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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
二酸化バナジウムを主成分とするメモリ層が一の面の上に形成された基板を含む第１基
体であって、該基板は、該メモリ層の面の少なくとも一部を覆い該メモリ層に接している
第１電極部と、該第１電極部から離間され該メモリ層の面の別の少なくとも一部を覆い該
メモリ層に接している第２電極部とを有している、第１基体と、
該第１基体に対向する面の上に第３電極部を有する対向基板を含む第２基体と、
互いに対向して配置されている前記第１基体と該第２基体とに挟まれ、前記第１電極部
と前記第２電極部との間において前記メモリ層に近接している電解質層と
を備えており、
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前記電解質層は、前記第１電極部または前記第２電極部のいずれかまたは両方と前記第
３電極部との間に印加された電圧に応じた電界を前記メモリ層に作用させて前記メモリ層
の電気抵抗を変化させるものであり、
前記第１電極部と前記第２電極部とを通じ前記メモリ層の電気抵抗の状態が読み出され
る
メモリ素子。
【請求項２】
二酸化バナジウムを主成分とするメモリ層が一の面の上に形成された基板を含む第１基
体であって、該基板は、該メモリ層の面の少なくとも一部を覆い該メモリ層に接している
第１電極部と、該第１電極部から離間され該メモリ層の面の別の少なくとも一部を覆い該
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メモリ層に接している第２電極部と、該メモリ層から電気的に分離されて前記基板の前記
一の面の側に位置している第３電極部とを有している、第１基体と、
対向基板を含む第２基体と、
互いに対向して配置されている前記第１基体と該第２基体とに挟まれ、前記第１電極部
と前記第２電極部との間において前記メモリ層に近接し、前記第３電極部に近接している
電解質層と
を備えており、
前記電解質層は、前記第１電極部または前記第２電極部のいずれかまたは両方と前記第
３電極部との間に印加された電圧に応じた電界を前記メモリ層に作用させて前記メモリ層
の電気抵抗を変化させるものであり、
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前記第１電極部と前記第２電極部とを通じ前記メモリ層の電気抵抗の状態が読み出され
る
メモリ素子。
【請求項３】
前記メモリ層の組成が
ＡｘＶ１−ｘＯ２−δ
であり、ここで、ＡはＷ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｈｆ、およびＴａからなる群から選択さ
れる少なくとも１種の金属元素であり、ｘは０≦ｘ≦０．１の一の数であり、δは０≦δ
≦０．１の一の数である
請求項１または請求項２に記載のメモリ素子。
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【請求項４】
前記基板が、二酸化バナジウムの結晶構造と同じ、または二酸化バナジウムの結晶構造
に近い結晶構造を有する材料である
請求項１または請求項２に記載のメモリ素子。
【請求項５】
前記基板の結晶構造がルチル構造である
請求項４に記載のメモリ素子。
【請求項６】
前記基板が、二酸化チタン（ＴｉＯ２）、二酸化錫（ＳｎＯ２）、またはこれらの固溶
体からなるルチル構造の物質である

30

請求項５に記載のメモリ素子。
【請求項７】
前記基板の結晶構造が二酸化バナジウムに近い結晶構造であり、
前記基板が、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、二酸化シリコン（ＳｉＯ２）、酸化チ
タン（Ｔｉ２Ｏ３）、酸化鉄（Ｆｅ２Ｏ３）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化ガリウム（Ｇａ
２Ｏ３）、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化セリウム（Ｃｅ２Ｏ３）から選択される一

の物質またはこれらから選択される少なくとも二の物質の固溶体からなる物質である
請求項４に記載のメモリ素子。
【請求項８】
前記対向基板が、二酸化シリコン（ＳｉＯ２）を含む無機ガラス、または、高分子膜材
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料である
請求項１または請求項２に記載のメモリ素子。
【請求項９】
前記電解質層がイオン性液体を含むものである
請求項１または請求項２に記載のメモリ素子。
【請求項１０】
前記電解質層が、
イオン性液体を含む電解質と、
水（Ｈ２Ｏ）、非水系低分子溶媒群、および高分子溶媒群からなる溶媒群から選択され
る少なくとも１種の溶媒と
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からなるものである
請求項９に記載のメモリ素子。
【請求項１１】
前記電解質層がイオン性液体からなるものである
請求項９に記載のメモリ素子。
【請求項１２】
前記電解質層が、
リチウム（Ｌｉ）イオン、ナトリウム（Ｎａ）イオンを含むカチオン分子群から選択さ
れる少なくとも１種のカチオン分子と、
アニオン分子群から選択される少なくとも１種のアニオン分子と
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を含むものである
請求項９に記載のメモリ素子。
【請求項１３】
前記イオン性液体の前記カチオン分子群が、イミダゾリウム系、ピリジニウム系、アン
モニウム系、ピペリジニウム系、ピロリジニウム系、ピラゾリウム系、およびホスホニウ
ム系のいずれか一の分子群である
請求項１２に記載のメモリ素子。
【請求項１４】
前記イオン性液体の前記カチオン分子群が前記イミダゾリウム系の分子群であり、
該イミダゾリウム系の分子群が、
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１，３−ジメチルイミダゾリウム（Ｃ５Ｈ９Ｎ２）、１−エチル−３−メチルイミダゾ
リウム（Ｃ６Ｈ１１Ｎ２）、１−メチル−３−プロピルイミダゾリウム（Ｃ７Ｈ１３Ｎ２
）、１−ブチル−３−メチルイミダゾリウム（Ｃ８Ｈ１５Ｎ２）、１−ヘキル−３−メチ
ルイミダゾリウム（Ｃ１０Ｈ１９Ｎ２）、１−メチル−３−オクチルイミダゾリウム（Ｃ
１２Ｈ２３Ｎ２）、１−デシル−３−メチルイミダゾリウム（Ｃ１４Ｈ２７Ｎ２）、１−

ドデシル−３−メチルイミダゾリウム（Ｃ１６Ｈ３１Ｎ２）、１−メチル−３−テトラデ
シルイミダゾリウム（Ｃ１８Ｈ３５Ｎ２）、１−ヘキサデシル−３−メチルイミダゾリウ
ム（Ｃ２０Ｈ３９Ｎ２）、１−オクタデシル−３−メチルイミダゾリウム（Ｃ２２Ｈ４３
Ｎ２）、１，２，３−トリメチルイミダゾリウム（Ｃ５Ｈ１２Ｎ２）、１−エチル−２，
３−ジメチルイミダゾリウム（Ｃ７Ｈ１３Ｎ２）、１，２−ジメチル−３−プロピルイミ
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ダゾリウム（Ｃ８Ｈ１５Ｎ２）、１−ブチル−２，３−ジメチルイミダゾリウム（Ｃ９Ｈ
１７Ｎ２）、１−ヘキシル−２，３−ジメチルイミダゾリウム（Ｃ１１Ｈ２１Ｎ２）、１

−アリル−３−メチルイミダゾリウム（Ｃ７Ｈ１１Ｎ２）、１−アリル−３−エチルイミ
ダゾリウム（Ｃ８Ｈ１３Ｎ２）、１−アリル−３−ブチルイミダゾリウム（Ｃ１０Ｈ１７
Ｎ２）、１，３−ジアリルイミダゾリウム（Ｃ９Ｈ１３Ｎ２）、１−ベンジル−３−メチ
ルイミダゾリウム（Ｃ１１Ｈ１３Ｎ２）、１−（２−ハイドロケシル）−３−メチルイミ
ダゾリウム（Ｃ６Ｈ１１Ｎ２）、および１，３−ジデシル−２−メチルイミダゾリウム（
Ｃ２４Ｈ４７Ｎ２）
のいずれか一の群である
請求項１３に記載のメモリ素子。
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【請求項１５】
前記イオン性液体の前記カチオン分子群が前記ピリジニウム系の分子群であり、
該ピリジニウム系の分子群が、
１−エチルピリジニウム（Ｃ７Ｈ１０Ｎ）、１−プロピルピリジニウム（Ｃ８Ｈ１２Ｎ
）、１−ブチルピリジニウム（Ｃ９Ｈ１４Ｎ）、１−ヘキシルピリジニウム（Ｃ１１Ｈ１
８Ｎ）、１−エチル−３−メチルピリジニウム（Ｃ８Ｈ１２Ｎ）、１−エチル−４−メチ

