
JP 4696715 B2 2011.6.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの電極に異なる極性の電圧を印加することにより、抵抗状態が高抵抗状態と低抵抗
状態との間を可逆的に変化する可変抵抗素子を備え、
　前記可変抵抗素子から成るメモリセルを複数有し、前記メモリセルに情報を記憶させる
記憶装置であって、
　前記可変抵抗素子の特性変動の指標となる評価値を計測する、計測手段を備え、
　前記計測手段で計測された前記評価値が、所定の値に達したときには、前記可変抵抗素
子に対して、情報を記録する際に印加される電圧パルスよりも幅の長い、電圧パルスを印
加して、特性を復元させる過程が行われる
　ことを特徴とする記憶装置。
【請求項２】
　前記可変抵抗素子を高抵抗状態から低抵抗状態に変化させる動作を、書き込みと定義し
たとき、前記評価値として、前記書き込みの回数が計測されることを特徴とする請求項１
に記載の記憶装置。
【請求項３】
　前記評価値として、前記可変抵抗素子の、高抵抗状態の抵抗値、低抵抗状態の抵抗値、
低抵抗状態の抵抗値に対する高抵抗状態の抵抗値の比、のいずれかが計測されることを特
徴とする請求項１に記載の記憶装置。
【請求項４】
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　複数の前記メモリセルを単位として前記評価値が計測され、前記可変抵抗素子を高抵抗
状態から低抵抗状態に変化させる動作を、書き込みと定義したとき、前記評価値として、
前記単位内における、前記書き込みの回数の合計が計測されることを特徴とする請求項１
に記載の記憶装置。
【請求項５】
　複数の前記メモリセルを単位として前記評価値が計測され、前記評価値として、前記単
位内における、前記可変抵抗素子の、高抵抗状態の抵抗値の最小値、低抵抗状態の抵抗値
の最大値、低抵抗状態の抵抗値に対する高抵抗状態の抵抗値の比の最小値、のいずれかが
計測されることを特徴とする請求項１に記載の記憶装置。
【請求項６】
　前記可変抵抗素子が、前記２つの電極の間に、絶縁体から成る記憶層を有し、前記記憶
層に接する層内に、或いは、前記記憶層内に、イオン化が容易な金属元素が含有されてい
ることを特徴とする請求項１に記載の記憶装置。
【請求項７】
　前記金属元素が、Ｃｕ，Ａｇ，Ｚｎから選ばれる１つ以上の元素であることを特徴とす
る請求項６に記載の記憶装置。
【請求項８】
　２つの電極に異なる極性の電圧を印加することにより、抵抗状態が高抵抗状態と低抵抗
状態との間を可逆的に変化する可変抵抗素子を備え、
　前記可変抵抗素子から成るメモリセルを複数有し、前記メモリセルに情報を記憶させる
記憶装置を駆動する方法であって、
　前記可変抵抗素子の特性変動の指標となる評価値を計測し、
　計測した前記評価値が、所定の値に達しているときには、前記可変抵抗素子に対して、
情報を記録する際に印加される電圧パルスよりも幅の長い、電圧パルスを印加して、特性
を復元させる過程を行う
　ことを特徴とする記憶装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、不揮発性の可変抵抗素子によりメモリセルを構成した記憶装置及び記憶装置
の駆動方法に係わる。
【背景技術】
【０００２】
　従来の記憶装置、特にフラッシュメモリを用いた記憶装置は、記憶データを保持するた
めの電力が不要であることから、近年、盛んに用いられるようになっている。
　特に、携帯電話装置を含む、携帯用の端末装置には、メモリとしてフラッシュメモリが
多く用いられている。
【０００３】
　このようなフラッシュメモリを用いた記憶装置においては、書き換えを繰り返すに従い
、徐々に特性が劣化していくため、書き換え可能回数が有限となっている（例えば、特許
文献１参照。）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２２０６４４号公報（段落番号［０００２］）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、本出願人は、先に、上述したフラッシュメモリよりも優れた特性を持ちうる
、不揮発性の可変抵抗素子を提案している。
【０００６】
