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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　その下面に対して９０度未満で角度付けされた側壁を有する第１の電極と、
　前記第１の電極上に配置されるとともに、前記第１の電極を反映して先端が上に凸部を
有する記憶素子材料と、
　前記記憶素子材料上に配置されるとともに、前記記憶素子材料の前記凸部に対応した凹
部を有する第２の電極と、
　を含み、前記第２の電極は前記第１の電極に対して非平行に配置される、メモリセル。
【請求項２】
　前記第１の電極に隣接して配置された第１の誘電体材料をさらに含み、さらに前記第１
の誘電体材料上に前記記憶素子材料が配置される、請求項１に記載のメモリセル。
【請求項３】
　前記記憶素子材料上に配置され、前記第１の電極の下面に対して９０度未満で角度付け
された側面を有し、前記側面が前記第２の電極の側面とお互いに隣接する第２の誘電体材
料を、さらに含む、請求項１～２のいずれか１項に記載のメモリセル。
【請求項４】
　前記第２の電極は電極接触部を含み、前記電極接触部の材料は前記第２の電極の材料と
は異なり、前記電極接触部は前記記憶素子材料の前記凸部に接する、請求項１～３のいず
れか１項に記載のメモリセル。
【請求項５】
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　前記第１の電極は、台形の断面エリアおよび側壁を有する、請求項１～４のいずれか１
項に記載のメモリセル。
【請求項６】
　前記第１の電極の台形の断面エリアの上面は、前記第１の電極の電極接触部であり、前
記記憶素子材料と接触する、請求項５に記載のメモリセル。
【請求項７】
　前記第１の電極の前記角度付けされた側壁が、前記第１の電極の前記下面に対して１０
度～８０度に角度付けされる、請求項１～５のいずれか１項に記載のメモリセル。
【請求項８】
　前記第１の電極の前記角度付けされた側壁が、前記第１の電極の前記下面に対して３０
度から６０度に角度付けされる、請求項１～６のいずれか１項に記載のメモリセル。
【請求項９】
　前記第１の電極は、三角形の断面エリアおよび側壁を有する、請求項１～４のうちいず
れか１項に記載のメモリセル。
【請求項１０】
　前記電極接触部の側壁は、前記記憶素子材料に向かって合流する、請求項４に記載のメ
モリセル。
【請求項１１】
　前記記憶素子材料が、可変抵抗材料を含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載のメ
モリセル。
【請求項１２】
　前記第１の電極が、下部電極導体線であり、ワード線またはビット線である、請求項１
～１１のいずれか１項に記載のメモリセル。
【請求項１３】
　電極材料に対し、前記電極材料の下面に対して９０度未満に角度付けされた側壁をそれ
ぞれが有するように第１の複数の谷部を形成することにより第１の電極を形成することと
、
　第１の誘電体材料を前記第１の複数の谷部に前記第１の電極の先端部を露出させるよう
に充填することと、
　前記第１の電極の先端部上に前記先端部の形状を反映した上に凸部を有する記憶素子材
料を前記第１の電極上に形成するとともに、前記第１の誘電体材料上に前記記憶素子材料
を形成することと、
　第２の誘電体材料を前記記憶素子材料上に形成することと、
　前記第２の誘電体材料に対し、前記第１の電極の前記下面に対して９０度未満に角度付
けされた側壁をそれぞれが有するように第２の複数の谷部を形成し、前記記憶素子材料の
凸部を露出させることと、
　前記第２の複数の谷部それぞれの底部に、前記記憶素子材料と接するとともに、前記記
憶素子材料の前記凸部に対応した凹部を含むように電極接触部を形成することと、
　前記電極接触部により充填されていない前記第２の複数の谷部それぞれの部分に第２の
電極を形成することと、
　を含む、メモリセルを形成する方法。　
【請求項１４】
　側壁にサドル形状部を有する第１の電極と、
　少なくとも前記サドル形状部を含む前記第１の電極上に配置された記憶素子材料と、
　前記サドル形状部に配置された前記記憶素子材料を覆うように配置された第２の電極と
、