ルピリジニウム（Ｃ８Ｈ１２Ｎ）、１−プロピル−３−メチルピリジニウム（Ｃ９Ｈ１４
Ｎ）、１−プロピル−４−メチルピリジニウム（Ｃ９Ｈ１４Ｎ）、１−ブチル−２−メチ
ルピリジニウム（Ｃ１０Ｈ１６Ｎ）、１−ブチル−３−メチルピリジニウム（Ｃ１０Ｈ１
６Ｎ）、１−ブチル−４−メチルブチルピリジニウム（Ｃ１０Ｈ１６Ｎ）、Ｎ−（３−ハ
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イドロキシプロピル）ピリジニウム（Ｃ８Ｈ１２ＮＯ）、および１−エチル−３−ハイド
ロキシメチルピリジニウム（Ｃ８Ｈ１２ＮＯ）
のいずれか一の群である
請求項１３に記載のメモリ素子。
【請求項１６】
前記イオン性液体の前記カチオン分子群が前記アンモニウム系の分子群であり、
該アンモニウム系の分子群が、
テトラメチルアンモニウム（Ｃ４Ｈ１２Ｎ）、テトラエチルアンモニウム（Ｃ８Ｈ２０
Ｎ）、テトラプロピルアンモニウム（Ｃ１２Ｈ２８Ｎ）、テトラブチルアンモニウム（Ｃ
１６Ｈ３６Ｎ）、テトラヘキシルアンモニウム（Ｃ２４Ｈ５２Ｎ）、トリエチルメチルア
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ンモニウム（Ｃ７Ｈ１８Ｎ）、Ｎ，Ｎ，Ｎ−トリメチル−Ｎ−プロピルアンモニウム（Ｃ
６Ｈ１６Ｎ）、ブチルトリメチルアンモニウム（Ｃ６Ｈ１８Ｎ）、エチルジメチルプロピ

ルアンモニウム（Ｃ７Ｈ１８Ｎ）、トリブチルメチルアンモニウム（Ｃ１３Ｈ３０Ｎ）、
メチルトリオクチルアンモニウム（Ｃ２５Ｈ５４ＮＯ）、２−ハイドロケシルアンモニウ
ム（Ｃ２Ｈ５Ｎ）、コリン（Ｃ５Ｈ１４ＮＯ）、およびＮ，Ｎ−ジエチル−Ｎ−メチル−
Ｎ−（２−メソケシル）アンモニウム（Ｃ８Ｈ２０ＮＯ）
のいずれか一の群である
請求項１３に記載のメモリ素子。
【請求項１７】
前記イオン性液体の前記カチオン分子群が前記ピペリジニウム系の分子群であり、
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該ピペリジニウム系の分子群が、
１−メチル−１−プロピルピペリジニウム（Ｃ９Ｈ２０Ｎ）、１−ブチル−１−メチル
ピペリジニウム（Ｃ１０Ｈ２２Ｎ）、および１−メソケシル−１−メチルピペリジニウム
（Ｃ１０Ｈ２２ＮＯ）
のいずれか一の群である
請求項１３に記載のメモリ素子。
【請求項１８】
前記イオン性液体の前記カチオン分子群が前記ピロリジニウム系の分子群であり、
該ピロリジニウム系の分子群が、
１−１−ジメチルピロリジニウム（Ｃ６Ｈ１４Ｎ）、１−エチル−１−メチルピロリジ
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ニウム（Ｃ９Ｈ１６Ｎ）、１−メチル−１−プロピルピロリジニウム（Ｃ８Ｈ１８Ｎ）、
１−ブチル−１−メチルピロリジニウム（Ｃ９Ｈ２０Ｎ）、１−ヘキシル−１−メチルピ
ロリジニウム（Ｃ１１Ｈ２４Ｎ）、および１−メソケシル−１−メチルピロリジニウム（
Ｃ８Ｈ１８ＮＯ）
のいずれか一の群である
請求項１３に記載のメモリ素子。
【請求項１９】
前記イオン性液体の前記カチオン分子群が前記ピラゾリウム系の分子群であり、
該ピラゾリウム系の分子群が、
１−エチル−２，３，５−トリメチルピラゾリウム（Ｃ８Ｈ１５Ｎ２）、１−プロピル
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−２，３，５−トリメチルピラゾリウム（Ｃ９Ｈ１７Ｎ２）および１−ブチル−２，３，
５−トリメチルピラゾリウム（Ｃ１０Ｈ１９Ｎ２）
のいずれか一の群である
請求項１３に記載のメモリ素子。
【請求項２０】
前記イオン性液体の前記カチオン分子群が前記ホスホニウム系の分子群であり、
該ホスホニウム系の分子群が、
テトラメチルホスホニウム（Ｃ４Ｈ１２Ｐ）、テトラエチルホスホニウム（Ｃ８Ｈ２０
Ｐ）、テトラプロピルホスホニウム（Ｃ１２Ｈ２８Ｐ）、テトラブチルホスホニウム（Ｃ
１６Ｈ３６Ｐ）、テトラオクチルホスホニウム（Ｃ３２Ｈ６８Ｐ）、トリエチルペンチル
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ホスホニウム（Ｃ１１Ｈ２６Ｐ）、トリエチルオクチルホスホニウム（Ｃ１４Ｈ３２Ｐ）
、トリブチルメチルホスホニウム（Ｃ１３Ｈ３０Ｐ）、トリイソブチルメチルホスホニウ
ム（Ｃ１３Ｈ３０Ｐ）、トリブチルエチルホスホニウム（Ｃ１４Ｈ３２Ｐ）、トリブチル
テトラデキルホスホニウム（Ｃ２６Ｈ５６Ｐ）、およびトリヘキシルテトラデキルホスホ
ニウム（Ｃ３２Ｈ６８Ｐ）
のいずれか一の群である
請求項１３に記載のメモリ素子。
【請求項２１】
前記イオン性液体の前記アニオン分子群が、
ブロマイド（Ｂｒ）、クロライド（Ｃｌ）、アイオダイド（Ｉ）、テトラフルオロボレ
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イト（ＢＦ４）、過塩素（ＣｌＯ４）、ヘキサフルオロホスフェイト（ＰＦ６）、フォル
メイト（ＨＣＯ２）、アセテイト（ＣＨ３ＣＯ２）、デカノネイト（Ｃ９Ｈ１９ＣＯ２）
、トリカノメタン（（ＣＮ）３Ｃ）、ラクテイト（Ｃ３Ｈ５Ｏ３）、ジカナミド（（ＣＮ
）２Ｎ）、トリフルオロアセテイト（ＣＦ３ＣＯ２）、トリフルオロメチルサルフォネイ
ト（ＣＦ３ＳＯ３）、ペルフルオロブタンサルホネイト（Ｃ４Ｆ９ＳＯ３）、ノナフルオ
ロブタンサルホニルイミド（（Ｃ４Ｆ９ＳＯ２）２Ｎ）、フルオロサルフォニルイミド（
（ＦＳＯ２）２Ｎ）、トリフルオロメチルサルフォニルイミド（（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ）
、ペンタフルオロエタンスホニルイミド（ＣＦ３ＣＦ２ＳＯ２）２Ｎ）、チオカネイト（
ＳＣＮ）、ハイドロゲンサルフェイト（ＨＳＯ４）、ノナフルオロブタンスルフォニルイ
ミド（（Ｃ４Ｆ９ＳＯ２）２Ｎ）、メタンサルフオネイト（ＣＨ３ＳＯ３）、メチルサル
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フエイト（ＣＨ３ＯＳＯ３）、ｎ−ブチルサルフェイト（ｎ−Ｃ４Ｈ９ＯＳＯ３）、エチ
ルサルフェイト（Ｃ２Ｈ５ＯＳＯ３）、ｎ−ヘキシルサルフェイト（ｎ−Ｃ６Ｈ１３ＯＳ
Ｏ３）、ｎ−オクチルルサルフェイト（ｎ−Ｃ８Ｈ１７ＯＳＯ３）、２−（２−メソキセ
スオキシイ）、エチルサルフェイト（ＣＨ３（ＯＣ２Ｈ４）２ＯＳＯ３）、ｐ−トルエン
スルフオネイト（Ｃ７Ｈ７Ｏ３Ｓ）、ドデシルベンゼンサルフォネイト（Ｃ１６Ｈ２９Ｓ
Ｏ３）、２，２，４−トリメチルペンチルホスフィネイト（Ｃ１６Ｈ３４Ｏ２Ｐ）、ジカ
ナマイド（（ＣＮ）２Ｎ）、ジハイドロジェンホスフェイト（Ｈ２ＰＯ４）、ジエチルフ
ォスフェイト（（Ｃ２Ｈ５Ｏ）２ＰＯ２）、トリフルオロホスフェイト（（Ｃ２Ｆ５）３
ＰＦ３）、オクサレイト（２−）−オーオーボレイト（Ｃ４ＢＯ８）、およびジメチルホ
スフエイト（（ＣＨ３）２ＰＯ２）
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のいずれか一の群である
請求項１２に記載のメモリ素子。
【請求項２２】
前記溶媒群が前記非水系低分子溶媒群であり、
該非水系低分子溶媒群が、
プロピレンカーボネート（（ＰＣ）Ｃ４Ｈ６Ｏ３）、エチレンカーボネート（Ｃ３Ｈ４
Ｏ３）、ジエチルカーボネート（Ｃ５Ｈ１０Ｏ３）、ジメチルカーボネート（Ｃ３Ｈ６Ｏ
３）、γ―ブチロラクトン（Ｃ４Ｈ６Ｏ２）、スルホラン（Ｃ４Ｈ８Ｏ２Ｓ）、Ｎ，Ｎ−

