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(57)【要約】
【課題】抵抗変化素子の発熱による誤書き込みを抑制す
る。
【解決手段】抵抗変化メモリは、書き込み情報に応じて
高抵抗状態と低抵抗状態とを有する抵抗変化素子１００
と、抵抗変化素子を高抵抗状態から低抵抗状態に変化さ
せる前後で抵抗変化素子に流れる書き込み電流が一定に
保たれるように書き込み電流を供給し、抵抗変化素子を
低抵抗状態から高抵抗状態に変化させる前後で抵抗変化
素子に印加される書き込み電圧が一定に保たれるように
書き込み電圧を供給する書き込み回路２００とを具備す
る。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　書き込み情報に応じて高抵抗状態と低抵抗状態とを有する抵抗変化素子と、
　前記抵抗変化素子を前記高抵抗状態から前記低抵抗状態に変化させる前後で前記抵抗変
化素子に流れる書き込み電流が一定に保たれるように前記書き込み電流を供給し、前記抵
抗変化素子を前記低抵抗状態から前記高抵抗状態に変化させる前後で前記抵抗変化素子に
印加される書き込み電圧が一定に保たれるように前記書き込み電圧を供給する書き込み回
路と
　を具備することを特徴とする抵抗変化メモリ。
【請求項２】
　前記書き込み回路は、前記書き込み電流を供給する定電流回路と前記書き込み電圧を供
給する定電圧回路とを有することを特徴とする請求項１に記載の抵抗変化メモリ。
【請求項３】
　書き込み情報に応じて高抵抗状態と低抵抗状態とを有する抵抗変化素子とセルトランジ
スタとが直列接続されたメモリセルを具備し、
　前記抵抗変化素子を前記高抵抗状態から前記低抵抗状態に変化させるときは、前記抵抗
変化素子から前記セルトランジスタに向かう方向に書き込み電流を流し、
　前記抵抗変化素子を前記低抵抗状態から前記高抵抗状態に変化させるときは、前記セル
トランジスタから前記抵抗変化素子に向かう方向に前記書き込み電流を流す
　ことを特徴とする抵抗変化メモリ。
【請求項４】
　前記抵抗変化素子を前記高抵抗状態及び前記低抵抗状態に変化させるとき、前記セルト
ランジスタを飽和領域で動作させることを特徴とする請求項３に記載の抵抗変化メモリ。
【請求項５】
　前記抵抗変化素子を前記低抵抗状態に変化させるときは前記セルトランジスタのゲート
電圧を第１の電圧に設定し、前記抵抗変化素子を前記高抵抗状態に変化させるときは前記
セルトランジスタの前記ゲート電圧を前記第１の電圧より高い第２の電圧に設定する駆動
回路と
　をさらに具備することを特徴とする請求項３に記載の抵抗変化メモリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、抵抗変化素子を有する抵抗変化メモリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　抵抗変化素子を使用した抵抗変化メモリとして、磁気抵抗素子を使用したＭＲＡＭ（Ma
gnetoresistive Random Access Memory）、カルコゲナイド素子を使用したＰＲＡＭ（Pha
se-change Random Access Memory）、遷移金属酸化物素子を使用したＲｅＲＡＭ（Resist
ance Random Access Memory）等が知られている。これらの抵抗変化メモリの特徴は、情
報の記憶に抵抗値の変化を使用していることである。
【０００３】
　スピン注入磁化反転型のＭＲＡＭは、磁気抵抗素子に印加する電流の向きによって、磁
化自由層の磁化をスピン注入反転させて、素子の抵抗値を制御する（例えば、特許文献１
参照）。ＰＲＡＭは、カルコゲナイド素子に印加する電流／電圧パルスの大きさ及び幅等
の形状によって発熱から冷却の過程を制御し、結晶状態又は非結晶状態に相変化させて、
素子の抵抗値を制御する（例えば、特許文献２及び非特許文献１参照）。ＲｅＲＡＭでは
、バイポーラ型の場合は遷移金属酸化物素子に印加する電流／電圧パルスの方向によって
、ユニポーラ型の場合は遷移金属酸化物素子に印加する電流／電圧パルスの大きさ及び幅
等の形状によって、素子の抵抗値を制御する（例えば、非特許文献２参照）。このように
して、これらの抵抗変化メモリは抵抗変化素子に情報を書込む。
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【０００４】
　上記の抵抗変化メモリの抵抗変化素子が記憶する情報を読み出すには、抵抗変化素子に
読み出し電流を流し、抵抗値を電流値又は電圧値に変換する。そして、この電流値又は電
圧値と参照値とを比較することによって、抵抗状態を判断する。
【０００５】
　以上のような抵抗変化メモリにおいて、書き込み時、抵抗変化後の書き込み電流又は電
圧が抵抗変化素子の状態に誤書き込み等の影響を与えないように注意する必要がある。
【特許文献１】米国特許第5,695,864号明細書
【特許文献２】特開2006-324501号公報
【非特許文献１】Woo Yeong Cho et al. "A 0.18-μm 3.0-V 64-Mb Nonvolatile Phase-T
ransition Random Access Memory (PRAM)", IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, VO
L.40, NO.1, JANUARY 2005
【非特許文献２】November 2007 NIKKEI MICRODEVICES P97-99
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、抵抗変化素子の発熱による誤書き込みを抑制することが可能な抵抗変化メモ
リを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の視点による抵抗変化メモリは、書き込み情報に応じて高抵抗状態と低抵