　この可変抵抗素子の膜構成は、例えば、図４の断面図に示すように、２つの電極１０１



(3) JP 4696715 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

，１０２の間に導体膜１０３と絶縁体膜１０４を持つ膜構成になっている。導体膜１０３
から絶縁体膜１０４に向かって電流Ｉが流れるように電圧をかけると、可変抵抗素子１０
５が低抵抗に変化してデータが書き込まれ、絶縁体膜１０４から導体膜１０３に向かって
電流が流れるように電圧をかけると、可変抵抗素子１０５が高抵抗に変化してデータが消
去される。
【０００７】
　この構成の可変抵抗素子１０５は、フラッシュメモリ等と比較して、単純な構造でメモ
リセルを構成することができるため、素子のサイズ依存性がなく、大きい信号を得ること
ができるため、スケーリングに強いという特長を有する。
　また、抵抗変化によるデータ書き込み速度を例えば５ｎ秒程度と速くすることができ、
また低電圧（例えば１Ｖ程度）かつ低電流（例えば２０μＡ程度）で動作させることがで
きるという利点を有する。
【０００８】
　しかしながら、この可変抵抗素子１０５に対して、繰り返してデータの書き換えを行っ
た場合、抵抗値や抵抗変化率といった特性が、図５に示すように変化していく。
　即ち、書き換え回数が増えていくに従って、書き込み後の低抵抗状態の抵抗値ＲＬが高
くなり、消去後の高抵抗状態の抵抗値ＲＨが低くなり、これらの抵抗値の比（ＲＨ／ＲＬ

；以下、「抵抗変化率」と呼ぶ）が小さくなっていく。
【０００９】
　また、データの書き込みやデータの消去の際には、可変抵抗素子１０５に電圧パルスを
印加している。
　この電圧パルスの幅（時間）と、抵抗値や抵抗変化率といった特性との関係を、図６及
び図７に示す。図６は、初期の状態から、書き込みを１回行った後の低抵抗状態の抵抗値
ＲＨと、その後消去を１回行った後の高抵抗状態の抵抗値ＲＬと、抵抗変化率とを示して
いる。図７は、ある程度繰り返してデータの書き換えを行った後の状態で、同様に、書き
込みを行った後の低抵抗状態の抵抗値ＲＨと消去を行った後の高抵抗状態の抵抗値ＲＬと
、抵抗変化率とを示している。
【００１０】
　図６及び図７より、電圧パルスの幅を短くした場合、データの書き換えを繰り返すこと
による、抵抗変化率の減少が顕著であることがわかる。
　これに対して、電圧パルスの幅を充分長くした場合には、抵抗変化率の減少を抑制する
ことができるが、単位時間当たりの書き換え可能な回数が少なくなり、書き換え速度が低
下することになる。
【００１１】
　従って、この可変抵抗素子１０５でも、フラッシュメモリと同様に、書き換え回数が有
限となってしまっている。
【００１２】
　上述した問題の解決のために、本発明においては、メモリセルを構成する可変抵抗素子
の書き換え可能回数を多くすることができ、寿命を長くすることが可能である記憶装置及
び記憶装置の駆動方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の記憶装置は、２つの電極に異なる極性の電圧を印加することにより、抵抗状態
が高抵抗状態と低抵抗状態との間を可逆的に変化する可変抵抗素子を備え、可変抵抗素子
から成るメモリセルを複数有し、メモリセルに情報を記憶させるものであって、可変抵抗
素子の特性変動の指標となる評価値を計測する、計測手段を備え、計測手段で計測された
評価値が、所定の値に達したときには、可変抵抗素子に対して、情報を記録する際に印加
される電圧パルスよりも幅の長い、電圧パルスを印加して、特性を復元させる過程が行わ
れるものである。
　本発明の記憶装置の駆動方法は、２つの電極に異なる極性の電圧を印加することにより
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、抵抗状態が高抵抗状態と低抵抗状態との間を可逆的に変化する可変抵抗素子を備え、可
変抵抗素子から成るメモリセルを複数有し、メモリセルに情報を記憶させる記憶装置を駆
動する際に、可変抵抗素子の特性変動の指標となる評価値を計測し、計測した評価値が、
所定の値に達しているときには、可変抵抗素子に対して、情報を記録する際に印加される