ジメチルホルムアミド（Ｃ３Ｈ７ＮＯ）、ジメチルスルホキシド（Ｃ２Ｈ６ＯＳ）、およ
びアセトニトリル（ＣＨ３ＣＮ）
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のいずれか一の群である
請求項１０に記載のメモリ素子。
【請求項２３】
前記溶媒群が前記高分子溶媒群であり、
該高分子溶媒群が、
ポリエチレンオキシド（［ＣＨ２−ＣＨ２−Ｏ］ｎ）、ポリメチルメタクリレート（［
ＣＨ２−Ｃ（ＣＨ３）（ＣＯＯＣＨ３）］ｎ）、ポリアクリロニトリル（［ＣＨ２−ＣＨ
（ＣＮ）］ｎ）、ポリフッ化ビニリデン（［ＣＦ２−ＣＨ２］ｎ）、およびポリフッ化ビ
ニリデン−ヘキサフルオロプロピレン共重合体（［（ＣＦ２−ＣＨ２）ｘ−（ＣＦ２−Ｃ
Ｆ（ＣＦ３））１−ｘ］ｎ）
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のいずれか一の群である
請求項１０に記載のメモリ素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はメモリ素子に関する。さらに詳細には、本発明は、電解質を用い二酸化バナジ
ウム系材料の電気抵抗を制御するメモリ素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
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従来、有機デバイスとして有機発光デバイスが実用に供されている。これを突破口にし
て低電圧駆動、低消費電力、形状が柔軟な特性を有するなどの利点が認められ有機デバイ
スの開発が急速に進みつつある。現在、有機デバイスとして発光デバイス以外に電界効果
型トランジスタなどの発明が提案されている（例えば、特許文献１「有機電界効果トラン
ジスタ」、特許文献２「有機トランジスタの製造方法」）。またイオン性液体を使った有
機デバイスも提案されている（例えば、特許文献３「イオン性液体組成物及びそれを用い
た電気化学デバイス」）。これらの文献に開示されるものはいずれも、スイッチ機能を有
するトランジスタ機能をもったデバイスであり、メモリ機能を有していない。その一方、
イオン性液体を使用したメモリ機能をもった電子デバイスも提案されている（例えば、特
許文献４「電子デバイス」）。また、上述した有機発光デバイスにイオン性液体を用いる
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ことも提案されている（例えば、非特許文献１"Long‑Lifetime Polymer Light‑Emitting
Electrochemical Cells"）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４６６６６３３号公報
【特許文献２】特許２０１０−２７２６３４号公報
【特許文献３】特開２００６−１９６３９０号公報
【特許文献４】特開２００６−２５７１４９号公報
【非特許文献】
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【０００４】
【非特許文献１】Yan Shao, Guillermo C. Bazan, and Alan J. Heeger,"Long‑Lifetime
Polymer Light‑Emitting Electrochemical Cells", Adv.Mater. 19, 365 (2007)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかし、特許文献４に開示される電子デバイスにおいて、メモリ機能を担う材料は導電
性高分子層である。この場合のメモリ特性は揮発性メモリ機能で、不揮発性メモリ機能を
有していない。メモリ機能として利用される状態は、０Ｖから０．５Ｖの高抵抗状態と０
．５Ｖから１Ｖの低抵抗状態である。そして、このような特性をメモリ機能として利用す
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る場合、電圧を０Ｖすなわち電源を遮断すると、低抵抗から高抵抗に状態が遷移するため
に、メモリ内容を保持することができない。このため、特許文献４に開示される電子デバ
イスでは、メモリ機能を保持するために、ＳＲＡＭメモリ素子のように一定の電圧を印加
しづけなければならない不便さがある。
【０００６】
本発明は、上述した問題の少なくともいずれかを解決することを課題とする。本発明は
、有機デバイスの基本デバイス構造と同じ構造を用いて、低電圧駆動、低消費電力特性メ
モリ機能を付加した有機メモリデバイスを提供することにより、各種の電子機器の高度化
に寄与するものである。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
本願の発明者らは、不揮発性メモリ機能を実現する要件に着目した。不揮発性メモリ機
能を実現するためには、ある閾値以上の正電圧で低抵抗状態が発生し、電圧０Ｖでも低抵
抗状態が保持され、ある閾値以下の負電圧で高抵抗状態が発生し、二つの閾値電圧間では
抵抗値を一定に保つ、というヒステリシス特性を示すことが必須である。このヒステリシ
ス特性を実現するために、二酸化バナジウムを有するメモリ層と電解質とを用いる本発明
を創出した。
【０００８】
すなわち、本発明のある態様においては、二酸化バナジウムを主成分とするメモリ層が
一の面の上に形成された基板を含む第１基体であって、該基板は、該メモリ層の面の少な

10

くとも一部を覆い該メモリ層に接している第１電極部と、該第１電極部から離間され該メ
モリ層の面の別の一部を覆い該メモリ層に接している第２電極部とを有している、第１基
体と、該第１基体に対向する面の上に第３電極部を有する対向基板を含む第２基体と、互
いに対向して配置されている前記第１基体と該第２基体とに挟まれ、前記第１電極部と前
記第２電極部との間において前記メモリ層に近接している電解質層とを備えるメモリ素子
が提供される。
【０００９】
また本発明のある態様においては、二酸化バナジウムを主成分とするメモリ層が一の面
の上に形成された基板を含む第１基体であって、該基板は、該メモリ層の面の少なくとも
一部を覆い該メモリ層に接している第１電極部と、該第１電極部から離間され該メモリ層
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の面の別の一部を覆い該メモリ層に接している第２電極部と、該メモリ層から電気的に分
離されて前記基板の前記一の面の側に位置している第３電極部とを有している、第１基体
と、対向基板を含む第２基体と、互いに対向して配置されている前記第１基体と該第２基
体とに挟まれ、前記第１電極部と前記第２電極部との間において前記メモリ層に近接し、
前記第３電極部に近接している電解質層とを備えるメモリ素子が提供される。
【００１０】
本発明の各態様において、「電解質層」とは、溶媒となる媒体（液体に加え、高分子媒
体も含む）に電解質が溶解または分散されたものや、イオン性液体などを含む。この電解
質層はメモリ機能を有する二酸化バナジウムに大きな電界印加効果をもたらすために用い
る。また、本出願全般に、「からなる」とはそれにより特定される少なくとも１種の物質
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または組成を主たる成分として有しており、該組成が本願発明の趣旨を逸脱しない範囲に
おいて不純物を含みうる趣旨である。
【発明の効果】
【００１１】
本発明のいずれかの態様によれば、二酸化バナジウムと電解質とを利用したメモリ素子
を実現することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明のある実施形態における典型的なメモリ素子の構造を示す模式的断面図で
ある。
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【図２】本発明のある実施形態における別の典型的なメモリ素子の構造を示す模式的断面
図である。
【図３】本発明のある実施形態におけるメモリ素子の模式的断面図に、メモリ素子として
動作させる場合の例示の電気結線を示した図である。
【図４】本発明のある実施形態におけるメモリ素子の第１電極部と第３電極部の間に電圧
を印加した際の第１電極部と第２電極部の間の電気抵抗の変化を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下、本発明の実施形態について説明する。以下の説明に際し特に言及がない限り、全
図にわたり共通する部分または要素には共通する参照符号が付されている。また、図中、
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各実施形態の要素のそれぞれは、必ずしも互いの縮尺比を保って示されてはいない。
【００１４】
＜第１実施形態＞
［１

