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(57)【要約】
【課題】多値化時の導電性フィラメントの状態のばらつ
きを低減する。
【解決手段】第１可変抵抗層１２は、第１電極１１と第
２電極１３との間に配置され、第２電極１３から供給さ
れる金属に基づいて第１導電性フィラメントが成長可能
である。第２可変抵抗層１５は、第２電極１３と第３電
極１６との間に配置され、第３電極１６から供給される
金属に基づいて、第１導電性フィラメントと成長速度の
異なる第２導電性フィラメントが成長可能である。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電極の表面に対して垂直な第１の方向に、第１可変抵抗層、第２電極、…第ｎ電極
、第ｎ可変抵抗層、第（ｎ＋１）電極（ｎは２以上の自然数）の順に積み重ねられ、前記
第２電極と前記第１電極との間に配置され、前記第２電極から供給される金属に基づいて
第１導電性フィラメントが成長可能な第１可変抵抗層と、前記第ｎ電極と前記第（ｎ＋１
）電極との間に配置され、前記第（ｎ＋１）電極から供給される金属に基づいて、前記第
１導電性フィラメントと成長速度の異なる第ｎ導電性フィラメントが成長可能な第ｎ可変
抵抗層（ｎは２以上の自然数）とを備え、前記第１電極層と前記第ｎ＋１電極層との間を
複数の導電性フィラメントが電気的に直列に接続する構造を有し、段階的な抵抗変化をす
ることを特徴とする不揮発性抵抗変化素子。
【請求項２】
　前記第ｎ電極（ｎは２以上の自然数）と前記第ｎ可変抵抗層との間に配置され、前記第
ｎ＋１電極から供給される金属が前記第ｎ電極に拡散するのを防止する拡散防止層をさら
に備えることを特徴とする請求項１に記載の不揮発性抵抗変化素子。
【請求項３】
　前記拡散防止層は、前記第ｎ可変抵抗層（ｎは２以上の自然数）と誘電率が異なる材料
あるいはＴｉ、Ｚｒ、Ｔａ、ＷまたはＳｉの酸化物、窒化物、硼化物または酸窒化物から
構成されていることを特徴とする請求項２に記載の不揮発性抵抗変化素子。
【請求項４】
　前記第１電極は不純物ドープシリコンにて構成され、前記第２電極乃至前記第ｎ＋１電
極（ｎは２以上の自然数）は金属元素を主成分とし、前記第１可変抵抗層乃至前記第ｎ可
変抵抗層はアモルファスシリコンあるいはポリシリコンを主成分とすることを特徴とする
請求項１から３のいずれか１項に記載の不揮発性抵抗変化素子。
【請求項５】
　前記第１電極はｐ型Ｓｉにて構成されていることを特徴とする請求項４に記載の不揮発
性抵抗変化素子。
【請求項６】
　前記第２電極から供給される金属と前記第３電極から供給される金属とは、前記アモル
ファスシリコンあるいは前記ポリシリコンにおける拡散速度、中性原子状態とイオン化状
態での拡散活性化障壁または電気比抵抗のうちの少なくともいずれか１つが互いに異なる
ことを特徴とする請求項４または５に記載の不揮発性抵抗変化素子。
【請求項７】
　前記第ｎ電極（ｎは２以上の自然数）はＡｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｒ、Ａｕ、
Ｐｔ、Ｃｏ、Ｉｒ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｗ、Ａｌ、ＨｆおよびＺｒのうちの少なくとも１つを含
み、前記第ｎ＋１電極はＡｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｒ、Ａｕ、Ｐｔ、Ｃｏ、Ｉｒ
、Ｔｉ、Ｔａ、Ｗ、Ａｌ、ＨｆおよびＺｒのうちの前記第ｎ電極に含まれる金属よりも前
記アモルファスシリコンあるいは前記ポリシリコンにおける拡散速度が異なる金属を少な
くとも１つを含むことを特徴とする請求項６に記載の不揮発性抵抗変化素子。
【請求項８】
　前記第１可変抵抗層と前記第ｎ可変抵抗層（ｎは２以上の自然数）とは膜厚が互いに異
なることを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の不揮発性抵抗変化素子。
【請求項９】
　前記第１可変抵抗層乃至前記第ｎ可変抵抗層（ｎは２以上の自然数）のうちの少なくと
もいずれか一つには不純物がドープされていることを特徴とする請求項１から８のいずれ
か１項に記載の不揮発性抵抗変化素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は不揮発性抵抗変化素子に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ＮＡＮＤ型フラッシュメモリは、大容量データの記憶装置として広く普及している。現
在、記憶素子を微細化することによってビットあたりのコスト削減や大容量化が進められ
ており、今後も一層の微細化が進展することが要求されている。しかしながら、フラッシ
ュメモリをさらに微細化するためには、短チャネル効果、素子間干渉、素子間ばらつきの
抑制など、解決すべき多くの課題がある。そのため、従来のフローティング型フラッシュ
メモリに代わる新たな記憶装置の実用化が期待されている。
【０００３】
　最近、ＲｅＲＡＭ　（Ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ）に代表される二端子の不揮発性抵抗変化素子の開発が盛んに行われている。この不揮
発性抵抗変化素子は、低電圧動作、高速スイッチング、微細化可能性の観点から、従来の
フローティングゲート型フラッシュメモリを置き換える次世代の大容量記憶装置として有
力な候補である。なかでも、アモルファスシリコンを可変抵抗層としたメモリは、そのス
イッチング確率の高さや微細化可能性から注目が集まっている。
【０００４】
　以上のような不揮発性抵抗変化素子をさらに高機能化するためには、不揮発性抵抗変化
素子の多値化が必須である。上述した二端子の不揮発性抵抗変化素子の多値化を実現する
技術としては、オフ状態からオン状態へ変化させる時に、不揮発性抵抗変化素子に流入す
る電流量を制御する方法（電流コンプライアンス制御法）が採られている。
【０００５】
　このような電流コンプライアンス制御法による多値化では、例えば、配線の寄生容量か
らの流入電流や導電性フィラメントの伸縮の程度による抵抗値のばらつきなどが不揮発性
抵抗変化素子の信頼性に大きく影響し、制御性に乏しい。
【０００６】
　特に、セット動作（オフ状態からオン状態へ遷移させる動作）の信頼性に対する配線の
寄生容量の影響は大きく、電流コンプライアンス法によって信頼性の高い動作を行うため
には、トランジスタを隣接させなければならないことが指摘されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｎａｎｏ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　８　（２００８）　３９２
