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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ａｕ電極層と、
　前記Ａｕ電極層に隣接し、フラーレン分子からなるフラーレン層と、
　前記フラーレン層に隣接した絶縁性層と、
　前記絶縁性層と隣接した金属電極層と
が積層構造をなし、
　前記Ａｕ電極層と前記金属電極層との間に印加する電圧により前記フラーレン層中の前
記フラーレン分子間結合を不揮発的に誘起または解消させ、以て前記Ａｕ電極層と前記金
属電極層との間の導電性を制御する固体素子構造。
【請求項２】
　前記絶縁性層はＣａＦ２からなる、請求項１に記載の固体素子構造。
【請求項３】
　前記フラーレン分子はファンデルワールス力により相互に集合している、請求項１また
は２に記載の固体素子構造。
【請求項４】
　前記フラーレン分子はＣ６０フラーレン分子である、請求項１から３の何れかに記載の
固体素子構造。
【請求項５】
　前記フラーレン分子は、Ｃ６０フラーレンよりも高次のフラーレンである、請求項１か
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らの３の何れかに記載の固体素子構造。
【請求項６】
　前記フラーレン分子はカーボンフラーレンの官能基修飾体である、請求項４または５に
記載の固体素子構造。
【請求項７】
　請求項１から６に記載の固体素子構造をスイッチング機構又はメモリー機構として用い
た電気・電子素子。
【請求項８】
　請求項１から６に記載の固体素子構造をスイッチング機構又はメモリー機構として用い
た電気・電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、介在層を電極間に配置してなる固体素子構造とそれを使用した電気・電子素
子及び電気・電子機器に関し、詳しくはＯＮ－ＯＦＦ状態の変換を可逆的に可能としたフ
ラーレン分子デバイス構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　フラーレンを相互に架橋する化学結合の形成についての検討が進められている。
たとえば、Ｃ６０フラーレンについては、これまでに、図１（ａ）（ｂ）（ｃ）に示した
ような化学結合の形成が報告されている。
図１（ａ）では、Ｃ６０フラーレンの２つの分子が２つの炭素間共有結合によって結合し
ているものであって、光照射によってＣ６０薄膜が硬化する現象がＲａｏら（非特許文献
１）によって見出された際に、薄膜が硬化する理由を説明するために示唆されたものであ
って、その後多くの実験的、理論的研究が行われ、広く支持されている化学結合形態（重
合形態）である。
図２（ｂ）、（ｃ）の化学結合は、結合形態がさらに進展して融合状態に到達しているも
のであって、電子線の照射（電子のエネルギー０．１～２ｋｅＶ程度）によって誘起され
るものである（非特許文献２）。
これらのフラーレンの重合薄膜についての電気伝導特性についても報告されており、たと
えば、４探針法による計測を行った結果から、電子線照射によって重合したＣ６０薄膜の
金属的特性（非特許文献３）が報告され、また、光照射によって重合したＣ６０薄膜の半
導体特性（非特許文献４）が報告されている。
【０００３】
　このようなフラーレン分子間の結合形成と、その電気伝導特性の検討の進展にともなっ
て、フラーレン分子間の結合の形成とその解消を可逆的に可能とすることで、フラーレン
分子を用いた電子デバイスを実現することが期待されている。
【０００４】
　しかしながら、これまでのところ、フラーレン分子間の化学結合形成は光照射、電子線