電圧パルスよりも幅の長い、電圧パルスを印加して、特性を復元させる過程を行うもので
ある。
【００１４】
　上述の本発明の記憶装置の構成、並びに本発明の記憶装置の駆動方法によれば、可変抵
抗素子の特性変動の指標となる評価値を計測していることにより、情報の記録を繰り返し
行って可変抵抗素子の特性が変動したことを、検知することができる。
　そして、計測した評価値が、所定の値に達しているときには、可変抵抗素子に対して、
情報を記録する際に印加される電圧パルスよりも幅の長い、電圧パルスを印加して、特性
を復元させる過程（再初期化課程）を行うので、変動した可変抵抗素子の特性を回復させ
て、再び書き換えを行うことができるようになる。
　このとき、特性変動の指標となる評価値の所定の値（制限値）を設定することにより、
可変抵抗素子から成るメモリセルに対して、書き換え可能回数を超える書き換えが行われ
ないように、記憶装置を管理することが可能になる。
【発明の効果】
【００１５】
　上述の本発明によれば、記憶装置のメモリセルを構成する可変抵抗素子の特性変動を復
元して、記憶装置の耐久性を高めることができる。
　従って、書き換え可能回数が充分に多く、寿命の長い記憶装置（メモリ）を実現するこ
とが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明に係る可変抵抗素子の一形態の概略断面図を、図１に示す。
　この可変抵抗素子５は、２つの電極１，２の間に導体膜３と絶縁体膜４を持つ膜構成に
なっている。即ち、図４に示した可変抵抗素子１０５と同様の膜構成である。
【００１７】
　導体膜３の材料としては、例えば、Ｃｕ，Ａｇ，Ｚｎから選ばれる１つ以上の金属元素
を含有する金属膜、合金膜（例えばＣｕＴｅ合金膜）、金属化合物膜等が挙げられる。
　また、絶縁体膜４の材料としては、例えば、アモルファスＧｄ２Ｏ３や、ＳｉＯ２等の
絶縁体が挙げられる。
【００１８】
　このような材料を用いた場合、導体膜３に含まれるＣｕ，Ａｇ，Ｚｎが、イオン化して
陰極側に引き寄せられる性質を有する。なお、同様にイオン化しやすい性質を有する、Ｃ
ｕ，Ａｇ，Ｚｎ以外の金属元素を用いてもよい。
　従って、電極１，２間に、絶縁体膜４側の電極２が低電位になるように電圧を加えると
、金属元素のイオンが電極２に引き寄せられて、絶縁体膜４内に入っていく。そして、イ
オンが電極２まで到達すると、上下の電極１，２間が導通して抵抗値が下がることになる
。このようにして、可変抵抗素子５へのデータ（情報）の書き込みが行われる。
　一方、電極１，２間に、導体膜３側の電極１が低電位になるように電圧を加えると、金
属元素がイオン化して電極１に引き寄せられて、絶縁体膜４から抜けていくため、上下の
電極１，２間の絶縁性が増して、抵抗値が上がることになる。このようにして、可変抵抗
素子５に対してデータ（情報）の消去が行われる。
【００１９】
　上述した変化を繰り返すことにより、可変抵抗素子５の抵抗値を、高抵抗状態と低抵抗
状態との間で可逆的に変化させることができる。
　実際には、絶縁体膜４中の金属元素のイオンの量によって、絶縁体膜４の抵抗値が変化
しているので、絶縁体膜４を情報が記憶・保持される記憶層とみなすことができる。
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【００２０】
　可変抵抗素子５の具体的な膜構成としては、例えば、導体膜３としてＣｕＴｅ膜を膜厚
２０ｎｍで形成し、その上に絶縁体膜４としてアモルファスＧｄ２Ｏ３膜を膜厚５ｎｍで
形成する。
【００２１】
　この可変抵抗素子５を用いてメモリセルを構成し、メモリセルを多数設けることにより
、メモリ（記憶装置）を構成することができる。
【００２２】
　ところで、この可変抵抗素子５では、繰り返して書き換え動作を実行することによって
、図５に示したように、消去後の抵抗値（高抵抗状態の抵抗値）ＲＨが低抵抗側にシフト
していくと共に、書き込み後の抵抗値（低抵抗状態の抵抗値）ＲＬが高抵抗側にシフトし
ていくため、これらの抵抗値の比ＲＨ／ＲＬ（以下、「抵抗変化率」と呼ぶ）が減少して
いく。
【００２３】
　また、書き込み時や消去時に印加する電圧パルスを短くすると、図６及び図７に示した
ように、書き換え動作を繰り返すことによる、抵抗値及び抵抗変化率の変動が顕著になる