【非特許文献２】Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　９３　（２００８
）　０３３５０６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の一つの実施形態の目的は、多値化時の導電性フィラメントの状態のばらつきを
低減することが可能な不揮発性抵抗変化素子を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　実施形態の不揮発性抵抗変化素子によれば、第１電極の表面に対して垂直な第１の方向
に、第１可変抵抗層、第２電極、…第ｎ電極、第ｎ可変抵抗層、第（ｎ＋１）電極（ｎは
２以上の自然数）の順に積み重ねられ、前記第２電極と前記第１電極との間に配置され、
前記第２電極から供給される金属に基づいて第１導電性フィラメントが成長可能な第１可
変抵抗層と、前記第ｎ電極と前記第（ｎ＋１）電極との間に配置され、前記第（ｎ＋１）
電極から供給される金属に基づいて、前記第１導電性フィラメントと成長速度の異なる第
ｎ導電性フィラメントが成長可能な第ｎ可変抵抗層（ｎは２以上の自然数）とを備える。
前記第１電極層と前記第ｎ＋１電極層との間を複数の導電性フィラメントが電気的に直列
に接続する構造を有し、段階的な抵抗変化をする。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、第１実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の概略構成を示す断面図であ
る。
【図２】図２（ａ）は、第１実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の第１のオン状態を示
す断面図、図２（ｂ）は、第１実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子のオフ状態を示す断
面図である。
【図３】図３（ａ）～図３（ｃ）は、第１実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の書き込
み時における導電性フィラメントの生成過程を示す断面図、図３（ｄ）～図３（ｆ）は、
第１実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の書き込み時における電流電圧特性を示す図で
ある。
【図４】図４（ａ）～図４（ｃ）は、第１実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の消去時
における導電性フィラメントの消滅過程を示す断面図、図４（ｄ）～図４（ｆ）は、第１
実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の消去時における電圧の印加時間を示す図である。
【図５】図５は、第２実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の概略構成を示す断面図であ
る。
【図６】図６（ａ）～図６（ｃ）は、第２実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の書き込
み時における導電性フィラメントの生成過程を示す断面図、図６（ｄ）～図６（ｆ）は、
第２実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の書き込み時における電流電圧特性を示す図で
ある。
【図７】図７は、第３実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の概略構成を示す断面図であ
る。
【図８】図８（ａ）～図８（ｃ）は、第３実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の書き込
み時における導電性フィラメントの生成過程を示す断面図、図８（ｄ）～図８（ｆ）は、
第３実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の書き込み時における電流電圧特性を示す図で
ある。
【図９】図９（ａ）～図９（ｃ）は、第３実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の消去時
における導電性フィラメントの消滅過程を示す断面図、図９（ｄ）～図９（ｆ）は、第３
実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の消去時における電流電圧特性を示す図である。
【図１０】図１０（ａ）は、第４実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の第１のオン状態
を示す断面図、図１０（ｂ）は、第４実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子のオフ状態を
示す断面図である。
【図１１】図１１（ａ）は、第５実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子が適用されるメモ
リセルアレイの概略構成を示す平面図、図１１（ｂ）は、図１１（ａ）のメモリセルアレ
イのクロスポイント部分の概略構成を示す断面図である。
【図１２】図１２は、図１１のメモリセルアレイにおける選択セルの書き込み時の電圧設
定方法を示す平面図である。
【図１３】図１３は、図１１のメモリセルアレイにおける選択セルの読み出し時の電圧設
定方法を示す平面図である。
【図１４】図１４は、図１１のメモリセルアレイにおける選択セルの消去時の電圧設定方
法を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子について図面を参照しながら説明する。な
お、これらの実施形態により本発明が限定されるものではない。
【００１２】
（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の概略構成を示す断面図である。
　図１において、第１電極１１と第２電極１３との間には第１可変抵抗層１２が配置され
、第２電極１３と第３電極１６との間には第２可変抵抗層１５が配置されている。そして
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、第１可変抵抗層１２は、第２電極１３から供給される金属に基づいて第１導電性フィラ
メントが成長可能である。第２可変抵抗層１５は、第３電極１６から供給される金属に基
づいて、第２導電性フィラメントが成長可能である。ここで、第１可変抵抗層１２に成長
される第１導電性フィラメントの成長速度は、第２可変抵抗層１５に成長される第２導電
性フィラメントの成長速度より速い。