を含み、前記第２の電極は前記第１の電極に対して非平行に配置される、メモリセル。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本開示は、半導体メモリデバイスおよび方法に一般に関し、より詳細には、メモリセル
構造およびその形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　メモリデバイスは典型的には、コンピュータまたは他の電子デバイス内の内部の半導体
集積回路として設けられることが多い。メモリには多数の異なる種類があり、例を挙げる
と、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リード－オンリーメモリ（ＲＯＭ）、ダイナミ
ックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、同期型ダイナミックランダムアクセスメモリ
（ＳＤＲＡＭ）、フラッシュメモリ、相変化ランダムアクセスメモリ（ＰＣＲＡＭ）、ス
ピントルク転写ランダムアクセスメモリ（ＳＴＴＲＡＭ）、抵抗ランダムアクセスメモリ
（ＲＲＡＭ（登録商標））、磁気抵抗ランダムアクセスメモリ（ＭＲＡＭ；磁気ランダム
アクセスメモリとも呼ばれる）、導電性橋絡ランダムアクセスメモリ（ＣＢＲＡＭ）など
がある。
【０００３】
　メモリデバイスは、高メモリ密度、高信頼性、および低い電力消費を必要とする広範囲
の電子用途のための不揮発性メモリとして用いられる。不揮発性メモリは、例えば、パー
ソナルコンピュータ、ポータブルメモリスティック、ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ
）、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、デジタルカメラ、セルラー電話、ポー
タブル音楽プレーヤ（例えば、ＭＰ３プレーヤ、ムービープレーヤ）、および他の電子デ
バイスにおいて用いられ得る。プログラムコードおよびシステムデータ（例えば、基本入
力／出力システム（ＢＩＯＳ））は典型的には、不揮発性メモリデバイス内に保存される
。
【０００４】
　多数のメモリデバイス（例えば、ＲＲＡＭ、ＰＣＲＡＭ、ＭＲＡＭ、ＳＴＴＲＡＭおよ
びＣＢＲＡＭ）は、例えば二端子クロスポイントアーキテクチャとして編成されたメモリ
セルのアレイを含み得る。二端子クロスポイントアーキテクチャ内のメモリセルのアレイ
は、メモリセル材料間の平面を有する電極を含み得る。フィラメント型メモリデバイス（
例えば、ＲＲＡＭおよび／またはＣＢＲＡＭ）の場合、電極平面からメモリセル材料上へ
と付加される電界が実質的に均一であるため、電極平面間のメモリセルの活性領域の位置
が変動し得る。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】メモリセルのアレイの一部を示すブロック図である。
【図２】本開示の１つ以上の実施形態によるメモリセルのアレイの一部を示す。
【図３】本開示の１つ以上の実施形態によるメモリセルのアレイの一部を示す。
【図４Ａ】本開示の１つ以上の実施形態によるメモリセルのアレイの一部を示す。
【図４Ｂ】本開示の１つ以上の実施形態によるメモリセルのアレイの一部を示す。
【図４Ｃ】本開示の１つ以上の実施形態によるメモリセルのアレイの一部を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本開示は、メモリセル構造と、その形成方法とを含む。１つのこのようなメモリセルは
、第１の電極および第２の電極を含む。第１の電極は、第１の電極の下面に対して９０度
未満で角度付けされた側壁を有する。第２の電極は、第２の電極の電極接触部を含み、第
１の電極の下面に対して９０度未満で角度付けされた側壁を含む。第２の電極は第１の電
極上にあり、記憶素子が第１の電極と第２の電極の電極接触部との間に設けられる。
【０００７】
　１つ以上の実施形態において、第１の電極の下面に対して９０度未満で角度付けされた
側壁を有する第１の電極と、第１の電極の下面に対して９０度未満で角度付けされた側壁
を有する第２の電極の電極接触部とを有するメモリセルのフィラメント核形成位置は、第
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１の電極の緩やかな先端と、第２の電極の電極接触部の点との間に局在し得る。
