、Ｎｂ２Ｏ５、ＷＯｘ、ＴｉＯｘ、ＺｒＯｘ、およびＣｕｘＯのうちの１つを含む、請求
項２０に記載の方法。
【請求項２２】
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　材料を前記第２の電極の上に堆積させることを含む、前記第１の電極と前記第２の電極
との間にアクセスコンポーネントを形成することをさらに含み、前記材料は、カルコゲニ
ド材料を含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　前記アクセスコンポーネントと前記誘電体との間に中間コンポーネントを形成すること
をさらに含み、前記中間コンポーネントは、セレン化ゲルマニウム（ＧｅＳｅ）およびセ
レン化銀（ＡｇＳｅ）のうちの１つを含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記アクセスコンポーネントと前記誘電体との間に中間コンポーネントを形成すること
をさらに含み、前記第１の電極、前記誘電体、前記アクセスコンポーネント、および前記
中間コンポーネントを形成することは、
　複数の材料を基板の上に形成することと、
　前記複数の材料を同一のパターン形成プロセスでパターン形成して、前記第１の電極、
前記誘電体、前記中間コンポーネント、および前記アクセスコンポーネントを形成するこ
とと、を含む、請求項２２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願］
　本出願は、２００９年１月１２日に出願された米国特許出願第１２／３５２，４０２号
の優先権を主張し、それは、参照することによって、本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータおよび他の電気製品は、通常、データおよび他の情報を記憶する多くのメ
モリセルを備えるメモリデバイスを有する。いくつかの従来のメモリデバイスは、メモリ
セルの記憶ノード上の電荷の量に基づき、情報を記憶する場合がある。記憶ノード上の電
荷の異なる値は、メモリセル内に記憶された情報の異なる値（例えば、「０」および「１
」の２進値）を示す場合がある。記憶ノードは、通常、ケイ素等の半導体材料を含む。い
くつかの用途では、上述のメモリデバイスは、サイズおよび製造プロセスの課題等の要因
のため、適用不可能である場合がある。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
【図１】本発明の一実施形態に従う、メモリセルを備えるメモリアレイを有するメモリデ
バイスのブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に従う、メモリ素子とアクセスコンポーネントとを備えるメ
モリセルを含む、メモリアレイを有するメモリデバイスの部分的ブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態に従う、導電路を備えるメモリセルの断面である。
【図４】本発明の一実施形態に従う、誘電体と中間コンポーネントとを有するメモリ素子
を備える、メモリセルの断面である。
【図５Ａ】図３および図４のメモリセルのアクセスコンポーネントの電流対電圧（Ｉ－Ｖ
）特性のグラフを説明する、例示的実施形態である。
【図５Ｂ】図３および図４のメモリセルのアクセスコンポーネントの電流対電圧（Ｉ－Ｖ
）特性のグラフを説明する、例示的実施形態である。
【図６】本発明の一実施形態に従う、メモリデバイスの種々のメモリ動作中に、メモリデ
バイスのメモリセルに印加される、種々の電圧の一例である。
【図７】本発明の一実施形態に従う、メモリデバイスの種々のメモリ動作中に、別のメモ
リデバイスのメモリセルに印加される、種々の電圧の別の例である。
【図８】本発明の一実施形態に従う、メモリデバイスを形成する種々のプロセスを示す。
【図９】本発明の一実施形態に従う、メモリデバイスを形成する種々のプロセスを示す。
【図１０】本発明の一実施形態に従う、メモリデバイスを形成する種々のプロセスを示す
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。
【図１１】本発明の一実施形態に従う、メモリデバイスを形成する種々のプロセスを示す
。
【図１２】本発明の一実施形態に従う、メモリデバイスを形成する種々のプロセスを示す
。
【図１３】本発明の一実施形態に従う、メモリデバイスを形成する種々のプロセスを示す
。
【図１４】本発明の一実施形態に従う、メモリデバイスを形成する種々のプロセスを示す
。
【図１５】本発明の一実施形態に従う、メモリデバイスを形成する種々のプロセスを示す
。
【図１６】本発明の一実施形態に従う、メモリデバイスを形成する種々のプロセスを示す
。
【発明を実施するための形態】
【０００４】
　図１は、本発明の一実施形態に従う、メモリセル１１０を備えるメモリアレイ１０２を
有する、メモリデバイス１００のブロック図を示す。メモリセル１１０は、線１２３（例
えば、Ｖｘ０からＶｘＭの信号を有するワード線）および線１２４（例えば、Ｖｙ０から
ＶｙＮの信号を有するビット線）に沿って、列または行に配置される場合がある。メモリ
デバイス１００は、線１２３および線１２４を使用して、メモリセル１１０内の情報を伝
達する場合がある。メモリセル１１０は、メモリセル１１０の１つのグループが、他のメ
モリセル１１０の１つまたは複数のグループの上に積み重ねられる場合があるように、物
理的に複数のデバイスレベルに位置する場合がある。行デコーダ１３２および列デコーダ
１３４は、線１２５（例えば、アドレス線）上のアドレス信号Ａ０からＡＸを解読して、
どのメモリセル１１０がアクセスされるかを決定することができる。行デコーダ１３２お
よび列デコーダ１３４の行レベルデコーダ１３６および列レベルデコーダ１３８はそれぞ
れ、アクセスされるメモリセル１１０が位置する、デバイス１００の複数のデバイスレベ
ルのうちのどれかを決定することができる。
【０００５】
　センス増幅回路１４０は、メモリセル１１０から読み込まれた情報の値を決定するよう
に動作され、線１２３または線１２４に信号の形態の情報を提供する場合がある。センス
増幅回路１４０はまた、線１２３または線１２４上の信号を使用して、メモリセル１１０
に書き込まれる情報の値を決定することができる。メモリデバイス１００は、メモリアレ
イ１０２と線（例えば、データ線）１２６との間で情報を伝達するための回路１５０を含
む場合がある。線１２６上の信号ＤＱＯからＤＱＮは、メモリセル１１０から読み込まれ
た、またはメモリセルに書き込まれた情報を表す場合がある。メモリデバイス１００の外
