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アルミ陽極酸化膜を用いて、抵抗変化型メモリーのオフ電流 1/1000 低下に成功 

～ReRAM の動作原理解明により 希尐元素フリーの次世代メモリー開発に新局面～ 
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概要 

１．独立行政法人物質・材料研究機構（理事長：潮田 資勝、以下 NIMS）の木戸 義勇 元

強磁場センター長をリーダとする研究グループは、アルミ陽極酸化膜を用いた希尐元素

フリー抵抗変化型メモリー(ReRAM)(1)の電子状態を熱刺激電流測定(2)によって初めて明

らかにし、第 1 原理計算(3)から導いた動作原理モデルの妥当性を検証しました。 

 

２.スマートフォンなどの電池の持続時間を長くするために、消費電力の小さい次世代メモ

リーとして期待されるものに ReRAM があります。この ReRAM は素子の構造がシンプ

ルで、電圧駆動により高速応答し、さらに書き換えと読み出し時以外は電力を必要とし

ない不揮発性メモリーです。しかし、サイクル耐久性が十分でない等のために実用化に

至っていません。これまで、多くの ReRAM 候補材料が検討され、それに伴って多くの

動作原理が提唱されてきましたが、未だ確定された訳ではありません。 

 

３．今回の研究では、希尐元素に代えてアルミの酸化膜を用いた AlOx-ReRAM を作成し、

高精度な熱刺激電流測定を行ったことで、AlOx-ReRAM の動作原理を世界で始めて明

らかにしました。 

 

４．さらに明らかになった動作原理に着想し、作製した MIS 構造(4)の AlOx-ReRAM は、

これまでの弱点であったオフ電流を、従来の MIM 構造(4)を有した AlOx-ReRAM に比

べて 1/1000 以下（11mA→7μA）に小さくすることにも成功しました。 

  

５．今回の成果は、これまでReRAMに内在していた動作原理の不明さやオフ電流の低減等の問題

を解決したばかりでなく、酸素空孔の電子状態を制御することで次世代メモリー開発の指導原理

を示すことができました。つまり従来の半導体では利用することがなかった酸素空孔を電子の保

持サイトとして利用する本技術は、希尐元素フリーの酸素欠損型半導体(5)に新たな局面を開くも

のです。 

 

６．本研究は、文部科学省の平成１９年度・元素戦略プロジェクト<産学官連携型>(6)とし

て実施され、その研究成果は、米国応用物理学会誌 Journal of Applied Physics のオン

ライン版に 8 月 7 日に掲載されました。 

同時発表(資料配布先)： 

筑波研究学園都市記者会、文部科学記者会、科学記者会 
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研究の背景 

携帯電話やスマートフォンなどの電池切れ対策として、電池の性能向上と共に電子デバイ

スの消費電力削減が求められています。電源を切ってもデータが消えない不揮発メモリーと

しては、既にフラッシュメモリーがありますが、書き換え回数制限があるため高頻度に書き

換える必要のあるメモリーには利用できません。そのため、不揮発性で且つ、DRAM と同等

の書換えが可能な次世代メモリー（ユニバーサルメモリー）の開発が待望されています。表

１に示す各種メモリーのうち、次世代メモリーとして 3 種類が開発されており、既に MRAM

は、一部の特異分野で利用されていますが、コスト競争力のあるフラッシュメモリーを凌駕

する展望は、現時点では見えていません。 

一方、本技術の属する ReRAM（抵抗変化型メモリー）は、金属酸化膜を金属電極で挟ん

だ単純な構造をしており、電圧駆動により高速応答する省電力型不揮発メモリーとして期待

されています。近年、携帯電話等に用いて消費電力を削減する計画が報道されていますが未

だ実現していません。実用化を妨げる要因として、耐久性が実証されていないことや、動作

原理が解明されていないこと等が挙げられています。 

 

