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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の電極と、
　前記一対の電極の間に形成された抵抗体層と、を含み、
　前記抵抗体層は、Ｙｘ（Ｔｉ１－ａＺｒａ）１－ｘＯ２（０．０６≦ｘ≦０．１５、０
＜ａ＜１）で表される遷移金属酸化物からなり、
　前記遷移金属酸化物は、酸素欠陥を有する、可変抵抗素子。
【請求項２】
　請求項１において、
　抵抗変化型メモリに用いられる、可変抵抗素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可変抵抗素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高速動作、高集積化、低消費電力が可能な不揮発性メモリの一つとしてＲＲＡＭ
（Resistance Random Access Memory）が注目されている。ＲＲＡＭは、一般に、金属酸
化物などの膜にパルス電圧を印加すると、膜の抵抗が可逆的に変化することを利用してい
る。即ち、ＲＲＡＭは、印加するパルス電圧の極性や大きさを変化させて可変抵抗素子の
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抵抗値を設定することによってデータを不揮発に保持できる。このようなＲＲＡＭを構成
する抵抗体層の材料としては、例えばマンガン（Ｍｎ）を含む酸化物が開示されている（
特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平８－１３３８９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、ＲＲＡＭなどの抵抗変化型メモリに適用できる新規な可変抵抗素子を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明に係る可変抵抗素子は、
　一対の電極と、
　前記一対の電極の間に形成された抵抗体層と、を含み、
　前記抵抗体層は、ＹｘＡ１－ｘＯ２（０≦ｘ≦０．３）で表される遷移金属酸化物から
なり、
　前記Ａは、仕事関数の異なる少なくとも２種の遷移金属元素を表し、
　前記遷移金属酸化物は、酸素欠陥を有する。
【０００５】
　本発明に係る可変抵抗素子によれば、前記Ａに含まれる２種以上の前記遷移金属元素の
組成比を変えることにより、前記電極間の抵抗値を最適な値にすることができる。このた
め、本発明に係る可変抵抗素子は、抵抗変化型メモリに好適に用いられる。
【０００６】
　本発明に係る可変抵抗素子において、
　前記Ａは、チタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、およびハフニウム（Ｈｆ）のうち
の少なくとも２種であることができる。
【０００７】
　但し、前記Ａがジルコニウム（Ｚｒ）およびハフニウム（Ｈｆ）である場合には、０＜
ｘ≦０．３である。
【０００８】
　本発明に係る可変抵抗素子において、
　前記遷移金属酸化物は、Ｙｘ（Ｔｉ１－ａＺｒａ）１－ｘＯ２（０≦ｘ≦０．３、０＜
ａ＜１）で表されることができる。
【０００９】
　本発明に係る可変抵抗素子において、
　前記遷移金属酸化物は、Ｙｘ（Ｔｉ１－ｂＨｆｂ）１－ｘＯ２（０≦ｘ≦０．３、０＜
ｂ＜１）で表されることができる。
【００１０】
　本発明に係る可変抵抗素子において、
　前記遷移金属酸化物は、Ｙｘ（Ｚｒ１－ｃＨｆｃ）１－ｘＯ２（０＜ｘ≦０．３、０＜
ｃ＜１）で表されることができる。
【００１１】
　本発明に係る可変抵抗素子において、
　前記Ａは、少なくともチタン（Ｔｉ）を含むことができる。
【００１２】
　本発明に係る可変抵抗素子において、
　０．０３≦ｘ≦０．１５であることができる。
【００１３】
　本発明に係る可変抵抗素子において、
　抵抗変化型メモリに用いられることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明に好適な実施形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１５】