抗状態とを有する抵抗変化素子と、前記抵抗変化素子を前記高抵抗状態から前記低抵抗状
態に変化させる前後で前記抵抗変化素子に流れる書き込み電流が一定に保たれるように前
記書き込み電流を供給し、前記抵抗変化素子を前記低抵抗状態から前記高抵抗状態に変化
させる前後で前記抵抗変化素子に印加される書き込み電圧が一定に保たれるように前記書
き込み電圧を供給する書き込み回路とを具備する。
【０００８】
　本発明の第２の視点による抵抗変化メモリは、書き込み情報に応じて高抵抗状態と低抵
抗状態とを有する抵抗変化素子とセルトランジスタとが直列接続されたメモリセルを具備
し、前記抵抗変化素子を前記高抵抗状態から前記低抵抗状態に変化させるときは、前記抵
抗変化素子から前記セルトランジスタに向かう方向に書き込み電流を流し、前記抵抗変化
素子を前記低抵抗状態から前記高抵抗状態に変化させるときは、前記セルトランジスタか
ら前記抵抗変化素子に向かう方向に前記書き込み電流を流す。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、抵抗変化素子の発熱による誤書き込みを抑制することが可能な抵抗変
化メモリを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の実施の形態を以下に図面を参照して説明する。この説明に際し、全図にわたり
、共通する部分には共通する参照符号を付す。
【００１１】
　［１］概要
　図１は、本発明の一実施形態に係る抵抗変化メモリの概要を説明するための図を示す。
図２（ａ）及び（ｂ）は、本発明の一実施形態に係る抵抗変化素子において、低抵抗化は
電流一定にし、高抵抗化は電圧一定にすることを説明するための図を示す。以下に、本実
施形態に係る抵抗変化メモリの概要について説明する。
【００１２】
　図１に示すように、抵抗変化メモリ１０は、メモリセルアレイＭＣＡと書き込み回路２
００とを含んで構成されている。メモリセルアレイＭＣＡは、アレイ状に配置された複数
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のメモリセルＭＣを備えている。メモリセルＭＣは、書き込み情報に応じて高抵抗状態と
低抵抗状態とを有する抵抗変化素子１００を備えている。
【００１３】
　このような抵抗変化メモリ１０では、抵抗変化素子１００へ書き込むときに書き込み回
路２００を次のように制御する。
【００１４】
　まず、抵抗変化素子１００を高抵抗状態から低抵抗状態に変化させるとき（例えば０書
き込み）、この変化の前後で抵抗変化素子１００に流れる書き込み電流が一定に保たれる
ように書き込み電流を供給する（図２（ａ）参照）。一方、抵抗変化素子１００を低抵抗
状態から高抵抗状態に変化させるとき（例えば１書き込み）、この変化の前後で抵抗変化
素子１００に印加される書き込み電圧が一定に保たれるように書き込み電圧を供給する（
図２（ｂ）参照）。
【００１５】
　すなわち、本実施形態では、「０」、「１」の書き込み情報に応じて電流制御か電圧制
御かを選択し、低抵抗化（０書き込み）のときは、電流制御により抵抗変化素子１００に
書き込みを行い、高抵抗化（１書き込み）のときは、電圧制御により抵抗変化素子１００
に書き込みを行う。
【００１６】
　［２］電流制御と電圧制御
　図３は、本発明の一実施形態に係る抵抗変化素子の低抵抗化及び高抵抗化の場合におい
て、電流制御及び電圧制御による発熱量の関係図を示す。以下に、電流制御及び電圧制御
による単位時間あたりの発熱量をもとに、上述した書き込み方法を採用する理由について
説明する。
【００１７】
　［２－１］低抵抗化（０書き込み）
　まず、高抵抗状態の抵抗変化素子１００を、低抵抗状態に書き換えることを考える。こ
れは、例えば０書き込みに相当する。
【００１８】
　抵抗変化素子１００に一定の書き込み電圧を供給するために、例えば定電圧回路をメモ
リセルＭＣに接続するとする。このとき、抵抗変化素子１００の単位時間当たりの発熱量
Ｐは、抵抗変化素子１００の抵抗をＲとし、書き込み電圧をＶとすると、以下の式（１）
で表される。
【００１９】
　Ｐ＝Ｖ２／Ｒ…（１）
　上記式（１）において、定電圧が印加されたまま抵抗変化素子１００が高抵抗状態から
低抵抗状態に変化したとすると、抵抗変化素子１００の抵抗Ｒが小さくなるため、変化後
に発熱量Ｐが増加してしまう。この抵抗変化に伴う発熱量Ｐの増加は、抵抗変化素子１０
０の記憶状態に、誤書き込みや抵抗バラツキの増加等の悪影響を与えてしまう。
【００２０】
　一方、抵抗変化素子１００に一定の書き込み電流を供給するために、例えば定電流回路
をメモリセルＭＣに接続するとする。このとき、抵抗変化素子１００の単位時間当たりの
発熱量Ｐは、抵抗変化素子１００の抵抗をＲとし、書き込み電流をＩとすると、以下の式
（２）で表される。
【００２１】
　Ｐ＝ＲＩ２…（２）
　上記式（２）において、定電流が印加されたまま抵抗変化素子１００が高抵抗状態から
低抵抗状態に変化したとすると、抵抗変化素子１００の抵抗Ｒが小さくなるため、変化後
に発熱量Ｐは減少する。従って、抵抗変化素子１００の記憶状態への悪影響がないといえ
る。
【００２２】
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　以上により、高抵抗状態の抵抗変化素子１００を低抵抗状態に書き換えるときは、定電
圧を印加するよりも定電流を印加するのがよいと考えられる。
【００２３】
　［２－２］高抵抗化（１書き込み）
　次に、低抵抗状態の抵抗変化素子１００を、高抵抗状態に書き換えることを考える。こ
れは、例えば１書き込みに相当する。
【００２４】
　抵抗変化素子１００に一定の書き込み電流を供給するために、例えば定電流回路をメモ
リセルＭＣに接続するとする。このとき、抵抗変化素子１００の単位時間当たりの発熱量