。
【００２４】
　この抵抗値及び抵抗変化率の変動は、可変抵抗素子５に対して、再初期化を行うことに
より、ある程度回復させることができる。
　即ち、再初期化過程として、可変抵抗素子５が特性変動したメモリセルに対して、通常
のデータの書き込み時間より長い時間の書き込みパルス（書き込み電圧のパルス）を印加
し、しかる後に、データの消去時間より長い時間の消去パルス（消去電圧のパルス）をメ
モリセルに印加する。
　このように再初期化を行うことにより、変動した特性を、ある程度回復させることがで
きる。
【００２５】
　なお、再初期化に必要なパルス幅は、書き込み・消去ともに、おおよそ１μ秒～１秒で
ある。
　通常の書き込み・消去においては、パルス電圧の幅が１ｎ秒～１００ｎ秒である。
　従って、再初期化においては、書き込み・消去の場合の１０倍以上のパルス幅とする。
　より好ましくは、再初期化の際の電圧パルスの幅を、１００ｍ秒以上として、書き込み
・消去の電圧パルスとの差を充分に大きくする。
【００２６】
　図１の可変抵抗素子５において、再初期化後に回復した周波数特性（可変抵抗素子５に
印加する電圧のパルス幅と、抵抗値及び抵抗変化率との関係）を、図２に示す。
　図２より、図６に示した初期の周波数特性と、ほぼ同じ程度まで、周波数特性が回復し
ていることがわかる。
【００２７】
　再初期化後の書き換え可能回数は、再初期化前の書き換え可能回数よりも若干少なくな
る。このため、再初期化を無限に実行することはできないが、再初期化が不可能になるま
では、何度も再初期化を行って特性を回復することが可能である。
【００２８】
　なお、特性を回復する効果はやや劣るが、データの消去時間より長い時間の消去パルス
（消去電圧のパルス）のみを、可変抵抗素子５に印加するだけでも、再初期化を行うこと
が可能である。
【００２９】
　続いて、本発明の一実施の形態として、図１に示した可変抵抗素子５を用いてメモリセ
ルを構成した記憶装置（メモリ）に対して、特性変動を監視して、再初期化を行うように
駆動する方法を説明する。
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【００３０】
　本実施の形態では、記憶装置（メモリ）が、メモリセルの書き込みの度に更新される書
き込み回数表を備えた構成とする。
　このような書き込み回数表を備えることにより、メモリセルを構成する可変抵抗素子５
への書き込みの回数を計測することができ、可変抵抗素子５の書き換え可能回数（書きこ
み回数と消去回数との和の上限に相当する）に対応して、書き込み回数を制限するように
管理することが可能になる。
【００３１】
　書き込み回数表の具体的な構成は、特に限定されるものではない。
　従来公知のカウンター等の演算回路を使用して、書き込み回数表を構成することができ
る。
【００３２】
　本実施の形態では、図３に示すフローチャートに従い、以下のようにして、記憶装置の
メモリセルを構成する可変抵抗素子５に対して、再初期化を行う。
【００３３】
　まず、ステップＳ１において、データの書き込みを行う。即ち、書き込み電圧のパルス
を印加して、可変抵抗素子５を高抵抗状態から低抵抗状態に変化させる。
　次に、ステップＳ２において、書き込み回数表の更新を行う。即ち、書き込み回数表中
の回数の値Ｎを１増やす（Ｎ→Ｎ＋１）。
【００３４】
　次に、ステップＳ３において、更新した書き込み回数と、書き込み回数の制限値とを比
較する。
　制限値を超えていない場合（書き込み回数≦制限値；Ｆａｌｓｅ）には、ステップＳ１
に戻り、次回のデータの書き込みを行うことが可能である。
　一方、制限値を超えている場合（書き込み回数＞制限値；Ｔｒｕｅ）には、ステップＳ
４に進み、再初期化を実行する。即ち、通常の書き込み・消去より長い幅のパルス電圧を
印加する。そして、再初期化を実行した後に、ステップＳ１に戻る。再初期化によって特
性が復元しているので、次回のデータの書き込みを行うことが可能になる。
【００３５】
　このように、予め決められた書き込み回数を超えた場合に、再初期化を行うことにより
、書き換え動作を繰り返すことによって変動した特性（抵抗値、抵抗変化率）を復元して
、書き換え可能回数を増やすことができる。