　１．　まず、本実施形態に係る可変抵抗素子１０について説明する。図１は、本実施形
態に係る可変抵抗素子１０を概略的に示す断面図である。
【００１６】
　可変抵抗素子１０は、基体１上に形成されている。可変抵抗素子１０は、一対の電極１
２，１６と、一対の電極１２，１６の間に形成された抵抗体層１４と、を含む。例えば、
可変抵抗素子１０は、基体１上に形成された第１電極１２と、第１電極１２上に形成され
た抵抗体層１４と、抵抗体層１４上に形成された第２電極１６と、を含むことができる。
なお、本発明において、一対の電極１２，１６の間に抵抗体層１４が形成されている場合
とは、一対の電極１２，１６のうちの少なくとも一方と抵抗体層１４との間に別の層（図
示せず）が形成されている場合や、抵抗体層１４の１つの面上に一対の電極１２，１６が
共に形成され、電極同士は物理的に離れている場合（図示せず）などを含んでいる。
【００１７】
　基体１としては、可変抵抗素子１０を適用する装置によって異なるものを用いることが
できる。例えば可変抵抗素子１０をＲＲＡＭに適用する場合には、後述するように、基体
１としては、ＭＯＳトランジスタなどが形成された半導体基板等を用いることができる。
【００１８】
　可変抵抗素子１０を安定的に動作させるためには、電極１２，１６の材料と抵抗体層１
４の材料の組み合わせを適切に選択することが重要である。即ち、まず、製造プロセスに
おいて、表面モフォロジーが滑らかで、界面間の相互原子拡散の少ない安定した電極材料
を選択する。そして、選択した電極材料に対して、最適なバンドオフセットを有する抵抗
体層１４の材料を選択する。このようにすることで、可変抵抗素子１０は、良好な特性を
有することになる。つまり、上記バンドオフセットを可変的に自由に設定できれば、材料
選択上の自由度が広がり、大きな利点となる。
【００１９】
　第１電極１２の材料としては、例えば、Ｐｔ、Ｉｒ、Ｒｕ等の白金族金属、該白金族金
属を含む合金、該白金族金属の酸化物、ＳＲＯ（ＳｒＲｕＯ３）やＬＳＣＯ（（Ｌａ，Ｓ
ｒ）ＣｏＯ３）、ＬａＮｉＯ３等の導電性酸化物などを用いることができる。第２電極１
６の材料としては、第１電極１２と同様の材料を用いることができる。
【００２０】
　抵抗体層１４は、酸素欠陥を有する遷移金属酸化物からなる。酸素欠陥を有する遷移金
属酸化物は、例えば、結晶内の遷移金属の一部を、より価数の小さい遷移金属元素で置換
することによって形成される。例えばＴｉ（＋４価）、Ｚｒ（＋４価）、Ｈｆ（＋４価）
などに対するＹ（＋３価）がその一例である。即ち、遷移金属サイトの平均価数が小さく
なると、電荷中性の原理により酸素原子が抜けることによって酸素欠陥が発生する。この
とき系は、絶縁性を保ち安定している。
【００２１】
　本実施形態に係る遷移金属酸化物は、ＹｘＡ１－ｘＯ２（０≦ｘ≦０．３）として表さ
れる。ＹｘＡ１－ｘＯ２（以下「ＹＡＯ」ともいう）は、安定した膜厚および抵抗率の薄
膜を提供でき、抵抗体層１４として好適に用いられる。
【００２２】
　上記元素Ａは、仕事関数の異なる少なくとも２種の遷移金属元素を表している。元素Ａ
は、例えば、チタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、およびハフニウム（Ｈｆ）のうち
の少なくとも２種であることができる。但し、元素Ａがジルコニウム（Ｚｒ）およびハフ
ニウム（Ｈｆ）である場合には、ｘは０より大きい、即ち、本実施形態に係る遷移金属酸
化物はイットリウム（Ｙ）を含む。なお、Ｔｉの仕事関数は、４．８ｅｖであり、Ｚｒの
仕事関数は、４．１ｅＶであり、Ｈｆの仕事関数は、３．９ｅＶである。例えば、元素Ｘ
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とＹの合金をＸｚＹ１－ｚ（０≦ｚ≦１）で表す場合に、その合金の仕事関数Ｗは、元素
Ｘ、Ｙの仕事関数をそれぞれＷＸ、ＷＹとすると、近似的に以下の式で表される。
Ｗ＝ｚ×ＷＸ＋（１－ｚ）×ＷＹ

