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(57)【要約】
幾つかの実施形態は、第一の電極材料、第一の金属酸化
物材料、第二の金属酸化物材料および第二の電極材料を
順番に含むメモリセルを含む。第一の金属酸化物材料は
互いに酸素濃度が異なる少なくとも二つの領域を有する
。領域のうちの一つは第一の領域であって、他方は第二
の領域である。第一の領域は、第二の領域よりも第一の
電極材料により近く、第二の領域よりも高い酸素濃度を
有する。第二の金属酸化物材料は第一の金属酸化物材料
とは異なる金属を含む。幾つかの実施形態は、酸素が金
属酸化物材料の領域から酸素シンク材料へと実質的に逆
行不可能に移動するメモリセルの形成方法を含む。酸素
移動は、他方に対する、金属酸化物材料の一領域内の酸
素濃度の相違を生成する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の電極材料と、
　前記第一の電極材料上の第一の金属酸化物材料であって、前記第一の金属酸化物材料は
、互いに酸素濃度が異なる少なくとも二つの領域を有し、前記複数の領域のうちの一つは
第一の領域であって、他方が第二の領域であり、前記第一の領域は前記第二の領域よりも
前記第一の電極材料に対してより近く、前記第二の領域よりも高い酸素濃度を有する、第
一の金属酸化物材料と、
　前記第一の金属酸化物材料の上に直接相対する第二の金属酸化物材料であって、前記第
一の金属酸化物材料と異なる金属を含む、第二の金属酸化物材料と、
　前記第二の金属酸化物材料上の第二の電極材料と、
を含む、
ことを特徴とするメモリセル。
【請求項２】
　前記第一の領域は前記第一の電極材料に直接相対する、
ことを特徴とする請求項１に記載のメモリセル。
【請求項３】
　前記第二の電極材料は前記第二の金属酸化物材料に直接相対する、
ことを特徴とする請求項１に記載のメモリセル。
【請求項４】
　前記第一の金属酸化物材料の全体にわたって伸長する実質的に線形の連続的酸素濃度勾
配を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のメモリセル。
【請求項５】
　前記第二の領域は、界面において前記第一の領域に直接接触し、前記界面にわたって、
酸素濃度勾配におけるステップを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のメモリセル。
【請求項６】
　前記第一の領域は前記第一の電極材料に直接相対し、前記第一の電極材料から前記界面
へと前記第一の領域にわたって伸長する実質的に線形の連続的酸素濃度勾配を含む、
ことを特徴とする請求項５に記載のメモリセル。
【請求項７】
　前記第一の金属酸化物材料は、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化チタン、酸化ニ
ッケル、酸化ハフニウムおよび酸化ジルコニウムのうちの一つ以上を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のメモリセル。
【請求項８】
　前記第一の金属酸化物材料は、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化チタン、酸化ニ
ッケル、酸化ハフニウムもしくは酸化ジルコニウムで実質的に構成される、
ことを特徴とする請求項１に記載のメモリセル。
【請求項９】
　前記第二の金属酸化物材料は、酸化ルテニウム、酸化イリジウム、酸化ニッケル、酸化
タンタルもしくは酸化チタンで実質的に構成される、
　ことを特徴とする請求項１に記載のメモリセル。
【請求項１０】
　前記第一の金属酸化物材料の厚さは、約２ｎｍから約１０ｎｍの範囲内であって、前記
第二の金属酸化物材料の厚さは、約４ｎｍ以下である、
ことを特徴とする請求項１に記載のメモリセル。
【請求項１１】
　前記第二の領域は、界面において前記第一の領域に直接接触し、前記界面にわたって酸
素濃度勾配におけるステップを含み、前記第二の領域の厚さは、約３ｎｍ以下である、
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ことを特徴とする請求項１０に記載のメモリセル。
【請求項１２】
　前記第二の金属酸化物材料は電気的に絶縁性である、
ことを特徴とする請求項１に記載のメモリセル。
【請求項１３】
　前記第二の金属酸化物材料は導電性である、
ことを特徴とする請求項１に記載のメモリセル。
【請求項１４】
　第一の電極材料と、
　前記第一の電極材料上の第一の金属酸化物材料であって、前記第一の金属酸化物材料は
、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化チタン、酸化ニッケル、酸化ハフニウムおよび