本技術で用いるアルミ陽極酸化膜は、窓ガラスサッシや、アルミのやかんの表面に施され

たアルマイトのことで耐食性と強度に優れています。100 年以上も前から知られた技術で、

図１に示すように膜の表面に規則的なナノ構造を有しています。最近では、数十～数百ナノ

メートル間隔の孔が規則正しく配列した細孔

を利用したナノフィルターや、フォトニック結

晶としての利用が検討されております。 

我 々 は 、 アル ミ 陽極 酸 化 膜 を用 い た

AlOx-ReRAM が、Ni や Ta 等の遷移金属(7)の

酸化膜を用いた ReRAM と同様に、数ボルトの

電圧印加で絶縁体から金属状態に変換し、逆バ

Al地金

アルミ陽極酸化膜

規則配列した垂直なナノサイズの孔

図１．アルミ陽極酸化膜の構造模試図

表１ 各種メモリーの比較 

既存メモリー 次世代メモリー

SRM DRAM Flash FeRAM MRAM PRAM ReRAM

セル
サイズ

140 F2 4～8 F2 4 F2 12～25 F2 16～40 F2 4 F2 4～6 F2

高速性 ○ ― ― 20ns 10ns 100ns <10ns

不揮
発性

― ― ○ ○ ○ ○ ○

回数

制限
なし なし あり 1010 なし >1016 1010?

メモリ

機構

トランジスタ
回路のイン
ターロック

キャパシタの
電荷・有無

フローティング
ゲートの
電荷・有無

強誘電体
膜の分極

(破壊読み
出し）

スピン向き
による磁気
抵抗変化

結晶・
非結晶の
相転移

電界誘起の
抵抗変化？

 

F (Feature size) :セルサイズの単位＝配線のピッチの 1/2 
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イアスを印加すると金属状態から絶縁体状態に戻ることを利用した AlOx-ReRAM の開発と

その動作原理解明を目的に研究を進めてまいりました。 

 

成果の内容 

今回の熱刺激電流(TSC)測定によって、AlOx-ReRAM の抵抗変化に対応したバンドギャッ

プ内の電子状態が初めて明らかになり、第１原理計算から導いた動作モデルを裏付ける測定

結果を得ました。（詳細は、末尾の専門家向けの補足資料をご参照ください） 

これにより、AlOx-ReRAM の動作原理が電子の増減に起因する抵抗変化であることがわか

りました。AlOx-ReRAM の特徴として、バイポーラ(電圧の向き変えてオン・オフ)でも、ユ

ニポーラ(同じ向きの電圧で、電流制限の有無によってオン・オフ)でも動作すること、及びス

イッチング動作が高速であることがありますが、これらの理由も説明することができます。

また、この素子が DRAM と同様に電子の増減に起因する物理的変化であることは、電子デバ

イスに必要な耐久性に関する優位性のあることを意味し、DRAM と同様に書き換え回数制限

のなくなる可能性があることを示しています。 

一方、ReRAM の問題点の一つとして、大きなオフ電流が挙げられます。ReRAM のオフ動

作に関しては、大きな電流によって、内部が局所的に高温となりフィラメント(電流経路)が切

れてオフ動作が不安定になるのではないかと指摘されていました。実際、図２左下のグラフ

に示すように、オン電流の２８μA に比べて 400 倍大きい１１mA のオフ電流が発生し、オ

フ動作の制御は困難でした。 

 我々は動作原理モデルから得られた知見に基づき、この問題の解決策として、図２左上に

示す MIM 構造（金属/金属酸化・絶縁膜/金属）の電極の一方をｐ＋-Si に変えた図２右上の

MIS 構造（金属/金属酸化・絶縁膜/p-Si 半導体）の ReRAM 素子を開発しました。その結果、

オフ電流を MIM 構造の 11mA から 7μA に 1/1000 以下に低下させることに成功しました。

これは、われわれの動作原理モデルが AlOx-ReRAM の開発指針として有効なことを示すこ

とにもなります。 

図２. MIM型とMIS型ReRAMの素子構造と電圧-電流特性比較
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波及効果と今後の展開 