【００２３】
　このことは、遷移金属酸化物でも近似的に成り立つ。従って、本実施形態に係るＹＡＯ
においても、元素ＡとしてＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆなどのうちの複数の元素を選択することで、
ＹＡＯ全体の仕事関数をコントロールすることができる。即ち、ＹＡＯ全体の仕事関数は
、遷移金属Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆなどの組成比によってコントロールすることができる。
【００２４】
　元素ＡがＴｉおよびＺｒである場合には、本実施形態に係る遷移金属酸化物は、Ｙｘ（
Ｔｉ１－ａＺｒａ）１－ｘＯ２（０≦ｘ≦０．３、０＜ａ＜１）として表される。Ｚｒ組
成ａを増加させることにより、可変抵抗素子１０の電極間の抵抗値を増加させることがで
きる。また、元素ＡがＴｉおよびＨｆである場合には、本実施形態に係る遷移金属酸化物
は、Ｙｘ（Ｔｉ１－ｂＨｆｂ）１－ｘＯ２（０≦ｘ≦０．３、０＜ｂ＜１）として表され
る。Ｈｆ組成ｂを増加させることにより、可変抵抗素子１０の電極間の抵抗値を増加させ
ることができる。また、元素ＡがＺｒおよびＨｆである場合には、本実施形態に係る遷移
金属酸化物は、Ｙｘ（Ｚｒ１－ｃＨｆｃ）１－ｘＯ２（０＜ｘ≦０．３、０＜ｃ＜１）と
して表される。Ｈｆ組成ｃを増加させることにより、可変抵抗素子１０の電極間の抵抗値
を増加させることができる。
【００２５】
　また、上述したＹＡＯにおいてｘ＝０の場合、即ち、本実施形態に係る遷移金属酸化物
がイットリウム（Ｙ）を含まない場合には、元素Ａが少なくともＴｉを含むことにより、
遷移金属酸化物は、室温中の安定した状態で既に多数の酸素欠陥を有することができる。
これは、チタン（Ｔｉ）のイオン半径がジルコニウム（Ｚｒ）やハフニウム（Ｈｆ）など
に比べ小さいため、遷移金属酸化物の結晶の格子定数が、前記ＡにＴｉを含まない結晶よ
りも小さいからである。従って、ＹＡＯにおいてｘ＝０であり、元素Ａが少なくともＴｉ
を含むＹＡＯも、抵抗体層１４として好適に用いられる。
【００２６】
　本実施形態に係る遷移金属酸化物の酸素欠陥の量は、例えば、元素Ａの酸化物（ＡＯ２