【００１３】
　また、第２電極１３と第２可変抵抗層１５との間には、第３電極１６から供給される金
属が拡散し第２電極１３と混ざり合う、あるいは第２電極１３の金属が第２可変抵抗層１
５内に拡散するのを防止する拡散防止層１４が配置されている。
【００１４】
　なお、第１電極１１としては、例えば、Ｓｉ基板にボロンを高濃度に注入し、熱処理に
て活性化させた領域を用いることができる。この領域のシート抵抗は、例えば、３×１０
３Ω／□以下に設定することができる。
【００１５】
　第２電極１３と第３電極１６は金属元素を主成分とすることができる。また、第２電極
１３に含まれる金属と第３電極１６に含まれる金属は互いに異なるように選択する。また
、第１可変抵抗層１２および第２可変抵抗層１５はアモルファスシリコンあるいはポリシ
リコンを主成分とすることができる。
【００１６】
　ここで、第２電極１３に含まれる金属と第３電極１６に含まれる金属とは、アモルファ
スシリコンあるいはポリシリコンにおける拡散速度、中性原子状態とイオン化状態での拡
散活性化障壁または電気比抵抗のうちの少なくともいずれか１つが互いに異なるように選
択する。
【００１７】
　例えば、第１可変抵抗層１２および第２可変抵抗層１５がＳｉを主成分とする場合、第
２電極１３および第３電極１６に適用可能なＳｉ中での拡散速度の速い金属材料としては
Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｒ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｐｔ、Ｃｏ、Ｉｒなどである。また
、Ｓｉ中での拡散速度の遅い金属材料としてはＴｉ、Ｈｆ、Ｚｒ、Ｔａ、Ａｌ、Ｗなどで
ある。
【００１８】
　また、第１可変抵抗層１２および第２可変抵抗層１５の膜厚は典型的には１ｎｍ～３０
０ｎｍに設定することができ、例えば、それぞれ１５０ｎｍに設定することができる。不
揮発性抵抗変化素子の微細化を図るには、第１可変抵抗層１２および第２可変抵抗層１５
の膜厚はより薄いほうがよいが、薄すぎると均質な膜とはならないため、２ｎｍ～５０ｎ
ｍがより好ましい。
【００１９】
　また、第１可変抵抗層１２および第２可変抵抗層１５で隔てられた電極層は必ずしも３
層である必要はなく、可変抵抗層で隔てられた電極層は３層以上であればよい。また、第
１電極１１、第２電極１３および第３電極１６の各膜厚は、典型的には１ｎｍ～２００ｎ
ｍに設定することができ、例えば、それぞれ５０ｎｍに設定することができる。なお、第
１電極１１、第２電極１３および第３電極１６の膜厚は互いに異なっていてもよい。
【００２０】
　また、拡散防止層１４は、第１可変抵抗層１２および第２可変抵抗層１５として用いら
れるアモルファスシリコンあるいはポリシリコンと誘電率の異なる材料あるいはＴｉ、Ｚ
ｒ、Ｔａ、ＷまたはＳｉの酸化物、窒化物、硼化物または酸窒化物のような金属の拡散速
度の遅い材料から構成することができる。例えば、アモルファスシリコンあるいはポリシ
リコンより誘電率が高い材料として、Ｔａ２Ｏ５、Ｌａ２Ｏ３、ＨｆＯ２、ＺｒＯ２、Ｚ
ｒＡｌｘＯｙ、ＨｆＡｌｘＯｙなどを用いることができる。また、アモルファスシリコン
あるいはポリシリコンより誘電率が低い材料として、ＳｉＯ２、Ｓｉ３Ｎ４、Ａｌ２Ｏ３

などを用いることができる。
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【００２１】
　例えば、拡散防止層１４として第２可変抵抗層１５より誘電率の低いＳｉＯ２膜を用い
ることができる。また、拡散防止層１４は、その厚みが１００ｎｍ以下であることが好ま
しい。拡散防止層１４が第２電極１３と第２可変抵抗層１５との間に介在することによっ
て抵抗値が増加することがあるが、拡散防止層１４を１００ｎｍ以下とすることによって
不揮発性抵抗変化素子の抵抗値を抑えることが可能となる。
【００２２】
　そして、第１可変抵抗層１２および第２可変抵抗層１５のいずれか一方に導電性フィラ
メントを生成させたり、第１可変抵抗層１２および第２可変抵抗層１５の双方に導電性フ
ィラメントを生成させたり、第１可変抵抗層１２および第２可変抵抗層１５の導電性フィ
ラメントを消滅させたりすることにより、不揮発性抵抗変化素子の多値化を図ることがで
きる。この導電性フィラメントが形成される物理的な原理は、第１可変抵抗層１２および
第２可変抵抗層１５を構成する材料によって様々である。例えば、第１可変抵抗層１２お
よび第２可変抵抗層１５としてＮｉＯを用いた場合には、スイッチングにはジュール熱が
影響していると考えられている。
【００２３】
　また、第１可変抵抗層１２および第２可変抵抗層１５としてアモルファスシリコンを用
いた場合には、導電性フィラメントは、第１可変抵抗層１２および第２可変抵抗層１５を
固体電解質とした酸化還元反応により形成される。
【００２４】
　導電性フィラメントが同一の原理で生成したり消滅したりするように、第１可変抵抗層
１２および第２可変抵抗層１５はアモルファスシリコンあるいはポリシリコンを用いるこ
とが好ましい。また、第２電極１３を介して第１可変抵抗層１２に第２可変抵抗層１５を
積層することにより、第１可変抵抗層１２に生成された導電性フィラメントと第２可変抵
抗層１５に生成された導電性フィラメントを繋げたり離したりすることでスイッチ動作さ
せることができ、多値化時の導電性フィラメントの状態のばらつきを低減することができ
る。
【００２５】
　次に、図１の不揮発性抵抗変化素子の製造方法について説明する。
　図１において、シリコン単結晶基板にＢ＋イオンを注入した後、活性化アニールを施す
ことにより、第１電極１１としてｐ型Ｓｉ領域を形成する。なお、このｐ型Ｓｉ領域のシ
ート抵抗は３～３×１０３Ω／□に設定することができる。
【００２６】
　次に、例えば、化学気相成長法（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏ
ｎ：ＣＶＤ）にてアモルファスシリコンをｐ型Ｓｉ領域上に堆積することにより、第１電
極１１上に第１可変抵抗層１２を形成する。
【００２７】
　次に、例えば、スパッタなどの方法にてＳｉ中での拡散速度の遅いＴｉをアモルファス
シリコン上に堆積することにより、第１可変抵抗層１２上に第２電極１３を形成する。
【００２８】
　次に、例えば、スパッタなどの方法にてアモルファスシリコンより誘電率の高いＨｆＯ

２をＴｉ上に堆積することにより、第２電極１３上に拡散防止層１４を形成する。
【００２９】
　次に、例えば、化学気相成長法にてアモルファスシリコンをＨｆＯ２上に堆積すること
により、拡散防止層１４上に第２可変抵抗層１５を形成する。
【００３０】
　次に、例えば、スパッタなどの方法にてＳｉ中での拡散速度の速いＡｇをアモルファス
シリコン上に堆積することにより、第２可変抵抗層１５上に第３電極１６を形成する。な