部の他のデバイス（例えば、メモリコントローラまたはプロセッサ）は、線１２５、１２
６、および１２７を通ってメモリデバイス１００と通信する場合がある。
【０００６】
　メモリデバイス１００は、メモリセル１１０から情報を読み込むための読み込み動作、
およびメモリセル１１０内に情報を書き込む（例えば、プログラムする）ための書き込み
動作（しばしば、プログラミング動作と称される）等のメモリ動作を実行してもよい。メ
モリ制御ユニット１１８は、線１２７上の制御信号に基づき、メモリ動作を制御してもよ
い。線１２７上の制御信号の例としては、どの動作（例えば、書き込みまたは読み込み動
作）をメモリデバイス１００が実行する場合があるかを示すための、１つまたは複数のク
ロック信号および他の信号が挙げられる。メモリデバイス１００の外部の他のデバイス（
例えば、プロセッサまたはメモリコントローラ）は、線１２７上の制御信号の値を制御す
る場合がある。線上の信号の組み合わせの具体的な値は、メモリデバイス１００に、対応
するメモリ動作（例えば、書き込みまたは読み込み動作）を実施させる場合がある、コマ
ンド（例えば、書き込みまたは読み込みデマンド）を生成する場合がある。
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【０００７】
　メモリデバイス１００は、線１４１および１４２のそれぞれの上で、電源電圧信号Ｖｃ
ｃおよびＶｓｓを含む電源電圧を受信してもよい。電源電圧信号Ｖｓｓは、地電位（例え
ば、約ゼロボルトの値を有する）で動作してもよい。電源電圧信号Ｖｃｃは、バッテリま
たは交流・直流（ＡＣ－ＤＣ）変換回路等の外部電源からメモリデバイス１００に供給さ
れた外部電圧を含んでもよい。
【０００８】
　メモリデバイス１００の回路１５０は、選択回路１５２および入力／出力（Ｉ／Ｏ）回
路１１６を含んでもよい。選択回路１５２は、メモリセル１１０から読み込まれた、また
はメモリセル１１０の中に書き込まれた情報を表す場合がある、線１２４および１２８上
の信号を選択するように、信号ＳＥＬ０からＳＥＬｎに反応する場合がある。列デコーダ
１３４は、線１２５上のＡ０からＡＸアドレス信号に基づき、ＳＥＬ０からＳＥＬｎ信号
を選択的に起動してもよい。選択回路１５２は、読み込みおよび書き込み動作中に、線１
２４および１２８上の信号を選択して、メモリアレイ１０２とＩ／Ｏ回路１１６との間の
通信を提供することができる。
【０００９】
　メモリデバイス１００は、非揮発性メモリデバイスを含んでもよく、メモリセル１１０
は、電力（例えば、ＶｃｃもしくはＶｓｓ、または両方）がメモリデバイス１００から切
断される時に、メモリセル１１０がその上に記憶された情報を保持することができるよう
に、非揮発性メモリセルを含んでもよい。当業者は、メモリデバイス１００が本明細書に
説明する実施形態に焦点を置くことに役立つように、図１に図示しない他の特徴を含んで
もよいことを理解するであろう。
【００１０】
　デバイス１００は、メモリセル１１０を選択的に読み込む、または書き込んでもよい。
選択したメモリセル１１０を書き込むために、メモリデバイス１００は、選択したメモリ
セルに書き込み電流を、または選択したメモリセルの両端に電圧を印加して、選択したメ
モリセルの抵抗を変更することができる。メモリセル内に記憶された情報の値は、そのメ
モリセルの抵抗の値に基づく場合がある。選択したメモリセル１１０を読み込むために、
メモリデバイス１００は、選択したメモリセルに読み込み電流を、または選択したメモリ
セルの両端に電圧を印加し、次いで、その中に記憶された情報の対応する値を決定するた
めの、選択したメモリセルから測定された読み込み電流または電圧に基づき、その抵抗を
決定することができる。
【００１１】
　メモリデバイス１００は、図２から図１６を参照して下記に説明する、メモリデバイス
およびメモリセルのうちの少なくとも１つを含む場合がある。
　図２は、本発明の一実施形態に従う、メモリセル２１１、２１２、２１３、２１４、２
１５、２１６、２１７、２１８、および２１９を含むメモリアレイ２０２を有する、メモ
リデバイス２００の部分的ブロック図を示す。メモリアレイ２０２は、図１のメモリアレ
イ１０２に対応してもよい。図２では、メモリセル２１１から２１９はそれぞれ、信号Ｖ
ｘ１、Ｖｘ２、Ｖｘ３を有するデータ／センス線２３０、２３１、および２３２（例えば
、ビット線）、およびそれぞれ、信号Ｖｙ１、Ｖｙ２、およびＶｙ３を有するアクセス線
２４０、２４１、および２４２（例えば、ワード線）に連結させることができる。メモリ
セル２１１から２１９のそれぞれは、線２３０、２３１、および２３２のうちの１つと、
線２４０、２４１、および２４２のうちの１つとの間に直列に連結される、メモリ素子２
２２およびアクセスコンポーネント２４４を含んでもよい。
【００１２】
　メモリデバイス２００は、異なる抵抗を有するメモリセル２１１から２１９のそれぞれ
をプログラムすることができる。メモリセル内に記憶された情報の値は、そのメモリセル
の抵抗値に基づく。各メモリセル内の抵抗値は、メモリセルを通る導電路の存在または不
在（または破壊）によって左右される。
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【００１３】
　各メモリ素子２２２は、電極を含んでもよく、その電極のうちの１つは、線２３０、２
３１、および２３２のうちの１つに連結されてもよく、他の電極は、線２４０、２４１、
および２４２のうちの１つに連結されてもよい。図３および図４は、図２のメモリセル２
１１から２１９に使用することができる、メモリセルの異なる例を示す。図２では、書き
込み動作中に、選択したメモリセル内に記憶される情報の値によって、メモリデバイス２
００は、線２３０、２３１、および２３２、ならびに線２４０、２４１、および２４２上
に種々の電圧を印加して、選択したメモリセルのメモリ素子２２２内に導電路を形成する
か、または既存の導電路を破壊することができる。図６および図７は、種々のメモリ動作
中に、メモリセル２１１から２１９等のメモリセルに印加される、種々の電圧の例を示す
。
【００１４】
　図２では、読み込みまたは書き込み動作中に、メモリデバイス２００は、メモリデバイ
ス２００が選択したメモリセルにアクセス（例えば、読み込むまたは書き込む）すること
ができるように、信号Ｖｘ１、Ｖｘ２、Ｖｘ３、Ｖｙ１、Ｖｙ２、およびＶｙ３に適切な
電圧値を使用して、読み込みまたは書き込まれるように選択されているメモリセル（選択
されたメモリセル）のアクセスコンポーネント２４４を作動する場合がある。メモリデバ
イス２００は、選択されていないメモリセル（未選択のメモリセル）のそれぞれのアクセ
スコンポーネント２４４を停止する場合がある。