）のＡをイットリウム（Ｙ）で置換する量を増やすことで増加させることができる。酸素
欠陥の量は、少なすぎると可変抵抗素子１０の抵抗変化率を高くすることができないが、
逆に多すぎると遷移金属酸化物の結晶が乱れてくるため、抵抗変化率が低くなる。本実施
形態におけるＹによる置換量、即ち、ＹＡＯ：ＹｘＡ１－ｘＯ２におけるＹの組成ｘの範
囲は、０＜ｘ≦０．３、好ましくは０．０３≦ｘ≦０．１５である。イットリウムの組成
ｘがこの範囲にあることにより、高い抵抗変化率を得ることができる。可変抵抗素子１０
を例えばＲＲＡＭに適用する場合には、抵抗変化率は高いほど好ましいため、酸素欠陥は
、抵抗変化率が最大となる量であることが好ましい。これは、例えばＹの組成ｘを抵抗変
化率が最大となる値に調整することで達成できる。なお、上記ＹｘＡ１－ｘＯ２は、酸素
欠陥を有しない状態での遷移金属酸化物を表している。酸素欠陥を有する状態での本実施
形態に係る遷移金属酸化物は、電荷中性の原理により、ＹｘＡ１－ｘＯ２－（ｘ／２）－

α（０≦ｘ≦０．３、０＜α＜２）として表される。但し、αは、元素Ａの酸化物（ＡＯ

２）が室温中の安定した状態で有する酸素欠陥の量を表している。
【００２７】
　２．　次に、本実施形態に係る可変抵抗素子１０の製造方法について説明する。
【００２８】
　（１）まず、基体１上に、スパッタ法などにより第１電極１２を形成する。次に、第１
電極１２上に、酸素欠陥を有する遷移金属酸化物からなる抵抗体層１４を形成する。抵抗
体層１４は、例えば、スパッタ法、ゾル・ゲル法などにより形成される。
【００２９】
　スパッタ法を用いる場合には、所望の組成比となるターゲットを用いて酸素雰囲気中で
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成膜することにより抵抗体層１４を形成することができる。ターゲットの組成比は、所望
のＹｘＡ１－ｘＯ２におけるイットリウム（Ｙ）や元素Ａ（例えばＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆ等）
の各組成の比とすることができる。
【００３０】
　ゾル・ゲル法を用いる場合には、所望の組成比となるように原料溶液を混合して調製し
、調製溶液を基体１上に塗布した後、熱処理することにより、抵抗体層１４を形成するこ
とができる。調製溶液の組成比は、所望のＹｘＡ１－ｘＯ２におけるイットリウム（Ｙ）
や元素Ａ（例えばＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆ等）の各組成の比とすることができる。
【００３１】
　次に、抵抗体層１４上に、スパッタ法などにより第２電極１６を形成する。次に、必要
に応じて、リソグラフィー技術およびエッチング技術を用いて、第２電極１６、抵抗体層
１４、および第１電極１２をそれぞれパターニングすることができる。
【００３２】
　３．　本実施形態に係る可変抵抗素子１０によれば、ＹＡＯにおける元素Ａに含まれる
２種以上の遷移金属元素の組成比を変えることにより、電極間の抵抗値を所望の値に設定
することができる。この理由は以下のように考えられる。
【００３３】
　ＹＡＯにおいて、仕事関数の異なる遷移金属元素（Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆなど）の組成比を
変えると、ＹＡＯのバンドギャップが変わる。具体的には、仕事関数が大きい遷移金属元
素が多いほど、ＹＡＯのバンドギャップは小さくなる傾向にある。これにより、可変抵抗
素子１０の電極間のバンドオフセットが変わり、抵抗値が変わるものと推測される。具体
的には、ＹＡＯのバンドギャップが大きいほど、可変抵抗素子１０の電極間のバンドオフ
セットが大きくなり、抵抗値は大きなものとなる。抵抗体層１４として用いられる遷移金
属酸化物（ＹＡＯ）のバンドギャップは、該遷移金属酸化物の仕事関数で主に決定される
。即ち、抵抗体層１４のコンダクションバンドのボトムを構成する原子軌道を有する元素
の仕事関数が、バンドギャップを決定する。このバンドギャップが、抵抗体層１４と電極
１２，１６との間のバンドオフセットに対応する。なお、ＴｉＯ２のバンドギャップは、
３．２ｅＶであり、ＺｒＯ２のバンドギャップは、５．０ｅＶであり、ＨｆＯ２のバンド
ギャップは、５．６ｅＶである。例えば、元素ＸとＹの合金をＸｚＹ１－ｚ（０≦ｚ≦１
）で表す場合に、その合金のバンドギャップＥは、元素Ｘ、Ｙのバンドギャップをそれぞ
れＥＸ、ＥＹとすると、近似的に以下の式で表される。
Ｅ＝ｚ×ＥＸ＋（１－ｚ）×ＥＹ