お、Ｓｉ中での拡散速度の遅いＴｉは正イオン化状態よりも中性原子状態の方が拡散障壁
が低い。一方、Ｓｉ中での拡散速度の速いＣｕやＡｇは正イオン化状態よりも中性原子状
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態の方が拡散障壁が高い。
【００３１】
　図２（ａ）は、第１実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の第１のオン状態を示す断面
図、図２（ｂ）は、第１実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子のオフ状態を示す断面図で
ある。
　図２（ａ）において、不揮発性抵抗変化素子が図１の状態にあるものとすると、第１電
極１１に対して正となる電圧を第３電極１６に印加することにより、第３電極１６に含ま
れる金属（原子あるいはイオン）が第２可変抵抗層１５に拡散し、導電性フィラメント１
７が形成される。
【００３２】
　この導電性フィラメント１７は金属からなるため導電性が高く、図１の状態よりも第２
可変抵抗層１５の抵抗が低くなる。この図２（ａ）の状態から、第１電極１１に対して負
となる電圧を第３電極１６に印加すると、図２（ｂ）に示すように、第２可変抵抗層１５
に存在する金属（原子あるいはイオン）が印加電界により第３電極１６側に拡散し、導電
性フィラメント１７が消滅する。
【００３３】
　この結果、図２（ｂ）の状態では、図２（ａ）の状態よりも第２可変抵抗層１５の抵抗
は高くなる。図２（ｂ）の状態から、第１電極１１に対して正となる電圧を第３電極１６
に印加すると、図２（ａ）に示すように、導電性フィラメント１７が再度形成される。す
なわち、図２（ａ）の状態と図２（ｂ）の状態とは可逆的に制御可能である。これら二つ
の状態をそれぞれオン状態とオフ状態に対応させることで、２値の不揮発性抵抗変化メモ
リが実現できる。
【００３４】
　次に、不揮発性抵抗変化素子の多値化方法について説明する。
　上述したように、第２電極１３と第３電極１６は第１可変抵抗層１２および第２可変抵
抗層１５への拡散速度がそれぞれ異なる金属から構成されているため、導電性フィラメン
トが形成されたり消滅したりする速度は異なる。その拡散速度の違いを利用して抵抗変化
素子の多値化を実現することができる。また、複数の導電フィラメントが電気的に直列に
接続する構造を有することで、段階的な抵抗変化をすることを特徴とする。
【００３５】
　図３（ａ）～図３（ｃ）は、第１実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の書き込み時に
おける導電性フィラメントの生成過程を示す断面図、図３（ｄ）～図３（ｆ）は、第１実
施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の書き込み時における電流電圧特性を示す図である。
　図３（ａ）において、導電性フィラメント１７、１８が第２可変抵抗層１５および第１
可変抵抗層１２に形成されていない状態では、図３（ｄ）に示すように、第３電極１６に
印加される電圧を上げても、第１電極１１と第３電極１６との間に流れる電流はほとんど
一定である。
【００３６】
　そして、第３電極１６に印加される電圧がＶ１に達すると、図３（ｂ）に示すように、
第３電極１６から拡散防止層１４に至る導電性フィラメント１７が第２可変抵抗層１５に
形成され、第１電極１１と第３電極１６との間に流れる電流がステップ状に上昇する。こ
れは、第２可変抵抗層１５内に導電性フィラメント１７が形成されることで、第３電極１
６と第２電極１３との間の電位が同じになり、不揮発性抵抗変化素子の抵抗が小さくなる
ためである。
【００３７】
　ここで、第１可変抵抗層１２および第２可変抵抗層１５の膜厚および材料が同じ場合、
図３（ａ）の状態から第１電極１１に対して正となる電圧を第３電極１６に印加すると、
第１可変抵抗層１２および第２可変抵抗層１５にはほぼ同一の電界がかかる。このため、
Ｓｉ中での拡散速度の速い金属材料にて第３電極１６を構成し、Ｓｉ中での拡散速度の遅
い金属材料にて第２電極１３を構成することにより、第２可変抵抗層１５内に導電性フィ
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ラメント１７を選択的に形成することができる。
【００３８】
　また、拡散防止層１４を設けることにより、導電性フィラメント１７に含まれる金属が
第２電極１３と接触するのを防止することができ、第３電極１６に含まれる金属と第２電
極１３に含まれる金属とが混じるのを防止することができる。
【００３９】
　そして、導電性フィラメント１７が第２可変抵抗層１５に形成され、導電性フィラメン
ト１８が第１可変抵抗層１２に形成されていない状態では、図３（ｅ）に示すように、第
３電極１６に印加される電圧をＶ１からさらに上げても、第１電極１１と第３電極１６と
の間に流れる電流はほとんど一定になる。
【００４０】
　そして、第３電極１６に印加される電圧がＶ２に達すると、図３（ｃ）に示すように、
第２電極１３から第１電極１１に至る導電性フィラメント１８が第１可変抵抗層１２に形
成され、第１電極１１と第３電極１６との間に流れる電流がステップ状に上昇する。これ
は、第１可変抵抗層１２内に導電性フィラメント１８が形成されることで、第２電極１３
と第１電極１１の間の電位が同じになり、不揮発性抵抗変化素子の抵抗がさらに小さくな
るためである。
【００４１】
　ここで、図３（ｂ）の状態から第１電極１１に対して正となる電圧を第３電極１６に印
加すると、第２可変抵抗層１５は第１可変抵抗層１２に比べて抵抗が小さくなっているた
め、第１可変抵抗層１２に電界がかかる。このため、Ｓｉ中での拡散速度の遅い金属材料
にて第２電極１３が構成されている場合においても、第１可変抵抗層１２内に導電性フィ
ラメント１８を形成することができる。
【００４２】
　そして、導電性フィラメント１７、１８が第２可変抵抗層１５および第１可変抵抗層１
２に形成された状態では、図３（ｆ）に示すように、第３電極１６に印加される電圧をＶ
２からさらに上げても、第１電極１１と第３電極１６との間に流れる電流はほとんど一定
になる。
【００４３】
　この結果、図３（ａ）～図３（ｃ）の状態間で第１電極１１と第３電極１６との間に流
れる電流をステップ状に変化させることができ、図３（ａ）～図３（ｃ）の状態の誤検出
を抑制しつつ、不揮発性抵抗変化素子の多値化を図ることが可能となる。
【００４４】
　以上の電圧Ｖ１、Ｖ２は、典型的には０．１Ｖ～１５Ｖの範囲である。不揮発性抵抗変
化素子の微細化を実現するには、より低電圧で駆動する方が望ましく、電圧Ｖ１、Ｖ２は
、０．１Ｖ～６Ｖである方が好ましい。本実施例の場合、Ｖ１は２．５Ｖ程度、Ｖ２は３