今回の AlOx-ReRAM の動作原理に関する知見は、オフ電流の低減化といった

AlOx-ReRAM の性能向上の重要な指針になるばかりでなく、他の遷移金属酸化物を用いた

ReRAM の動作原理をより深く理解することに役立ち、普遍的な原理解明に寄与すると考え

られます。 

今後、動作原理に関する知見を活用し、既存の半導体製造ラインとの相性の良いドライプロ

セスによる酸化アルミニウムを用いた低消費電力を特長とした ReRAM の試作計画を進めて

いきます。 

さらに、従来の半導体では、排除すべき欠陥として扱われてきた酸素空孔を逆に利用するという常

識を超えた本技術は、希尐元素フリーの酸素欠損型半導体への波及効果が期待できます。Ｓｉ等の母

材に異元素をドーピングすることによってキャリア(電子やホール)を導入して利用するのが半導体の

常套手段でしたが、予め、金属酸化膜の作製時に必要量の酸素空孔を形成しておき、デバイスの動作

時にその酸素空孔に電子を出し入れしてキャリア(電子)として利用する本技術は、各種の応用展開が

期待できます。 

 

 

謝辞 

 本研究は、文部科学省の元素戦略プロジェクト<産学官連携型>として、独立行政法人物質・
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掲載論文 

 題目：Conduction band caused by oxygen vacancies in aluminum oxide for resistance random access 

memory 

 著者：Seisuke Nigo, Masato Kubota, Yoshitomo Harada, Taisei Hirayama, Seiichi Kato, Hideaki 

Kitazawa, and Giyuu Kido 

 学術誌：J. Appl. Phys. 112, 033711(2012)   
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用語解説 

（１）抵抗変化型メモリー(ReRAM) 

ReRAM(Resistance Random Access Memory)は、電圧印加による抵抗変化を利用した半導

体メモリーで抵抗変化型メモリーと呼ばれ、次世代メモリーとして期待されている。現時点

では実用化されていないが、パナソニックが酸化タンタルと白金電極を用いた ReRAM をス

マートメータ等に用いる計画を発表し、実用化が期待されている。 

 

（２）熱刺激電流（TSC） 

 熱刺激電流（Thermally Stimulated Current）測定は、絶縁体

や半導体のトラップ準位の精密測定に使用される。最近は高分子の分

子運動や緩和過程の解析手段としても使用されている。電圧を印可し

ない状態で測定できるため、電圧によって抵抗が変化する ReRAM の

電子状態検出に適している。 

 

（３）第 1 原理計算 

 実験データや経験パラメーターを使わないで理論計算によってシミュレートする方法であ

り、原子構造が判明している結晶の電子状態の解析に使われてきたが、原子構造が決定でき

ないアモルファスには適用できなかった。本研究では、アルミナ結晶からアモルファスアル

ミナの原子構造を分子動力学的に導くことにより、第１原理計算によって酸素空孔電子の増

減による電子状態の変化をシミュレートすることが可能になり、世界で初めてアモルファス

アルミナの酸素空孔電子が増減した場合の電子状態に関する知見を得ることができた。 

 

（４）MIS 構造、MIM 構造 

(金属/金属酸化物の絶縁膜/p-Si 半導体)の MIS 構造は、(金属/金属酸化物の絶縁膜/金属)の

MIM 構造とは異なり、電流の向きによって電気特性が全く異なる。p-Si 半導体から金属に向

かう順方向には電流が流れるが、逆方向にはリーク電流しか流れない。この性質を利用した

のが MIS 構造の ReRAM である。 

 

（５）酸素欠損型半導体 

 In2O3 は 1018～1020cm-3 のキャリア密度の n 型半導体の性質を示す。その理由は、In2O3

の結晶中で結晶構造が崩れない程度に還元が生じ、酸素空孔がドナー準位を形成していると

考えられている。酸素欠損量は成膜方法や成膜条件によって変化し、ZnO と共に酸素欠損型

半導体の具体例とされている。 

 本技術によって、1021cm-3 以上の酸素空孔を有するAlOxは、電子の注入・抽出によって金属伝導

状態と絶縁状態に変化する酸素欠損型半導体であることが判った。 

 

（６）元素戦略プロジェクト<産学官連携型> 

 文部科学省が平成１９年度から実施している事業であり、我が国の資源制約を克服し産業

Al AlOx

熱刺激

TSC

トラップ電子

冷却・加熱装置

微小電流計

Al 

励起電子

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%9C%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E6%8A%B5%E6%8A%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E4%BD%93%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E4%BD%93%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC
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競争力を強化するため、特性の発現機構を明らかにすることによって希尐元素や有害元素を