Ｐは、上記の式（２）で表される。
【００２５】
　上記式（２）において、定電流が印加されたまま抵抗変化素子１００が低抵抗状態から
高抵抗状態に変化したとすると、抵抗変化素子１００の抵抗Ｒが大きくなるため、変化後
に発熱量Ｐが増加してしまう。この抵抗変化に伴う発熱量Ｐの増加は、抵抗変化素子１０
０の記憶状態に、誤書き込みや抵抗バラツキ増加等の悪影響を与えてしまう。
【００２６】
　一方、抵抗変化素子１００に一定の書き込み電圧を供給するために、例えば定電圧回路
をメモリセルＭＣに接続するとする。このとき、抵抗変化素子１００の単位時間当たりの
発熱量Ｐは、上記の式（１）で表される。
【００２７】
　上記式（１）において、定電圧が印加されたまま抵抗変化素子１００が低抵抗状態から
高抵抗状態に変化したとすると、抵抗変化素子１００の抵抗Ｒが大きくなるため、変化後
に発熱量Ｐは減少する。従って、抵抗変化素子１００の記憶状態への悪影響がないといえ
る。
【００２８】
　以上により、低抵抗状態の抵抗変化素子１００を高抵抗状態に書き換えるときは、定電
流を印加するよりも定電圧を印加するのがよいと考えられる。
【００２９】
　［３］抵抗変化メモリ
　本実施形態の抵抗変化メモリとしては、例えば、ＭＲＡＭ、ＰＲＡＭ、ＲｅＲＡＭが挙
げられる。以下に、これらの抵抗変化メモリについて説明する。
【００３０】
　［３－１］ＭＲＡＭ
　図４は、本発明の一実施形態に係るＭＲＡＭの磁気抵抗効果素子の断面図を示す。以下
に、ＭＲＡＭの磁気抵抗効果素子について説明する。
【００３１】
　図４に示すように、ＭＲＡＭはメモリセルに磁気抵抗効果素子１１０を有する。この磁
気抵抗効果素子１１０は、抵抗変化素子１００であり、例えばＭＴＪ（Magnetic Tunnel 
Junction）素子である。磁気抵抗効果素子１１０は、スピン注入磁化反転方式によって、
２つの定常状態を取り得る構成を有している。具体的には、磁気抵抗効果素子１１０は、
少なくとも、固定層１１１、自由層（記録層）１１３、固定層１１１及び自由層１１３間
に設けられた中間層１１２を有している。さらに、固定層１１１の中間層１１２と反対の
面上に下部電極１１４を設け、自由層１１３の中間層１１２と反対の面上に上部電極１１
５を設けてもよい。
【００３２】
　固定層１１１は、強磁性材料からなり、磁化方向は固定されている。例えば、固定層１
１１の中間層１１２と反対の面上に反強磁性層（図示せず）を設けることにより、固定層
１１１の磁化を固定することができる。
【００３３】
　自由層１１３は、強磁性材料からなる。自由層１１３の磁化方向に関しては、固定層１



(6) JP 2009-37703 A 2009.2.19

10

20

30

40

50

１１のような固着化機構を設けない。よって、自由層１１３の磁化方向は可変である。
【００３４】
　中間層１１２は、非磁性材料からなる。中間層１１２は、固定層１１１と自由層１１３
との間に働く直接的な相互作用が無視できる程度に、固定層１１１と自由層１１３とを隔
離するだけの膜厚が望ましい。同時に、磁気抵抗効果素子１１０に書き込み電流を流した
場合に、固定層１１１を透過した伝導電子が自由層１１３に至るまでに電子のスピンの方
向が反転しないことが要求されるため、中間層１１２の膜厚はスピン拡散長よりも薄いこ
とが望ましい。中間層１１２としては、非磁性金属、非磁性半導体、絶縁膜等を用いるこ
とができる。
【００３５】
　尚、固定層１１１及び自由層１１３の各層は、図示するような単層に限定されない。例
えば、固定層１１１及び自由層１１３の少なくとも一方は、複数の強磁性層からなる積層
構造でもよい。
【００３６】
　また、固定層１１１及び自由層１１３の少なくとも一方は、第１の強磁性層／非磁性層
／第２の強磁性層の３層からなり、第１及び第２の強磁性層の磁化方向が反平行状態とな
るように磁気結合（層間交換結合）した反強磁性結合構造であってもよいし、第１及び第
２の強磁性層の磁化方向が平行状態となるように磁気結合（層間交換結合）した強磁性結
合構造であってもよい。
【００３７】
　また、ダブルジャンクション構造でもよい。ダブルジャンクション構造の磁気抵抗効果
素子は、第１の固定層、第２の固定層、自由層、第１の固定層及び自由層間に設けられた
第１の中間層、第２の固定層及び自由層間に設けられた第２の中間層を有する。このよう
なダブルジャンクション構造は、シングルジャンクション構造と比較して、低抵抗時にお
ける抵抗値と高抵抗時における抵抗値との比、いわゆるＭＲ比（magneto-resistance rat
io）をさらに大きくできるという利点がある。
【００３８】
　固定層１１１、自由層１１３の強磁性材料としては、例えば、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｎｉ、又は
これらを含む合金を用いることができる。
【００３９】
　中間層１１２として非磁性金属を用いる場合には、Ａｕ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｎ
ｂ、Ｍｏ、Ｒｕ、Ｐｄ、Ａｇ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｗ、Ｐｔ、Ｂｉのうちのいずれか、あるいは
、これらのいずれか１種以上を含む合金を用いることができる。尚、中間層１１２をトン
ネルバリア層として機能させる場合には、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＭｇＯ、ＡｌＮ等の絶
縁酸化物を用いることができる。
【００４０】
　反強磁性層の材料としては、例えば、Ｆｅ－Ｍｎ、Ｐｔ－Ｍｎ、Ｐｔ－Ｃｒ－Ｍｎ、Ｎ
ｉ－Ｍｎ、Ｐｄ－Ｍｎ、ＮｉＯ、Ｆｅ２Ｏ３、磁性半導体等を用いることができる。
【００４１】
　磁気抵抗効果素子１１０の固定層１１１及び自由層１１３の磁化方向は、膜面に対して