メモリ素子としての動作］

［１−１

メモリ素子の構成］

図１および図２に、本実施形態において提供されるメモリ素子の典型的な二つの構成を
示す。これらのうち、図１は、本実施形態におけるメモリ素子の典型的な一態様であるメ
モリ素子１０００を示す模式的断面図である。メモリ素子１０００は、第１基体１０Ａと
、第２基体２０Ａと、第１基体１０Ａおよび第２基体２０Ａに挟まれている電解質層３０
とを備えている。第１基体１０Ａは基板１２を有しており、その基板１２の一の面１２Ｓ
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には、二酸化バナジウムを主成分とするメモリ層１００Ａが形成されている。
【００１５】
基板１２は、第１電極部１１０Ａと第２電極部１２０Ａとを有している。第１電極部１
１０Ａは、メモリ層１００Ａの面１０２Ａの少なくとも一部を覆いメモリ層１００Ａに接
している。また、第２電極部１２０Ａは、第１電極部１１０Ａから離間されており、メモ
リ層１００Ａの面１０２Ａの別の一部を覆いメモリ層１００Ａに接している。これに対し
、第１基体１０Ａと対向して配置されている第２基体２０Ａは対向基板２２を有しており
、この対向基板２２には、第１基体１０Ａに対向する面の上に第３電極部２３０Ａが形成
されている。
【００１６】
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電解質層３０は、第１基体１０Ａと第２基体２０Ａとに挟まれている配置において、第
１電極部１１０Ａと第２電極部１２０Ａとの間の領域１０４Ａにおいてメモリ層１００Ａ
に近接している。また、電解質層３０には、第３電極部２３０Ａも近接している。ここで
、電解質層３０は、最も典型的には、イオン性液体３２が選択される。なお、「近接して
いる」とは、全く他の層を介さずに直接接しているもののほか、実質的に直接接している
状態と同様の効果を維持して、何らかの極薄い層を介在させながら近くに配置されている
ことを含んでいる。
【００１７】
本実施形態においては、別の典型的なメモリ素子も提供される。図２は、本実施形態に
おける別の典型的なメモリ素子２０００の構造を示す模式的断面図である。メモリ素子２
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０００も、第１基体１０Ｂと、第２基体２０Ｂと、第１基体１０Ｂおよび第２基体２０Ｂ
に挟まれている電解質層３０とを備えている。メモリ素子１０００とメモリ素子２０００
の端的な相違点は、メモリ素子２０００においては、第１電極部１１０Ｂと第２電極部１
２０Ｂと第３電極部１３０Ｂが、一方の基板である第１基体１０Ｂの基板１２に対して形
成されていることである。
【００１８】
第１基体１０Ｂの基板１２は、その一の面１２Ｓに二酸化バナジウムを主成分とするメ
モリ層１００Ｂが形成されている。第１基体１０Ｂの基板１２は、第１電極部１１０Ｂと
第２電極部１２０Ｂと第３電極部１３０Ｂを有している。第１電極部１１０Ｂは、メモリ
層１００Ｂの面１０２Ｂの少なくとも一部を覆いメモリ層１００Ｂに接している。また、
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第２電極部１２０Ｂは、第１電極部１１０Ｂから離間されメモリ層１００Ｂの面１０２Ｂ
の別の一部を覆いメモリ層１００Ｂに接している。さらに、第３電極部１３０Ｂは、メモ
リ層１００Ｂから電気的に分離されて基板１２の面１２Ｓの側に位置している。一方、第
２基体２０Ｂとなる対向基板２２には動作に必須の電極は形成されていなくてよい。第１
基体１０Ｂと第２基体２０Ｂは互いに対向して配置されている。そして、電解質層３０は
、第１電極部１１０Ｂと第２電極部１２０Ｂとの間の領域１０４Ｂにおいてメモリ層１０
０Ｂに近接するとともに、第３電極部１３０Ｂにも近接している。
【００１９】
第３電極部１３０Ｂをメモリ層１００Ｂから電気的に分離するためには、一つには、十
分な距離だけ相互に離間される。例えば、領域１２Ｒ１と領域１２Ｒ２との間に、分離領
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域１２Ｑが形成される。さらに電気的絶縁性を高めるためには、例えば電気的絶縁壁１４
０を設けることも有用である。この電気的絶縁壁１４０は、電解質層３０の連通を妨げな
いように、例えば高さや形状が調整される。また、第３電極部１３０Ｂの配置は、メモリ
層１００Ｂから電気的に分離されて基板１２の面１２Ｓの側とされ、電解質層３０に近接
している限り、必ずしも面１２Ｓに接して形成されることは要さない。また、第３電極部
１３０Ｂは、例えば十分に厚い絶縁膜を介してメモリ層１００Ｂに積層されているものと
することができる。
【００２０】
メモリ素子１０００の構造とメモリ素子２０００の構造は、任意に選択することが可能
である。メモリ素子１０００の構造は、メモリ層１００Ａ、第１電極部１１０Ａ、第２電
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極部１２０Ａを形成する基板または基体と、第３電極部２３０Ａを形成する基板または基
体とを別のものとすることができ、例えば集積度を高める利点を有する。これに対し、メ
モリ素子２０００の構造は、一の基体上に、メモリ層１００Ｂ、第１電極部１１０Ｂ、第
２電極部１２０Ｂ、第３電極部１３０Ｂを構成することができるため、第２基体２０Ｂ上
に第３電極を形成する加工工程がなくなり、メモリ素子を駆動する回路との接続が容易と
なる利点を有する。これらの別々の特質のため、メモリ素子を搭載するデバイス（集積回
路など）の作製の容易性や、特に基板を複数採用する場合の位置合わせ精度など、各種の
技術要因を勘案してメモリ素子１０００とメモリ素子２０００の構造は任意に選択するこ
とが可能である。
【００２１】
［１−２
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メモリ素子の動作］

メモリ素子１０００およびメモリ素子２０００を典型例とする本実施形態のメモリ素子
の動作は、次のとおりである。メモリ素子としてメモリ素子２０００（図２）を例に、図
３および図４を参照して説明する。図３は、メモリ素子２０００の模式的断面図に、メモ
リ素子として動作させる場合の例示の電気結線を示した図である。また、図４は、メモリ
素子２０００の第１電極部１１０Ｂと第３電極部１３０Ｂとの間への電圧を印加した際の
、第１電極部１１０Ｂと第２電極部１２０Ｂの間の電気抵抗の変化を示すグラフである。
メモリ素子２０００の電気特性は、図３に示した結線により測定することが可能である。
電圧の基準を第１電極部１１０Ｂとする。そして、第１電極部１１０Ｂの電位から見た第
２電極部１２０Ｂへの印加電圧波形をＶ１（Ｖ）とし、その電圧Ｖ１が、電圧印加手段４
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２により制御される。同様に、第１電極部１１０Ｂの電位から見た第３電極部１３０Ｂへ
の印加電圧波形をＶ２（Ｖ）とし、その電圧Ｖ２が、電圧印加手段４４により制御される
。
【００２２】
メモリ動作の説明の前に、メモリ層１００Ｂの示す電気抵抗の測定法について説明する
。メモリ層１００Ｂの示す電気抵抗を測定するためには、第１電極部１１０Ｂと第２電極
部１２０Ｂとに接続された電圧印加手段４２と電流測定手段５２とを用いる。第３電極部
１３０Ｂがある電圧Ｖ２となっている時点での第１電極部１１０Ｂと第２電極部１２０Ｂ
との間の抵抗値を測定することを考える。このため、電圧印加手段４２により第１電極部
１１０Ｂと第２電極部１２０Ｂとの間に電圧Ｖ１を印加し、そのときに二酸化バナジウム
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のメモリ層１００Ｂに流れる電流を電流測定手段５２により測定する。図４は、メモリ素
子２０００の実施例（詳細は、後述する）を測定対象として、電圧印加手段４２の電圧Ｖ
１と電流測定手段５２による電流の実測値から算出された電気抵抗値を縦軸にプロットし
ている。そして、図４の横軸は、電圧Ｖ２の値をプロットしている。
【００２３】
メモリ素子２０００のメモリ層１００Ｂの電気抵抗は、図４に示すように、電圧Ｖ２の
値に対して明瞭なヒステリシスを示し、繰り返し動作によりヒステリシスループを描く。
例えば１．５Ｖ以上の正の電圧Ｖ２を第３電極部１３０Ｂに印加することにより、第１電
極部１１０Ｂと第２電極部１２０Ｂの間におけるメモリ層１００Ｂの抵抗値を、図４の紙
面上右側の矢印により明示したように、高抵抗の状態から、低抵抗の状態へと変化させる
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ことができる。つまり、この例においては、電圧Ｖ２を０Ｖから出発し正の３．０Ｖまで
増加させる。その間、約１．５Ｖ程度までは高抵抗となっているが、１．５Ｖを越すと電
気抵抗の低下が見られる。そして、３．０Ｖまで電気抵抗は減少を続ける。次に、電圧Ｖ
２を正の３．０Ｖから０Ｖを越して負の３Ｖまで低下させる。すると、約−２．０Ｖ程度
までは低抵抗状態が維持されるが、それよりも電圧Ｖ２の電位を負にすると、今度は電気
抵抗が増大し始める。そして、−３．０Ｖまでその電気抵抗は増加し続け、図４の紙面上
左側の矢印により明示したように、低抵抗状態から高抵抗状態に遷移してゆく。そして再
び電圧Ｖ２を０Ｖ付近とすると、初期状態に近い高抵抗状態を再現することが可能となる
。
10

【００２４】
図４からは、メモリ素子２０００のメモリ層１００Ｂの高抵抗状態と低抵抗状態が、１
００倍を超す高い抵抗比を示すことも読み取ることができる。この場合、熱などの擾乱が
存在する場合にも高い精度で電気抵抗を読み取ることが可能であり、かつ読み取りエラー
が起こる可能性は低くなる。
【００２５】
メモリ素子２０００を１ビット分の２状態を記憶するメモリ素子とする場合の典型的な
動作は、次のようなものである。まず、高抵抗状態を
当て、

１

の書き込み動作をセット操作、

０

０

、低抵抗状態を

1

に割り

の書き込み動作をリセット操作とする

。セット操作は、まず、第１電極部１１０Ｂからみた第３電極部１３０Ｂの電位つまり電
圧Ｖ２を正にして十分に高い電圧を印加し、その後に電圧Ｖ２を０ボルト付近に戻す。こ
れにより、その後は電圧Ｖ２を印加しなくても、低抵抗状態