【００３４】
　このことは、遷移金属酸化物でも近似的に成り立つ。従って、本実施形態に係るＹＡＯ
においても、元素ＡとしてＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆなどのうちの複数の元素を選択することで、
ＹＡＯ全体のバンドギャップをコントロールすることができる。即ち、ＹＡＯ全体のバン
ドギャップは、遷移金属Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆなどの組成比によってコントロールすることが
できる。
【００３５】
　例えば、可変抵抗素子１０をＲＲＡＭなどの抵抗変化型メモリに適用する場合には、抵
抗値が低過ぎると消費電力が増大し、逆に、抵抗値が高過ぎると、電流値が小さくなりＳ
Ｎ比が低下する。上述したように本実施形態に係る可変抵抗素子１０によれば、抵抗値を
最適な値にすることができるため、本実施形態に係る可変抵抗素子１０は、抵抗変化型メ
モリに好適に用いられる。
【００３６】
　さらに本実施形態に係る可変抵抗素子１０によれば、高い抵抗変化率を提供することが
できる。このことからも、本実施形態の可変抵抗素子１０は、ＲＲＡＭなどの抵抗変化型
メモリに好適であると言える。
【００３７】
　本実施形態に係る可変抵抗素子１０においては、以下の理由で抵抗が可逆的に変化する
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ものと推測される。即ち、例えば、結晶内の酸素欠陥が外部電圧によって電極付近に移動
すると、電極界面付近でのバンドオフセットが低下することにより、トンネリングによる
電子の注入量が増加して、電気抵抗が減少するものと推測される。逆に、結晶内の酸素欠
陥が外部電圧によって電極付近から離れると、電極界面付近でのバンドオフセットが増加
することにより、トンネリングによる電子の注入量が減少して、電気抵抗が増加するもの
と推測される。
【００３８】
　遷移金属酸化物中の酸素欠陥は、実効的にプラスイオンとして振る舞い、マイナス電極
側に移動する。また反対に、酸素原子自身は、実効的にマイナスイオンとして振る舞い、
プラス電極側に移動する。遷移金属酸化物中において、遷移金属と酸素はイオン結合によ
り結び付いているため、例えば共有結合などで結び付いている場合に比べ、酸素欠陥や酸
素原子は動きやすい。酸素欠陥や酸素原子を動かす外部電圧には閾値Ｖ０があり、閾値Ｖ

０以上の電圧が印加されると、酸素欠陥および酸素原子はそれぞれの電極に向かって移動
する。閾値Ｖ０以上の電圧ＶＷを印加することにより信号情報の記録を行うことができる
。また、閾値Ｖ０より低い電圧ＶＲでは、酸素欠陥および酸素原子は移動することはない
。この電圧ＶＲで抵抗値の測定を行うことにより信号情報の読み出しを行うことができる
。また、例えばＶＷやＶＲとは逆方向の電圧－ＶＥを印加することにより、片方の電極側
における酸素欠陥の集積が解消され、記録情報のリセットを行うことができる。但し、Ｖ

Ｅ＞Ｖ０が好ましい。
【００３９】
　信号の初期化・記録・消去は、例えば可変抵抗素子１０の電極間にパルスジェネレータ
から電圧パルスを印加して行うことができる。抵抗値はパラメータアナライザでＩ－Ｖ特
性を測定して求められる。まず、可変抵抗素子１０に＋ＶＩと－ＶＩの間を変化する初期
化パルス電圧（例えばパルス幅１００ｎｓｅｃ、デューティー比５０％）を加え、信号の
初期化を行う。次に、信号記録前の抵抗値をＤＣ電圧ＶＲで測定する。次に、順方向のパ
ルス電圧ＶＷを加えて信号を記録する。次に、信号記録後の抵抗値をＤＣ電圧ＶＲで測定
する。次に、逆方向のパルス電圧－ＶＥを電極間に加えて、信号の消去を行う。
【００４０】
　各電圧を例示すると、以下のようである。信号初期化電圧ＶＩは４．０Ｖ、信号書き込
み電圧ＶＷは３．０Ｖ、信号読み出し電圧ＶＲは０．８Ｖ、信号消去電圧ＶＥは３．０Ｖ
である。信号書き込み時および消去時の基準電圧は０Ｖである。各電圧パルス形状は、例
えば、パルス幅５０ｎｓｅｃ、デューティー比５０％、時間長さ１μｓｅｃである。なお
、信号の初期化は１ｓｅｃで行われることができる。
【００４１】
　本実施形態に係る可変抵抗素子１０の抵抗変化率は、下記の式で求められる。
　抵抗変化率（％）＝｜（信号記録後の抵抗値）－（信号記録前の抵抗値）｜／（信号記
録前の抵抗値）×１００
【００４２】
　４．　次に、実験例について説明する。
【００４３】
　４．１．　まず、第１の実験例について説明する。
【００４４】
　本実験例では、抵抗体層１４を構成する遷移金属酸化物として、Ｙｘ（Ｔｉ１－ａＺｒ