酸化ジルコニウムから成る群から選択され、前記第一の金属酸化物材料は互いに酸素濃度
が異なる少なくとも二つの領域を有し、前記複数の領域のうちの一つは第一の領域であっ
て、他方は第二の領域であり、前記第一の領域は前記第二の領域よりも前記第一の電極材
料により近く、前記第二の領域よりも高い酸素濃度を有する、第一の金属酸化物材料と、
　前記第一の金属酸化物材料上に直接相対する導電性の第二の金属酸化物材料と、
　前記第二の金属酸化物材料上に直接相対する第二の電極材料と、
を含む、
ことを特徴とするメモリセル。
【請求項１５】
　前記第二の金属酸化物材料は酸化ルテニウムを含む、
ことを特徴とする請求項１４に記載のメモリセル。
【請求項１６】
　前記第二の金属酸化物材料は酸化ルテニウムで構成される、
ことを特徴とする請求項１４に記載のメモリセル。
【請求項１７】
　前記第一および第二の電極材料はプラチナもしくはパラジウムを含む、
ことを特徴とする請求項１４に記載のメモリセル。
【請求項１８】
　メモリセルを形成する方法であって、
　第一の電極材料上に金属酸化物材料を形成することと、
　前記金属酸化物材料上に直接相対して酸素シンク材料を形成することと、
　前記酸素シンク材料上に第二の電極材料を形成することと、
　前記金属酸化物材料のある領域から前記酸素シンク材料へと酸素を実質的に逆行不可能
に移動させて、それによって前記金属酸化物材料を少なくとも二つの領域へと細分するた
めに、前記金属酸化物材料を処理することであって、前記酸素シンク材料に最も近い前記
複数の領域のうちの一つは前記複数の領域のうちの他方と比較すると、比較的酸素空乏で
ある、処理することと、
を含む、
ことを特徴とする方法。
【請求項１９】
　前記金属酸化物材料は、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化チタン、酸化ニッケル
、酸化ハフニウムおよび酸化ジルコニウムから成る群から選択される、
ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記酸素シンク材料は一つ以上の金属を含む、
ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記酸素シンク材料は一つ以上の金属で構成される、
ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
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【請求項２２】
　前記酸素シンク材料への前記酸素の前記移動は、前記酸素シンク材料のうちの少なくと
もいくらかを導電性金属酸化物へと変換する、
ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記酸素シンク材料への前記酸素の前記移動は、前記酸素シンク材料のうちの全てを導
電性金属酸化物へと変換する、
ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記酸素シンク材料への前記酸素の前記移動は、前記酸素シンク材料のうちの少なくと
もいくらかを電気的に絶縁性の金属酸化物へと変換する、
ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記酸素シンク材料への前記酸素の前記移動は、前記酸素シンク材料のうちの全てを電
気的に絶縁性の金属酸化物へと変換する、
ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２６】
　前記酸素シンク材料は、ルテニウム、ニッケル、イリジウム、チタンおよびタンタルか
ら成る群から選択される金属を含む、
ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２７】
　前記処理することは前記第二の電極材料を形成する前に実施される、
ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２８】
　前記処理することは前記第二の電極材料を形成した後に実施される、
ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２９】
　前記処理することは、前記金属酸化物材料および前記酸素シンク材料が少なくとも約２
００℃の温度へと加熱される熱処理を含む、
ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記温度は、約２００℃から約５００℃の範囲内である、
ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記処理することは、前記金属酸化物材料および前記酸素シンク材料に対して電流を通