使うことなく、高い機能をもった物質・材料を開発することを目的としている。同様な目的

の経済産業省のプロジェクトと区別するため、産学官連携型を付記して呼ばれる。 

 

（７）遷移金属 

Ni,Ti,Ta 等の遷移金属は、原子核の内殻に空位の軌道を持つため、Al,Ca,Mg,Si 等の内殻

軌道が電子で詰った典型元素の金属とは異なる化学的性質を持つ。例えば、複数の酸化数を

とることができ、多様な錯体を形成する。遷移金属の単体は良導体であるが、酸化物になる

と多様な電気特性を示す。 

 本技術以外の ReRAM では、全て遷移金属の酸化膜が使われていたが、一昨年から我々と

同様に、典型元素の Al の酸化膜を用いた ReRAM の研究開発がスタンフォード大学等の数か

所で始められた。 

 

 

問い合わせ先 

    〒305-0047 茨城県つくば市千現１－２－１ 

    独立行政法人物質・材料研究機構 

    企画部門広報室 TEL:029-859-2026、FAX:029-859-2017 

  

研究内容に関すること 

        独立行政法人物質・材料研究機構 

    量子ビームユニット 

    ユニット長 北澤 英明 

    TEL:029-859-2818 

        E-mail: KITAZAWA.Hideaki@nims.go.jp 

 

        独立行政法人物質・材料研究機構 

    量子ビームユニット 中性子散乱グループ 

    外来研究員 児子 精祐 

    TEL:029-859-2807 

        E-mail: NIGO.Seisuke@nims.go.jp 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%AE%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%AE%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%AE%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%89%A9
TEL:029-859-2026
TEL:029-859-2818
TEL:029-859-2807
mailto:NIGO.Seisuke@nims.go.jp
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【専門家向け補足資料】 

これまでの研究の経緯 

われわれの研究グループでは、希尐金属を用いず、豊富にあるアルミの酸化膜に着目し、次

世代メモリーの研究を進めてきました。 

現在までに、電流モードの原子間力顕微鏡によって、AlOx-ReRAM では細孔の隔壁部でオ

ン・オフ動作していることを突き止めました。また、透過電子顕微鏡を用いた EELS 測定に

よって隔壁部の厚み方向に酸素空孔(Vo)が局在していることを確認していました。従って、陽

極酸化によって自己組織的に形成された膜面に垂直に局在した Vo がスイッチング現象に関

わっていることが予想されていました。 

一方、NIMS の理論計算科学ユニットの籾田浩義・外来研究員らは、分子動力学シミュレー

ションによって生み出されたアモルファスアルミナの第１原理計算によって、Vo に電子が注

入・抽出されるとバンドギャップ内の電子状態が双安定的に変化し、Vo に電子１個が捕捉さ

れた状態が空間的に重なるとバンドギャップ内にバンドが形成され、金属状態になり得るこ

とを見出していました。 

考えられるメカニズムとして、図３右下に示す Vo
+2（電子の存在しない Vo：Al3O12(Vo

+2)1

中央の白丸）に電子１個が注入されると左下に示す Vo
+1に変わり、Vo

+1が増加してオーバー

ラップすると電極間に電流パスが形成され、左上に示すオン状態になります。Al3O12(Vo
+1)1

の Vo
+1 電子は、Vo の位置に局在することなく、図３左下 Al3O12(Vo

+1)1 の黄色で示すように、

Vo 近傍の 12 個の酸素原子 (赤色)に浸み出し、Vo
+1 電子が 2×1021/cm3 以上に増加すると、

Vo
+1
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Vo
+1
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+1）
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・

・

・

・

Al電極
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図３． Vo電子の増減によるオン・オフ機構イメージ図
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Vo
+1電子が空間的にオーバーラップして非局在化してオン状態になります。その電子状態は、

Vo 近傍の Al イオン(灰色)が Vo 電荷量に応じて変位する構造緩和によって安定化すると考え

られています。 

我々は、上記モデルの妥当性を検証するために、熱刺激電流(TSC)を測定し、抵抗変化に伴

って電子状態が変化する状況を精密に調べました。 

 