【００１５】
　例えば、書き込み動作では、メモリデバイス２００は、メモリセル２１５を選択して、
その中に情報を書き込んでもよい。この例では、メモリデバイス２００は、メモリセル２
１５の両端に、電圧差（例えば、書き込み電圧）を印加して、メモリセル２１５のアクセ
スコンポーネント２４４を作動し、メモリセル２１５のメモリ素子２２２内に導電路を形
成する。メモリデバイス２００はまた、メモリセル２１５内に導電路を作成するために使
用された電圧差と逆の極性を有する電圧差を印加して、メモリセル２１５のメモリ素子２
２２内の既存の導電路を破壊してもよい。
【００１６】
　別の例では、読み込み動作では、メモリデバイス２００は、メモリセル２１５を選択し
て、その中に記憶された情報を読み込む場合がある。この例では、メモリデバイス２００
は、メモリセル２１５の両端に、別の電圧差（例えば、読み込み電圧）を印加して、メモ
リセル２１５のアクセスコンポーネント２４４を作動させてもよい。次いで、メモリデバ
イス２００は、その中に記憶された情報の対応する値を決定するために、メモリセル２１
５からの測定された読み込み電流または電圧に基づき、メモリセル２１５の抵抗（例えば
、線２３１と２４１との間のメモリセル２１５の抵抗）を決定することができる。
【００１７】
　本明細書中の書き込みおよび読み込みの両方の例では、メモリデバイス２００は、未選
択のメモリセルのそれぞれのメモリ素子２２２がアクセスされていないままであり得るよ
うに、未選択のメモリセル（メモリセル２１０、２１１、２１２、２１３、２１６、２１
７、２１８、および２１９）のそれぞれのアクセスコンポーネント２４４を停止する場合
がある。
【００１８】
　選択したメモリセルを書き込むために使用する電圧差（例えば、書き込み電圧）および
選択したメモリセルを読み込むために使用する電圧差（例えば、読み込み電圧）は、選択
したメモリセルが読み込まれた後に、選択したメモリセル内に記憶された情報の値が変化
しないままであるように、異なる値を有してもよい。例えば、選択したメモリセルを書き
込むために使用する書き込み電圧差が２ボルトの値を有する場合に、次いで、選択したメ
モリセルを読み込むために使用する読み込み電圧差は、読み込まれた電圧差が選択したメ
モリセルを書き込むためには（例えば、選択したメモリセル内に導電路を形成するために
は）不十分であるが、選択したメモリセルを読み込むために、選択したメモリのアクセス
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コンポーネントを作動するために十分であるように、２ボルト未満の値を有するであろう
。読み込み電圧差が書き込み電圧差未満になる理由は、選択したメモリセルが、選択した
メモリセルが読み込まれる前に、書き込まれていない場合に、選択したメモリセル内に記
憶された情報の値が、選択したメモリセルが読み込まれた後も、変化しないままであるこ
とを可能にすることである。
【００１９】
　上記の例では、メモリセル２１５が選択したメモリセルであると仮定するため、メモリ
セル２１５の両端の間の電圧差（例えば、電圧降下）が、メモリセル２１５のアクセスコ
ンポーネント２４４を作動するために十分な値を有することができるように、メモリデバ
イス２００は、線２３１および２４１（メモリセル２１５に連結した対応する線）上の信
号Ｖｘ２およびＶｙ２に適切な電圧値を使用してもよい。作動した時に、メモリセル２１
５のアクセスコンポーネント２４４は、メモリデバイス２００が、メモリセル２１５から
の情報を読み込むか、またはメモリセル２１５の中に情報を書き込んでもよいように、メ
モリセル２１５のメモリ素子２２２を通る電流の導電（例えば、読み込みまたは書き込み
電流）を可能にしてもよい。未選択のメモリセルでは、メモリデバイス２００は、未選択
のメモリセルを通る電流の導電を防止するために、信号Ｖｘ１、Ｖｘ３、Ｖｙ１、および
Ｖｙ３に適切な電圧値を使用して、未選択のメモリセルのそれぞれのアクセスコンポーネ
ント２４４をオフにしたままにする（または停止する）場合がある。
【００２０】
　メモリセル２１１から２１９は、図３または図４のメモリセルと同様、またはそれを同
一のメモリセルを含んでもよい。
　図３は、本発明の一実施形態に従う、導電路３９９を備える、メモリセル３１０の断面
を示す。メモリセル３１０は、電極３０１および３０２と、メモリ素子３３３と、アクセ
スコンポーネント３４４とを含んでもよい。図３の線３２３上の信号Ｖｘは、図２の信号
Ｖｘ１、Ｖｘ２、およびＶｘ３のうちの１つに対応する場合がある。図３の線３２４上の
信号Ｖｙは、図２の信号Ｖｙ１、Ｖｙ２、およびＶｙ３のうちの１つに対応する場合があ
る。図３に示すように、メモリ素子３３３は、電極３０１と電極３０２との間に誘電体３
３１を含んでもよい。
【００２１】
　明確にするために、本明細書に説明する図面は、いくつかの特徴のいくつかの断面線（
平行な斜線）を省略している場合がある。例えば、図３は、誘電体３３１の一部分の断面
線を省略する。
【００２２】
　図３では、メモリセル３１０内に記憶された情報の値は、誘電体３３１内の導電路３９
９等の導電路の存在または不在に左右される場合がある。例えば、導電路３９９を用いて
、図３に示すように、メモリセル３１０は、第１の値（例えば、論理値または２進値）を
記憶してもよい。導電路３９９が破壊（例えば、分断）される時、メモリセル３１０は、
第１の値とは異なる第２の値（例えば、論理ゼロまたは二進ゼロ）を記憶する場合がある
。
【００２３】
　書き込み動作中に、メモリデバイス（メモリセル３１０が存在する場所）は、線３２３
から線３２４の方向（例えば、第１の方向）の電圧差が、正電圧値であるように、電圧値
を用いて、信号ＶｘおよびＶｙを適用する場合がある。例えば、信号Ｖｘは、Ｖボルトの
値を有する場合があり、そのとき、Ｖは、実数を表し、信号Ｖｙは、ゼロボルトの値を有
するかもしれない。電圧差は、誘電体３３１の材料内に絶縁破壊路（例えば、チャネル）
を作成する場合がある。電極３０１の材料の一部分は、誘電体３３１内の絶縁破壊路内に
移動（例えば、拡散またはドリフト）して、導電路３９９を作成する場合がある。例えば
、電極３０１の材料のイオン３８８（例えば、正荷電イオン）は、絶縁破壊路内に移動し
て、導電路３９９を作成する場合がある。導電路３９９が、電極３０１からのイオンによ
って作成される場合があるため、導電路３９９は、イオン導電路を含む場合がある。
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【００２４】
　導電路３９９を破壊するために、メモリデバイスは、線３２３から線３２４への方向の