照射、高温・高圧印加、アルカリ金属ドープなどの手法によって実現されており、結合解
消には結合分子を加熱するしかなく、上記フラーレン分子デバイスの実現のための具体的
方策は見出されていない。
【０００５】
　このような状況において、本発明者らは、ＳＴＭ探針によってＣ６０フラーレン分子を
適切にイオン化することでフラーレン分子間の結合の形成とその解消を選択的に、かつ局
所的に誘起できることを見出し、これを報告してきた（非特許文献５）。
【非特許文献１】Ａ．Ｍ．Ｒａｏ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２５９，　９５５
（１９９３）
【非特許文献２】Ｔ．Ｈａｒａ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊｐｎ．　Ｊ．　Ａｐｐｌ．　Ｐｈｙ
ｓ．，　Ｐａｒｔ　Ｉ　３９，　１８７２（２０００）
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【非特許文献３】Ｊ．Ｏｎｏｅ　ｅｔ　ａｌ．，　Ａｐｐｌ．　Ｐｈｙｓ．，　Ｌｅｔｔ
．　８２，　５９５（２００３）
【非特許文献４】Ｊ．Ｏｎｏｅ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ａｐｐｌ．　Ｐｈｙｓ．，　９
６，　４４３（２００４）
【非特許文献５】Ｍ．Ｎａｋａｙａ　ｅｔ　ａｌ．，　１３ｔｈ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏ
ｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　ＳＴＭ／ＳＴＳ　ａｎｄ　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｔｅ
ｃｈｎｉｑｕｅｓ（ＳＴＭ’０５），　２００５　Ｓａｐｐｏｒｏ，　Ｊａｐａｎ（２０
０５．７．３－８）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、以上のとおりの背景から、本発明者らによる新しい知見を踏まえて、フラー
レン分子ナノ構造の電気・電子特性を自在に制御するデバイス構造を提供することを課題
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、上記の課題を解決すべく鋭意検討を進め、以下のようなこれまでに知られ
ていない知見を得ることで本発明を完成した。
【０００８】
　フラーレン分子間結合の無い状態に比べて、結合が存在する状態はエネルギーが低く、
安定である。
したがって、従来の常識からの単純な考察からは、結合を解消するという化学反応を１０
０％の確率で誘起することは困難だと思われる。
しかし、本発明者らは強電界の印加によって化学反応過程を適切に制御し、結合が存在す
る状態から結合が無い状態に移行させた後に電界を取り除けば、フラーレン分子間結合の
ある状態（エネルギーの低い状態）から結合のない状態（エネルギーの高い状態）へと化
学反応を誘導することが可能であることを見出している。
【０００９】
　そしてさらに、本発明者は、金属／絶縁体／フラーレン／金属という積層型分子デバイ
スを作製し、上記の化学反応制御を固体素子構造の中で実現し、フラーレン薄膜層の導電
性制御に基づくスイッチング素子の動作を確認した。
この分子デバイスのＯＦＦ状態では分子同志はファンデルワールス力によって結びつけら
れており、ＯＮ状態では炭素原子間の化学結合によって結びつけられている。
ＯＮ状態とＯＦＦ状態との間での遷移過程（化学反応）における活性化エネルギーがＣ６