　即ち、メモリの耐久性を増大させることができる。
【００３６】
　なお、再初期化は、記憶装置のアイドル動作時に実行するか、次の電源投入時に実行す
ることが望ましい。
　例えば、図３のフローチャートに従って再初期化を行う場合には、ステップＳ３におい
て、制限値を超えていると判断した後に、アイドル動作時又は次の電源投入時に再初期化
を実行すればよい。
【００３７】
　書き込み回数表は、記憶装置の一部領域（メモリセルアレイの一部のメモリセルや、周
辺回路部に設けた記憶回路等）を割り当て保存しても良いし、記憶装置の外部に設けたメ
モリに保存しても良い。外部に設けたメモリに保存する場合には、メモリと記憶装置との
間で、無線又は有線により、信号がやり取りされる。
【００３８】
　書き込み回数を集計する単位は、特に限定されず、１つのメモリセルから記憶装置のメ
モリセルアレイ全体まで、任意の単位が可能である。
　例えば、メモリセルの区別なく、メモリセルアレイ全体で書き込み回数を集計して、記
録装置に一つの書き込み回数表を持っても良い。
　また、例えば、記録装置の一部のブロック内にあるメモリセルを単位として書き込み回
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数集計し、このブロック毎に書き込み回数表を作成しても良い。
　なお、再初期化を効率良く行うために、或いは、駆動回路の複雑化を抑制するために、
１つのメモリセル単位で書き込み回数をカウントするよりも、ある程度まとまった数のメ
モリセルを単位として、書き込み回数を集計することが望ましい。
【００３９】
　１つのメモリセルを単位として書き込み回数をカウントする場合には、書き換え可能回
数を、そのまま再初期化を行う制限値として使用してもよい。
　一方、複数のメモリセルを単位として書き込み回数を集計する場合には、書き込み回数
が、メモリセルによって異なることがある。
　そのため、再初期化を行う制限値は、（書き換え可能回数）×（１単位のメモリセルの
数）から、書き込み回数の差に対応したマージンを見込んだ分だけ、小さくした値とする
。
　また、制限値は毎回同じ値としてもよいが、再初期化後の書き換え可能回数が減少する
ことを考慮して、再初期化を行った２回目以降のループでは制限値が少しずつ小さくなる
ように設定してもよい。
【００４０】
　上述の本実施の形態によれば、記憶装置に対して書き込み回数表を備えて、書き込みを
行う毎に書き込み回数表を更新し、書き込み回数が所定の制限値を超えたときに再初期化
を行うように構成したことにより、メモリセルを構成する可変抵抗素子を、繰り返し書き
換え動作によって変動した特性から、ほぼ元の特性に復元することができる。
【００４１】
　従って、記憶装置（メモリ）のメモリセルの特性変動を復元して、記憶装置（メモリ）
の耐久性を増大させることができる。
【００４２】
　上述した実施の形態では、書き込み回数表を備えて、書き込み回数を集計したが、書き
込み回数表を備える代わりに、その他の指標を用いて特性変動をモニターすることも可能
である。以下に、他の指標を用いる場合を列挙する。
【００４３】
　例えば、消去回数や、書き換え回数（書き込み回数と消去回数との和）を、指標として
用いて、これらの回数が所定の制限値を超えたときに、再初期化を行う。
　この場合、回数を計測する回路の構成が、書き込み回数を計測する回路とは若干異なる
。
【００４４】
　例えば、書き込み後の抵抗値（低抵抗状態の抵抗値）ＲＬを指標として用いて、書き込
み後の抵抗値が、所定の制限値を超えたときに、再初期化を行う。
　この指標を用いて、複数のメモリセルを単位とする場合には、各メモリセルの低抵抗状
態の抵抗値ＲＬからその最大値を算出し、この最大値を所定の制限値と比較すればよい。
【００４５】
　例えば、消去後の抵抗値（高抵抗状態の抵抗値）ＲＨを指標として用いて、消去後の抵
抗値が、所定の制限値よりも低くなったときに、再初期化を行う。
　この指標を用いて、複数のメモリセルを単位とする場合には、各メモリセルの高抵抗状
態の抵抗値ＲＨからその最小値を算出し、この最小値を所定の制限値と比較すればよい。
【００４６】
　また例えば、書き込み後の抵抗値ＲＬと消去後の抵抗値ＲＨとから、ＲＨ／ＲＬの比（