すことを含む、
ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項３２】
　前記処理することは、前記金属酸化物材料の大部分にわたって伸長するが、前記金属酸
化物材料の全体にわたっては伸長しない導電性フィラメントをも形成する、
ことを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　メモリセルおよびメモリセルの形成方法。
【背景技術】
【０００２】
　メモリは、あるタイプの集積回路であって、データを格納するためにコンピュータシス
テムで使用される。集積メモリは個々のメモリセルの一つ以上のアレイで通常製造される
。メモリセルは揮発性、半揮発性、もしくは不揮発性であってもよい。不揮発性メモリセ
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ルは、長期間データを格納することができ、幾つかの実施例においては、電力がなくても
データを格納することができる。揮発性メモリはデータを消失させるため、データ格納を
維持するためにリフレッシュ／再書き込みされる。
【０００３】
　メモリセルは、少なくとも二つの異なる選択可能な状態でメモリを保持するか、または
格納するように構成される。バイナリシステムにおいては、状態は、“０”か“１”のい
ずれかとして考えられる。他のシステムにおいては、少なくとも幾つかの個々のメモリセ
ルが、二つ以上のレベルもしくは状態の情報を格納するように構成されてもよい。
【０００４】
　より小型かつ高密度の集積回路を作成するための努力が続けられている。最も小型かつ
簡便なメモリセルは、その間を受け取るプログラマブル材料を有する二つの導電性電極で
構成される可能性がある。当該メモリセルは、クロスポイントメモリセルと称されること
がある。
【０００５】
　クロスポイントメモリセルにおける利用に適したプログラマブル材料は、二つ以上の選
択可能かつ電気的に弁別可能なメモリ状態を有する。複数の選択可能なメモリ状態は、個
々のメモリセルによる情報の格納を可能にすることができる。セルの読み出しは、プログ
ラマブル材料がどのメモリ状態にあるかの判定を含み、セルに対する情報の書き込みは、
プログラマブル材料を予め決められたメモリ状態にすることを含む。幾つかのプログラマ
ブル材料は、リフレッシュなしでメモリ状態を保持し、したがって、不揮発性メモリセル
に組み込まれてもよい。
【０００６】
　現在、モバイル電荷キャリアとしてイオンを利用するプログラマブル材料に対して著し
い関心が向けられている。プログラマブル材料は、プログラマブル材料内の電荷密度の分
布を変化させるために、その中のモバイル電荷キャリアを移動させることによって、ある
メモリ状態から別のメモリ状態へと変換されてもよい。あるメモリ状態から別のメモリ状
態へと遷移するために、モバイル電荷キャリアのマイグレーションを利用するメモリデバ
イスは、時には、抵抗性ランダムアクセスメモリ（ＲＲＡＭ（登録商標））セルと称され
ることがある。例示的なＲＲＡＭセルは、プログラマブル材料として酸化物（例えば、酸
化チタン）を利用しうるメモリスタであり、あるメモリ状態から別のメモリ状態へと遷移
するためのメカニズムとして、当該プログラマブル材料内の酸素マイグレーションを利用
する可能性がある。
【０００７】
　メモリスタおよび他のＲＲＡＭセルの形成に関連する困難が存在することがある。した
がって、メモリスタおよびＲＲＡＭセルの新規の形成方法を開発することが望ましい。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】メモリセルの形成方法の例示的一実施形態の処理段階を示す。
【図２】例示的な一実施形態のメモリセルを示す。
【図３】図２のメモリセル内の酸素濃度勾配をグラフで示す。
【図４】他のメモリセル実施形態で使用されることがある他の酸素勾配をグラフで示す。
【図５】他のメモリセル実施形態で使用されることがある他の酸素勾配をグラフで示す。
【図６】他のメモリセル実施形態で使用されることがある他の酸素勾配をグラフで示す。
【図７】別の例示的な実施形態のメモリセルを示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　幾つかの実施形態は、メモリスタもしくは他のＲＲＡＭセルの新規形成方法を含み、幾
つかの実施形態は、新規メモリセル構造を含む。例示的実施形態は、図１－図７を参照し
て記述される。
【００１０】
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　図１を参照して、構造１０は、断面側面図で示され、構造１０をメモリセル３０へと変