０フラーレンの場合に１～２ｅＶ程度であるため、デバイスを駆動するための電圧印加を
行わない限り、それぞれの状態は室温で不揮発的に保持される。
また、ＦＥＴ構造なしで導電性制御が可能である二端子型のフラーレン分子デバイスは、
ナノデバイスとして超高集積化を行う際の配線の複雑化を防ぐためにも有効である。
【００１０】
　以上の知見に基づいて完成された本発明の固体素子構造及び電気・電子素子並びに電気
・電子機器は次の特徴を有している。
【００１１】
発明１の固体素子構造は、介在層は絶縁性層と複数のフラーレン分子からなるフラーレン
層とからなることを特徴とする。
【００１２】
発明２は、発明１の固体素子構造において、前記フラーレン層を構成するフラーレン分子
はファンデルワールス力により相互に集合しているものであることを特徴とする。
【００１３】
発明３は、　発明１又は２の固体素子構造において、前記フラーレン分子は、Ｃ６０フラ
ーレン分子からなることを特徴とする。
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【００１４】
発明４は、発明１又は２の固体素子構造において、前記フラーレン分子は、Ｃ６０フラー
レンよりも高次のフラーレンであることを特徴とする。
【００１５】
発明５は、発明３又は４の固体素子構造において、フラーレン分子は、カーボンフラーレ
ンの官能基修飾体であることを特徴とする。
【００１６】
発明６は、発明１から５のいずれかの固体素子構造を用いた電気・電子素子であって、前
記固体素子構造をそのスイッチング構造の少くとも一部としていることを特徴とする。
【００１７】
発明７は、発明１から５のいずれかの固体素子構造を用いた電気・電子機器であって、前
記固体素子構造をそのスイッチング構造の少くとも一部としていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　上記のとおりの本発明によれば、フラーレン分子によるナノ構造の固体素子として、電
気・電子特性を自在に制御可能としたナノデバイス構造が実現される。
スイッチング素子、メモリー素子等として有用なものとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明は上記のとおりの特徴をもつものであるが、以下にその実施の形態について説明
する。
【００２０】
　本発明の分子デバイス構造においては、フラーレン分子層を電極間に配設した固体素子
構造を有しているが、この場合のフラーレン分子層は、フラーレン分子が集合、もしくは
凝集して形成される固体状態の層である。
ここで、フラーレン分子とは、Ｃ６０フラーレンあるいはさらに高次のフラーレンとして
知られている籠状構造をもつ閉じた分子である。
また、本発明においては、フラーレン分子は、アルキル基やアリール基等の炭化水素基、
水素原子、酸素原子、含酸素基、含窒素基等の官能基を結合している修飾体であってもよ
く、デバイスの特性は用いる分子によって大きく変化する。
【００２１】
　これらのフラーレン分子の１種もしくは２種以上のものをもって構成される本発明のフ
ラーレン分子層では、上記電極間への電圧の印加状態によって導電性が制御可能とされて
いる。
すなわち、電圧印加の状態によって、隣接するフラーレン分子間に形成される化学結合を
誘起することによってフラーレン固体の電気伝導特性が絶縁性から導電性へと変換される
。
また、既に分子間結合が誘起されている場合には、その化学結合を解消することによって
、フラーレン固体の電気伝導特性が導電性から絶縁性へと変換される。
【００２２】
　本発明のフラーレン分子デバイス構造によれば、フラーレン分子層を積層型固体デバイ
スの中に組み込み、フラーレン分子層が導電性である場合をｏｎ状態、絶縁性である場合
をｏｆｆ状態と呼ぶ場合、たとえば実際に製作した分子デバイスにおいて、ｏｎ－ｏｆｆ
比（ｏｆｆ抵抗をｏｎ抵抗で除した数）が１０４から１０６の良好な特性を得ている。
また、ｏｎ－ｏｆｆの繰り返し動作（スイッチング動作）においては、４０ＭＨｚでの動
作が可能であることも確認している。
フラーレン分子デバイスでは、エネルギー的に安定な二つの状態（ｏｎ状態とｏｆｆ状態
）を外部から印加する電圧・電流信号によって選択するため、ｏｎ状態（あるいはｏｆｆ
状態）の保持性が高く、不揮発性の高いスイッチング素子やメモリー素子として利用する
ことができる。
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また動作に必要な電圧がたとえば１～４Ｖ程度と低く、小さな素子になればなるほど電流
を流さずにすむため、デバイスの微細化に応じた省エネルギー効果が見込まれる。
なお、このデバイスに於けるフラーレン分子層の最小単位は、フラーレン分子２分子であ
るが、その場合でも動作安定性は変化せず、微細化による不安定性という問題を抱える従
来の半導体デバイスとは本質的に異なる。
【００２３】
　さらに具体的には本発明のフラーレン分子デバイス構造は、たとえば金属等の電極／絶
縁層／フラーレン分子層／金属等の電極の構成として実現される。
たとえばＢｉ／ＣａＦ２絶縁層／Ｃ６０フラーレン分子層／Ａｕのヘテロ構造である。
この場合のＣａＦ２絶縁層は厚みは１０ｎｍ以下、たとえば１～３ｎｍであり、Ｃ６０フ
ラーレン分子層の厚みは１００ｎｍ以下、たとえば３０～８０ｎｍである。