．２Ｖ程度であり、複数の導電フィラメントが電気的に直列に接続したオン状態で１０ｎ
Ａから１００ｎＡ程度の電流が流れる。
【００４５】
　図４（ａ）～図４（ｃ）は、第１実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の消去時におけ
る導電性フィラメントの消滅過程を示す断面図、図４（ｄ）～図４（ｆ）は、第１実施形
態に係る不揮発性抵抗変化素子の消去時における電圧の印加時間を示す図である。
【００４６】
　図４（ａ）の状態から導電性フィラメント１７、１８を消滅させる場合、図４（ｄ）に
示すように、第１電極１１に対して負となる電圧を第３電極１６に印加する。ここで、導
電性フィラメント１８の消滅は２段階で起こると考えられる。まず、第１電極１１から導
電性フィラメント１８への正孔の注入が起こり、導電性フィラメント１８中の金属原子が
イオン化する。そして、第１電極１１から導電性フィラメント１８にかかっている電界に
よって、導電性フィラメント１８中の金属原子が第２電極１３側に引き戻される。
【００４７】
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　そして、第１可変抵抗層１２内で導電性フィラメント１８を形成していた金属原子が第
２電極１３に戻ることで導電性フィラメント１８が収縮する。そして、図４（ｅ）に示す
ように、電圧印加を開始してから時間ｔ１だけ経過すると、充分なイオン化が起こり続け
る条件下では、図４（ｂ）に示すように、第１可変抵抗層１２内の導電性フィラメント１
８が最終的に消滅する。
【００４８】
　第１可変抵抗層１２内の導電性フィラメント１８が消滅すると、電界は第１電極１１に
接している第１可変抵抗層１２と、拡散防止層１４にかかる。さらに、図４（ｆ）に示す
ように、第３電極１６が負となる電圧を時間ｔ２まで印加し続けると、第２可変抵抗層１
５内で導電性フィラメント１７を形成していた金属原子がイオン化し、図４（ｃ）に示す
ように、第３電極層１６方向に戻ることで導電性フィラメント１７が消滅する。
【００４９】
　この時の第１電極１１、第２電極１３および第３電極１６間を電気的に接続する導電性
フィラメント１７、１８が全て消滅した状態をオフ状態とする。ここで、拡散防止層１４
が第２電極１３上にあるので、第２電極１３の金属イオンが第３電極１６方向に拡散する
のを防ぐことができる。
【００５０】
　第１電極１１から導電性フィラメント１８への正孔注入および第２電極１３から導電性
フィラメント１７への正孔注入は、第１可変抵抗層１２および第２可変抵抗層１５の電気
抵抗率を制御することで可能である。導電性フィラメント１７、１８の収縮の程度は導電
性フィラメント１７、１８への正孔注入の容易さで制御できるので、第１可変抵抗層１２
および第２可変抵抗層１５の電気抵抗率で制御することが可能である。さらに、イオン化
した金属の第１可変抵抗層１２および第２可変抵抗層１５中での拡散速度は、第１可変抵
抗層１２および第２可変抵抗層１５にドープされた不純物と金属原子との化学結合の強さ
に依存して変調することもできる。
【００５１】
　なお、第３電極１６が負となる電圧の大きさは、典型的には－０．１Ｖ～－１５Ｖの範
囲である。不揮発性抵抗変化素子の微細化を実現するには、絶対値の低い電圧で駆動する
ほうが望ましく、－０．１Ｖ～－６Ｖである方がより望ましい。本実施例の場合、時間ｔ
１、ｔ２は１ｎｓから１０ｍｓで駆動するほうが望ましいが、１ｎｓから１μｓの短時間
である方が望ましい。
【００５２】
　ここで、図４（ｃ）（すなわち図３（ａ））の状態から第１電極１１に対して正となる
電圧を第３電極１６に印加すると、図３（ｂ）および図３（ｃ）の状態に変化させること
ができる。このため、図４（ｃ）（すなわち図３（ａ））の状態をオフ状態、図４（ｂ）
（すなわち図３（ｂ））の状態を第１のオン状態、図４（ａ）（すなわち図３（ｃ））の
状態を第２のオン状態に対応させると、これらの３つの状態を可逆的に変化させることが
でき、３値の不揮発性抵抗変化メモリが実現できる。
【００５３】
　第１電極の表面に対して垂直な第１の方向に、第１可変抵抗層、第２電極、…第ｎ電極
、第ｎ可変抵抗層、第（ｎ＋１）電極（ｎは２以上の自然数）の順に積み重ねられ、前記
第２電極と前記第１電極との間に配置され、前記第２電極から供給される金属に基づいて
第１導電性フィラメントが成長可能な第１可変抵抗層と、前記第ｎ電極と前記第（ｎ＋１
）電極との間に配置され、前記第（ｎ＋１）電極から供給される金属に基づいて、前記第
１導電性フィラメントと成長速度の異なる第ｎ導電性フィラメントが成長可能な第ｎ可変
抵抗層（ｎは２以上の自然数）とを備え、前記第１電極層と前記第ｎ＋１電極層との間を
複数の導電性フィラメントが電気的に直列に接続する構造を有することで、段階的な抵抗
変化をすることを特徴とする４値以上の不揮発性抵抗変化素子を実現することができる。
【００５４】
　また、上述した実施形態では、不揮発性抵抗変化メモリを多値化するために、第２電極
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１３および第３電極１６の金属イオンの拡散現象すなわち拡散速度および反応性の違いを
利用しているため、電圧制御による多値化を図ることができ、電流コンプライアンスによ
る多値化方法に比べて信頼性を向上させることができる。
【００５５】
（第２実施形態）
　図５は、第２実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の概略構成を示す断面図である。
　図５において、この不揮発性抵抗変化素子では、第１電極２１、第１可変抵抗層２２、
第２電極２３、拡散防止層２４、第２可変抵抗層２５および第３電極２６が順次積層され
ている。ここで、第１可変抵抗層２２と第２可変抵抗層２５とは膜厚が互いに異なってい
る。この点以外は、図１の構成と同様である。
【００５６】
　図６（ａ）～図６（ｃ）は、第２実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の書き込み時に
おける導電性フィラメントの生成過程を示す断面図、図６（ｄ）～図６（ｆ）は、第２実
施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の書き込み時における電流電圧特性を示す図である。
　図６（ａ）において、導電性フィラメント２７、２８が形成されていない状態から、第
３電極２６が第１電極２１に対して正となる電圧を印加する。この時、図６（ｄ）に示す
ように、第３電極２６に印加される電圧を上げても、第１電極２１と第３電極２６との間
に流れる電流はほとんど一定である。
【００５７】
　そして、図６（ｅ）に示すように、第３電極２６の電圧が電圧Ｖａに到達すると、図６
（ｂ）に示すように、第３電極２６に含まれる金属イオンからなる導電性フィラメント２