換する処理（矢印１５によって表される）に晒されるように示される。
【００１１】
　構造１０は、電極材料１２、電極材料上の金属酸化物材料１４、金属酸化物材料上の酸
素シンク材料１６、および酸素シンク材料上の別の電極材料１８を含む。
【００１２】
　電極材料１２および１８は、其々、互いから当該電極材料を区別するために、第一およ
び第二の電極材料と称されることがある。電極材料１２および１８は、互いに同一の組成
を含んでもよいし、異なる組成を含んでもよい。電極材料１２および１８は、任意の適切
な導電性組成もしくは組成の組み合わせを含んでもよい。幾つかの実施形態においては、
電極材料のうちの一方もしくは双方は、貴金属（例えば、プラチナもしくはパラジウム）
を含むか、実質的にそれらで構成されるか、それらで構成されてもよい。幾つかの実施形
態においては、電極材料のうちの一方もしくは双方は、銅を含んでもよい。当該実施形態
においては、銅は、銅マイグレーションを軽減するもしくは防止するために、適切な銅バ
リア材料（例えば、ルテニウム含有材料、Ｔａ、ＴａＮ、ＴｉＮなど）によって包囲され
てもよい。
【００１３】
　電極材料１２および１８は、アクセス／センス線（例えば、ワード線およびビット線）
と電気的に結合されてもよい。例えば、電極材料１２は、図１の構造１０のビューに対し
てページの内部および外部へと伸長する第一のアクセス／センス線の一部であってもよく
、電極材料１８は、第一のアクセス／センス線と実質的に直行して伸長する第二のアクセ
ス／センス線の一部であってもよい。したがって、金属酸化物１４は、第一および第二の
アクセス／センス線が重複する領域において存在し、したがって、幾つかの実施形態にお
いては、クロスポイントメモリセルへと組み込まれてもよい。
【００１４】
　示された実施形態においては、金属酸化物材料１４は、電極材料１２に直接相対し、酸
素シンク材料１６は金属酸化物材料１４と直接相対し、電極材料１８は酸素シンク材料１
６に直接相対する。他の実施形態においては、一つ以上の示された直接接触関係が改めら
れるように、一つ以上の他の材料がメモリセルに組み込まれてもよい。例えば、幾つかの
実施形態においては、電極材料１２は、貴金属であってもよいし、別の材料（例えば、金
属シリサイドもしくは金属窒化物）は、金属酸化物と貴金属の間の付着を改善するために
、金属酸化物１４および電極材料１２の間に提供されてもよい。
【００１５】
　金属酸化物材料１４は、任意の適切な組成物もしくは組成物の組み合わせを含んでもよ
い。幾つかの実施形態においては、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化チタン、酸化
ニッケル、酸化ハフニウムおよび酸化ジルコニウムから成る群から選択された組成物を含
むか、実質的にそれらから構成されるか、それらで構成されてもよい。
【００１６】
　酸素シンク材料は、任意の適切な組成物もしくは組成物の組み合わせを含んでもよい。
幾つかの実施形態においては、ルテニウム、ニッケル、イリジウム、チタンおよびタンタ
ルから成る群から選択された金属を含むか、金属で実質的に構成されるか、金属で構成さ
れてもよい。
【００１７】
　材料１２、１４、１６および１８は、例えば、原子層堆積（ＡＬＤ）、化学蒸着（ＣＶ
Ｄ）および物理蒸着（ＰＶＤ）のうちの一つ以上を含む任意の適切な処理で形成されても
よい。
【００１８】
　構造１０からメモリセル３０への変換は、金属酸化物１４から酸素シンク材料１６へ酸
素を移動させることを含む。移動は、酸素シンク材料１６を酸素２０へと変化させ、金属
酸化物１４内の酸素空乏領域２２を形成する。
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【００１９】
　幾つかの実施形態においては、酸素シンク材料１６は、金属を含むか、金属で実質的に
構成されるか、金属で構成される。したがって、酸化物２０は、金属酸化物を含むか、金
属酸化物で実質的に構成されるか、金属酸化物で構成されてもよい。当該実施形態におい
ては、メモリセル３０の金属酸化物１４および２０は、互いから当該金属酸化物を区別す
るために、其々、第一および第二の金属酸化物と称されてもよい。幾つかの実施形態にお
いては、金属酸化物２０は、酸化ルテニウム、酸化イリジウム、酸化ニッケル、酸化タン
タルもしくは酸化チタンを含むか、それらで実質的に構成されるか、それらで構成されて
もよい。示された実施形態においては、構造１０の酸素シンク材料１６の全体は、メモリ
セル３０の形成中に酸化物２０に変換される。他の実施形態は、全体よりも少ない量の酸
化物に変換される酸素シンク材料を有してもよい。
【００２０】
　酸素空乏領域２２の形成は、金属酸化物１４を二つの領域２２および２４へと細分する