垂直方向を向いていてもよいし（垂直磁化型）、膜面に対して平行方向に向いていてもよ
い（面内磁化型、平行磁化型）。垂直磁化型の場合、面内磁化型のように磁化方向を決定
するのに素子形状を制御する必要がなく、微細化に適しているという利点がある。
【００４２】
　図５（ａ）及び（ｂ）は、図４の磁気抵抗効果素子の低抵抗状態及び高抵抗状態の図を
示す。以下に、スピン注入書き込みによる磁気抵抗効果素子の低抵抗状態及び高抵抗状態
について説明する。
【００４３】
　まず、固定層１１１の磁化方向に対して反平行な方向を向いた自由層１１３の磁化を反
転させて、固定層１１１の磁化方向に平行な方向に向ける場合（低抵抗化）について考え
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る。
【００４４】
　この場合、固定層１１１から自由層１１３に向けて電子流を流す。すなわち、図４に示
すように、自由層１１３から固定層１１１に向けて書き込み電流を流す。一般に、ある磁
性体を通過する電子流のうちの多くは、この磁性体の磁化方向と平行なスピンを有してい
るため、固定層１１１を通過した電子流のうちの多くは、固定層１１１の磁化方向と平行
なスピンを有する。この電子流が、自由層１１３の磁化に対して働くトルクに対して主要
な寄与となる。尚、残りの電子流は、固定層１１１の磁化方向と反平行なスピンを有する
。
【００４５】
　次に、固定層１１１の磁化方向に対して平行な方向を向いた自由層１１３の磁化を反転
させて、固定層１１１の磁化方向に反平行な方向に向ける場合（高抵抗化）について考え
る。
【００４６】
　この場合、自由層１１３から固定層１１１に向けて電子流を流す。この電子流は、自由
層１１３を透過し、このうちの固定層１１１の磁化方向に反平行なスピンを有する電子の
多くは、固定層１１１により反射されて自由層１１３に戻ってくる。そして、自由層１１
３に再度流入し、固定層１１１の磁化方向に反平行なスピンを有する電子が、自由層１１
３の磁化に対して働くトルクに対して主要な寄与となる。尚、自由層１１３を透過した、
固定層１１１の磁化方向に反平行なスピンを有する電子の一部は、少数であるが、固定層
１１１を透過する。
【００４７】
　上記のスピン注入書き込みにおいて、磁気抵抗効果素子１１０の抵抗状態と記憶する論
理とを対応させる。すなわち、図５（ａ）に示すように、固定層１１１及び自由層１１３
の磁化が平行状態（低抵抗状態）である場合を「０」とし、図５（ｂ）に示すように、固
定層１１１及び自由層１１３の磁化が反平行状態（高抵抗状態）である場合を「１」とす
る。
【００４８】
　尚、書き込み動作時、固定層１１１及び自由層１１３の磁化を平行状態（低抵抗状態）
とする場合は電流制御を行い、固定層１１１及び自由層１１３の磁化を反平行状態（高抵
抗状態）とする場合は電圧制御を行う。この詳細については、後述する。
【００４９】
　［３－２］ＰＲＡＭ
　図６は、本発明の一実施形態に係るＰＲＡＭのカルコゲナイド素子の断面図を示す。以
下に、ＰＲＡＭのカルコゲナイド素子について説明する。
【００５０】
　図６に示すように、ＰＲＡＭは、メモリセルにカルコゲナイド素子１２０を有する。こ
のカルコゲナイド素子１２０は、抵抗変化素子１００である。カルコゲナイド素子１２０
は、相変化材料層１２１、ヒーター層１２２、下部電極１２３、上部電極１２４を有して
いる。
【００５１】
　相変化材料層１２１は、書き込み時に発生する熱により結晶状態又は非結晶状態に変化
し、記憶部として機能する。この相変化材料層１２１は、例えば、Ｇｅ－Ｓｂ－Ｔｅ（Ｇ
ＳＴ）、Ｉｎ－Ｓｂ－Ｔｅ、Ａｇ－Ｉｎ－Ｓｂ－Ｔｅ、Ｇｅ－Ｓｎ－Ｔｅ等のカルコゲン
化合物で形成されている。
【００５２】
　ヒーター層１２２は、相変化材料層１２１の第１の面１２１ａに直接接している。ヒー
ター層１２２の相変化材料層１２１に接触する面積は、相変化材料層１２１の第１の面１
２１ａの面積より小さいことが望ましい。これは、相変化材料層１２１とヒーター層１２
２との接触部分を小さくすることで加熱部分を小さくし、書き込み電流又は電圧を低減す
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るためである。ヒーター層１２２は、導電性材料からなる。例えば、ＴｉＮ、ＴｉＡｌＮ
、ＴｉＢＮ、ＴｉＳｉＮ、ＴａＮ、ＴａＡｌＮ、ＴａＢＮ、ＴａＳｉＮ、ＷＮ、ＷＡｌＮ
、ＷＢＮ、ＷＳｉＮ、ＺｒＮ、ＺｒＡｌＮ、ＺｒＢＮ、ＺｒＳｉＮ、ＭｏＮ、Ａｌ、Ａｌ
－Ｃｕ、Ａｌ－Ｃｕ－Ｓｉ、ＷＳｉｘ、Ｔｉ、ＴｉＷ、及びＣｕから選択された少なくと
も１つからなることが好ましい。また、ヒーター層１２２は、後述する下部電極１２３又
は上部電極１２４と同じ材料でもよい。
【００５３】
　下部電極１２３は、ヒーター層１２２の相変化材料層１２１と反対側の面上に配置され
ている。この下部電極１２３の平面形状は、例えば、ヒーター層１２２の平面形状よりも
大きい。下部電極１２３の材料としては、例えば、Ｔａ、Ｍｏ、Ｗ等の高融点金属等が挙
げられる。
【００５４】
　上部電極１２４は、相変化材料層１２１のヒーター層１２２と反対側の面上に配置され
ている。上部電極１２４は、例えば、相変化材料層１２１と同一の平面形状を有している
。上部電極１２４の材料としては、例えば、Ｔａ、Ｍｏ、Ｗ等の高融点金属等が挙げられ
る。
【００５５】
　図７は、図６のカルコゲナイド素子の低抵抗状態及び高抵抗状態を示す。以下に、カル
コゲナイド素子の低抵抗状態及び高抵抗状態について説明する。
【００５６】
　図７に示すように、カルコゲナイド素子１２０に印加する電流パルスの大きさ及び電流
パルスの幅（印加時間）を制御することで、カルコゲナイド素子１２０の加熱温度が変化
して結晶状態又は非結晶状態に変化する。
【００５７】
　具体的には、書き込み動作時、下部電極１２３と上部電極１２４との間に電圧又は電流