1
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が維持される。リセッ

ト操作は、今度は電圧Ｖ２を十分に高い負の電圧にし、その後電圧Ｖ２を０ボルト付近に
戻せばよい。図４のグラフのヒステリシスループには、このセット・リセットの操作にお
いて状態が遷移する様子を併記している。そして、読み出し動作であるリード操作は、例
えばメモリ層１００Ｂの状態に影響しない程度の電圧を第１電極部１１０Ｂと第２電極部
１２０Ｂの間に印加し、それにより生じる第１電極部１１０Ｂと第２電極部１２０Ｂとの
間の電流を読み取れば良い。電圧印加手段４２（図３）と同様に接続される電圧印加手段
と電流測定手段５２と同様に接続される電流測定手段を用いれば、読み出し動作が可能と
なる。なお、図示しないものの、メモリ層１００Ｂの状態に影響しない程度の微弱な電流
を第１電極部１１０Ｂと第２電極部１２０Ｂの間に流し、それにより生じる第１電極部１
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１０Ｂと第２電極部１２０Ｂとの間の電位差を読み取ることにより読み出し動作を行なう
ことも可能である。このように、図４に示したメモリ層１００Ｂの特性により、メモリ素
子２０００を不揮発性メモリとして使用することが可能となる。なお、ここでの説明には
、原理的な動作を説明する目的で２状態（２値）の動作を例示した。しかし、本実施形態
にて提供されるメモリ素子の動作は２状態の書き込みおよび読み出し動作のみに限定され
るものではない。
【００２６】
次に、メモリ素子２０００においてこのような大きな抵抗変化が生じる原理について説
明する。メモリ層１００Ｂを基準にしてプラス数ボルト程度の直流電圧が第３電極部１３
０Ｂに印加される。すると、イオン性液体３２中の正イオンがメモリ層１００Ｂの面１０
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２Ｂ近傍に移動し、同面１０２Ｂに非常に高い面密度の正イオンが蓄積される。その結果
、その正電荷を打ち消す負電荷がメモリ層１００Ｂ表面に誘起され、メモリ層１００Ｂの
材質である二酸化バナジウムの電子相が絶縁体相から金属相に相転移を起こし、メモリ層
１００Ｂは抵抗が減少した低抵抗状態に遷移する。この遷移は、斜方晶から正方晶へと結
晶系が変化する構造相転移を伴ったものであるため容易に元に戻ることはない。つまり、
電圧印加を解除しても、低抵抗状態は持続される。次に、メモリ層１００Ｂを基準にして
マイナス数ボルト程度の直流電圧が第３電極部１３０Ｂに印加されるとその時はじめて、
メモリ層１００Ｂは再び高抵抗状態に遷移する。そして、その転移に伴ってメモリ層１０
０Ｂの結晶系は元の結晶系つまり斜方晶に転移する。この際に作用するのは、イオン性液
体３２とメモリ層１００Ｂとの界面に誘起される非常に高い面密度の負のイオンである。
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この高抵抗状態への遷移においても、結晶系が変化する構造相転移を伴ったものであるた
め容易に元に戻らず、高抵抗状態は電圧印加を解除しても維持される。
【００２７】
［２

メモリ素子の作製方法］

次に、メモリ素子２０００を例に、本実施形態のメモリ素子の作製方法について説明す
る。基板１２としては、例えば二酸化チタンなどの基板を採用することができる。また、
対向基板２２は、例えばガラスなどを採用することができる。
【００２８】
メモリ層１００Ｂは二酸化バナジウム（ＶＯ２）を主成分とする膜である。第３電極部
１３０Ｂとしては、例えば任意の金属膜を採用する。メモリ層１００Ｂや第３電極部１３
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０Ｂは、基板１２の面１２Ｓの上に任意の形成方法により形成する。ここで、メモリ層１
００Ｂは、基板１２の領域１２Ｒ１にのみ形成されている。このため、例えば適当なマス
クによりメモリ層１００Ｂが形成される領域を領域１２Ｒ１のみに制限し、またフォトリ
ソグラフィー工程によってパターニングすることにより、メモリ層１００Ｂの領域を制限
する。そして、同様に適当な手段により、第３電極部１３０Ｂもパターニングして形成す
る。メモリ層１００Ｂや第３電極部１３０Ｂの形成方法は、例えば、パルスレーザー堆積
法（ＰＬＤ）や、分子線エピタキシー法（ＭＢＥ）、化学気相成長堆積法（ＣＶＤ）、ス
パッタ法、ゾルゲル法、熱蒸着法、電子線蒸着法などとすることもできる。メモリ層１０
０Ｂや第３電極部１３０Ｂが形成された第１基体１０Ｂと、第２基体２０Ｂとなる対向基
板２２とは、互いに対向させて、図示しない絶縁性のスペーサーやシール材などにより電
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解質層３０のための薄層空間を形成するようにして固定する。なお、メモリ層１００Ｂと
第３電極部１３０Ｂとの間の薄層空間を保つための絶縁性のスペーサーとしては樹脂球や
レジストなどが好適である。
【００２９】
第１基体１０Ｂと第２基体２０Ｂの間の薄層空間には、電解質層３０を導入する。典型
的な電解質層３０は、イオン性液体３２である。イオン性液体３２として採用可能なイオ
ン性液体は、典型的には、アニオンとカチオンのみからなる常温で融解している塩である
。なお、本出願において、「イオン性液体（ionic liquid）」とは、イオン液体や常温溶
融塩（room temperature molten salt）とも呼ばれる、室温においても液体として存在す
る塩をいう。こうして作製されたメモリ素子２０００においては、電圧印加手段４２、電
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圧印加手段４４および電流測定手段５２と接続し適当な電圧を印加することによって、例
えば図４に示したように電気抵抗を高抵抗および低抵抗状態の間で遷移させることが可能
となる。こうして、図２に示した構造のメモリ素子２０００が作製される。
【００３０】
メモリ素子２０００を例に説明した上記作製方法は、適切な変更によって、メモリ素子
１０００の作製のためにも適用することが可能である。
【００３１】
［３

メモリ素子としての利点］

メモリ素子１０００やメモリ素子２０００のメモリ素子はいくつかの利点を有している
。一つは、上述したように、これまでにない構成のメモリ素子が実現されている点である
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。しかも、不揮発性記憶が実現されているため、記憶保持動作のためには特段の電力は消
費しない。さらに、上述したように、高抵抗状態と低抵抗状態との抵抗比は十分に高く、
書き込み動作のための電圧も高々数ボルト程度にすぎない。加えて、電流ではなく電圧で
書き込みを行うため、書き込み動作に伴う消費電力は原理的にはゼロである。このため、
メモリ素子１０００やメモリ素子２０００は、電子機器に一般に要求される特性を兼ね備
えたものとなっている。
【００３２】
［４

メモリ素子の高機能化］

以上に説明した本実施形態のメモリ素子１０００やメモリ素子２０００は、上述した各
利点を保ち種々の改良または変形を行なうことが可能である。特に、メモリ層１００Ａ（
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１００Ｂ）や電解質層３０については、様々な高機能化を行なうことが可能である。以下
、その構成について説明する。なお、以下に説明する高機能化は、いずれも、メモリ素子
１０００とメモリ素子２０００の双方に対して適用される。ここでは、理解を助ける趣旨
のみに基づいてメモリ素子２０００（図２）の構造に基づいて説明する。
【００３３】
［４−１

メモリ層の高機能化］

【００３４】
本実施形態のメモリ素子２０００におけるメモリ層１００Ｂは二酸化バナジウムを主成
分として有している。しかし、二酸化バナジウムに金属元素または非金属を添加してその
制御電圧によるメモリ特性を変えることができる。この場合、添加物元素をＡと表示して
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、メモリ層１００Ｂの組成をＡｘＶ１−ｘＯ２−δと表現できる。ただし、ｘは０≦ｘ≦
０．１の一の数であり、δは０≦δ≦０．１の一の数である。
【００３５】
例えば、Ａがタングステン（Ｗ）である場合、そのメモリ閾値電圧、すなわち、図４
により説明した低抵抗状態と高抵抗状態の相互の遷移を起こさせる電圧の絶対値が低電圧
となるように調節することが可能である。しかも、タングステン濃度を調整することによ
りメモリ閾値電圧の範囲をある範囲で設定することが可能となる。このため、Ａがタング
ステンである場合には、メモリ制御のための電圧Ｖ２の電圧を広い電圧範囲から選択しう
る利点が生じる。
【００３６】