。破線２３は、当該領域間のおおよその境界もしくは界面を図示するために提供される。
領域２４は、金属酸化物の初期のストイキオメトリを保持し、領域２２は、酸化物２０を
形成するために、領域２２から酸素シンク材料１６へと移動する酸素によって、より低い
酸素濃度を有する。示された実施形態においては、金属酸化物は二領域に細分されている
が、他の実施形態においては、金属酸化物は、二領域以上に細分されてもよいし、ならび
に／または、示された急な界面ではなく、酸素濃度における段階的（徐々の）変化が存在
してもよい。
【００２１】
　図２は、例示的実施形態のメモリセル３０の別の図を示す。金属酸化物材料１４は、約
２ナノメートル（ｎｍ）から約１０ｎｍの範囲内の全体厚さ（３２として示される）を有
してもよい。金属酸化物材料２０は、（３４として示される）約４ｎｍ以下の厚さ（例え
ば、約１ｎｍから約４ｎｍの範囲内の厚さ）を有してもよい。金属酸化物１４の酸素空乏
領域２２は、約０．５ｎｍから約３ｎｍの範囲内の厚さなどの、約３ｎｍ以下の厚さ（３
６として示される）を有してもよい。
【００２２】
　幾つかの実施形態においては、酸素空乏領域２２の厚さは、図１の構造１０の酸素シン
ク材料１６の初期厚さによって決定されてもよい。つまり、酸素シンク材料の全体は、金
属酸化物２０に変換されてもよい。したがって、酸素シンク材料１６によって消費される
酸素量は、酸素シンク材料の初期厚さによって規定される。換言すると、空乏領域２２は
、自己制限（ｓｅｌｆ－ｌｉｍｉｔｉｎｇ）プロセスで形成される（当該プロセスは、材
料１６の初期厚さによって制限される）。メモリスタセルの従来技術の形成プロセスにお
ける困難は、メモリアレイの複数のメモリセルにわたって、金属酸化物の非酸素空乏領域
に対して、金属酸化物の酸素空乏領域の相対的厚さを均一に適合させる試みにおいて生じ
る。空乏領域２２を形成するための酸素シンク材料１６の利用は、酸素シンク材料の初期
厚さに、空乏領域の厚さを関連付けることによって当該従来技術の困難を克服する可能性
がある。したがって、幾つかの実施形態は、酸化物の酸素空乏領域を直接配置しようとす
るのと対照的に、アレイの多数の構造にわたって均一である所望の厚さへと酸素シンク材
料を配置する相対的単純性を利用する。
【００２３】
　酸素シンク材料１６は、非常に薄くなるように形成されてもよい。例えば、幾つかの実
施形態においては、材料１６は、約０．５ｎｍから約４ｎｍの厚さを有してもよいし、幾
つかの実施形態においては、約１原子層の厚さを有してもよい。
【００２４】
　少なくともメモリセル３０がメモリセルの意図された利用中に晒されるその後の条件に
対して、図１の処理１５が実質的に逆行不可能である（もしくは、完全に逆行不可能でさ
えある）ように、図１の構造１０からメモリセル３０への変換は、熱力学的に好ましいプ
ロセスであってもよい。
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【００２５】
　図１の処理１５は、任意の適切な処理を含んでもよい。幾つかの実施形態においては、
処理は、例えば、金属酸化物材料１４および酸素シンク材料１６が少なくとも約２００℃
の温度（例えば、約２００℃から約５００℃までの温度）に晒される処理などの熱処理を
含んでもよい。幾つかの実施形態においては、処理は、熱処理の代わりに、もしくは熱処
理に加えて電気的処理を含んでもよい。電気的処理は、金属酸化物材料１４および酸素シ
ンク材料１６にわたる電流の流れを含み、金属酸化物材料１４から酸素シンク材料１６へ
と酸素を最終的に移動させて、それによってメモリセル３０を形成する。幾つかの実施形
態においては、電気的処理は、酸素空乏領域２２の形成に加えてフィラメント（図７を参
照して以下に議論される）を形成してもよい。
【００２６】
　酸素空乏領域２２を形成するために使用される処理１５は、電極材料１８（図１に示さ
れたような）の形成後、もしくは当該電極材料の形成前に実施されてもよい。
【００２７】
　メモリセル３０の金属酸化物２０は、幾つかの実施形態（例えば、酸化ルテニウムを含
む可能性がある）においては、導電性である可能性があり、他の実施形態（例えば、酸化
チタンを含む可能性がある）においては、電気的に絶縁性である可能性がある。幾つかの
実施形態においては、金属酸化物２０が導電性であることが有利である可能性がある。当
該実施形態においては、初期金属１６（即ち、図１の構造１０の酸素シンク材料）の厚さ
に関連する最初の考察は、空乏領域２２の所望の厚さに関係することがある。対照的に、
金属酸化物２０が電気的に絶縁性である場合、金属酸化物２０の最終厚さに関連する考察
は、当該金属酸化物は、メモリセル３０の性能と干渉しないように非常に薄く維持される
べきであるということである。したがって、酸化物２０が電気的に絶縁性である場合、初