を印加し、上部電極１２４から相変化材料層１２１及びヒーター層１２２を介して下部電
極１２３に電流を流す。これにより、相変化材料層１２１の材料の融点付近まで加熱する
と、相変化材料層１２１は非結晶相（高抵抗相）に変化し、電圧又は電流の印加を止めて
もこの状態が維持される。
【００５８】
　一方、書き込み動作時、下部電極１２３と上部電極１２４との間に電圧又は電流を印加
して、相変化材料層１２１の材料の結晶化に適した温度付近まで加熱すると、相変化材料
層１２１の材料は結晶相（低抵抗相）に変化し、加熱を止めてもこの状態が維持される。
【００５９】
　ここで、カルコゲナイド素子１２０を結晶状態に変化させる場合は、非結晶状態に変化
させる場合と比べて、カルコゲナイド素子１２０に印加するパルスの大きさは小さく、か
つ、パルスの幅（印加時間）は大きくするとよい。
【００６０】
　このように、下部電極１２３と上部電極１２４との間に電圧又は電流を印加して、相変
化材料層１２１及びヒーター層１２２を加熱することにより、下部電極１２３と上部電極
１２４との間の電気抵抗を変化させることができる。尚、本例では、書き込み電流を、上
部電極１２４から下部電極１２３に向かって流しているが、下部電極１２３から上部電極
１２４に向かって流してもよい。
【００６１】
　カルコゲナイド素子１２０が結晶相であるか、非結晶相であるかは、下部電極１２３と
上部電極１２４との間に相変化材料層１２１が結晶化も非結晶化も生じない程度の低電圧
又は低電流を印加し、下部電極１２３と上部電極１２４間の電圧又は電流を読み取ること
によって判別することができる。このため、結晶相の状態と非結晶相の状態を０と１又は
１と０に対応させることにより、１つの記憶セルを用いて１ビットの情報を記録再生する
ことが可能である。
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【００６２】
　尚、書き込み動作時、相変化材料層１２１を結晶状態（低抵抗状態）とする場合は電流
制御を行い、相変化材料層１２１を非結晶状態（高抵抗状態）とする場合は電圧制御を行
う。この詳細については、後述する。
【００６３】
　［３－３］ＲｅＲＡＭ
　図８は、本発明の一実施形態に係るバイポーラ型ＲｅＲＡＭの遷移金属酸化物素子の断
面図を示す。図９は、本発明の一実施形態に係るユニポーラ型ＲｅＲＡＭの遷移金属酸化
物素子の断面図を示す。図１０は、図９のユニポーラ型ＲｅＲＡＭの遷移金属酸化物素子
の低抵抗状態及び高抵抗状態を示す。以下に、ＲｅＲＡＭの遷移金属酸化物素子について
説明する。
【００６４】
　図８及び図９に示すように、ＲｅＲＡＭは、メモリセルに遷移金属酸化物素子１３０を
有する。遷移金属酸化物素子１３０は、抵抗変化素子１００である。遷移金属酸化物素子
１３０は、遷移金属酸化物層１３１、下部電極１３２、上部電極１３３を有している。
【００６５】
　遷移金属酸化物層１３１は、下部電極１３２と上部電極１３３との間に設けられ、記憶
部として機能する。この遷移金属酸化物層１３１は、単層で形成されても複数の層で形成
されてもよい。
【００６６】
　ここで、上記非特許文献２に開示されているように、遷移金属酸化物層１３１は、金属
酸化物の種類によって抵抗変化が起こる部位が異なる。つまり、（ａ）金属酸化物と電極
の接合界面、（ｂ）金属酸化物中の細い電導路（フィラメント）の２種類に分類できる。
遷移金属酸化物層１３１の抵抗変化は、このいずれかの部位で、酸素イオン（Ｏ２－）が
拡散したり、電子がトラップ準位に捕らえられたりすることで生じる。この抵抗変化の機
構の詳細については、上記非特許文献２を参照されたい。
【００６７】
　（ａ）金属酸化物と電極の接合界面で抵抗変化が生じるのは、主に、Ｐｒ０．７Ｃａ０

．３ＭｎＯ３（ＰＣＭＯ）やＮｂ添加ＳｒＴｉＯ３（Ｎｂ：ＳＴＯ）といったプロブスカ
イト型金属酸化物を使う素子である。この材料を使う素子は、印加電圧の極性を反転させ
ると抵抗値が大きく変化する「バイポーラ型」になる。
【００６８】
　このようなバイポーラ型の場合、例えば次のように書き込み動作を制御する。図８に示
すように、遷移金属酸化物素子１３０を高抵抗状態から低抵抗状態に変化させる場合（例
えば０書き込み）、印加電圧の極性は下部電極１３２側を負とし、上部電極１３３側を正
とする。一方、遷移金属酸化物素子１３０を低抵抗状態から高抵抗状態に変化させる場合
（例えば１書き込み）、印加電圧の極性は下部電極１３２側を正とし、上部電極１３３側
を負とする。このように印加電圧の極性を反転させることで、遷移金属酸化物素子１３０
の低抵抗状態と高抵抗状態を作り出すことができる。
【００６９】
　（ｂ）フィラメントで抵抗変化が生じるのは、主に、ＮｉＯやＴｉＯ２といった二元系
金属酸化物を使う素子である。二元系金属酸化物を使う記憶素子は、印加電圧の極性によ
らず、電圧の絶対値の違いで抵抗値が変化する「ユニポーラ型」になる。
【００７０】
　このようなユニポーラ型の場合、例えば次のように書き込み動作を制御する。図９に示
すように、遷移金属酸化物素子１３０を高抵抗状態から低抵抗状態に変化させる場合（例
えば０書き込み）及び低抵抗状態から高抵抗状態に変化させる場合（例えば１書き込み）
の両方において、下部電極１３２と上部電極１３３との間に電圧又は電流を印加し、上部
電極１３３から遷移金属酸化物層１３１を介して下部電極１３２に電流を流す。ここで、
図１０に示すように、高抵抗化の場合は、低抵抗化の場合と比べて、遷移金属酸化物素子
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１３０に印加するパルスの大きさは小さく、かつ、パルスの幅（印加時間）は大きくする
とよい。尚、本例では、書き込み電流を、上部電極１３３から下部電極１３２に向かって
流しているが、下部電極１３２から上部電極１３３に向かって流してもよい。
【００７１】