今回の成果の詳細 

今回の熱刺激電流(TSC)測定によって、AlOx-ReRAM の抵抗変化に対応したバンドギャッ

プ内の電子状態が初めて明らかになり、第１原理計算から導いた動作モデルを裏付ける測定

結果を得ました。 

図４に示すように、抵抗が 5 MΩの絶

縁状態では伝導帯から 0.15～0.41eV 下

のエネルギー範囲に電子は存在しませ

んが、抵抗が 200 KΩに低下するとその

範囲に電子が存在するようになり、100 

KΩではより多くの電子がより狭い範囲

に存在することが判ります。この傾向が

強まると局在していた電子が非局在化

してバンドを形成してオン状態になる

と考えられます。残念ながら、TSC では

局在した電子しか測定できません。その

理由は、Vo電子が増加して非局在化した

電子は自由電子になるために、熱刺激に

よって上の伝導帯に励起されなくなる

ため、TSC として検出できなくなるから

です。 

AlOx-ReRAM の動作原理が電子の増

減に起因する抵抗変化であることは、今

回の TSC による電子状態と符合することに加えて、AlOx-ReRAM がバイポーラ(電圧の向き

変えてオン・オフ)でも、ユニポーラ(同じ向きの電圧で、電流制限の有無によってオン・オフ)

でも動作すること、及びスイッチング動作が高速であることに符合します。DRAM と同様に

電子の増減に起因する物理的変化であることは、耐久性の要求される電子デバイスの基本的

条件を満たしています。他の遷移金属酸化物の ReRAM では、酸素イオンが移動することに

よって電極界面のショットキー障壁が変化するモデルや、Ta0 系 ReRAM のように、酸素と

の結合状態の化学的変化（2TaO2 + O-2 ↔ Ta2O5 + 2e）が提示されているのに対し、本技術で

は、Voは空間的に移動せず、Voに電子が出入りすることにより、Voのエネルギーレベルが上

下してバンドギャップ内に“Vo 伝導バンド”が形成・消滅する物理的変化であることが最大

の特徴です。 

図４. 熱刺激電流（TSC）による抵抗値の異なる電子状態の測定結果
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ReRAM のオン動作は、電圧印可によってショットキー障壁を FN トンネルした電子が Vo

に注入されると発生すると考えられ、電流制限ダイオードによってオン電流を制御すれば安

定したオン動作が得られます。しかし、ReRAM のオフ動作に関しては、電流密度が大きく

なるとジュール熱によってフィラメント(電流経路)が切れるという説明や、凝集した Vo が熱

によって分散してオフ状態になる等の説明が考えられていました。実際にオフ動作は不安定

になり易く、前述の図２左のグラフに示すように、オン電流の２８μA に比べて 400 倍大き

い 11mA のオフ電流が発生し、オフ動作の制御は困難でした。 

我々は動作原理モデルから得られた知見に基づき、Vo 電子をより効果的に減尐させることが

できれば小さい電流でもオフ動作すると考え、内部電界によって電子を電界抽出する方法に

変更しました。つまり、図５下段に示すように、順方向に電圧を印可してオン状態にし、逆

方向の電圧で接合部を空乏化して、内部電界によって Vo電子を抽出すれば大きな電流を必要

とすることなくオフ動作すると考え、図５上段に示す MIM 構造（金属/金属酸化・絶縁膜/金

属）の電極の一方をｐ＋-Si に変えた図５下段の MIS 構造（金属/金属酸化・絶縁膜/p-Si 半導

体）の ReRAM 素子を開発しました。オフ電流は、前述の図２に示すように、MIM 構造の

11mA から 7μA に 1/1000 以下に低下しました。このことによって、動作原理モデルが

AlOx-ReRAM の開発指針として有効なことが判りました。 

今回、上記の研究成果をまとめた論文が米国応用物理学会誌 Journal of Applied Physics

のオンライン版に掲載されました。 

 

図５. バンド図によるオン・オフ機構のイメージ説明図、（１）MIM型（２）MIS型共、FNトンネル電子が酸素空孔(Vo)
にトラップされ、増加したVo電子が非局在化してオン状態になる。MIS型では逆電圧で発生する接合部の内部電界
によりVo電子が電界抽出されて減尐し、局在化してオフ状態になるのに対し、MIM型では、ホットエレクトロン化よ
る電子励起が必要なためにオフ電流が大きくなると考えられる。
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