期金属１６の厚さは二つの考察によって決定されてもよい。そのうちの一つは、空乏領域
２２の所望の厚さであって、別の一つは電気的に絶縁性の金属酸化物２０を非常に薄く維
持するという要望である。対照的に、酸化物２０が導電性である場合、初期金属１６の厚
さは、空乏領域２２の所望の厚さの考察だけによって決定されてもよい。
【００２８】
　図２のメモリセル３０は、材料１２、１４および２０の間の界面においてラベル５０お
よび５２を有する。当該ラベルは、種々の例示的な実施形態において、金属酸化物材料１
４において形成されることがある例示的な酸素濃度勾配を記述するために、図３－図６に
おいて使用される。
【００２９】
　図３は、図２の材料１４内の酸素濃度勾配を示す（酸素濃度は、［Ｏ］としてｙ軸に沿
って示される）。つまり、酸素濃度は、金属酸化物材料１４の領域２４において比較的高
く、金属酸化物材料１４の領域２２内で比較的低い。ステップは、領域２２が領域２４と
直面する界面２３にわたる酸素濃度勾配において生じる。示された実施形態においては、
ステップは急である。他の実施形態においては、急なステップではなく、界面２３に沿っ
て酸素濃度勾配において漸減が存在するように、ステップは、より段階的であってもよい
。
【００３０】
　図４は、界面５０に隣接する金属酸化物材料１４のドメインにおいて比較的高い酸素濃
度が存在し、界面５２に隣接する金属酸化物材料１４のドメインにおいて比較的低い酸素
濃度が存在し、かつ、界面５０から界面５２へと金属酸化物材料１４の全体にわたって伸
長する、実質的に線形、減少性、連続的酸素濃度勾配が存在する一実施形態を示す。
【００３１】
　図５は、界面５０に隣接する金属酸化物材料１４のドメインにおいて比較的高い酸素濃
度が存在し、界面５２に隣接する金属酸化物材料１４のドメインにおいて比較的低い酸素
濃度が存在し、金属酸化物材料１４の領域２２にわたって平坦な酸素濃度勾配が存在し、
かつ、界面５０から界面２３へと金属酸化物材料１４の領域２４にわたって伸長する、実
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質的に線形、減少性、連続的酸素濃度勾配が存在する一実施形態を示す。
【００３２】
　図６は、界面５０に隣接する金属酸化物材料１４のドメインにおいて比較的高い酸素濃
度が存在し、界面５２に隣接する金属酸化物材料１４のドメインにおいて比較的低い酸素
濃度が存在し、金属酸化物材料１４の領域２４にわたって平坦な酸素濃度勾配が存在し、
かつ、界面２３から界面５２へと金属酸化物材料１４の領域２２にわたって伸長する、実
質的に線形、減少性、連続的酸素濃度勾配が存在する一実施形態を示す。
【００３３】
　上記図１を参照してメモリセル３０の形成を議論するうえで、幾つかの実施形態は、メ
モリセルの形成中に金属酸化物材料１４内の導電性フィラメントの形成を含むことがある
ことが示された。図７は、金属酸化物材料１４を部分的に通って伸長する導電性フィラメ
ント６０を含む例示的な実施形態のメモリセル３０ａを示す。当該導電性フィラメントは
、電極１２および１８の間に電流を提供することによって形成されてもよい。導電性フィ
ラメントは、例えば、電流の流れによって運ばれる電極材料１２を含む任意の適切な導電
性材料を含んでもよい。フィラメント６０に類似するフィラメントは、メモリスタセルの
利用のために本技術分野で知られており、メモリスタセルの作製中に当該フィラメントを
電気的に形成することも、本技術分野では既知である。
【００３４】
　フィラメント６０は、金属酸化物材料１４の大部分にわたって伸長するが、金属酸化物
材料の全体にわたっては伸長しない。したがって、間隙６２は、フィラメントおよび金属
酸化物材料２０の間に残る。金属酸化物材料２０が導電性材料である場合、間隙６２は、
メモリセル内の金属酸化物材料１４のプログラマブル領域を画定すると考えられてもよい
。金属酸化物材料２０が電気的に絶縁性である場合、フィラメントおよび導電性構造の間
の間隙は、フィラメント上の金属酸化物１４の示された部分にわたって伸長するのと同様
に、金属酸化物２０にわたって伸長する。
【００３５】
　上記で議論されたメモリセルは、電子システムに組み込まれてもよい。当該電子システ
ムは、例えば、メモリモジュール、デバイスドライバ、電源モジュール、通信モデム、プ
ロセッサモジュールおよびアプリケーション特化モジュールで使用されてもよいし、マル
チレイヤ、マルチチップモジュールを含んでもよい。電子システムは、例えば、時計、テ
レビ、携帯電話、パーソナルコンピュータ、自動車、産業制御システム、航空機などの広
範囲のシステムのうちの任意のシステムであってもよい。
【００３６】
　図面における種々の実施形態の特定の方向は、例示的な目的のためだけのものであって