　尚、書き込み動作時、遷移金属酸化物素子１３０を低抵抗状態とする場合は電流制御を
行い、遷移金属酸化物素子１３０を高抵抗状態とする場合は電圧制御を行う。この詳細に
ついては、後述する。
【００７２】
　［３－４］分類
　図１１は、本発明の一実施形態に係る抵抗変化メモリの分類図を示す。以下に、抵抗変
化メモリを２種類に分類することについて説明する。
【００７３】
　図１１に示すように、抵抗変化メモリは、書き込み動作時、（ａ）双方向に書き込み電
流を流すメモリと、（ｂ）一方向に書き込み電流を流すメモリとの２種類に分けられる。
前者には、ＭＲＡＭとバイポーラ型ＲｅＲＡＭが該当する。後者には、ＰＲＡＭとユニポ
ーラ型ＲｅＲＡＭが該当する。
【００７４】
　［４］抵抗変化メモリの回路構成
　ここでは、（ａ）双方向書き込みのＭＲＡＭ及びバイポーラ型ＲｅＲＡＭと、（ｂ）一
方向書き込みのＰＲＡＭ及びユニポーラ型ＲｅＲＡＭとに分けて、それぞれの回路構成に
ついて説明する。
【００７５】
　［４－１］構成例１
　構成例１は、（ａ）書き込み電流が双方向である、ＭＲＡＭ、バイポーラ型のＲｅＲＡ
Ｍ等の抵抗変化メモリに適用される。
【００７６】
　図１２は、本発明の一実施形態に係る抵抗変化メモリの構成例１の概略図を示す。以下
に、抵抗変化メモリの構成例１について説明する。
【００７７】
　図１２に示すように、抵抗変化素子１００とセルトランジスタＴｒとを直列接続したメ
モリセルＭＣを行列状に配置してメモリセルアレイＭＣＡを構成する。メモリセルアレイ
ＭＣＡの周辺には、カラム・デコーダ／書き込み回路３０１、カラム・デコーダ／読み出
し回路３０２、ロウ・デコーダ３０３が配置されている。
【００７８】
　抵抗変化素子１００の一端はセルトランジスタＴｒの電流経路（ソース／ドレイン）の
一端に接続され、抵抗変化素子１００の他端は第１のビット線ＢＬ１に接続されている。
この第１のビット線ＢＬ１はカラム・デコーダ／書き込み回路３０１に接続されている。
セルトランジスタＴｒの電流経路の他端は第２のビット線ＢＬ２に接続され、この第２の
ビット線ＢＬ２はカラム・デコーダ／読み出し回路３０２に接続されている。セルトラン
ジスタＴｒのゲートはワード線ＷＬに接続され、このワード線ＷＬはロウ・デコーダ３０
３に接続されている。
【００７９】
　このような構成例１では、書き込み動作時、抵抗変化素子１００に対して双方向に書き
込み電流が流れる。つまり、第１のビット線ＢＬ１から抵抗変化素子１００を介して第２
のビット線ＢＬ２に向かう方向に書き込み電流が流れる場合と、第２のビット線ＢＬ２か
ら抵抗変化素子１００を介して第１のビット線ＢＬ１に向かう方向に書き込み電流が流れ
る場合とがある。
【００８０】
　［４－２］構成例２
　構成例２は、（ｂ）書き込み電流が一方向である、ＰＲＡＭとユニポーラ型ＲｅＲＡＭ
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等の抵抗変化メモリに適用される。
【００８１】
　図１３は、本発明の一実施形態に係る抵抗変化メモリの構成例２の概略図を示す。以下
に、抵抗変化メモリの構成例２について説明する。
【００８２】
　図１３に示すように、構成例２において、構成例１と異なる点は、第１のビット線ＢＬ
１はカラム・デコーダ／書き込み回路／読み出し回路３０４に接続され、第２のビット線
ＢＬ２は接地端子ＧＮＤに接続されている点である。
【００８３】
　このような構成例２では、書き込み動作時、抵抗変化素子１００に対して一方向に書き
込み電流が流れる。つまり、第１のビット線ＢＬ１から抵抗変化素子１００を介して第２
のビット線ＢＬ２に向かう方向に書き込み電流が流れる。
【００８４】
　尚、本例は、第２のビット線ＢＬ２から抵抗変化素子１００を介して第１のビット線Ｂ
Ｌ１に向かう方向に書き込み電流が流れるように変更してもよい。
【００８５】
　［４－３］構成例３
　構成例３は、（ｂ）書き込み電流が一方向である、ＰＲＡＭとユニポーラ型ＲｅＲＡＭ
等の抵抗変化メモリに適用される。
【００８６】
　図１４は、本発明の一実施形態に係る抵抗変化メモリの構成例３の概略図を示す。以下
に、抵抗変化メモリの構成例３について説明する。
【００８７】
　図１４に示すように、構成例３において、構成例２と異なる点は、セルトランジスタＴ
ｒの代わりにダイオードＤが設けられている点である。具体的には、ダイオードＤの一端
は抵抗変化素子１００の一端に接続され、ダイオードＤの他端はワード線ＷＬに接続され
ている。
【００８８】
　このような構成例３では、構成例２と同様、書き込み動作時、抵抗変化素子１００に対
して一方向に書き込み電流が流れる。つまり、ビット線ＢＬから抵抗変化素子１００を介
してワード線ＷＬに向かう方向に書き込み電流が流れる。
【００８９】
　尚、本例は、ワード線ＷＬから抵抗変化素子１００を介してビット線ＢＬに向かう方向
に書き込み電流が流れるように変更してもよい。
【００９０】
　［５］書き込み回路
　ここでは、（ａ）双方向書き込みのＭＲＡＭとバイポーラ型ＲｅＲＡＭと、（ｂ）一方
向書き込みのＰＲＡＭとユニポーラ型ＲｅＲＡＭとに分けて、それぞれの書き込み回路に
ついて説明する。
【００９１】
　［５－１］回路例１
　回路例１は、（ａ）書き込み電流が双方向である、ＭＲＡＭとバイポーラ型ＲｅＲＡＭ
等の抵抗変化メモリに適用される。
【００９２】
　図１５は、本発明の一実施形態に係る書き込み回路の回路例１の概略図を示す。以下に
、書き込み回路の回路例１について説明する。
【００９３】
　図１５に示すように、回路例１の書き込み回路２００は、定電流回路２１０、定電圧回
路２２０を有している。
【００９４】
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　定電流回路２１０は、一定の電流を発生させる回路である。定電流回路２１０は、電流
源２１１を有している。
【００９５】