【０００８】
　以下の本開示の詳細の記載において、添付の図面を参照する。これらの図面は本規制の
一部を形成し、図面中、本開示の複数の実施形態を実行することが可能な様態を例示的に
示す。これらの実施形態について、当業者が本開示の実施形態を実行することが可能なよ
うに充分に詳細に説明し、他の実施形態が利用可能であり、プロセス、電気的変更および
／または構造的変更が本開示の範囲から逸脱することなく可能であることが理解される。
【０００９】
　本明細書中用いられる「複数の」という用語は、当該物が１つ以上あることを示す。例
えば、「複数のメモリデバイス」は、「１つ以上のメモリデバイス」を指し得る。さらに
、本明細書中に用いられる指示語「Ｎ」および「Ｍ」は、特に図面中の参照符号について
用いられる場合、指示されている特定の特徴が本開示の複数の実施形態において複数あり
得ることを示す。
【００１０】
　本明細書中の図において用いられる番号付与方法において、第１の桁（単数または複数
）は図面番号を示し、残りの桁は図面中の要素またはコンポーネントを指す。類似の要素
またはコンポーネントが異なる図間において用いられる場合、当該コンポーネントは類似
の桁によって特定され得る。例えば、参照符号２０８は図２中の要素「０８」を指し得、
類似の要素は図３中において参照符号「３０８」によって示され得る。理解されるように
、本明細書中の多様な実施形態中に示す要素は、本開示の複数のさらなる実施形態が可能
なように、追加、交換および／または除去が可能である。加えて、理解されるように、図
中に記載の要素の比率および相対的大きさは、本開示の実施形態を例示することが意図さ
れ、限定的な意味としてとられるべきではない。
【００１１】
　図１は、メモリセルのアレイ１００の一部を示すブロック図である。図１に示す例にお
いて、アレイ１００はクロスポイントアレイであり、第１の数の導電線１３０－０、１３
０－１、．．．、１３０－Ｎ（例えば、アクセス線（本明細書中、ワード線とも呼ばれる
））と、第２の数の導電線１２０－０、１２０－１、．．．、１２０－Ｍ（例えば、デー
タ線（本明細書中、ビット線とも呼ばれる））とを含む。図示のように、ワード線１３０
－０、１３０－１、．．．、１３０－Ｎは、相互に実質的に平行であり、ビット線１２０
－０、１２０－１、．．．、１２０－Ｍに対して実質的に直交する。ビット線１２０－０
、１２０－１、．．．、１２０－Ｍは、実質的に相互に平行である。しかし、実施形態は
これに限定されない。
【００１２】
　アレイ１００のメモリセルは、メモリセル（例えば、図２、図３、図４Ａ、図４Ｂおよ
び図４Ｃに関連して説明するもの）であり得る。本例において、メモリセルは、ワード線
１３０－０、１３０－１、．．．、１３０－Ｎおよびビット線１２０－０、１２０－１、
．．．、１２０－Ｍの交差部それぞれに配置され、これらのメモリセルは、二端子アーキ
テクチャ内において機能し得る（例えば、特定のワード線１３０－０、１３０－１、．．
．、１３０－Ｎおよびビット線１２０－０、１２０－１、．．．、１２０－Ｍは、メモリ
セルのための電極として機能し得る）。
【００１３】
　メモリセルは、例えば、可変抵抗メモリセルであり得る（例えば、ＲＲＡＭセル、ＣＢ
ＲＡＭセル、ＰＣＲＡＭセルおよび／またはＳＴＴ－ＲＡＭセルなどの種類のメモリセル
）。記憶素子１２５は、記憶素子材料および／または選択デバイス（例えば、アクセスデ
バイス）を含み得る。記憶素子１２５の記憶素子材料部分は、メモリセルのプログラマブ
ル部分を含み得る（例えば、複数の異なるデータ状態に対してプログラマブルな部分）。
アクセスデバイスは、例えばダイオードまたは非オームデバイス（ＮＯＤ）であり得る。
例えば、可変抵抗メモリセルにおいて、記憶素子に含まれ得るメモリセル部分の抵抗は、
例えば付加されたプログラミング電圧および／または電流パルスに応答して、特定のデー
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タ状態に対応する特定のレベルへプログラムすることができる。記憶素子に含まれ得る１
つ以上の材料は、記憶素子の可変抵抗記憶素子材料部分を集合的に含む。例えば、これら
の材料は、金属イオン源層、酸素ゲッタリングのうち少なくとも１つ（例えば、源層）、
活性スイッチング層（例えば、固体電解質、カルコゲニド、遷移金属酸化物材料）または