電圧差が負の値であるように、電圧値を用いて、信号ＶｘおよびＶｙを適用してもよく、
それは、線３２４から線３２３への方向（例えば、第２の方向）の電圧差が正の電圧値で
あることを意味する。例えば、導電路３９９を破壊するために、信号Ｖｘは、ゼロボルト
の値を有してもよく、信号Ｖｙは、Ｖボルトの値を有する場合がある。負の電圧差は、負
の電場を作成し、導電路３９９内の電極３０１の材料をメモリ素子３３３から電極３０１
に戻す場合がある。結果として、導電路３９９は、破壊するか、または不連続になる場合
がある。
【００２５】
　図３に示すように、全体のメモリ素子３３３は、誘電体３３１のみを含んでもよい。し
たがって、導電路３９９等の導電路がメモリ素子３３３内に形成される前に、メモリ素子
３３３の材料は、誘電体３３１の材料のみを含んでもよい。誘電体３３１のための材料の
例としては、とりわけ、ＡｌｘＯｙ、ＭｇＯ、ＡｌＮ、ＳｉＮ、ＣａＯｘ、ＮｉＯｘ、Ｈ
ｆＯ２、Ｔａ２Ｏ５、ＺｒＯ２、ＮｉＭｎＯｘ、ＭｇＦ２、ＳｉＣ、ＳｉＯｘＮｙ、Ｈｆ
Ｏｘ、Ｎｂ２Ｏ５、ＷＯｘ、ＴｉＯｘ、ＺｒＯｘ、およびＣｕｘＯが挙げられる。これら
の組成では、「ｘ」および「ｙ」は、材料組成内の対応するコンポーネント成分の相対量
を表す。この全説明の中の材料組成のうちのいくつかは、コンポーネント成分のみを列挙
する。しかしながら、これらの材料組成のそれぞれの中の各コンポーネント成分の相対量
は、特定の値に制限されない。
【００２６】
　図３のメモリセル３１０では、電極３０１は、早い拡散率を有する導電性材料を含む。
電極３０１のための材料の例としては、Ａｇ、Ｃｕ、およびＡｕが挙げられる。
　メモリ素子３３３および電極３０１のための上記の例示的材料では、ＳｉＮがＡｇ（ま
たはＣｕもしくはＡｕ）に影響されないため、ＳｉＮは、誘電体３３１のための材料とし
て、他の材料よりも選択される場合があり、それによって、Ａｇ（またはＣｕもしくはＡ
ｕ）が絶縁破壊路の内部に存在した後に、Ａｇ（またはＣｕもしくはＡｕ）は、絶縁破壊
路を囲繞する他の領域内に容易に拡散しない。さらに、ＳｉＮは、それが電極３０１と電
極３０２との間に良好な電気絶縁を提供するため、選択される場合がある。
【００２７】
　電極３０１のための上記の例示的材料では、ＣｕまたはＡｕイオンより早い拡散率を有
するため、Ａｇは、ＣｕまたはＡｕよりも選択される場合がある。さらに、良好な導電性
フィラメント、または図３の導電路３９９等の導電路を提供するため、Ａｇは選択される
場合がある。
【００２８】
　図３は、単一コンポーネントとして電極３０２を示す。しかしながら、電極３０２は、
金属、および耐熱金属窒化物、炭化物、またはホウ化物等の付加的な材料等の複数のコン
ポーネントを含んでもよい。電極３０２の材料の例としては、ＴｉＮ、ＺｒＮ、ＨｆＮ、
ＶＮ、ＮｂＮ、ＴａＮ、ＴｉＣ、ＺｒＣ、ＨｆＣ、ＶＣ、ＮｂＣ、ＴａＣ、ＴｉＢ２、Ｚ
ｒＢ２、ＨｆＢ２、ＶＢ２、ＮｂＢ２、ＴａＢ２、Ｃｒ３Ｃ２、Ｍｏ２Ｃ、ＷＣ、ＣｒＢ
２、Ｍｏ２Ｂ５、Ｗ２Ｂ５等の耐熱金属窒化物、炭化物、およびホウ化物、ＴｉＡｌＮ、
ＴｉＳｉＮ、ＴｉＷ、ＴａＳｉＮ、ＴｉＣＮ、ＳｉＣ、Ｂ４Ｃ、ＷＳｉｘ、ＭｏＳｉ２等
の化合物、ＮｉＣｒ等の金属合金、ならびにドープ珪素、炭素、白金、ニオブ、タングス
テン、モリブデン等の元素材料が挙げられる。
【００２９】
　図３では、上述のとおり、メモリセル３１０は、読み込みまたは書き込み動作中に、メ
モリ素子３３３へのアクセスを可能にする（または防止する）ように、アクセスコンポー
ネント３４４を作動する（またはオフにしたままにする）場合がある。アクセスコンポー
ネント３４４は、オン状態またはオフ状態を有する場合がある。アクセスコンポーネント
３４４は、オフ状態では、電流の導電を防止するために、より高い抵抗を有し、オン状態
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では、電流の導電を可能にするために、より低い抵抗を有する。アクセスコンポーネント
３４４は、信号ＶｘおよびＶｙの電圧値に基づき、オフ状態（例えば、より高い抵抗）と
オン状態（例えば、より低い抵抗）との間を切り替える場合がある。例えば、信号Ｖｘと
Ｖｙとの間の電圧値差（例えば、電圧電位）は、メモリセル３１０が読み込まれる、また
は書き込まれるように選択される時に、線３２３に対して正値に設定して、アクセスコン
ポーネン３４４をオン状態に切り替える場合がある。信号ＶｘとＶｙとの間の電圧値差は
、メモリセル３１０が読み込まれる、または書き込まれるように選択されない時に、線３
２３に対して、負値に設定されてもよい。図５Ａおよび図５Ｂは、図３のメモリセル３１
０のアクセスコンポーネント３４４の電流対電圧（Ｉ－Ｖ）特性のグラフを説明する、例
示的実施形態である。
【００３０】
　図３では、アクセスコンポーネント３４４は、カルコゲニド材料を含んでもよい。コン
ポーネント３４４のための材料の例としては、Ａｓ－Ｔｅ－Ｉ、ＴｉＡｓＳｅ２、ＴｉＡ
ｓＴｅ２、Ｓｉ－Ｔｅ－Ａｓ－Ｇｅ、Ｓｉ－Ｔｅ－Ａｓ－Ｇｅ－Ｐ、Ａｌ－Ａｌ－Ａｓ－
Ｔｅ、Ａｌ－Ｇｅ－Ａｓ－Ｔｅ、Ｔｅ３９Ａｓ３６Ｓｉ１７Ｇｅ７Ｐ、Ａｓ４０Ｔｅ（６

０－ｘ）Ｉｎｘ（５＜ｘ＜１６．５）、Ａｓ３５Ｔｅ（６５－ｘ）Ｉｎｘ（１２．５＜ｘ
＜２１．５）、Ａｓ３０Ｔｅ（７０－Ｘ）（１２．５＜ｘ＜２１．５）、Ｇｅ２０Ｔｅ（

８０－Ｘ）Ｐｂｘ（２＜ｘ＜８）が挙げられる。代替的には、アクセスコンポーネント３
４４は、双極性整流を提供することができる、金属・絶縁体・金属（ＭＩＭ）ダイオード
を含んでもよい。この説明では、ＭＩＭダイオード内の絶縁体は、単一の絶縁体材料、ま
たは複数の異なる絶縁体材料を含むことができる。例えば、アクセスコンポーネント３４
４は、ＴａＳｉＮ／ＳｉＯ２／ＺｒＯ２／Ｐｔスタック、ＴａＳｉＮ／Ｔａ２Ｏ５／Ｚｒ
Ｏ２／Ｐｔスタック、ＴａＳｉ／ＺｒＯｘ／ＴｉＮスタック、ＴａＳｉＮ／ＺｒＯｘ／Ｔ
ｉＮスタック、およびＴａＳｉ／ＳｉＯ２／ＺｒＯ２／Ｐｔスタック等のＭＩＭダイオー
ドを含んでもよい。
【００３１】
　メモリセル３１０は、情報の１つの値を永久的に記憶するように、ワンタイムプログラ
マブルメモリとして構成されてもよい。代替的には、１つの時に１つの値で、かつ別の時
に別の値で情報を記憶するように、メモリセル３１０は、マルチプルタイムプログラマブ
ルメモリ（例えば、フラッシュメモリ）として使用されてもよいように、構成されてもよ
い。
【００３２】
　図４は、本発明の一実施形態に従う、誘電体３３１と中間コンポーネント４３２とを有
するメモリ素子４３３を備える、メモリセル４１０の断面を示す。メモリセル４１０は、
図４のメモリ素子４３３内の中間コンポーネント４３２の追加を除き、図３のメモリセル