　定電圧回路２２０は、一定の電圧を発生させる回路である。定電圧回路２２０は、トラ
ンジスタ２２１、オペアンプ２２２を有している。トランジスタ２２１の電流経路の一端
はノードｎに接続され、トランジスタ２２１のゲートはオペアンプ２２２の出力端子に接
続されている。オペアンプ２２２の正（＋）の入力端子はノードｎに接続され、オペアン
プ２２２の負（－）の入力端子は書き込み信号Ｖｗｒｉｔｅが入力される。
【００９６】
　このような書き込み回路２００は、スイッチＳＷ１、ＳＷ２、ＳＷ３、ＳＷ４、ＳＷａ
、ＳＷｂのオン又はオフにより、メモリセルアレイＭＣＡと電気的に導通又は非導通にな
る。
【００９７】
　ここで、スイッチＳＷ１において、一端は電流源２１１に接続され、他端はノードｎ１
に接続されている。スイッチＳＷ２において、一端は接地端子に接続され、他端はノード
ｎ１に接続されている。スイッチＳＷ３において、一端は定電圧回路２２０のノードｎに
接続され、他端はノードｎ２に接続されている。スイッチＳＷ４において、一端は接地端
子に接続され、他端はノードｎ２に接続されている。スイッチＳＷａにおいて、一端はノ
ードｎ１に接続され、他端はメモリセルアレイＭＣＡの一端（抵抗変化素子１００の一端
）に接続されている。スイッチＳＷｂにおいて、一端はノードｎ２に接続され、他端はメ
モリセルアレイＭＣＡの他端（抵抗変化素子１００の他端）に接続されている。
【００９８】
　本例の書き込み回路２００では、高抵抗状態の抵抗変化素子１００を低抵抗状態にする
ときは、スイッチＳＷ１、ＳＷ４、ＳＷａ、ＳＷｂをオンにし、かつ、スイッチＳＷ２、
ＳＷ３をオフにする。これにより、定電流回路２１０がメモリセルアレイＭＣＡの一端に
電気的に接続され、スイッチＳＷ１から抵抗変化素子を介してスイッチＳＷ４に向かって
書き込み電流が流れる。
【００９９】
　一方、低抵抗状態の抵抗変化素子１００の高抵抗状態にするときは、スイッチＳＷ２、
ＳＷ３、ＳＷａ、ＳＷｂをオンにし、かつ、スイッチＳＷ１、ＳＷ４をオフにする。これ
により、定電圧回路２２０がメモリセルアレイＭＣＡの他端に電気的に接続され、スイッ
チＳＷ３から抵抗変化素子を介してスイッチＳＷ２に向かって書き込み電流が流れる。
【０１００】
　以上のように、書き込み動作において、低抵抗化のときは定電流を印加し、高抵抗化の
ときは定電圧を印加する。
【０１０１】
　［５－２］回路例２
　回路例２は、（ｂ）書き込み電流が一方向である、ＰＲＡＭとユニポーラ型ＲｅＲＡＭ
等の抵抗変化メモリに適用される。
【０１０２】
　図１６は、本発明の一実施形態に係る書き込み回路の回路例２の概略図を示す。以下に
、書き込み回路の回路例２について説明する。
【０１０３】
　図１６に示すように、回路例２において、回路例１と異なる点は、書き込み回路２００
とメモリセルアレイＭＣＡとの接続構成である。具体的には、定電流回路２１０と定電圧
回路２２０は、メモリセルアレイＭＣＡの同じ一端（抵抗変化素子１００の同じ一端）に
接続されている。つまり、定電流回路２１０はスイッチＳＷ５を介してノードｎ３に接続
され、定電圧回路２２０はスイッチＳＷ６を介してノードｎ３に接続されている。
【０１０４】
　本例の書き込み回路２００では、高抵抗状態の抵抗変化素子１００を低抵抗状態にする
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ときは、スイッチＳＷ５、ＳＷａ、ＳＷｂをオンにし、かつ、スイッチＳＷ６をオフにす
る。これにより、定電流回路２１０がメモリセルアレイＭＣＡに電気的に接続され、スイ
ッチＳＷ５から抵抗変化素子を介して接地端子に向かって書き込み電流が流れる。
【０１０５】
　一方、低抵抗状態の抵抗変化素子１００の高抵抗状態にするときは、スイッチＳＷ６、
ＳＷａ、ＳＷｂをオンにし、かつ、スイッチＳＷ５をオフにする。これにより、定電圧回
路２２０がメモリセルアレイＭＣＡに電気的に接続され、スイッチＳＷ５から抵抗変化素
子を介して接地端子に向かって書き込み電流が流れる。
【０１０６】
　以上のように、書き込み動作において、低抵抗化のときは定電流を印加し、高抵抗化の
ときは定電圧を印加する。
【０１０７】
　［６］他の実施形態
　［６－１］例１
　図１７（ａ）及び（ｂ）は、本発明の一実施形態に係る抵抗変化素子を低抵抗状態にす
る場合の電流制御について説明するための図を示す。図１８（ａ）及び（ｂ）は、本発明
の一実施形態に係る抵抗変化素子を高抵抗状態にする場合の電圧制御について説明するた
めの図を示す。
【０１０８】
　図１７（ａ）に示すように、抵抗変化素子１００を低抵抗状態にする場合（０書き込み
）、抵抗変化素子１００からセルトランジスタＴｒに向かって書き込み電流を流す。ここ
で、抵抗変化素子１００が高抵抗状態から低抵抗状態に変化する前後で、抵抗変化素子１
００に流れる電流が一定に保たれるようにする。換言すると、低抵抗化のときは、セルト
ランジスタＴｒを飽和領域で動作させていると言える。つまり、図１７（ｂ）に示すよう
に、セルトランジスタＴｒの飽和領域では、高抵抗状態の動作点における電流Ｉ１の値と
低抵抗状態の動作点における電流Ｉ０の値とはほとんど変化がないため、電流変化を抑制
できる。このような動作は、セルトランジスタＴｒのゲートの印加電圧ＶＷＬを下げるこ
とでより効果を高めることができる。
【０１０９】
　図１８（ａ）に示すように、抵抗変化素子１００を高抵抗状態にする場合（１書き込み
）、セルトランジスタＴｒから抵抗変化素子１００に向かって書き込み電流を流す。ここ
で、抵抗変化素子１００が低抵抗状態から高抵抗状態に変化する前後で、抵抗変化素子１
００に印加される電圧が一定に保たれるようにする。換言すると、低抵抗化のときは、セ
ルトランジスタＴｒを飽和領域で動作させていると言える。つまり、図１８（ｂ）に示す
ように、セルトランジスタＴｒの飽和領域では、低抵抗状態の動作点における電圧Ｖ１の