もちろん以上の例示に限定されることはない。
たとえば、金属電極としてＡｌ、Ｃｕ、Ａｇ等や、絶縁層としてＡｌ２Ｏ３等の適宜なも
のが考慮される。
【００２４】
　本発明のフラーレン分子層とその固体素子構造については各種の方法によって製造する
ことができる。
たとえば真空蒸着による気相成膜の方法である。
フラーレンそのものの製造も従来公知の方法をはじめとして各種であってよい。
【００２５】
　そこで以下に実施例を示し、さらに詳しく説明する。
もちろん以下の例により発明が限定されることはない。
【実施例】
【００２６】
　試作デバイスには、図２のようなクロスバー構造の、図３に示したアーキテクチャーを
採用し、以下の手順で作製した。
まず、室温に保持したガラス基板上へＢｉを真空蒸着することで下部電極を形成し、その
後、厚さ１－２ｎｍのＣａＦ２薄膜を真空蒸着によって形成し絶縁層とした。
蒸着速度は形成した薄膜表面が平坦になるように調整する。
本実施例では平坦性を原子間力顕微鏡によって検査した。
さらに、厚さ７０ｎｍのＣ６０薄膜、Ａｕ電極を順に形成した。
最下部のＢｉおよび最上部のＡｕ電極は、互いに直交するワイヤ形状となるようにシャド
ウマスクを利用して作成した。
したがって全体構造は、クロスバー型となり、図３に示したように２種類の金属電極の交
差点にＢｉ／ＣａＦ２／Ｃ６０／Ａｕのヘテロ構造が形成されている。
【００２７】
　Ａｕ電極へ印加した電圧値に対するヘテロ構造のコンダクタンスを図４に示した。
この図４より、ヘテロ構造にはコンダクタンスの高い状態および低い状態が存在し、正負
の適切な電圧値を印加することで相互の状態間を不連続的に遷移する。
コンダクタンスを遷移させるための電圧未満の領域を利用する限り、本デバイスのＯＮ－
ＯＦＦ状態を変えずに電流を流すことができるので、例えば本デバイスをメモリセルとし
て利用した際には不揮発性メモリセルとなることがわかる。
このようなスイッチング現象は１ＭＨｚの高周波電圧を印加した場合においても観測され
た。
【００２８】
　図５は、１０ＫＨｚと１ＭＨｚの場合のスイッチング動作を例示した図であり、図６は
、１ＭＨｚの場合のスイッチングスピードを例示した図である。
ここで計測されているスイッチングスピードは、２つの金属電極間の静電容量効果によっ
て制限されているので、デバイスの微細化は動作の高速化に直結する。
【００２９】
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　これらより、フラーレン分子デバイス構造が顕著な電気・電子特性の制御を可能とした
ナノ構造体であることが確認された。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】Ｃ６０フラーレン分子の結合形成について示した概要図である。
【図２】実施例のクロスバー構造の概要図である。
【図３】クロスバーアーキテクチュアを示した平面図である。
【図４】実施例構造の電圧値に対するコンダクタンスの変化を例示した図である。
【図５】実施例構造のスイッチング動作の結果を例示した図である。
【図６】実施例構造のスイッチングスピードをレジした図である。

【図１】

【図２】
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【図４】



(8) JP 5205670 B2 2013.6.5

【図５】



(9) JP 5205670 B2 2013.6.5

【図６】



(10) JP 5205670 B2 2013.6.5

10

20

フロントページの続き

    審査官  小川　将之

(56)参考文献  国際公開第２００５／０６０００５（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００６－０６０１６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０４０７６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０３２７９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－０２９５１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１７２２７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２５８１４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２８８９３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１５８３４４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２９／０６　　　　
              Ｂ８２Ｂ　　　１／００　　　　
              Ｂ８２Ｂ　　　３／００　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２７／１０　　　　
              Ｃ０１Ｂ　　３１／０２　　　　
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