ａ）１－ｘＯ２（以下「ＹＴＺＯ」ともいう）を用いた。本実験例では、ＹＴＺＯにおけ
るジルコニウム（Ｚｒ）の組成ａによって可変抵抗素子１０の電極間の抵抗値が変化する
ことを示す。実験サンプルとしては、以下のものを用いた。
【００４５】
　基体１としては、表面に酸化シリコン層を有するシリコン基板を用いた。可変抵抗素子
１０としては、膜厚２００ｎｍの白金からなる第１電極１２、膜厚５０ｎｍのＹＴＺＯか
らなる抵抗体層１４、および膜厚１００ｎｍの白金からなる第２電極１６を有するものを
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用いた。ＹＴＺＯにおけるｘは、０．１０とした。第１電極１２および第２電極１６の成
膜には、１５０ＷのＤＣスパッタ法を用いた。抵抗体層１４の成膜には、２００ＷのＲＦ
スパッタ法を用いた。スパッタリングガスとしては、アルゴンを用い、ガス圧は２×１０
－３Ｔｏｒｒとした。第１電極１２、抵抗体層１４、および第２電極１６の平面形状は、
１０．０μｍ×１０．０μｍとした。
【００４６】
　本実験例では、ＹＴＺＯにおけるＺｒの組成ａを変えて複数のサンプルを形成し、各サ
ンプルの抵抗値を測定した。その結果を表１に示す。なお、抵抗値（％）は、Ｚｒ組成ａ
＝０の際の抵抗値を基準（１００％）として記載してある。
【００４７】
【表１】

【００４８】
　表１から、Ｚｒ組成ａを増加させることにより、抵抗値は比例して増加することが確認
された。従って、例えばＹＴＺＯでは、Ｚｒ組成ａを変化させることにより、抵抗値を自
由にコントロールできることが確認された。
【００４９】
　４．２．　次に、第２の実験例について説明する。
【００５０】
　本実験例では、抵抗体層１４を構成する遷移金属酸化物として、Ｙｘ（Ｔｉ１－ｂＨｆ

ｂ）１－ｘＯ２（以下「ＹＴＨＯ」ともいう）を用いた。本実験例では、ＹＴＨＯにおけ
るハフニウム（Ｈｆ）の組成ｂによって可変抵抗素子１０の電極間の抵抗値が変化するこ
とを示す。本実験サンプルに関して、抵抗体層１４がＹＴＨＯからなる点以外については
、上述した第１の実験例と同様とした。
【００５１】
　ＹＴＨＯにおけるＨｆの組成ｂを変えた各サンプルの抵抗値の測定結果を表２に示す。
なお、抵抗値（％）は、Ｈｆ組成ｂ＝０の際の抵抗値を基準（１００％）として記載して
ある。
【００５２】

【表２】

【００５３】
　表２から、Ｈｆ組成ｂを増加させることにより、抵抗値は比例して増加することが確認
された。従って、例えばＹＴＨＯでは、Ｈｆ組成ｂを変化させることにより、抵抗値を自
由にコントロールできることが確認された。
【００５４】
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　４．３．　次に、第３の実験例について説明する。
【００５５】
　本実験例では、抵抗体層１４を構成する遷移金属酸化物として、Ｙｘ（Ｚｒ１－ｃＨｆ

ｃ）１－ｘＯ２（以下「ＹＺＨＯ」ともいう）を用いた。本実験例では、ＹＺＨＯにおけ
るハフニウム（Ｈｆ）の組成ｃによって可変抵抗素子１０の電極間の抵抗値が変化するこ
とを示す。本実験サンプルに関して、抵抗体層１４がＹＺＨＯからなる点以外については
、上述した第１の実験例と同様とした。
【００５６】
　ＹＺＨＯにおけるＨｆの組成ｃを変えた各サンプルの抵抗値の測定結果を表３に示す。
なお、抵抗値（％）は、Ｈｆ組成ｃ＝０の際の抵抗値を基準（１００％）として記載して
ある。
【００５７】
【表３】