値と高抵抗状態の動作点における電圧Ｖ０の値とはほとんど変化がないため、電圧変化を
抑制できる。このような動作は、セルトランジスタＴｒのゲートの印加電圧ＶＷＬを上げ
ることでより効果を高めることができる。
【０１１０】
　［６－２］例２
　図１９は、本発明の一実施形態に係る抵抗変化メモリの構成例の概略図を示す。
【０１１１】
　図１９に示すように、ワード線ＷＬに接続する駆動回路３０５を設けている。この駆動
回路３０５は、選択ワード線ＷＬ（セルトランジスタＴｒのゲート）の電圧ＶＷＬを書き
込みデータに応じて制御する。例えば、抵抗変化素子１００を高抵抗状態から低抵抗状態
に変化させるときは、セルトランジスタＴｒのゲート電圧ＶＷＬを第１の電圧に設定し、
抵抗変化素子１００を低抵抗状態から高抵抗状態に変化させるときは、セルトランジスタ
Ｔｒのゲート電圧ＶＷＬを前記第１の電圧より高い第２の電圧に設定する。
【０１１２】
　［７］効果
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　抵抗変化メモリでは、抵抗変化素子１００の抵抗変化前は、書き込み易くするために発
熱させたいが、抵抗変化素子１００の抵抗変化後は、熱による誤書き込み、あるいは抵抗
値の誤変化を防ぐために発熱量を減少させることが望まれる。
【０１１３】
　そこで、本発明の一実施形態によれば、抵抗変化素子１００を高抵抗状態から低抵抗状
態に変化させるには、その前後でメモリセルの電流が一定に保たれるように書き込み電流
を印加し、抵抗変化素子１００を低抵抗状態から高抵抗状態に変化させるには、その前後
で前記メモリセルの電圧が一定に保たれるように書き込み電圧を印加する。これにより、
抵抗変化後の電流又は電圧印加による発熱量の増加をなくし、抵抗変化素子１００への誤
書き込みや、抵抗バラツキの増加を防ぐことが可能となる。
【０１１４】
　その他、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を
逸脱しない範囲で、種々に変形することが可能である。さらに、上記実施形態には種々の
段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより
種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要
件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効
果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明
として抽出され得る。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る抵抗変化メモリの概要を説明するための図。
【図２】本発明の一実施形態に係る抵抗変化素子において、低抵抗化は電流一定にし、高
抵抗化は電圧一定にすることを説明するための図。
【図３】本発明の一実施形態に係る抵抗変化素子の低抵抗化及び高抵抗化の場合において
、電流制御及び電圧制御による発熱量の関係図。
【図４】本発明の一実施形態に係るＭＲＡＭの磁気抵抗効果素子の断面図。
【図５】図４の磁気抵抗効果素子の低抵抗状態及び高抵抗状態を示す断面図。
【図６】本発明の一実施形態に係るＰＲＡＭのカルコゲナイド素子の断面図。
【図７】図６のカルコゲナイド素子の低抵抗状態及び高抵抗状態を示す図。
【図８】本発明の一実施形態に係るバイポーラ型ＲｅＲＡＭの遷移金属酸化物素子の断面
図。
【図９】本発明の一実施形態に係るバイポーラ型ＲｅＲＡＭの遷移金属酸化物素子の断面
図。
【図１０】図９のバイポーラ型ＲｅＲＡＭの遷移金属酸化物素子の低抵抗状態及び高抵抗
状態を示す図。
【図１１】本発明の一実施形態に係る抵抗変化メモリの分類図。
【図１２】本発明の一実施形態に係る抵抗変化メモリの構成例１の概略図。
【図１３】本発明の一実施形態に係る抵抗変化メモリの構成例２の概略図。
【図１４】本発明の一実施形態に係る抵抗変化メモリの構成例３の概略図。
【図１５】本発明の一実施形態に係る書き込み回路の回路例１の概略図。
【図１６】本発明の一実施形態に係る書き込み回路の回路例２の概略図。
【図１７】本発明の一実施形態に係る抵抗変化素子を低抵抗状態にする場合の電流制御に
ついて説明するための図。
【図１８】本発明の一実施形態に係る抵抗変化素子を高抵抗状態にする場合の電圧制御に
ついて説明するための図。
【図１９】本発明の一実施形態に係る抵抗変化メモリの構成例の概略図。
【符号の説明】
【０１１６】
　１０…抵抗変化メモリ、１００…抵抗変化素子、１１０…磁気抵抗効果素子、１１１…
固定層、１１２…中間層、１１３…自由層（記録層）、１１４、１２３、１３２…下部電
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極、１１５、１２４、１３３…上部電極、１２０…カルコゲナイド素子、１２１…相変化
材料層、１２２…ヒーター層、１３０…遷移金属酸化物素子、１３１…遷移金属酸化物層
、２００…書き込み回路、２１０…定電流回路、２１１…電流源、２２０…定電圧回路、
２２１…トランジスタ、２２２…オペアンプ、３０１…カラム・デコーダ／書き込み回路
、３０２…カラム・デコーダ／読み出し回路、３０３…ロウ・デコーダ、３０４…カラム
・デコーダ／書き込み回路／読み出し回路、３０５…駆動回路、ＭＣ…メモリセル、ＭＣ
Ａ…メモリセルアレイ、Ｔｒ…セルトランジスタ、ＢＬ…ビット線、ＷＬ…ワード線、Ｄ
…ダイオード、ＳＷ…スイッチ、ｎ…ノード。

【図１】 【図２】



(16) JP 2009-37703 A 2009.2.19

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】
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