３１０の特徴と同様の特徴を含んでもよい。明確にするために、メモリセル３１０（図３
）および４１０（図４）の両方における同様の特徴には同一の参照番号が提供される。
【００３３】
　図４はまた、誘電体３３１内に１つの導電性部分、および中間コンポーネント４３２内
に別の導電性部分を含む、導電路４９９を示す。導電路４９９は、導電路３９９の方法と
同様の方法で、電極３０１の材料の一部分から形成される。例えば、メモリデバイス（メ
モリセル４１０が存在する場所）は、線３２３から線３２４の方向の電圧差が正値である
ような電圧値を用いた、信号ＶｘおよびＶｙを適用することができる。電圧差は、誘電体
３３１の材料内に絶縁破壊路を作成することができる。電極３０１の材料（例えが、イオ
ン）の一部分は、絶縁破壊路内に移動して、１つの導電性部分導電路４９９を作成するこ
とができる。電圧差はまた、電極３０１の材料の部分を中間コンポーネント４３２内に移
動させ、別の導電性部分導電路４９９を形成する。
【００３４】
　メモリセル４１０がマルチプルタイムプログラマブルメモリとして使用される時に、導
電路４９９の誘電体３３１内の導電性部分は、破壊される（例えば、消去動作において消
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去される）ことが可能でなければならない。したがって、誘電体３３１に隣接するコンポ
ーネント（例えば、アクセスコンポーネント、または誘電体３３１とアクセスコンポーネ
ントとの間の材料）は、電極３０１の材料（例えば、Ａｇイオン）が導電路４９９を通っ
て流動することを不可能にし、かつ導電路４９９にイオンを提供しない、ブロッキングコ
ンポーネントでなければならない。負の電場下で、導電路４９９を形成する電極３０１の
材料は、誘電体３３１から強制的に押し出され、導電路４９９を破壊することができる。
【００３５】
　メモリセル４１０がワンタイムプログラマブルメモリとして使用される時に、導電路４
９９は、誘電体３３１内に常置され、中間コンポーネント４３２の少なくとも一部分は、
電極３０１の材料（例えば、Ａｇイオン）で充填され、永久的導電路を提供する。したが
って、メモリセル４１０がワンタイムプログラマブルメモリとして使用される時に、それ
は、図４に示すように、誘電体３３１内の導電路４９９の導電性部分を通ってマイグレー
トし、相当量の中間コンポーネント４３２内の電極３０１の材料を提供するように、中間
コンポーネント４３２を追加することに有利である場合がある。中間コンポーネント４３
２内の電極３０１の材料の存在は、導電路４９９にイオンを提供し、導電路４９９内のイ
オンが損失されることを防止する場合がある。
【００３６】
　中間コンポーネント４３２は、カルコゲニド材料を含んでもよい。カルコゲニド材料の
例としては、Ｇｅ－Ｓｅ、Ｇｅ－Ｓ、Ｓｎ－Ｓｅ、Ｓｎ－Ｓ、Ａｓ－Ｓｅ、Ａｓ－Ｓ、Ｐ
ｂ－Ｓｅ、Ｐｂ－Ｓ、Ｈｇ－Ｓｅ、Ｈｇ－Ｓ、ＡｄＳＩＣ類、ＫＡｇ４Ｉ５、ＲｂＡｇ４

Ｉ５、セレン化銀（例えば、Ａｇ－Ｓｅ）、硫化銀（Ａｇ－Ｓ）、セレン化スズ（Ｓｎ－
Ｓｅ）、Ｓｎ－Ｓ、Ｃｕ－Ｓｅ、およびＣｕ－Ｓが挙げられる。
【００３７】
　中間コンポーネント４３２のための上記の例示的材料では、Ｇｅ－ＳｅまたはＡｇ－Ｓ
ｅは、Ａｇ－Ｓｅが良好な超イオン導電体であり、Ａｇイオンがこの材料の中で早く移動
することができるため、他の材料よりも選択される場合がある。
【００３８】
　図５Ａおよび図５Ｂは、図３および図４のアクセスコンポーネント３４４のＩ－Ｖ特性
のグラフを説明する、例示的実施形態である。図５Ａに示すように、アクセスコンポーネ
ント３４４は、両方の電圧極性で切り替えることが可能であり（電流がそこを通って流れ
ることができる）、したがって、そのアクセスコンポーネント３４４が、双極性切り替え
コンポーネントまたは双極性整流コンポーネントと称される場合がある。アクセスコンポ
ーネント３４４は、アクセスコンポーネントの両端の第１の方向の電圧差がアクセスコン
ポーネント３４４の第１の閾値電圧Ｖｔ１を超える場合、オン状態（例えば、より低い抵
抗）を有する場合がある。第１の方向は、図３または図４において、線３２３から線３２
４の方向に対応してもよい。図５Ａでは、アクセスコンポーネント３４４がオン状態にな
った後に、最小保持電流Ｉｈ１または一定保持電流Ｖｈ１がアクセスコンポーネント３４
４の両側で維持される場合、オン状態のままであってもよい。アクセスコンポーネント３
４４は、電流が保持電流Ｉｈ１を下回る、またはアクセスコンポーネントの両端の電圧差
が保持電流Ｖｈ１を下回る場合、オフ状態に切り替わる場合がある。
【００３９】
　上述のように、アクセスコンポーネント３４４は、両方の電圧極性で切り替えることが
可能である。図５Ａに示すように、アクセスコンポーネント３４４はまた、第１の方向に
対するアクセスコンポーネントの両端の電圧差が第２の閾値電圧Ｖｔ２未満である場合に
、オン状態を有し得る。言い換えると、アクセスコンポーネント３４４はまた、第２の方
向に対するアクセスコンポーネントの両端の電圧差が電圧ＶＴ（式中、ＶＴ＝－Ｖｔ２（
図５Ａに示すように、Ｖｔ２がゼロ未満、すなわち負の値であるため、ＶＴは、正値であ
る））を超える（それよりも大きい）場合に、オン状態を有する場合がある。第２の方向
は、線３２４から線３２３の方向に対応してもよい（図３または図４）。図５Ａでは、ア
クセスコンポーネント３４４は、最小保持電流Ｉｈ２または一定保持電流Ｖｈ２が、第２
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の方向に対して、アクセスコンポーネント３４４にわたって維持される場合に、オン状態
のままであってもよい。閾値電圧Ｖｔ１およびＶｔ２は、異なる絶対値を有してもよい。
保持電流ＩｈｌおよびＩｈ２もまた、異なる絶対値を有してもよい。同様に、保持電流Ｖ

ｈ１およびＶｈ２もまた、異なる絶対値を有してもよい。図３および図４のアクセスコン
ポーネント３４４はまた、図５Ｂに示す、Ｉ－Ｖ特性を有し得る。
【００４０】
　アクセスコンポーネント３４４は、材料がアクセスコンポーネント３４４のオン状態と
オフ状態の両方において、同一相のままであってもよいように、図３を参照して上記に説
明する材料を有する場合がある。したがって、アクセスコンポーネント３４４は、オン状
態またはオフ状態において、その材料の中で結晶化または融解が生じないように、本質的
に、電子的に切り替わる。
【００４１】
　図６は、本発明の一実施形態に従う、メモリデバイス６００の種々のメモリ動作中に、
メモリセル２１１から２１９に印加される種々の電圧の一例を示す。メモリデバイス６０
０は、図２のメモリデバイス２００のコンポーネントと同様、またはそれと同一のコンポ