20

なお、本実施形態において、添加物元素Ａは、タングステンのみに限定されるものでは
ない。メモリ制御を容易にするために、例えば、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｈｆ、Ｔａなどを添
加することが有用である。これらはタングステンと同様に電圧Ｖ２の範囲を調整するため
に用いられる。
【００３７】
メモリ層１００Ｂである二酸化バナジウムが形成される基板１２は、各種の材質を採用
することが可能である。典型的には、基板１２が二酸化バナジウムと同じ結晶構造のルチ
ル構造を備える材料から選択され、また、二酸化バナジウムに近い結晶構造を備える材料
からも選択される。ここで、「同じ結晶構造」とは、結晶構造が同種であることを含む。
また、「近い結晶構造」とは、点群として指定される結晶構造は異なるものの格子整合す
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ること、あるいは、格子定数が異なるもののコヒーレントな結晶成長がある程度可能であ
ること、のいずれも含む。このルチル構造を有する物質は、二酸化チタン（ＴｉＯ２）、
二酸化錫（ＳｎＯ２）、またはこれらの固溶体からなる物質とすることができる。二酸化
バナジウムと同じまたは近い結晶構造を有する材料に対しては、二酸化バナジウムの形成
が容易となる利点がある。
【００３８】
上述した二酸化バナジウムに近い結晶構造を有している基板１２を採用するメモリ素子
２０００においては、その基板１２の材料として、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、二
酸化シリコン（ＳｉＯ２）、酸化チタン（Ｔｉ２Ｏ３）、酸化鉄（Ｆｅ２Ｏ３）、酸化亜
鉛（ＺｎＯ）、酸化ガリウム（Ｇａ２Ｏ３）、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化セリウ
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ム（Ｃｅ２Ｏ３）から選択される一の物質またはこれらから選択される少なくとも二の物
質の固溶体からなる物質を用いてもよい。これらの物質または固溶体を用いれば、二酸化
バナジウムの形成が容易となる利点がある。
【００３９】
また、メモリ素子２０００において第２基体２０Ｂに含まれる対向基板２２を、二酸化
シリコン（ＳｉＯ２）を含む無機ガラス、または、高分子膜材料とすることも可能である
。メモリ素子２０００においては対向基板２２には二酸化バナジウムが形成されないため
、対向基板２２の材質の選択範囲は広く、イオン性液体３２等の電解質層３０を保持する
機能に適するこれらの材質は特に好適である。
【００４０】
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電解質層の高機能化］

メモリ素子２０００における電解質層３０はイオン性液体を含むものとすることができ
る。すなわち、電解質層３０は、イオン性液体を含む電解質と、水（Ｈ２Ｏ）、非水系低
分子溶媒群、および高分子溶媒群からなる溶媒群から選択される少なくとも１種の溶媒と
からなるものとすることができる。また、電解質層３０は、イオン性液体からなるものと
することができる。イオン性液体は、室温で液体形状を保持するととともに、１００℃以
上の高温においても、化学的に安定であるなどの実用上優れた特性を有するため、メモリ
素子２０００の電解質層３０として好適である。また電解質層はイオン性液体を溶媒中に
溶解または分散させた電解質でもよい。また、この場合、溶媒に高分子材料を用いれば、
スピンコートした後に固化させることも可能であり、土手などの構造を形成する必要もな
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くなることは、実用上、重要なメリットをもっている。なお、本出願全般に「溶媒」は、
必ずしも高い流動性を示すものには限定されない。
【００４１】
さらに、電解質層３０をリチウム（Ｌｉ）イオン、ナトリウム（Ｎａ）イオンを含むカ
チオン分子群から選択される少なくとも１種のカチオン分子と、アニオン分子群から選択
される少なくとも１種のアニオン分子とを含むものとすることができる。カチオン種とア
ニオン種との組み合わせは自由であり、多くの組み合わせの電解質が考えられる。
【００４２】
特に、イオン性液体のカチオン分子群については、イミダゾリウム系、ピリジニウム系
、アンモニウム系、ピペリジニウム系、ピロリジニウム系、ピラゾリウム系、およびホス
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ホニウム系のいずれか一の分子群とすることが好適である。これらのカチオン分子群から
選択されるカチオンを用いると、イオン性液体を良好な電離状態に保持することができる
。
【００４３】
さらに、イオン性液体のカチオン分子群をイミダゾリウム系の分子群とし、そのイミダ
ゾリウム系の分子群を、１，３−ジメチルイミダゾリウム（Ｃ５Ｈ９Ｎ２）、１−エチル
−３−メチルイミダゾリウム（Ｃ６Ｈ１１Ｎ２）、１−メチル−３−プロピルイミダゾリ
ウム（Ｃ７Ｈ１３Ｎ２）、１−ブチル−３−メチルイミダゾリウム（Ｃ８Ｈ１５Ｎ２）、
１−ヘキル−３−メチルイミダゾリウム（Ｃ１０Ｈ１９Ｎ２）、１−メチル−３−オクチ
ルイミダゾリウム（Ｃ１２Ｈ２３Ｎ２）、１−デシル−３−メチルイミダゾリウム（Ｃ１
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４Ｈ２７Ｎ２）、１−ドデシル−３−メチルイミダゾリウム（Ｃ１６Ｈ３１Ｎ２）、１−

メチル−３−テトラデシルイミダゾリウム（Ｃ１８Ｈ３５Ｎ２）、１−ヘキサデシル−３
−メチルイミダゾリウム（Ｃ２０Ｈ３９Ｎ２）、１−オクタデシル−３−メチルイミダゾ
リウム（Ｃ２２Ｈ４３Ｎ２）、１，２，３−トリメチルイミダゾリウム（Ｃ５Ｈ１２Ｎ２
）、１−エチル−２，３−ジメチルイミダゾリウム（Ｃ７Ｈ１３Ｎ２）、１，２−ジメチ
ル−３−プロピルイミダゾリウム（Ｃ８Ｈ１５Ｎ２）、１−ブチル−２，３−ジメチルイ
ミダゾリウム（Ｃ９Ｈ１７Ｎ２）、１−ヘキシル−２，３−ジメチルイミダゾリウム（Ｃ
１１Ｈ２１Ｎ２）、１−アリル−３−メチルイミダゾリウム（Ｃ７Ｈ１１Ｎ２）、１−ア

リル−３−エチルイミダゾリウム（Ｃ８Ｈ１３Ｎ２）、１−アリル−３−ブチルイミダゾ
リウム（Ｃ１０Ｈ１７Ｎ２）、１，３−ジアリルイミダゾリウム（Ｃ９Ｈ１３Ｎ２）、１
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−ベンジル−３−メチルイミダゾリウム（Ｃ１１Ｈ１３Ｎ２）、１−（２−ハイドロケシ
ル）−３−メチルイミダゾリウム（Ｃ６Ｈ１１Ｎ２）、および１，３−ジデシル−２−メ
チルイミダゾリウム（Ｃ２４Ｈ４７Ｎ２）のいずれか一の群とすることができる。これら
のイミダゾリウム系の分子群から選択されるカチオンを用いると、イオン性液体を良好な
電離状態に保持することができる。
【００４４】
また、イオン性液体のカチオン分子群をピリジニウム系の分子群とし、そのピリジニウ
ム系の分子群を、１−エチルピリジニウム（Ｃ７Ｈ１０Ｎ）、１−プロピルピリジニウム
（Ｃ８Ｈ１２Ｎ）、１−ブチルピリジニウム（Ｃ９Ｈ１４Ｎ）、１−ヘキシルピリジニウ
ム（Ｃ１１Ｈ１８Ｎ）、１−エチル−３−メチルピリジニウム（Ｃ８Ｈ１２Ｎ）、１−エ
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チル−４−メチルピリジニウム（Ｃ８Ｈ１２Ｎ）、１−プロピル−３−メチルピリジニウ
ム（Ｃ９Ｈ１４Ｎ）、１−プロピル−４−メチルピリジニウム（Ｃ９Ｈ１４Ｎ）、１−ブ
チル−２−メチルピリジニウム（Ｃ１０Ｈ１６Ｎ）、１−ブチル−３−メチルピリジニウ
ム（Ｃ１０Ｈ１６Ｎ）、１−ブチル−４−メチルピリジニウム（Ｃ１０Ｈ１６Ｎ）、Ｎ−
（３−ハイドロキシプロピル）ピリジニウム（Ｃ８Ｈ１２ＮＯ）、および１−エチル−３
−ハイドロキシメチルピリジニウム（Ｃ８Ｈ１２ＮＯ）のいずれか一の群とすることがで
きる。これらのピリジニウム系の分子群から選択されるカチオンを用いると、イオン性液
体を良好な電離状態に保持することができる。
【００４５】
加えて、イオン性液体のカチオン分子群をアンモニウム系の分子群とし、そのアンモニ

10

ウム系の分子群を、テトラメチルアンモニウム（Ｃ４Ｈ１２Ｎ）、テトラエチルアンモニ
ウム（Ｃ８Ｈ２０Ｎ）、テトラプロピルアンモニウム（Ｃ１２Ｈ２８Ｎ）、テトラブチル
アンモニウム（Ｃ１６Ｈ３６Ｎ）、テトラヘキシルアンモニウム（Ｃ２４Ｈ５２Ｎ）、ト
リエチルメチルアンモニウム（Ｃ７Ｈ１８Ｎ）、Ｎ，Ｎ，Ｎ−トリメチル−Ｎ−プロピル
アンモニウム（Ｃ６Ｈ１６Ｎ）、ブチルトリメチルアンモニウム（Ｃ６Ｈ１８Ｎ）、エチ
ルジメチルプロピルアンモニウム（Ｃ７Ｈ１８Ｎ）、トリブチルメチルアンモニウム（Ｃ
１３Ｈ３０Ｎ）、メチルトリオクチルアンモニウム（Ｃ２５Ｈ５４ＮＯ）、２−ハイドロ