７が第２可変抵抗層２５に形成される。
【００５８】
　この導電性フィラメント２７は、第３電極２６に含まれる金属（原子あるいはイオン）
が拡散しやすいほど、また、第２可変抵抗層２５の膜厚が薄いほど優先的に形成される。
このため、第３電極２６の金属と第２可変抵抗層２５の膜厚を変えることにより、不揮発
性抵抗変化素子を多値化した時のスイッチング速度を制御することができる。
【００５９】
　その後、第３電極２６の電圧をさらに上昇させ、図６（ｆ）に示すように、第３電極２
６の電圧がＶｂに到達すると、図６（ｃ）に示すように、第２電極２３に含まれる金属（
原子あるいはイオン）からなる導電性フィラメント２８が第１可変抵抗層２２に形成され
、不揮発性抵抗変化素子の抵抗がさらに小さくなる。以上の電圧Ｖａ、Ｖｂは、典型的に
は０．１Ｖ～１５Ｖの範囲である。不揮発性抵抗変化素子の微細化を実現するには、より
低電圧で駆動する方が望ましく、電圧Ｖａ、Ｖｂは、０．１Ｖ～６Ｖである方が好ましい
。
【００６０】
　このように、不揮発性抵抗変化素子の抵抗が印加電圧に対して段階的に変化する現象を
利用することで、不揮発性抵抗変化素子の多値化を実現することができる。消去動作に関
しても、導電性フィラメント２７、２８への電荷注入の方向が書込動作と逆になり、その
電荷注入に対して第１可変抵抗層２２および第２可変抵抗層２５の電気抵抗率が効く点を
除けば、導電性フィラメント２７、２８の形成時と同様である。
【００６１】
第１電極の表面に対して垂直な第１の方向に、第１可変抵抗層、第２電極、…第ｎ電極、
第ｎ可変抵抗層、第（ｎ＋１）電極（ｎは２以上の自然数）の順に積み重ねられ、前記第
２電極と前記第１電極との間に配置され、前記第２電極から供給される金属に基づいて第
１導電性フィラメントが成長可能な第１可変抵抗層と、前記第ｎ電極と前記第（ｎ＋１）
電極との間に配置され、前記第（ｎ＋１）電極から供給される金属に基づいて、前記第１
導電性フィラメントと成長速度の異なる第ｎ導電性フィラメントが成長可能な第ｎ可変抵
抗層（ｎは２以上の自然数）とを備え、前記第１電極層と前記第ｎ＋１電極層との間を複
数の導電性フィラメントが電気的に直列に接続する構造を有することで、段階的な抵抗変
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化をすることを特徴とする４値以上の不揮発性抵抗変化素子を実現することができる。
【００６２】
（第３実施形態）
　図７は、第３実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の概略構成を示す断面図である。
　図７において、この不揮発性抵抗変化素子では、第１電極３１、第１可変抵抗層３２、
第２電極３３、拡散防止層３４、第２可変抵抗層３５および第３電極３６が順次積層され
ている。ここで、第１可変抵抗層３２と第２可変抵抗層３５とは材料が互いに異なってい
る。この点以外は、図１の構成と同様である。
【００６３】
　例えば、第２可変抵抗層３５はノンドープアモルファスシリコンを用いることができ、
第１可変抵抗層３２は、Ｂ＋イオンが注入されたアモルファスシリコンを用いることがで
きる。この時の第２可変抵抗層３５の比抵抗は、例えば、１０３Ω・ｃｍに設定し、第１
可変抵抗層３２の比抵抗は、例えば、１０２Ω・ｃｍに設定することができる。なお、第
１可変抵抗層３２と第２可変抵抗層３５とで膜厚は互いに同じであってもよいし、異なっ
ていてもよい。また、図７の例では、第１可変抵抗層３２にイオン注入を行う方法につい
て説明したが、第２可変抵抗層３５にイオン注入を行うようにしてもよい。
【００６４】
　図８（ａ）～図８（ｃ）は、第３実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の書き込み時に
おける導電性フィラメントの生成過程を示す断面図、図８（ｄ）～図８（ｆ）は、第３実
施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の書き込み時における電流電圧特性を示す図である。
　図８（ａ）において、導電性フィラメント３７、３８が形成されていない状態から、第
３電極３６が第１電極３１に対して正となる電圧を印加する。この時、図８（ｄ）に示す
ように、第３電極３６に印加される電圧を上げても、第１電極３１と第３電極３６との間
に流れる電流はほとんど一定である。
【００６５】
　そして、図８（ｅ）に示すように、第３電極３６の電圧が電圧Ｖｘに到達すると、図８
（ｂ）に示すように、第３電極３６に含まれる金属イオンからなる導電性フィラメント３
７が第２可変抵抗層３５に形成される。
【００６６】
　この導電性フィラメント３７は、第３電極３６に含まれる金属（原子あるいはイオン）
が拡散しやすいほど、また、第２可変抵抗層３５の膜厚が薄いほど優先的に形成される。
そして、第２可変抵抗層３５内に導電性フィラメント３７が形成されると、不揮発性抵抗
変化素子の抵抗としては第１可変抵抗層３２の比抵抗が主に寄与する。
【００６７】
　ここで、第１可変抵抗層３２にイオン注入を行い、第１可変抵抗層３２の比抵抗を第２
可変抵抗層３５の比抵抗より小さくすることにより、第３電極３６の電圧が電圧Ｖｘに到
達した時の電流値を大きく変化させることができる。さらに、第１可変抵抗層３２にドー
プされた不純物と金属原子との化学結合の強さに依存して、第１可変抵抗層３２中での金
属原子の拡散速度を変調することもできる。
【００６８】
　その後、第３電極３６の電圧をさらに上昇させ、図８（ｆ）に示すように、第３電極３
６の電圧がＶｙに到達すると、図８（ｃ）に示すように、第２電極３３に含まれる金属（
原子あるいはイオン）からなる導電性フィラメント３８が第１可変抵抗層３２に形成され
、不揮発性抵抗変化素子の抵抗がさらに小さくなる。以上の電圧Ｖｘ、Ｖｙは、典型的に
は０．１Ｖ～１５Ｖの範囲である。不揮発性抵抗変化素子の微細化を実現するには、より
低電圧で駆動する方が望ましく、電圧Ｖｘ、Ｖｙは、０．１Ｖ～６Ｖである方が好ましい
。
【００６９】
　このように、不揮発性抵抗変化素子の抵抗が印加電圧に対して段階的に変化する現象を
利用することで、不揮発性抵抗変化素子の多値化を実現することができる。消去動作に関
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しても、第１可変抵抗層３２にイオン注入を行うことにより、導電性フィラメント３８の
収縮の速度および程度の制御を効果的に行うことができる。
【００７０】
　図９（ａ）～図９（ｃ）は、第３実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の消去時におけ
る導電性フィラメントの消滅過程を示す断面図、図９（ｄ）～図９（ｆ）は、第３実施形