ーネントを含む。したがって、メモリデバイス２００および６００の両方における同様の
コンポーネントには同一の参照番号が与えられる。
【００４２】
　メモリデバイス６００は、線２３０、２３１、および２３２（例えば、ビット線）上の
それぞれの信号Ｖｘ１、Ｖｘ２、およびＶｘ３、ならびに、線２４０、２４１、および２
４２（例えば、ワード線）上のそれぞれの信号Ｖｙ１、Ｖｙ２、およびＶｙ３を使用して
、メモリセル２１１から２１９を選択してもよい。読み込みまたは書き込み動作中に、メ
モリデバイス６００は、信号Ｖｘ１、Ｖｘ２、およびＶｘ３ならびにＶｙＩ、Ｖｙ２、お
よびＶｙ３の適切な電圧値を使用して、読み込まれる、または書き込まれる選択したメモ
リセルのアクセスコンポーネントを作動し、選択していないメモリセルのアクセスコンポ
ーネントを停止させることができる。
【００４３】
　図６は、０ボルト、（１／３）Ｖボルト、および（２／３）Ｖボルトの例示的電圧値を
示す。図６では（および、図７でも）、Ｖは、単位の「ボルト」または「ボルト（複数）
」を意味しない。むしろ、Ｖは、正の実数（例えば、１、２、３、またはその他）を表す
。したがって、（１／３）Ｖボルトは、Ｖの値がそれぞれ、３、６、または９である場合
に、１、２、または３ボルトを意味する。図６の例は、メモリセルのそれぞれのアクセス
コンポーネント２４４がオフ状態にあること、メモリデバイス６００がメモリセル２１５
にアクセスして、メモリセル２１５を読み込む、または書き込むように選択することを仮
定する。図６に示すように、メモリデバイス６００は、信号Ｖｘ１，　Ｖｘ２、Ｖｘ３、
Ｖｙ１、Ｖｙ２、およびＶｙ３に、０ボルト、（１／３）Ｖボルト、および（２／３）Ｖ
ボルトの電圧値を選択的に使用してもよく、したがって、メモリデバイス６００は、メモ
リセル２１５のアクセスコンポーネント２４４を作動し、（次いで、メモリ素子２２２を
通る読み込みまたは書き込み電流を印加する）、他のメモリセルのそれぞれのアクセスコ
ンポーネント２４４をオフ状態に維持する。
【００４４】
　図６に示す電圧値を用いると、選択したメモリセル２１５のアクセスコンポーネント２
４４の両端の線２３１から線２４１の電圧差は、Ｖボルト（Ｖ－０＝Ｖ）であり、各未選
択のメモリセル（セル２１５を除く、セル２１１から２１９）のアクセスコンポーネント
２４４の両端の電圧差は、（１／３）Ｖボルトまたは－（１／３）Ｖボルト（負の１／３
Ｖボルト）のいずれかである。２つの対応する線（例えば、対応するビット線から対応す
るワード線へ）の間の電圧差が（１／３）Ｖボルトを上回る時に、各アクセスコンポーネ
ント２４４が作動する（例えば、電流を導電する）だけである場合、未選択のアクセスコ
ンポーネント２４４のすべてが停止され（導電しない）、選択したアクセスコンポーネン
ト２４４のみが作動するであろう。
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【００４５】
　上記の例では、Ｖは、メモリセル２１５が書き込まれるように選択される場合に、電圧
差Ｖ－０（Ｖマイナスゼロ）が選択したメモリセル２１５を書き込む（例えば、その中に
導電路を作成する）ために十分であるような値を有するであろう。メモリセル２１５が読
み込まれるように選択される場合、Ｖは、電圧差Ｖ－０が、それを読み込むために、メモ
リセル２１５のアクセスコンポーネントを作動するために十分であるが、メモリセル２１
５を書き込むために不十分であり、それによって、メモリセル２１５内に記憶された情報
の値が、それが読み込まれた後に変化しないままであることができる値を有するであろう
。
【００４６】
　上述のように、反対の極性を有する電圧が、選択したメモリセル内の情報の値を変更す
る（例えば、消去する）ために、選択したメモリセルに印加されてもよい。図６では、例
えば、導電路がメモリセル２１５内に形成された後に、選択したメモリセル２１５内の情
報の値を変更するために、線２３１および２４１上の電圧は、切り替えられるであろう。
例えば、（１／３）Ｖが、（２／３）Ｖに変更され、（２／３）Ｖが、（１／３）Ｖに変
更される間に、０ボルトは、線２３１に印加され、Ｖボルトは、線２４１に印加されるで
あろう。したがって、選択したセル２１５にわたる電圧差は、線２４１から線２３１の方
向で正のＶボルト、または線２３１から線２４１の方向で負のＶボルトであろう。この負
の電圧値は、導電路（例えば、図３の導電路３９９、または図４の４９９）を妨害し、そ
れを破壊し、それによって、選択したメモリセル２１５内に記憶された情報の値を変更す
るであろう。
【００４７】
　図６では、０ボルト、（１／３）Ｖボルト、および（２／３）Ｖボルトの電圧値は、例
の説明を簡単にする目的のみに使用される。メモリデバイス６００は、各メモリセル内の
メモリ素子２２２からアクセスコンポーネント２４４の方向の電圧差が、選択したメモリ
セルのアクセスコンポーネント２４４を作動し、未選択のメモリセルのアクセスコンポー
ネント２４４を停止するために適切な値であるように、他の電圧値を使用する場合がある
。
【００４８】
　図７は、本発明の一実施形態に従う、メモリデバイス７００の種々のメモリ動作中に、
メモリセル２１１から２１９に印加される種々の電圧の別の例を示す。メモリデバイス７
００は、図２のメモリデバイス２００のコンポーネントと同様、またはそれと同一のコン
ポーネントを含む。したがって、メモリデバイス２００および７００の両方の同様のコン
ポーネントは同一の参照番号を与えられる。
【００４９】
　図７は、０ボルト、（１／２）Ｖボルト、および－（１／２）Ｖボルトの例示的電圧値
を示す。図６と同様に、以下の例は、メモリセルのそれぞれのアクセスコンポーネント２
４４がオフ状態にあること、メモリデバイス７００がメモリセル２１５にアクセスして、
メモリセル２１５を読み取る、または書き込むように選択することを仮定する。図７に示
す電圧値を用いると、線２３１から線２４１への選択したメモリセル２１５のアクセスコ
ンポーネント２４４の両端の電圧差は、Ｖボルト（（１／２）Ｖ－（－（１／２）Ｖ）＝
Ｖ）であり、未選択のメモリセル（セル２１５を除く、セル２１１から２１９）のそれぞ
れのアクセスコンポーネント２４４の両端の電圧差は、（１／２）Ｖボルト、または０ボ
ルトのいずれかである。２つの対応線（例えば、対応するビット線から対応するワード線
）の間の電圧差が、（１／２）Ｖボルトを上回る時に、各アクセスコンポーネント２４４
が作動するだけである場合、未選択のアクセスコンポーネント２４４のすべてが停止され
、選択したアクセスコンポーネント２４４のみが作動するであろう。
【００５０】