２つ以上の金属（例えば、遷移金属、アルカリ土類金属および／または希土類金属）との
混合原子価酸化物のうち少なくとも１つを含み得る。実施形態は、メモリセルの記憶素子
１２５に関連する特定の可変抵抗材料または材料に限定されない。例えば、可変抵抗材料
は、多様なドープ材料または非ドープ材料によって形成されたカルコゲニドであり得る。
記憶素子の形成のために用いることが可能な可変抵抗材料の他の例を挙げると、二成分金
属酸化物材料、巨大磁気抵抗材料および／または多様なポリマー可変抵抗材料などがある
。
【００１４】
　動作時において、選択されたワード線１３０－０、１３０－１、．．．、１３０－Ｎお
よびビット線１２０－０、１２０－１、．．．、１２０－Ｍを介して電圧（例えば、書き
込み電圧）をメモリセル上に付加することにより、アレイ１００のメモリセルをプログラ
ムすることができる。（例えば記憶素子の抵抗レベルの調節によって）メモリセルを特定
のデータ状態に合わせてプログラムするように、メモリセル上の電圧パルスの幅および／
または大きさを調節することができる。
【００１５】
　感知動作（例えば、読み出し動作）を用いて、セルの接続先である選択されたワード線
１３０－０、１３０－１、．．．、１３０－Ｎへ付加される特定の電圧に応答して例えば
各メモリセルに対応するビット線１２０－０、１２０－１、．．．、１２０－Ｍ上の電流
を感知することにより、メモリセルのデータ状態を決定することができる。感知動作は、
選択されたセルのデータ状態を感知するために、非選択のワード線およびビット線を特定
の電圧でバイアスすることを含み得る。
【００１６】
　図２は、本開示の１つ以上の実施形態によるメモリセルのアレイの一部を示す。図２中
のメモリセルのアレイは、図１に示すアレイ１００であり得る。図２に示すように、電極
材料２０４は、基板材料２０１上に形成される。基板材料２０１は、多様な他の基板材料
のうち半導体材料（例えばシリコン）であり得る。電極材料２０４は、多様な他の導電性
材料のうち、導電性材料（例えば、銅および／またはタングステン）であり得る。電極材
料２０４は、下部電極（例えば、導電線）であり得る（例えば、アクセス線（例えば、図
１に示すワード線１３０－０～１３０－Ｎまたはデータ線（例えば、ビット線１２０－０
～１２０－Ｍ））。電極材料２０４をエッチングすることにより、複数の谷部を内部に形
成することができる。電極材料２０４中の谷部の形成は、等方性エッチングプロセス（例
えば、プラズマエッチングおよび／またはウェットエッチングプロセス）を用いて行うこ
とができる。電極材料２０４中の谷部は、例えば電極材料２０４の平面下面に対して９０
°未満の角度で非垂直側壁を有する。１つ以上の実施形態において、側壁は、少なくとも
１０度～８０度の角度を持ち得る。１つ以上の実施形態において、側壁は、約３０度～約
６０度の角度を持ち得る。１つ以上の実施形態において、側壁は、実質的に非垂直の状態
において凸状および／または凹状であり得る。実施形態は、電極２０４の側壁の特定の非
垂直角度に限定されない。電極材料２０４内に谷部を形成するように電極材料２０４をエ
ッチングすることによっても、電極２０４をお互いから離隔することができる。
【００１７】
　１つ以上の実施形態において、電極材料２０４中の谷部を誘電材料（誘電体材料）２０
２で充填することができる。誘電材料２０２は、多様な他の誘電材料のうち、誘電酸化物
または窒化物であり得る（例えば、窒化ケイ素（Ｓｉ３Ｎ４）または酸化ケイ素（ＳｉＯ
ｘ））。図２に示す例において、誘電材料２０２および電極材料２０４を平坦化すること
により、誘電材料２０２および電極材料２０４の平面が形成される。電極材料２０４の表
面を平坦化することにより、電極２０４の断面を台形断面形状にすることができ、電極２
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０４が電極２０４間の各谷部中に形成された誘電材料２０２によって分離される。図２中
には図示していないが、電極２０４は、（例えば、ページ方向において）導電線を形成す
る。
【００１８】
　１つ以上の実施形態において、記憶素子材料２０６は、誘電材料２０２および電極材料
２０４の平坦表面上に形成され得る。電極材料２０４は、接触部２０７を含む。電極材料