態に係る不揮発性抵抗変化素子の消去時における電流電圧特性を示す図である。
【００７１】
　図９（ａ）の状態から導電性フィラメント３７、３８を消滅させる場合、図９（ｄ）に
示すように、第１電極３１に対して負となる電圧を第３電極３６に印加する。この時、第
１電極３１から導電性フィラメント３８への正孔の注入が起こり、導電性フィラメント３
８中の原子がイオン化する。そして、第１電極３１から導電性フィラメント３８にかかっ
ている電界によって、導電性フィラメント３８中の金属原子が第２電極３３側に引き戻さ
れる。
【００７２】
　そして、第３電極３６に印加される電圧がＶｉに達すると、第１可変抵抗層３２内で導
電性フィラメント３８を形成していた金属原子が第２電極３３に戻ることで導電性フィラ
メント３８が収縮し、充分なイオン化が起こり続ける条件下では、図９（ｂ）に示すよう
に、第１可変抵抗層３２内の導電性フィラメント３８が最終的に消滅する。
【００７３】
　この時、不揮発性抵抗変化素子の電流値はステップ状に低下する。これは、第１可変抵
抗層３２内の導電性フィラメント３８が消滅することで、第２電極３３と第１電極層３１
との間の電位差が生じ、不揮発性抵抗変化素子の抵抗としては大きくなるためである。
【００７４】
　第１電極３１と第２電極３３との間の導電性フィラメント３８が消滅すると、電界は第
１電極３１に接している第１可変抵抗層３２と、拡散防止層３４にかかる。さらに第３電
極３６に負の電圧を印加し、図９（ｅ）に示すように、その電圧がＶｉｉに到達すると、
図９（ｃ）に示すように、第２可変抵抗層３５内で導電性フィラメント３７を形成してい
た金属原子が金属イオン化し、第３電極３６方向に戻ることで導電性フィラメント３７が
消滅する。ここで、拡散防止層３４を第２電極３３上に設けることにより、第２電極３３
の金属イオンが第３電極３６方向に拡散するのを防ぐことができる。以上の電圧Ｖｉ、Ｖ
ｉｉは、典型的には－０．１Ｖ～－１５Ｖの範囲である。不揮発性抵抗変化素子の微細化
を実現するには、より低電圧で駆動する方が望ましく、電圧Ｖｉ、Ｖｉｉは、－０．１Ｖ
～－６Ｖである方が好ましい。本実施例の場合、Ｖｉは－２．５Ｖ程度、Ｖｉｉは－３．
２Ｖ程度である。
【００７５】
　ここで、第１電極３１から導電性フィラメント３８への正孔注入および第２電極３３か
ら導電性フィラメント３７への正孔注入は、第１可変抵抗層３２および第２可変抵抗層３
５の電気抵抗率を制御することで可能である。導電性フィラメント３７、３８の収縮の程
度は導電性フィラメント３７、３８への正孔注入の容易さで制御できるので、第１可変抵
抗層３２および第１可変抵抗層３５の電気抵抗率で制御することが可能である。さらに、
イオン化した金属の第１可変抵抗層３２および第２可変抵抗層３５中での拡散速度は、第
１可変抵抗層３２および第２可変抵抗層３５にドープされた不純物と金属原子との化学結
合の強さに依存して変調することもできる。
【００７６】
　第１電極の表面に対して垂直な第１の方向に、第１可変抵抗層、第２電極、…第ｎ電極
、第ｎ可変抵抗層、第（ｎ＋１）電極（ｎは２以上の自然数）の順に積み重ねられ、前記
第２電極と前記第１電極との間に配置され、前記第２電極から供給される金属に基づいて
第１導電性フィラメントが成長可能な第１可変抵抗層と、前記第ｎ電極と前記第（ｎ＋１
）電極との間に配置され、前記第（ｎ＋１）電極から供給される金属に基づいて、前記第
１導電性フィラメントと成長速度の異なる第ｎ導電性フィラメントが成長可能な第ｎ可変
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抵抗層（ｎは２以上の自然数）とを備え、前記第１電極層と前記第ｎ＋１電極層との間を
複数の導電性フィラメントが電気的に直列に接続する構造を有することで、段階的な抵抗
変化をすることを特徴とする４値以上の不揮発性抵抗変化素子を実現することができる。
【００７７】
（第４実施形態）
　図１０（ａ）は、第４実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子の第１のオン状態を示す断
面図、図１０（ｂ）は、第４実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子のオフ状態を示す断面
図である。
　図１０（ａ）において、この不揮発性抵抗変化素子では、第１電極４１、第１可変抵抗
層４２、拡散防止層４３、第２電極４４、第２可変抵抗層４５および第３電極４６が順次
積層されている。ここで、第１電極４１は図１の第３電極１６の構成と同様である。第２
電極４４は図１の第２電極１３の構成と同様である。第３電極４６は図１の第１電極１１
の構成と同様である。第１可変抵抗層４２は図１の第２可変抵抗層１５の構成と同様であ
る。第２可変抵抗層４５は図１の第１可変抵抗層１２の構成と同様である。拡散防止層４
３は図１の拡散防止層１４の構成と同様である。
【００７８】
　そして、第１電極４１に対して第３電極４６が負となる電圧を印加することにより、第
１電極４１に含まれる金属（原子あるいはイオン）が第１可変抵抗層４２に拡散し、導電
性フィラメント４７が形成される。導電性フィラメント４７は金属からなるため導電性が
高く、導電性フィラメント４７が形成されていない状態よりも第１可変抵抗層４２の抵抗
が低くなる。
【００７９】
　図１０（ａ）の状態から、第１電極４１に対して第３電極４６が正となる電圧を印加す
ると、図１０（ｂ）に示すように、第１可変抵抗層４２に存在する金属（原子あるいはイ
オン）が第１電極４１側に戻り導電性フィラメント４７が消滅する。この結果、図１０（
ａ）の状態よりも第１可変抵抗層４２の抵抗は高くなる。
【００８０】
　図１０（ｂ）の状態から第１電極４１に対して第３電極４６が負となる電圧をさらに印
加すると、図１０（ａ）に示すように、導電性フィラメント４７が再度形成される。すな
わち、図１０（ａ）の状態と図１０（ｂ）の状態とは可逆的に制御可能である。そして、
これら二つの状態をそれぞれオン状態およびオフ状態に対応させることで、２値の不揮発
性抵抗変化メモリを実現することができる。
【００８１】
　また、第１可変抵抗層４２に導電性フィラメント４７を形成した後、導電性フィラメン
ト４７とは別個に第２可変抵抗層４５に導電性フィラメントを形成したり消滅させたりす
ることができる。そして、第１可変抵抗層４２および第２可変抵抗層４５に導電性フィラ
メントが形成されていない状態をオフ状態、第１可変抵抗層４２に導電性フィラメント４
７が形成されている状態を第１のオン状態、第１可変抵抗層４２および第２可変抵抗層４
５に導電性フィラメントが形成されている状態を第２のオン状態に対応させると、これら
の３つの状態を可逆的に変化させることができ、３値の不揮発性抵抗変化メモリが実現で
きる。
【００８２】
　次に、図１０（ａ）の不揮発性抵抗変化素子の製造方法について説明する。