、実施形態は、幾つかの用途においては、示された方向に対して回転されてもよい。本明
細書で提供された記述およびそれに続く請求項は、構造が図面の特定の方向にあるか否か
、または当該方向に対して回転されているか否かに関わらず、種々の特徴の間の記述され
た関係を有する任意の構造に関する。
【００３７】
　添付の図面の断面図は、断面平面内のフィーチャのみを示し、図面を簡略化するために
、断面平面の背後にある材料は示していない。
【００３８】
　ある構造が、別の構造の“上（ｏｎ）”もしくは別の構造に“相対して（ａｇａｉｎｓ
ｔ）”いるものとして上記で言及されているとき、当該構造は他の構造上に直接存在して
いるか、または中間構造が存在してもよい。対照的に、ある構造が別の構造の“直接上（
ｄｉｒｅｃｔｌｙ　ｏｎ）”もしくは別の構造に“直接相対して（ｄｉｒｅｃｔｌｙ　ａ
ｇａｉｎｓｔ）”いるものとして上記で言及されているとき、中間構造は存在しない。あ
る構造が別の構造に“接続される（ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）”か“結合される（ｃｏｕｐｌ
ｅｄ）”ものとして言及されるとき、当該構造は、他の構造に直接接続もしくは結合され
てもよいし、または中間構造が存在してもよい。対照的に、ある構造が別の構造に“直接
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ｉｒｅｃｔｌｙ　ｃｏｕｐｌｅｄ）”ものとして上記で言及されているとき、中間構造は
存在しない。
【００３９】
　幾つかの実施形態はメモリセルを含む。メモリセルは第一の電極材料を有し、第一の電
極材料上の第一の金属酸化物材料を有する。第一の金属酸化物材料は、互いに酸素濃度が
異なる少なくとも二つの領域を有する。領域のうちの一つは第一の領域であり、他方は第
二の領域である。第一の領域は第二の領域よりも第一の電極材料により近く、第二の領域
よりも高い酸素濃度を有する。第二の金属酸化物材料は、第一の金属酸化物材料の上に直
接相対している。第二の金属酸化物材料は第一の金属酸化物材料とは異なる金属を含む。
第二の電極材料は、第二の金属酸化物材料上にある。
【００４０】
　幾つかの実施形態はメモリセルを含む。メモリセルは第一の電極材料を有し、第一の電
極材料上に第一の金属酸化物材料を有する。第一の金属酸化物材料は、酸化アルミニウム
、酸化タンタル、酸化チタン、酸化ニッケル、酸化ハフニウムおよび酸化ジルコニウムか
ら成る群から選択される。第一の金属酸化物材料は互いに酸素濃度が異なる少なくとも二
つの領域を有する。領域のうちの一つは第一の領域であり、他方は第二の領域である。第
一の領域は、第二の領域よりも第一の電極材料により近く、第二の領域よりも高い酸素濃
度を有する。導電性の第二の金属酸化物材料は、第一の金属酸化物材料の上に直接相対し
ている。第二の電極材料は、第二の金属酸化物材料上に直接相対している。
【００４１】
　幾つかの実施形態はメモリセルの形成方法を含む。金属酸化物材料は第一の電極材料上
に形成される。酸素シンク材料は金属酸化物材料の上に直接相対して形成される。第二の
電極材料は、酸素シンク材料上に形成される。金属酸化物材料は、金属酸化物材料の領域
から酸素シンク材料へと酸素を実質的に逆行不可能に移動させるために処理され、それに
よって、金属酸化物材料を少なくとも二つの領域へと細分する。酸素シンク材料に最も近
い領域のうちの一つは、領域のうちの他方に対して比較的酸素空乏である。
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【手続補正書】
【提出日】平成26年9月9日(2014.9.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の電極材料と、
　前記第一の電極材料上の第一の金属酸化物材料であって、前記第一の金属酸化物材料は
、互いに酸素濃度が異なる少なくとも二つの領域を有し、前記複数の領域のうちの一つは
第一の領域であって、他方が第二の領域であり、前記第一の領域は、前記第二の領域より
も前記第一の電極材料に対してより近く、前記第二の領域よりも高い酸素濃度を有する、
第一の金属酸化物材料と、
　前記第一の金属酸化物材料の上に直接相対する第二の金属酸化物材料であって、前記第
一の金属酸化物材料と異なる金属を含む、第二の金属酸化物材料と、
　前記第二の金属酸化物材料上の第二の電極材料と、
を含み、
　前記第一の金属酸化物材料は、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化チタン、酸化ニ
ッケル、酸化ハフニウムおよび酸化ジルコニウムのうちの一つ以上を含み、
　前記第一の金属酸化物材料の全体にわたって伸長する実質的に線形の連続的酸素濃度勾