【００５８】
　表３から、Ｈｆ組成ｃを増加させることにより、抵抗値は比例して増加することが確認
された。従って、例えばＹＺＨＯでは、Ｈｆ組成ｃを変化させることにより、抵抗値を自
由にコントロールできることが確認された。
【００５９】
　４．４．　次に、第４の実験例について説明する。
【００６０】
　本実験例では、抵抗体層１４を構成する遷移金属酸化物として、Ｙｘ（Ｔｉ１－ａＺｒ

ａ）１－ｘＯ２：ＹＴＺＯを用いた場合の実験例について説明する。
【００６１】
　この実験例では、ＹＴＺＯにおけるイットリウムの組成ｘによって上述した抵抗変化率
が変化することを示す。本実験例では、ＹＴＺＯにおけるＺｒ組成ａを０．５０とし、Ｙ
組成ｘを０から０．３５まで変化させて、複数の実験サンプルを形成した。なお、実験サ
ンプルに関するそれ以外の点については、上述した第１の実験例と同様とした。各サンプ
ルの抵抗変化率の測定結果を表４に示す。
【００６２】
【表４】

【００６３】
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　表４から、イットリウム（Ｙ）の組成ｘは、好ましくは０＜ｘ≦０．３、より好ましく
は０．０３≦ｘ≦０．１５であることが確認された。また、Ｙ組成ｘ＝０である場合、即
ち、抵抗体層１４を構成する遷移金属酸化物がイットリウム（Ｙ）を含まない場合にも、
該遷移金属酸化物がＴｉを含むことにより、十分な抵抗変化率を得られることが確認され
た。
【００６４】
　５．　次に、本実施形態に係る可変抵抗素子１０を適用した抵抗変化型メモリ１００に
ついて説明する。図２は、抵抗変化型メモリ１００を概略的に示す断面図である。
【００６５】
　抵抗変化型メモリ１００は、基体１と、基体１上に形成された可変抵抗素子１０と、を
含む。可変抵抗素子１０は、複数配列されてメモリセルアレイを構成することができる。
【００６６】
　基体１は、例えば、半導体基板２０、半導体基板２０上に形成された層間絶縁層２４、
層間絶縁層２４上に形成された絶縁層２９などを含む。
【００６７】
　半導体基板２０としては、例えばシリコン基板を用いることができる。半導体基板２０
には、可変抵抗素子１０の駆動回路や周辺回路などが形成されている。半導体基板２０に
は、例えば、素子分離領域２２やＭＯＳトランジスタ３０などの回路素子が形成されてい
る。ＭＯＳトランジスタ３０は、ゲート絶縁層３２と、ゲート電極３４と、ソース／ドレ
イン領域を構成する不純物層３６，３８と、を有する。層間絶縁層２４としては、例えば
酸化シリコン層を用いることができる。層間絶縁層２４には、不純物層３６，３８と接続
されるコンタクト部（プラグ）２６が形成されている。コンタクト部２６上には配線層２
８が形成されている。層間絶縁層２４上には、例えば、酸素バリア性、水素バリア性、高
密着性などを有する絶縁層２９が形成されている。絶縁層２９としては、例えば酸化チタ
ン層を用いることができる。絶縁層２９上のメモリセル領域には、複数の可変抵抗素子１
０が形成されている。
【００６８】
　本実施形態に係る抵抗変化型メモリ１００では、例えば上述した方法によって可変抵抗
素子１０に電圧を印加し、その抵抗値を測定することによって、信号（情報）の記録（書
き込み）、読み出し、消去を行うことができる。
【００６９】
　６．　上記のように、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の新規事項
および効果から実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは当業者には容易に理解
できよう。従って、このような変形例はすべて本発明の範囲に含まれるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本実施形態に係る可変抵抗素子を概略的に示す断面図。
【図２】本実施形態に係る抵抗変化型メモリを概略的に示す断面図。
【符号の説明】
【００７１】
１　基体、１０　可変抵抗素子、１２　第１電極、１４　抵抗体層、１６　第２電極、２
０　半導体基板、２２　素子分離領域、２４　層間絶縁層、２６　コンタクト部、２８　
配線層、２９　絶縁層、３０　トランジスタ、３２　ゲート絶縁層、３４　ゲート電極、
３６，３８　不純物層，１００　抵抗変化型メモリ
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