　上記の例では、Ｖは、メモリセル２１５が書き込まれるように選択される場合に、電圧
差（１／２）Ｖ－（－（１／２）Ｖ）が、選択したメモリセル２１５を書き込む（例えば
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、その中に導電路を作成する）ために十分であるような値を有するであろう。メモリセル
２１５が読み込まれるように選択される場合、Ｖは、電圧差（１／２）Ｖ－（－（１／２
）Ｖ）が、それを読み込むために、メモリセル２１５のアクセスコンポーネントを作動す
るために十分であるが、メモリセル２１５を書き込むために不十分であり、それによって
、メモリセル２１５内に記憶された情報の値が、それが読み込まれた後に変化しないまま
であることができるような値を有するであろう。
【００５１】
　図７では、メモリセル２１５内に導電路が形成された後に、選択したメモリセル２１５
内の情報の値を変更するために、－（１／２）Ｖボルトは、線２３１に印加され、（１／
２）Ｖボルトは、線２４１に印加され、一方、線２３０、２３２、２４０、および２４２
のそれぞれの上の電圧は、０ボルトで同一のままである場合があるであろう。したがって
、選択したセル２１５にわたる電圧差は、線２４１から線２３１の方向で正のＶボルト、
または線２３１から線２４１の方向で負のＶボルトであろう。この負の電圧値は、導電路
（例えば、図３の導電路３９９、または図４の４９９）を妨害し、それを破壊し、それに
よって、選択したメモリセル２１５内に記憶された情報の値を変更するであろう。
【００５２】
　図８から図１６は、本発明の一実施形態に従う、メモリデバイス８００を形成する種々
のプロセスを示す。図８は、複数のコンポーネント８５４、８０２、８０３、８４４、お
よび８３２が基板８５０上に形成された後のメモリデバイス８００の断面を示す。図９は
、Ｘ方向線、およびＸ方向線に垂直なＹ方向線を有する、メモリデバイス８００の上面図
を示す。図８のメモリデバイス８００の断面は、図９のＸ方向に沿って取られている。図
１０は、図９のＹ方向に沿って切り取られたメモリデバイス８００の別の断面を示す。明
確にするために、図８から図１６は、図８および図１０のコンポーネント８３２の断面線
を省略する等、いくつかの特徴のいくつかの断面線（平行な斜線）を省略する。
【００５３】
　コンポーネント８０２、８０３、８４４、および８３２を形成することは、コンポーネ
ント８０２、８０３、８４４、および８３２のための複数の材料を、コンポーネント８５
４の材料（例えば、ＳｉＯ２）および基板８５０の上に堆積させることと、複数の材料を
パターン化（例えば、エッチング）して、ストリップ８５２を形成することと、相互から
それらを絶縁するために、付加的な絶縁材料（例えば、ＳｉＯ２）を、ストリップ８５２
の間に堆積させ、図８、図９、および図１０に示す構造を有するメモリデバイス８００を
取得することとを含んでもよい。複数の材料をパターン化して、ストリップ８５２を形成
することは、同一のパターン化プロセスで実施されてもよい。例えば、ストリップ８５２
を形成するためのパターン化プロセスは、材料コンポーネント８５４、８０２、８０３、
８４４および８３２の上をＹ方向（図１５）に沿って伸びる開口部を有する、パターン化
されたマスクまたはフォトレジストを定置し、次いで、開口部を通る材料をエッチングし
て、ストリップ８５２を形成することを含んでもよい。
【００５４】
　本明細書に使用するとき、２つまたは複数の材料（またはコンポーネント）に対して使
用される「～上（ｏｎ）」、一方が他方の「上」という用語は、材料間に少なくとも何ら
かの接触を意味する一方、「～の上（ｏｖｅｒ）」は、材料（またはコンポーネント）が
近接状態にあり、接触が可能であるが必ずしも必要ではないように、１つまたは複数の付
加的な介在材料（またはコンポーネント）を有する可能性があることを意味する。「～上
（ｏｎ）」または「～の上（ｏｖｅｒ）」のいずれも、そのように記載しない限り、本明
細書に使用するとき、いかなる方向性をも意味しない。
【００５５】
　図８では、コンポーネント８０２および８０３はともに、図３および図４の電極３０２
等のメモリセルの電極を形成することができる。したがって、コンポーネント８０２およ
び８０３の材料は、図３および図４の電極３０２の材料を含んでもよい。例えば、コンポ
ーネント８０２の材料は、金属を含んでもよく、コンポーネント８０３の材料は、ＴｉＮ
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を含んでもよい。
【００５６】
　図８のコンポーネント８４４は、図３および図４のアクセスコンポーネント３４４等の
メモリセルのアクセスコンポーネントを形成することができる。したがって、コンポーネ
ント８４４の材料は、図３および図４のアクセスコンポーネント３４４の材料を含んでも
よい。
【００５７】
　図８のコンポーネント８３２は、図４の中間コンポーネント４３２等のメモリセルの中
間コンポーネントを形成することができる。したがって、図８のコンポーネント８３２の
材料は、図４の中間コンポーネント４３２の材料を含んでもよい。例えば、コンポーネン
ト８３２の材料は、Ｇｅ－ＳｅまたはＡｇ－Ｓｅを含んでもよい。
【００５８】
　図１１は、付加的なコンポーネント１１３１および１１０１が、コンポーネント８５４
、８０２、８０３、８４４、および８３２の上に形成された後のメモリデバイス８００の
断面を示す。図１２は、コンポーネント１１３１と、コンポーネント１１３１の下のコン
ポーネント１１０１とを含む、メモリデバイス８００の上面図を示す。図１１のメモリデ
バイス８００の断面は、図１２のＸ方向に沿って取られている。図１３は、図１２のＹ方
向に沿って取られたメモリデバイス８００の別の断面を示す。明確にするために、図１１
から図１６は、図１１および図１３のコンポーネント１１３１の断面線を省略する等、い
くつかの特徴のいくつかの断面線を省略する。コンポーネント１１３１および１１０１を
形成することは、異なる材料をコンポーネント８５４、８０２、８０３、８４４および８
３２の材料の上に堆積することを含んでもよい。例えば、コンポーネント１１３１のため
の材料は、コンポーネント８５４、８０２、８０３、８４４、および８３２の材料の上に
堆積されてもよい。次いで、コンポーネント１１０１の材料は、コンポーネント１１３１
、８０２、８０３、８４４および８３２の材料の上に堆積されてもよい。
【００５９】
　コンポーネント１１３１は、図３および図４の誘電体３３１等のメモリセルの誘電体を
形成してもよい。したがって、コンポーネント１１３１の材料は、図３および図４の誘電
体３３１の材料（例えば、ＳｉＮ）を含んでもよい。
【００６０】