配が存在する、
ことを特徴とするメモリセル。
【請求項２】
　前記第一の金属酸化物材料は、酸化ハフニウムおよび／もしくは酸化ジルコニウムで実
質的に構成される、
ことを特徴とする請求項１に記載のメモリセル。
【請求項３】
　前記第二の金属酸化物材料は、酸化ルテニウム、酸化イリジウム、酸化ニッケル、酸化
タンタルもしくは酸化チタンで実質的に構成される、
　ことを特徴とする請求項１に記載のメモリセル。
【請求項４】
　前記第二の金属酸化物材料は導電性である、
ことを特徴とする請求項１に記載のメモリセル。
【請求項５】
　前記第二の金属酸化物材料は酸化ルテニウムを含む、
ことを特徴とする請求項４に記載のメモリセル。
【請求項６】
　前記第二の金属酸化物材料は酸化ルテニウムで構成される、
ことを特徴とする請求項４に記載のメモリセル。
【請求項７】
　前記第一および第二の電極材料はプラチナもしくはパラジウムを含む、
ことを特徴とする請求項４に記載のメモリセル。
【請求項８】
　メモリセルを形成する方法であって、
　第一の電極材料上に金属酸化物材料を形成することと、
　前記金属酸化物材料上に直接相対して酸素シンク材料を形成することと、
　前記酸素シンク材料上に第二の電極材料を形成することと、
　前記金属酸化物材料のある領域から前記酸素シンク材料へと、酸素を実質的に逆行不可
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能に移動させて、それによって前記金属酸化物材料を少なくとも二つの領域へと細分する
ために、前記金属酸化物材料を処理することであって、前記酸素シンク材料に最も近い前
記複数の領域のうちの一つは、前記複数の領域のうちの他方と比較すると、比較的酸素空
乏である、処理することと、
を含む、
ことを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記金属酸化物材料は、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化チタン、酸化ニッケル
、酸化ハフニウムおよび酸化ジルコニウムから成る群から選択される、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記酸素シンク材料は一つ以上の金属で構成される、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記酸素シンク材料への前記酸素の前記移動は、前記酸素シンク材料のうちの少なくと
もいくらかを導電性金属酸化物へと変換する、
ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記酸素シンク材料への前記酸素の前記移動は、前記酸素シンク材料のうちの全てを導
電性金属酸化物へと変換する、
ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記酸素シンク材料への前記酸素の前記移動は、前記酸素シンク材料のうちの少なくと
もいくらかを電気的に絶縁性の金属酸化物へと変換する、
ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記酸素シンク材料への前記酸素の前記移動は、前記酸素シンク材料のうちの全てを電
気的に絶縁性の金属酸化物へと変換する、
ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　前記酸素シンク材料は、ルテニウム、ニッケル、イリジウム、チタンおよびタンタルか
ら成る群から選択される金属を含む、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１６】
　前記処理することは前記第二の電極材料を形成する前に実施される、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１７】
　前記処理することは前記第二の電極材料を形成した後に実施される、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１８】
　前記処理することは、前記金属酸化物材料および前記酸素シンク材料に対して電流を通
すことを含む、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１９】
　前記処理することは、前記金属酸化物材料の大部分にわたって伸長するが、前記金属酸
化物材料の全体にわたっては伸長しない導電性フィラメントをも形成する、
ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
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