の接触部２０７は、記憶素子材料２０６と界面を形成しかつ接触し得る。記憶素子材料２
０６は、蒸着プロセス（例えば、原子層蒸着（ＡＬＤ）および／または化学蒸着（ＣＶＤ
））を用いて形成することができる。記憶素子材料２０６は、１つ以上の可変抵抗材料を
含み得る（例えば、遷移金属酸化物材料またはペロブスカイト（例えば、２つ以上の金属
（例えば、遷移金属、アルカリ土類金属および／または希土類金属）））。実施形態は、
特定の可変抵抗材料に限定されない。
【００１９】
　誘電材料２１２は、記憶素子材料２０６上に形成され得る。誘電材料２１２は、誘電酸
化物または窒化物であり得る（例えば、窒化ケイ素（Ｓｉ３Ｎ４）または酸化ケイ素（Ｓ
ｉＯｘ））。材料２１２をエッチングして、内部に谷部を形成することができる。材料２
１２中の谷部の形成は、等方性エッチングプロセス（例えば、プラズマエッチングおよび
／またはウェットエッチングプロセス）を用いて行うことができる。エッチングプロセス
は、記憶素子材料２０６をエッチダウンするエッチングプロセスであり得る。誘電材料２
１２中の谷部の側壁は、非垂直である（例えば、基板の下部平面および／または電極材料
２０４の下面）に対して９０°未満の角度で配置され、凸状および／または凹状であり得
る。
【００２０】
　図２に示すように、電極２０８の電極接触部２１０を、誘電材料２１２中に形成された
谷部内に形成することができる。よって、電極２０８の電極接触部２１０の側壁は、誘電
材料２１２内に形成された谷部の側壁によって規定される。電極２０８の電極接触部２１
０は、蒸着プロセス（例えば、物理蒸着（ＰＶＤ）、ＣＶＤおよび／またはＡＬＤ）を介
して形成することができる。実施形態は、特定の接触材料に限定されない。１つ以上の実
施形態において、接触材料２１０は、電極材料２０８と同じ材料を含み得る。１つ以上の
実施形態において、接触材料２１０は、電極材料２０８と異なる材料を含み得る。例えば
、接触材料２１０は、金属イオン源材料であり得る（例えば、硫化銀および／または銅テ
ルル化物）。電極材料２０８は、タングステンおよび／または銅であり得る。１つ以上の
実施形態において、接触材料２１０および電極材料２０８は、異なる材料である。少なく
とも１つの介在層（例えば、ＴａＮ）を２１０と２０８との間（図示せず）に設けること
により、接着および／または拡散障壁を提供することができる。
【００２１】
　誘電材料２１２中に形成された谷部の残り部分（例えば、電極２０８の電極接触部２１
０によって充填されていない部分）中に電極材料２０８を形成することにより、電極接触
部２１０と接触することができる。電極材料２０８は、導電性材料であり得る（例えば、
銅および／またはタングステン）。電極材料２０８は、上部電極であり得る（例えば、導
電線（例えば、アクセス線（例えば、ワード線１３０－０～１３０－Ｎ）またはデータ線
（例えば、図１に示すビット線１２０－０～１２０－Ｍ））。谷部中に形成された電極材
料２０８および誘電材料２１２を例えばエッチバックにより平坦化することにより、誘電
材料２１２中に形成された各谷部中の電極材料２０８を分離することができる。誘電材料
２１２中に形成された谷部は、電極材料２０４中に形成された谷部に対して非平行な配向
を有する（例えば、電極２０４および２０８は非平行となる）。１つ以上の実施形態にお
いて、電極２０４および２０８は直交する。
【００２２】
　図２に示す実施形態によるメモリセルにより、先行メモリセル（例えば、ＣＢＲＡＭお
よび／またはＲＲＡＭセル）と比較した場合のフィラメント核形成の位置の変動を低減さ
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せることができる。例えば、フィラメント核形成位置を、各電極２０４および各電極接触
部２１０の点の緩やかな先端間に局在させることができる。すなわち、フィラメント核形
成位置は、電極２０８の電極接触部２１０の点と、電極材料２０４の緩やかな先端との間
に存在するため、フィラメント核形成位置が例えば２つの平面間のいずれかの位置に設け
られるメモリセルの場合よりも変動が少なくなる。また、電極２０８の電極接触部２１０
の点と、電極材料２０４の緩やかな先端とを記憶素子材料２０６中の電界に集中させるこ
とにより、図２中のメモリセルに関連する形成電圧が、平面電極を有するメモリセルの形
成電圧よりも低くなる。