　コンポーネント１１０１は、図３および図４の電極３０１等のメモリセルの電極を形成
する場合がある。したがって、電極１１３１の材料は、図３および図４の電極３０１の材
料（例えば、Ａｇ）を含んでもよい。
【００６１】
　図１４は、パターン化プロセスが、コンポーネント８５４、１１０１、１１３１、８３
２、および８４４の材料に実施された後、コンポーネント８０３の材料で終了する、メモ
リデバイス８００の断面を示す。図１５は、Ｘ方向線およびＹ方向線を有する、メモリデ
バイス８００の上面図を示す。図１４のメモリデバイス８００の断面は、図１５のＸ方向
に沿って取られている。図１６は、図１５のＹ方向に沿って取られたメモリデバイス８０
０の別の断面を示す。
【００６２】
　図１４に示すように、多くの柱１４１０が、コンポーネント８５４、１１０１、１１３
１、８３２、および８４４の材料がパターン化プロセスにおいてパターン化された後に形
成されてもよい。材料をパターン化して、柱１４１０を形成することは、同一のパターン
化プロセスにおいて実施されてもよい。例えば、パターン化プロセスは、コンポーネント
８５４、１１０１、１１３１、８３２、および８４４の材料の上をＹ方向（図１５）に沿
って伸びる開口部を有する、パターン化されたマスクまたはフォトレジストを形成し、次
いで、開口部を通る材料をエッチングして、図１４の柱１４１０等の自己整合構造を形成
することを含んでもよい。柱１４１０のそれぞれは、多くのメモリセル１５１０のうちの
１つの一部分を形成する場合がある（図１５）。図１５に示すように、メモリデバイス８
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００は、データ／センス線１５３０、１５３１、１５３２（例えば、ビット線）を含む場
合があり、それらのそれぞれは、Ｙ方向線内の同一の列内にメモリセル１５１０のコンポ
ーネント１１０１の一部（例えば、電極）を含む。メモリデバイス８００は、アクセス線
１５４０、１５４１、１５４２（例えば、ワード線）を含む場合があり、それらのそれぞ
れは、Ｘ方向線内の同一の行内にメモリセル１４１０のコンポーネント８０３の一部（例
えば、電極の一部）を含む。
【００６３】
　図１５のメモリセル１５１０は、図４のメモリセル４１０と同様、またはそれと同一で
あるコンポーネントを含んでもよい。例えば、図１４の各柱１４１０では、コンポーネン
ト８０２および８０３は、メモリセル１５１０の１つの電極を形成する場合があり（図１
５）、コンポーネント１１０１は、メモリセル１５１０の別の電極を形成する場合がある
。コンポーネント１１３１は、誘電体メモリセル１５１０を形成する場合があり、コンポ
ーネント８３２は、メモリセル１５１０の中間コンポーネントを形成する場合があり、コ
ンポーネント８４４は、メモリセル１５１０のアクセスコンポーネントを形成する場合が
ある。
【００６４】
　いくつかの代替的デバイスでは、図８から図１６のコンポーネント８３２（中間コンポ
ーネント）は、誘電体１１０１が、コンポーネント８４４上に直接形成される場合がある
ように、省略される場合がある。これらの代替的デバイスでは、メモリセル１５１０（コ
ンポーネント８３２を除く）は、図３のメモリセル３１０と同様、またはそれと同一のコ
ンポーネントを含む場合がある。
【００６５】
　本明細書に説明する１つまたは複数の実施形態は、第１の電極と、第２の電極と、第１
の電極と第２に電極との間に位置する誘電体とを備える、メモリセルを有する、装置およ
び方法を含む。誘電体は、メモリセル内に記憶された情報の第１の値を表すために、メモ
リセルが第１の電極の材料の一部分から誘電体内に導電路を形成することを可能にするよ
うに構成される場合がある。誘電体はまた、メモリセル内に記憶された情報の第２の値を
表すために、メモリセルが導電路を破壊することを可能にするように構成される場合もあ
る。付加的な装置および方法を含む、他の実施形態を、図１から図１６を参照して上記に
説明する。
【００６６】
　メモリデバイス２００、６００、７００、および８００、ならびにメモリセル３１０、
４１０、および１４１０等の装置の例図は、本明細書に説明する構造を活用する場合があ
る装置のすべての要素および特徴の完全な説明ではなく、種々の実施形態の構造の一般的
な理解を提供することを意図する。
【００６７】
　種々の実施形態の装置は、高速コンピュータに使用される電子回路、通信および信号処
理回路、メモリモジュール、ポータブルメモリ記憶デバイス（例えば、サムデバイス）、
シングルまたはマルチプロセッサモジュール、単一または複数の組み込みプロセッサ、マ
ルチコアプロセッサ、データスイッチ、ならびに、多層のマルチチップモジュールを含む
アプリケーション特有のモジュールを含む、またはそれに含まれる場合がある。そのよう
な装置はさらに、サブコンポーネントとして、テレビ、携帯電話、パーソナルコンピュー
タ（例えば、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、ハンドヘルドコン
ピュータ、タブレットコンピュータ等）、ワークステーション、ラジオ、ビデオプレーヤ
、オーディオプレーヤ（例えば、ＭＰ３（モーション・ピクチャー・エキスパーツ・グル
ープ、音響層３）プレーヤ）、車両、医療デバイス（例えば、心臓モニタ、血圧モニタ等
）、セットトップボックス、およびその他等の種々の電子システム内に含まれる場合があ
る。
【００６８】
　上記の説明および図面は、当業者が本発明の実施形態を実践することを可能にするため
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に、本発明のいくつかの実施形態を説明する。他の実施形態は、構造的、論理的、電気的
、プロセス的、および他の変化を組込む場合がある。図面では、同様の特徴または同様の
数字は、いくつかの図面にわたって、実質的に同様の特徴を説明する。いくつかの実施形
態の部分および特徴は、他の実施形態に含まれる、またはそれに置換される場合がある。
多くの他の実施形態は、上記の説明を読み、理解すれば、当業者には明らかであろう。
【００６９】
　読者が技術的開示の本質および要点を迅速に確認することを可能にする、要約書を要求
する、連邦規則集第３７編第１．７２（ｂ）項に従うように、要約書を提供する。特許請
求の範囲の範囲または意味を解釈する、または制限するために使用されないという理解の
もと要約書を提出する。

【図２】 【図６】
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【図１３】
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