抵抗変化率）を求め、この比が所定の制限値よりも小さくなったときに、再初期化を行う
。
　この指標を用いて、複数のメモリセルを単位とする場合には、各メモリセルの高抵抗状
態の抵抗値ＲＨ及び低抵抗状態の抵抗値ＲＬから、ＲＨ／ＲＬの比の最小値を算出し、こ
の最小値を所定の制限値と比較すればよい。
【００４７】
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　さらに、上述した指標を、複数種類組み合わせて使用してもよい。
【００４８】
　これら抵抗値に関する指標を用いる場合には、書き込み回数表の場合のカウンター等の
代わりに、メモリセルの抵抗値を計測して、抵抗値の最大値又は最小値を算出するように
、回路等を構成して、計測手段とする。
　このような計測手段も、記憶装置の内部の回路として設けてもよく、記憶装置の外部に
設けてもよい。
【００４９】
　本発明において、可変抵抗素子は、図１に示した可変抵抗素子５の構成に限定されるも
のではなく、その他の構成も可能である。
【００５０】
　例えば、（１）図１とは積層順序を逆にして、絶縁体膜の上に導体膜を積層した構成、
（２）導体膜が電極を兼ねる構成、（３）導体膜を設ける代わりに、導体膜に用いられる
金属元素を絶縁体膜に含有させた構成、等が考えられる。
【００５１】
　また、可変抵抗素子としては、前述した、イオン化しやすい金属元素と絶縁体膜とを有
する可変抵抗素子以外にも、様々な構成がある。
　その他の構成の可変抵抗素子であっても、書き換え可能回数が有限であり、パルス幅の
長い電圧パルスによって特性を回復させる（再初期化する）ことが可能である可変抵抗素
子であれば、本発明を適用することが可能である。
【００５２】
　本発明は、上述の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲でその他様々な構成が取り得る。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明に係る可変抵抗素子の一形態の膜構成を示す断面図である。
【図２】図１の可変抵抗素子の再初期化後における、電圧パルスの幅と、抵抗値及び抵抗
変化率との関係を示す図である。
【図３】図１の可変抵抗素子に対して再初期化を行う過程を示すフローチャートである。
【図４】可変抵抗素子の膜構成を示す断面図である。
【図５】図４の可変抵抗素子の書き換え回数と、抵抗値及び抵抗変化率との関係を示す図
である。
【図６】図４の可変抵抗素子に印加する電圧パルスの幅と、抵抗値及び抵抗変化率との関
係を示す図である。
【図７】繰り返し書き換えを行った後の、図４の可変抵抗素子に印加する電圧パルスの幅
と、抵抗値及び抵抗変化率との関係を示す図である。
【符号の説明】
【００５４】
１，２　電極、３　導体膜、４　絶縁体膜、５　可変抵抗素子



(9) JP 4696715 B2 2011.6.8

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(10) JP 4696715 B2 2011.6.8

10

フロントページの続き

(72)発明者  対馬　朋人
            東京都品川区北品川６丁目７番３５号　ソニー株式会社内
(72)発明者  岡崎　信道
            東京都品川区北品川６丁目７番３５号　ソニー株式会社内

    審査官  加藤　俊哉

(56)参考文献  特開２００４－１８５７５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１８２９０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１４１８７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００４／０８４２２９（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２００５／０５９９２１（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ１１Ｃ　　１３／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