【００２３】
　図３は、本開示の１つ以上の実施形態によるメモリセルのアレイの一部を示す。図３中
のメモリセルのアレイは、アレイ（例えば、図１に示すアレイ１００）であり得る。図３
に示すように、電極材料３０４は、基板３０１上に形成され得る。基板材料３０１は、多
様な他の基板材料のうちシリコンなどの基板材料であり得る。電極材料３０４は、導電性
材料であり得る（例えば、銅および／またはタングステン）。電極材料３０４は、下部電
極（例えば、導電線（例えば、アクセス線（例えば、ワード線１３０－０～１３０－Ｎ）
またはデータ線（例えば、図１に示すビット線１２０－０～１２０－Ｍ））であり得る。
電極材料３０４をエッチングすることにより、内部に複数の谷部を形成することができる
。電極材料３０４中の谷部は、一般的には等方性エッチングプロセス（例えば、プラズマ
エッチングおよび／またはウェットエッチングプロセス）を用いて形成することができる
。電極材料３０４中の谷部は、（例えば、電極材料３０４の平面下面に対して９０°未満
の角度において）非垂直側壁を有する。１つ以上の実施形態において、側壁の角度は、少
なくとも１０度～８０度であり得る。１つ以上の実施形態において、側壁の角度は、約３
０度～約６０度であり得る。実施形態は、電極３０４の側壁についての特定の非垂直角度
に限定されない。電極材料３０４のエッチングにより内部に谷部を形成することにより、
電極３０４もお互いから分離される。
【００２４】
　１つ以上の実施形態において、電極材料３０４中の谷部は、誘電材料３０２によって充
填され得る。誘電材料３０２は、多様な他の誘電材料のうち、誘電酸化物または窒化物で
あり得る（例えば、窒化ケイ素（Ｓｉ３Ｎ４）または酸化ケイ素（ＳｉＯｘ））。図３に
示す例において、誘電材料３０２をエッチングすることにより、電極材料３０４の先端を
露出させることができる。誘電材料３０２のエッチングは、例えば等方性エッチングプロ
セス（例えば、プラズマエッチングおよび／または物理的スパッタリング）を用いて行う
ことができる。エッチングプロセスは、選択的エッチングプロセスであり得、誘電材料３
０２のみをエッチングする。電極材料３０４がエッチングされた結果、電極３０４の断面
を三角断面形状とすることができる。電極材料３０４をエッチングすることは、電極材料
３０４を三角形状断面に形成することを含み得る。電極材料の各実質的に三角形状の部分
は、間の各谷部内に形成された誘電材料３０２によって分離される。図３中図示していな
いが、電極３０４は、導電線を例えばページ方向に形成する。
【００２５】
　１つ以上の実施形態において、記憶素子材料３０６は、電極材料３０４および誘電材料
３０２上に形成され得る。記憶素子材料３０６の形成は、蒸着プロセスを用いて行うこと
ができる（例えば、原子層蒸着（ＡＬＤ）および／または化学蒸着（ＣＶＤ））。電極材
料３０４は、接触部３０７を含む。電極材料の接触部３０７は、記憶素子材料３０６と界
面を形成し得る。記憶素子材料３０６は、電極材料３０４の先端上に形成され、記憶素子
材料３０６の形成に用いられるコンフォーマルプロセスにより、電極材料３０４の先端上
に形成された先端を記憶素子材料３０６中に含めることができる。記憶素子材料３０６は
、例えば、１つ以上の可変抵抗材料を含み得る（例えば、遷移金属酸化物材料またはカル
コゲニド材料を含む固体電解質）。実施形態は、特定の可変抵抗材料に限定されない。
【００２６】
　誘電材料３１２は、記憶素子材料３０６上に形成され得る。誘電材料３１２は、誘電酸
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化物または窒化物であり得る（例えば、窒化ケイ素（Ｓｉ３Ｎ４）または酸化ケイ素（Ｓ
ｉＯｘ））。誘電材料３１２をエッチングすることにより、誘電材料３１２の内部に谷部
を形成することができる。誘電材料３１２中の谷部の形成は、等方性エッチングプロセス
を用いて行うことができる（例えば、プラズマエッチングおよび／またはウェットエッチ
ングプロセス）。エッチングプロセスは、選択的エッチングプロセスであり得、記憶素子
材料３０６までエッチダウンを行う。誘電材料３１２中の谷部の側壁は、非垂直である（
例えば、誘電材料３１２の下部平面および／または電極材料３０４の下面に対して９０°
未満の角度で設けられる）。
【００２７】