　第１電極４１をＳｉ中で拡散速度の速い金属、例えばＡｇから構成し、第１可変抵抗層
４２としてアモルファスシリコンあるいはポリシリコンを堆積する。次に、第１可変抵抗
層４２上に拡散防止層４３を積層する。
【００８３】
　その後、第２電極４となる金属、たとえばＳｉ中での拡散速度の遅いＴｉを堆積する。
その上に、第２可変抵抗層４５としてアモルファスシリコンあるいはポリシリコンを堆積
する。さらに、第２可変抵抗層４５上に第３電極４６として、例えば、シート抵抗が３～
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３×１０３Ω／□となるようにｐ型Ｓｉを形成する。
【００８４】
　以上、本発明を具体例に基づいて詳細に説明したが、本発明は上記具体例に限定される
ものではなく、本発明の範疇を逸脱しない限りにおいて、あらゆる変形や変更が可能であ
る。例えば、可変抵抗層であるアモルファスシリコンあるいはポリシリコンにＢ、Ｐ、Ａ
ｓ、ＢＦ２などをイオン注入することにより、可変抵抗層の比抵抗を変化させて可変抵抗
層中での電子と正孔の拡散速度を制御しても良い。
【００８５】
　さらに、可変抵抗層にドープされた不純物と金属原子との化学結合の強さに依存して、
可変抵抗層中での金属原子の拡散速度を変調することもできる。以上で述べたフィラメン
トの形成および消滅の物理的原理に則った動作を実現するために、各電極層の可変抵抗層
内での拡散速度の異なる金属を用いるようにしてもよいし、可変抵抗層の電気抵抗率を制
御するようにしてもよいし、誘電率を制御した拡散防止層を用いるようにしてもよい。
【００８６】
　すなわち、各可変抵抗層内で拡散速度の異なる金属から形成された複数の導電性フィラ
メントが第１電極層と第３電極層との間を直列に接続する構造を採用することにより、各
実施形態で説明した方法で多値化が実現できる。また、本発明はメモリセル単体の技術に
かかわり、そのメモリセルの接続方法には依存せず、どのような回路であっても本発明は
適用可能である。
【００８７】
（第５実施形態）
　図１１（ａ）は、第５実施形態に係る不揮発性抵抗変化素子が適用されるメモリセルア
レイの概略構成を示す平面図、図１１（ｂ）は、図１１（ａ）のメモリセルアレイのクロ
スポイント部分の概略構成を示す断面図である。
　図１１において、メモリセルアレイ５０には、下部配線５１が列方向に形成され、上部
配線５４が行方向に形成されている。そして、下部配線５１と上部配線５４との間のクロ
スポイント部分には、整流素子５２を介してメモリセル５３が配置されている。ここで、
メモリセル５３は、例えば、図１、図５または図７の不揮発性抵抗変化素子を用いること
ができる。また、メモリセルアレイ５０の周辺には、行選択を行う制御部５５および列選
択を行う制御部５６が設けられている。
【００８８】
　図１２は、図１１のメモリセルアレイにおける選択セルの書き込み時の電圧設定方法を
示す平面図である。
　図１２において、選択セルの書き込みを行う場合、選択列の下部配線５１にセット電圧
Ｖｓｅｔを印加し、非選択列の下部配線５１にセット電圧Ｖｓｅｔの１／２の電圧を印加
する。また、選択行の上部配線５４に０Ｖを印加し、非選択行の上部配線５４にセット電
圧Ｖｓｅｔの１／２の電圧を印加する。
【００８９】
　この結果、選択列および選択行で指定される選択セルにはセット電圧Ｖｓｅｔが印加さ
れ、書き込みが行われる。一方、非選択列および選択行で指定される半選択セルにはセッ
ト電圧Ｖｓｅｔの１／２の電圧が印加され、書き込みが禁止される。また、選択列および
非選択行で指定される半選択セルにはセット電圧Ｖｓｅｔの１／２の電圧が印加され、書
き込みが禁止される。また、非選択列および非選択行で指定される非選択セルには０Ｖが
印加され、書き込みが禁止される。
【００９０】
　図１３は、図１１のメモリセルアレイにおける選択セルの読み出し時の電圧設定方法を
示す平面図である。
　図１３において、選択セルの読み出しを行う場合、選択列の下部配線５１にリード電圧
Ｖｒｅａｄの１／２の電圧を印加し、非選択列の下部配線５１に０Ｖを印加する。また、
選択行の上部配線５４にリード電圧Ｖｒｅａｄの－１／２の電圧を印加し、非選択行の上
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【００９１】
　この結果、選択列および選択行で指定される選択セルにはリード電圧Ｖｒｅａｄが印加
され、読み出しが行われる。一方、非選択列および選択行で指定される半選択セルにはリ
ード電圧Ｖｒｅａｄの－１／２の電圧が印加され、読み出しが禁止される。また、選択列
および非選択行で指定される半選択セルにはリード電圧Ｖｒｅａｄの１／２の電圧が印加
され、読み出しが禁止される。また、非選択列および非選択行で指定される非選択セルに
は０Ｖが印加され、読み出しが禁止される。
【００９２】
　図１４は、図１１のメモリセルアレイにおける選択セルの消去時の電圧設定方法を示す
平面図である。
　図１４において、選択セルの消去を行う場合、選択列の下部配線５１にリセット電圧Ｖ
ｒｅｓｅｔを印加し、非選択列の下部配線５１にリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔの１／２の電
圧を印加する。また、選択行の上部配線５４に０Ｖを印加し、非選択行の上部配線５４に
リセット電圧Ｖｒｅｓｅｔの１／２の電圧を印加する。
【００９３】
　この結果、選択列および選択行で指定される選択セルにはリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔが
印加され、消去が行われる。一方、非選択列および選択行で指定される半選択セルにはリ
セット電圧Ｖｒｅｓｅｔの１／２の電圧が印加され、消去が禁止される。また、選択列お
よび非選択行で指定される半選択セルにはリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔの１／２の電圧が印
加され、消去が禁止される。また、非選択列および非選択行で指定される非選択セルには
０Ｖが印加され、消去が禁止される。
【００９４】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００９５】
　１１、２１、３１、４１　第１電極、１２、２２、３２、４２　第１可変抵抗層、１３
、２３、３３、４４　第２電極、１４、２４、３４、４３　拡散防止層、１５、２５、３
５、４５　第２可変抵抗層、１６、２６、３６、４６　第３電極、１７、１８、２７、２
８、３７、３８、４７　導電性フィラメント、５０　メモリセルアレイ、５１　下部配線
、５２　整流素子、５３　メモリセル、５４　上部配線、５５、５６　制御部
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