ケシルアンモニウム（Ｃ２Ｈ５Ｎ）、コリン（Ｃ５Ｈ１４ＮＯ）、およびＮ，Ｎ−ジエチ
ル−Ｎ−メチル−Ｎ−（２−メソケシル）アンモニウム（Ｃ８Ｈ２０ＮＯ）のいずれか一
の群とすることができる。これらのアンモニウム系の分子群から選択されるカチオンを用

20

いると、イオン性液体を良好な電離状態に保持することができる。
【００４６】
イオン性液体のカチオン分子群をピペリジニウム系の分子群とし、そのピペリジニウム
系の分子群を、１−メチル−１−プロピルピペリジニウム（Ｃ９Ｈ２０Ｎ）、１−ブチル
−１−メチルピペリジニウム（Ｃ１０Ｈ２２Ｎ）、および１−メソケシル−１−メチルピ
ペリジニウム（Ｃ１０Ｈ２２ＮＯ）のいずれか一の群とすることができる。これらのピペ
リジニウム系の分子群から選択されるカチオンを用いると、イオン性液体を良好な電離状
態に保持することができる。
【００４７】
イオン性液体のカチオン分子群をピロリジニウム系の分子群とし、そのピロリジニウム

30

系の分子群を、１−１−ジメチルピロリジニウム（Ｃ６Ｈ１４Ｎ）、１−エチル−１−メ
チルピロリジニウム（Ｃ９Ｈ１６Ｎ）、１−メチル−１−プロピルピロリジニウム（Ｃ８
Ｈ１８Ｎ）、１−ブチル−１−メチルピロリジニウム（Ｃ９Ｈ２０Ｎ）、１−ヘキシル−
１−メチルピロリジニウム（Ｃ１１Ｈ２４Ｎ）、および１−メソケシル−１−メチルピロ
リジニウム（Ｃ８Ｈ１８ＮＯ）のいずれか一の群とすることができる。これらのピロリジ
ニウム系の分子群から選択されるカチオンを用いると、イオン性液体を良好な電離状態に
保持することができる。
【００４８】
イオン性液体のカチオン分子群をピラゾリウム系の分子群とし、そのピラゾリウム系の
分子群を、１−エチル−２，３，５−トリメチルピラゾリウム（Ｃ８Ｈ１５Ｎ２）、１−

40

プロピル−２，３，５−トリメチルピラゾリウム（Ｃ９Ｈ１７Ｎ２）および１−ブチル−
２，３，５−トリメチルピラゾリウム（Ｃ１０Ｈ１９Ｎ２）のいずれか一の群とすること
ができる。これらのピラゾリウム系の分子群から選択されるカチオンを用いると、イオン
性液体を良好な電離状態に保持することができる。
【００４９】
イオン性液体のカチオン分子群をホスホニウム系の分子群とし、そのホスホニウム系の
分子群を、テトラメチルホスホニウム（Ｃ４Ｈ１２Ｐ）、テトラエチルホスホニウム（Ｃ
８Ｈ２０Ｐ）、テトラプロピルホスホニウム（Ｃ１２Ｈ２８Ｐ）、テトラブチルホスホニ

ウム（Ｃ１６Ｈ３６Ｐ）、テトラオクチルホスホニウム（Ｃ３２Ｈ６８Ｐ）、トリエチル
ペンチルホスホニウム（Ｃ１１Ｈ２６Ｐ）、トリエチルオクチルホスホニウム（Ｃ１４Ｈ
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３２Ｐ）、トリブチルメチルホスホニウム（Ｃ１３Ｈ３０Ｐ）、トリイソブチルメチルホ

スホニウム（Ｃ１３Ｈ３０Ｐ）、トリブチルエチルホスホニウム（Ｃ１４Ｈ３２Ｐ）、ト
リブチルテトラデキルホスホニウム（Ｃ２６Ｈ５６Ｐ）、およびトリヘキシルテトラデキ
ルホスホニウム（Ｃ３２Ｈ６８Ｐ）のいずれか一の群とすることができる。これらのホス
ホニウム系の分子群から選択されるカチオンを用いると、イオン性液体を良好な電離状態
に保持することができる。
【００５０】
イオン性液体のアニオン分子群を、ブロマイド（Ｂｒ）、クロライド（Ｃｌ）、アイオ
ダイド（Ｉ）、テトラフルオロボレイト（ＢＦ４）、過塩素（ＣｌＯ４）、ヘキサフルオ
ロホスフェイト（ＰＦ６）、フォルメイト（ＨＣＯ２）、アセテイト（ＣＨ３ＣＯ２）、

10

デカノネイト（Ｃ９Ｈ１９ＣＯ２）、トリカノメタン（（ＣＮ）３Ｃ）、ラクテイト（Ｃ
３Ｈ５Ｏ３）、ジカナミド（（ＣＮ）２Ｎ）、トリフルオロアセテイト（ＣＦ３ＣＯ２）

、トリフルオロメチルサルフォネイト（ＣＦ３ＳＯ３）、ペルフルオロブタンサルホネイ
ト（Ｃ４Ｆ９ＳＯ３）、ノナフルオロブタンサルホニルイミド（（Ｃ４Ｆ９ＳＯ２）２Ｎ
）、フルオロサルフォニルイミド（（ＦＳＯ２）２Ｎ）、トリフルオロメチルサルフォニ
ルイミド（（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ）、ペンタフルオロエタンスホニルイミド（ＣＦ３ＣＦ
２ＳＯ２）２Ｎ）、チオカネイト（ＳＣＮ）、ハイドロゲンサルフェイト（ＨＳＯ４）、

ノナフルオロブタンスルフォニルイミド（（Ｃ４Ｆ９ＳＯ２）２Ｎ）、メタンサルフオネ
イト（ＣＨ３ＳＯ３）、メチルサルフエイト（ＣＨ３ＯＳＯ３）、ｎ−ブチルサルフェイ
ト（ｎ−Ｃ４Ｈ９ＯＳＯ３）、エチルサルフェイト（Ｃ２Ｈ５ＯＳＯ３）、ｎ−ヘキシル

20

サルフェイト（ｎ−Ｃ６Ｈ１３ＯＳＯ３）、ｎ−オクチルルサルフェイト（ｎ−Ｃ８Ｈ１
７ＯＳＯ３）、２−（２−メソキセスオキシイ）、エチルサルフェイト（ＣＨ３（ＯＣ２

Ｈ４）２ＯＳＯ３）、ｐ−トルエンスルフオネイト（Ｃ７Ｈ７Ｏ３Ｓ）、ドデシルベンゼ
ンサルフォネイト（Ｃ１６Ｈ２９ＳＯ３）、２，２，４−トリメチルペンチルホスフィネ
イト（Ｃ１６Ｈ３４Ｏ２Ｐ）、ジカナマイド（（ＣＮ）２Ｎ）、ジハイドロジェンホスフ
ェイト（Ｈ２ＰＯ４）、ジエチルフォスフェイト（（Ｃ２Ｈ５Ｏ）２ＰＯ２）、トリフル
オロホスフェイト（（Ｃ２Ｆ５）３ＰＦ３）、オクサレイト（２−）−オーオーボレイト
（Ｃ４ＢＯ８）、およびジメチルホスフエイト（（ＣＨ３）２ＰＯ２）のいずれか一の群
とすることができる。これらのアニオン分子群から選択されるアニオンを用いると、イオ
ン性液体を良好な電離状態に保持することができる。

30

【００５１】
溶媒群を非水系低分子溶媒群とし、その非水系低分子溶媒群を、プロピレンカーボネー
ト（（ＰＣ）Ｃ４Ｈ６Ｏ３）、エチレンカーボネート（Ｃ３Ｈ４Ｏ３）、ジエチルカーボ
ネート（Ｃ５Ｈ１０Ｏ３）、ジメチルカーボネート（Ｃ３Ｈ６Ｏ３）、γ―ブチロラクト
ン（Ｃ４Ｈ６Ｏ２）、スルホラン（Ｃ４Ｈ８Ｏ２Ｓ）、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド（
Ｃ３Ｈ７ＮＯ）、ジメチルスルホキシド（Ｃ２Ｈ６ＯＳ）、およびアセトニトリル（ＣＨ
３ＣＮ）のいずれか一の群とすることができる。これらの非水系低分子溶媒群から選択さ

れる溶媒を用いると、イオン性液体を良好な電離状態に保持することができる。
【００５２】
溶媒群を高分子溶媒群とし、その高分子溶媒群を、ポリエチレンオキシド（［ＣＨ２−

40

ＣＨ２−Ｏ］ｎ）、ポリメチルメタクリレート（［ＣＨ２−Ｃ（ＣＨ３）（ＣＯＯＣＨ３
）］ｎ）、ポリアクリロニトリル（［ＣＨ２−ＣＨ（ＣＮ）］ｎ）、ポリフッ化ビニリデ
ン（［ＣＦ２−ＣＨ２］ｎ）、およびポリフッ化ビニリデン−ヘキサフルオロプロピレン
共重合体（［（ＣＦ２−ＣＨ２）ｘ−（ＣＦ２−ＣＦ（ＣＦ３））１−ｘ］ｎ）のいずれ
か一の群とすることができる。これらの高分子溶媒群から選択される溶媒を用いると、イ
オン性液体を良好な電離状態に保持する溶媒としての作用を維持しつつ、メモリ素子から
流動性の高い部材を除くことができる。
【００５３】
そして、上述した各高機能化の手法は、メモリ素子２０００（図２）のみならず、メモ
リ素子１０００（図１）に対しても同様に適用することが可能であり、また、その場合に
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も同様の効果を示すものである。
【００５４】
［５