　図３に示すように、電極３０８の電極接触部３１０は、誘電材料３１２中に形成された
谷部中に形成することができる。そのため、電極３０８の電極接触部３１０を、記憶素子
材料３０６の先端上に形成することができる。記憶素子材料３０６の先端はサドルとして
機能することができ、電極３０８の電極接触部３１０は先端上に形成される。電極３０８
の電極接触部３１０の側壁は、誘電材料３１２中に形成された谷部の側壁によって規定さ
れる。電極接触材料の形成は、ＰＶＤ、ＣＶＤ、および／またはＡＬＤを用いて行うこと
ができる。多様な実施形態において、電極３０８の電極接触部３１０は、ＰＶＤによって
形成されたＣｕＴｅであり得る。しかし、実施形態は、特定の接触材料に限定されない。
【００２８】
　電極材料３０８は、誘電材料３１２中に形成された谷部の残り部分（例えば、電極３０
８の電極接触部３１０によって充填されていない部分）中に形成され得、これにより電極
接触部３１０と接触する。電極材料３０８は、導電性材料であり得る（例えば、銅および
／またはタングステン）。電極材料３０８は、上部電極であり得る（例えば、導電線（例
えば、図１に示すアクセス線（例えば、ワード線１３０－０～１３０－Ｎ）またはデータ
線（例えば、ビット線１２０－０～１２０－Ｍ））。谷部中に形成された電極材料３０８
および誘電材料３１２を平坦化する（例えば、研磨および／またはエッチバックする）こ
とにより、誘電材料３１２中に形成された各谷部中の電極材料３０８を分離することがで
きる。誘電材料３１２中に形成された谷部の配向は、電極材料３０４中に形成された谷部
に対して直交し得る（例えば、電極３０４および３０８が直交する）。
【００２９】
　図３に示す実施形態によるメモリセルにより、先行メモリセル（例えば、ＣＢＲＡＭお
よび／またはＲＲＡＭセル）に対するフィラメント核形成位置の変動を低減させることが
できる。例えば、フィラメント核形成位置を、記憶素子材料３０６の先端上に形成された
電極３０８の電極接触部３１０と電極材料３０４の先端との間に局在させることができる
。すなわち、フィラメント核形成位置は、記憶素子材料３０６の先端に接続された電極３
０８の電極接触部３１０と、電極材料３０４の先端との間に設けられ、その結果、フィラ
メント核形成位置が例えば２つの平面間にあるメモリセルの場合よりも変動が少なくなる
。また、記憶素子材料３０６の先端へ接続された電極３０８の電極接触部３１０と、電極
材料３０４の先端とを記憶素子材料３０６内の電界に集中させることにより、図３中のメ
モリセルのための形成電圧を、平面を含む電極を有するメモリセルに関連する形成電圧よ
りも低くすることができる。
【００３０】
　図４Ａ～図４Ｃは、本開示の１つ以上の実施形態によるメモリセルの一部を示す。図４
Ａは、本開示の１つ以上の実施形態によるメモリセルの一部のブロック図である。図４Ａ
は、メモリセルの電極４０４を示す。電極４０４は、メモリセルの下部電極であり得る。
複数の実施形態において、電極４０４は、サドル領域４０５を含む。サドル領域４０５は
、電極４０４の表面から奥側に設けられた（例えば、サドル形状を有する）領域を含む。
サドル領域４０５は、電極４０４のエッチングにより形成することができる。電極４０４
のエッチングによりサドル領域４０５を形成することは、例えばプラズマエッチングプロ
セスおよび／またはウェット化学エッチングプロセスを用いて行うことができる。サドル
領域４０５に含まれる表面は、電極４０４のエッチングされた部分の事前エッチングされ
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た表面積よりも大きくすることができる。
【００３１】
　図４Ｂは、本開示の１つ以上の実施形態によるメモリセルの一部のブロック図である。
図４Ｂは、図４Ａの電極４０４であり、記憶素子材料４０６がサドル領域４０５中に形成
されている。記憶素子材料４０６は均一の厚さであるため、図４Ａに関連して上述したエ
ッチングプロセス時に規定されたサドル領域４０５の表面積上における電極４０４とのコ
ンフォーマル接触が可能となる。サドル領域４０５の記憶素子材料４０６と接触している
部分の表面積は、サドル領域の下側の電極４０４の下部の表面の表面積（これは、対応す
る平面クロスポイントデバイスの領域である）よりも大きい。サドル領域４０５の記憶素