実施例］

以下に実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、使
用量、割合、処理内容、処理手順等は本発明の趣旨を逸脱しない限り適宜変更することか
できる。したがって、本発明の範囲は以下の具体例に限定されるものではない。また説明
のため、実施形態において説明した図面を適宜参照する。
【００５５】
［５−１

実施例１］

実施例１として、図２に示す構造のメモリ素子２０００を作製した。基板１２として二

10

酸化チタン基板（ＴｉＯ２、株式会社信光社製）を用い、その基板の一方の領域１２Ｒ１
にパルスレーザー堆積法（ＰＬＤ法）とフォトリソグラフィーを組み合わせることにより
、メモリ層１００Ｂとして二酸化バナジウム（ＶＯ２）の薄膜を形成した。この成膜の際
の基板１２の温度は３９０℃とし、酸素分圧１０ｍＴｏｒｒ（約１．３Ｐａ）の真空下で
、１０ｎｍ厚の二酸化バナジウム薄膜を形成した。メモリ層１００Ｂの面１０２Ｂの上に
、第１電極部１１０Ｂと第２電極部１２０Ｂとして、膜厚１０ｎｍのチタンと膜厚５０ｎ
ｍの金の積層構造を電子線蒸着法で形成した。また、分離領域１２Ｑの領域だけ離れた１
２Ｒ２に、第３電極部１３０Ｂとして、膜厚１０ｎｍのチタンと膜厚５０ｎｍの金の積層
構造を電子線蒸着法により形成した。さらに、分離領域１２Ｑの範囲に、電気的絶縁壁１
４０をレジストにより形成した。

20

【００５６】
電解質層３０としてイオン性液体３２を採用した。イオン性液体３２はカチオン群から
選択される１種のカチオン分子と、アニオン群から選択される１種のアニオン分子とを組
み合わせたものとした。具体的には、カチオン分子として、アンモニウム系であるＮ，Ｎ
−ジエチル−Ｎ−メチル−Ｎ−（２−メソケシル）アンモニウム（Ｃ８Ｈ２０ＮＯ、ＤＥ
ＭＥ（略称））を、またアニオン分子として、トリフルオロメチルサルフォニルイミド（
（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ、ＴＦＳＩ（略称））を含み、これらを組み合わせたＤＥＭＥ−Ｔ
ＦＳＩイオン性液体（株式会社関東化学社製）を用いた。
【００５７】
次にイオン性液体３２としてＤＥＭＥ−ＴＦＳＩイオン性液体をメモリ層１００Ｂの面

30

１０２Ｂ、第１電極部１１０Ｂおよび第２電極部１２０Ｂの一部、さらに第３電極部１３
０Ｂを覆うように滴下し、第２基体２０Ｂを第１基体１０Ｂに対向させることで、所定の
厚みの薄層空間にイオン性液体３２が配置されたメモリ素子２０００のサンプルを得た。
【００５８】
作製した実施例１のメモリ素子２０００のサンプルに、図３に示すように電圧印加手段
４２、電圧印加手段４４、電流測定手段５２を接続し、第１電極部１１０Ｂを基準として
、第３電極部１３０Ｂの電圧を上昇させながら、第１電極部１１０Ｂと第２電極部１２０
Ｂとの間の電流電圧特性から電気抵抗を算出した。その結果、図４の測定結果を得た。こ
うして、メモリ素子２０００により、高抵抗状態と低抵抗状態の間の遷移を利用して、不
揮発性メモリを提供しうることを確認した。

40

【００５９】
［５−２

実施例２］

次に、実施例２として、図１に示した構造のメモリ素子１０００を作製した。基板材料
などは実施例１と同じである。実施例１と同様、基板１２の面１２Ｓに、ＰＬＤ法により
、メモリ層１００Ａを形成した。メモリ層１００Ａの面１０２Ａの上に、第一電極部１１
０Ａと第二電極部１２０Ａとして、膜厚１０ｎｍのチタンと膜厚５０ｎｍの金の積層構造
を電子線蒸着法で形成した。また、対向基板２２としてガラスを用い、第３電極部２３０
Ａとして、膜厚１０ｎｍのチタンと膜厚５０ｎｍの金の積層構造を電子線蒸着法で形成し
た。次に、実施例１と同様にＤＥＭＥ−ＴＦＳＩイオン性液体を第１基体１０Ａと第２基
体２０Ａとの間隙に配置した。具体的には、第１基体１０Ａのメモリ層１００Ａと第１電
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極部１１０Ａおよび第２電極部１２０Ａの一部を覆うようにＤＥＭＥ−ＴＦＳＩイオン性
液体を滴下し、次に、第２基体２０Ａを第３電極部２３０Ａの面を第１基体１０Ａに対向
させて配置した。この結果、所定の厚みの薄層空間にイオン性液体３２が配置されたメモ
リ素子１０００のサンプルを得た。実施例２として作製したメモリ素子１０００において
も、図３と同様に電圧印加手段４２、電圧印加手段４４、電流測定手段５２を接続した。
そして、第１電極部１１０Ａを基準に第３電極部２３０Ａに電圧Ｖ２を電圧印加手段４４
により印加しながら、第１電極部１１０Ａと第２電極部１２０Ａとの間の電流電圧特性を
測定し、抵抗値を得た。その結果、図４に示したメモリ素子１０００のものと同様に、明
瞭なヒステリシス特性を伴う高抵抗および低抵抗状態が観察され、これらの互いの間も電
圧Ｖ２により遷移可能であった。

10

【００６０】
［６

変形例・用途］

以上述べてきたように、本実施形態において提供されるメモリ素子の典型例であるメモ
リ素子１０００およびメモリ素子２０００は、高い実用性を誇るメモリ素子といえる。本
実施形態において提供されるメモリ素子は、様々な用途への適用可能性を秘めている。例
えば、電解質は色素を組み込んだ有機材料とすることも可能であるが、これは発光素子と
なる。電解質を両側から電極で挟めば、電池として機能するし、コンデンサー素子として
の作用も有する。電解質や二酸化バナジウム以外の適切な材料を選べばメモリ機能を有さ
ない、通常のスイッチがオン、オフするスイッチ素子が作製される。本実施形態において
提供されるメモリ素子に、これらの電解質発光素子、電解質トランジスタ素子を組み合わ

20

せれば、電子素子機能の役割を担ういわば電解質素子群を構成することが可能となる。ひ
いては、電解質素子からなる回路網を構築することも可能となる。そのような電解質素子
を用いる回路網では、一つには、電解質の形状の柔軟性から、曲面構造をもった回路網が
製作可能となる。さらにもう一つ、基体に高分子樹脂などを採用すれば、柔軟な構造をも
ったフレキシブル回路網も製作可能となる。前者すなわち曲面構造をもった回路網を利用
すれば、例えば自動車のフロントガラスに道路情報などを表示する機能を与えることが可
能となる。一方、後者すなわち柔軟な構造をもったフレキシブル回路網を利用すれば、例
えば丸めて持ち運べるフレキシブルデイスプレイや、様々な色調に変化する光る布や衣装
、カーテンなど、まったく新しい価値を創造することが可能となる。
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【００６１】
以上、本発明の実施形態を具体的に説明した。上述の実施形態、実施例および変形例は
、発明を説明するために記載されたものであり、本出願の発明の範囲は、特許請求の範囲
の記載に基づいて定められるべきものである。また、実施形態の他の組合せを含む本発明
の範囲内に存在する変形例もまた、特許請求の範囲に含まれるものである。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
本発明によれば、二酸化バナジウムと電解質とを利用したメモリ素子が提供され、メモ
リ素子を用いる機器の生産に寄与する。
【符号の説明】
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【００６３】
１０００、２０００
１０Ａ、１０Ｂ
１２

メモリ素子

第１基体

１２Ｓ

基板
面

１２Ｒ１、１２Ｒ２
１２Ｑ

領域

分離領域

２０Ａ、２０Ｂ

第２基体

２２

対向基板

３０

電解質層

３２

イオン性液体
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(18)
１００Ａ、１００Ｂ

メモリ層

１０２Ａ、１０２Ｂ

面

１０４Ａ、１０４Ｂ

領域

１１０Ａ、１１０Ｂ

第１電極部

１２０Ａ、１２０Ｂ

第２電極部

１３０Ｂ、２３０Ａ

第３電極部

１４０

電気的絶縁壁

４２、４４
５２

電圧印加手段

【図１】

電流測定手段

【図２】

【図３】

JP 5717096 B2 2015.5.13

(19)
【図４】

JP 5717096 B2 2015.5.13

(20)
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