子材料４０６と接触している部分の界面面積は、記憶素子の突出面積設置面積よりも大き
い。記憶素子の突出面積設置面積は、電極４０４の幅４１１を電極４０８の幅４１３と乗
算することにより、規定することができる。
【００３２】
　図４Ｃは、本開示の１つ以上の実施形態によるメモリセルの一部のブロック図である。
図４Ｃにおいて、電極４０８が図示されている。電極４０８は上部電極であり得、図４Ｂ
に示す電極４０４のサドル領域４０５内に形成された材料４０６上に形成され得る。よっ
て、電極４０８は、サドル領域４０５およびコンフォーマル記憶素子材料４０６上にコン
フォーマルに形成される。よって、電極４０８は、逆サドル領域４０９を含む。電極４０
８が電極４０４上へ配置されると、４０９の表面積は、記憶素子材料４０６の外側表面積
と接触し得る。電極４０８は、電極４０８が電極４０４上に配置されたときに電極４０８
の下面が電極４０４の上面の下側に来るように、構成することができる。記憶素子材料４
０６の表面積は、サドル領域の下側の電極４０４の下部の表面の表面積（これは、平面デ
バイスの領域に対応する）よりも大きい。電極４０８を電極４０４および記憶素子材料４
０６上に配置することで、電極４０８を電極４０４に対して非平行に配向させる。
【００３３】
　図４Ａ～図４Ｃに示す実施形態に従って形成されたメモリセルの場合、電極と記憶素子
材料との間に接触のための平面領域が設けられたメモリセルと比較して、電極と記憶素子
材料との間の接触表面積（例えば、電極４０４および４０８と記憶素子材料４０６との間
の接触表面積）がより大きい。平面クロスポイントの場合と対照的に、メモリセル中にお
いて電極と記憶素子材料との間の接触表面積がサドルクロスポイントによってより大きく
なるほど、面積分布型のスイッチング機構などを用いた所与の技術ノードおよびＲＲＡＭ
（登録商標）デバイスにおいて、メモリセルからより高い信号対ノイズ比（例えば、感知
マージン）を得ることができる。
【００３４】
＜結論＞
　本開示は、メモリセル構造と、その形成方法とを含む。１つのこのようなメモリセルは
、第１の電極の下面に対して９０度未満で角度付けされた側壁を有する第１の電極と、第
２の電極の電極接触部を含む第２の電極とを含む。第２の電極は、第１の電極の下面に対
して９０度未満で角度付けされた側壁を有する。第２の電極は第１の電極上にあり、第１
の電極と、第２の電極の電極接触部との間に記憶素子が設けられる。
【００３５】
　本明細書中において特定の実施形態について例示および記載してきたが、当業者であれ
ば、記載の特定の実施形態の代わりに、同じ結果を達成するように計算された配置構成を
用いることが可能であることを理解する。本開示は、本開示の複数の実施形態の適合例ま
たは改変例を網羅することを意図する。上記委細は例示的なものであり、限定的なもので
はないことが理解される。上記の実施形態および他の実施形態の組み合わせについては、
当業者にとって明らかであるため、本明細書中において具体的に記載していない。本開示
の複数の実施形態の範囲は、上記の構造および方法が用いられる用途を含む。よって、本
開示の複数の実施形態の範囲は、添付の特許請求の範囲と、このような特許請求の範囲が
権利を有する全ての均等物とに基づいて決定されるべきである。
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【００３６】
　上記の詳細な記載において、本開示を簡潔に示すため、いくつかの特徴をグループ化し
て単一の実施形態とした。本開示の方法は、本開示の開示の実施形態が各請求項中に明示
的に記載された特徴よりも多数の特徴を用いなければならないとの意図を反映するものと
して解釈されるべきではない。よって、以下の特許請求の範囲に記載されるように、発明
の内容は、単一の開示の実施形態の全特徴よりも少数である。よって、以下の特許請求の
範囲は、詳細な説明に採用され、各請求項は、別個の実施形態として独立して成立する。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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【図４Ｃ】
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