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 かつてフラッシュメモリがハードディスクに取って替わり、スマートフォンが登場し

たように、今回開発された新たな RRAM チップが、現在では実現が不可能なさらに小

型で賢い端末機器や新しいタイプの電子デバイスの開発につながるかもしれない。 
 

スタンフォード大学の研究者らは、スマートフォン、タブレットやノートパソコンの

フラッシュメモリーチップに比べて、小さなスペースにより多くのデータを記憶するこ

とが可能な新しいタイプのメモリーチップの実用試作品を開発した。 
 
 この新しいメモリーチップでは、RRAM (resistive random access memory: 抵抗変

化型メモリ) 技術を採用している。電気抵抗は電子の流れを遅らせ、導電性は電子の流

れを促す。厳選した材料に電圧の微小変動を加えることで、同大学が開発したこの

RRAM チップは電気抵抗状態と導電状態を切替え、デジタル信号の 0 と 1 を作り、そ

れらを記憶する。 

 

H.-S. Philip Wong 教授の研究室の博士課程学生である Linda He Yi が、この RRAM 実用試作品

の製造プロセスを監督した。(Wong Lab) 
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この RRAM チップの実用試作品の開発に加えて、同研究チームはこの新しいメモリ

ーチップの大量生産用にスケールアップが可能なプロセスを用いたチップの製造方法

を発表した。 
 

 同研究チームはこのRRAMチップの実用試作品と製造プロセスについて、今週 注ワシ

ントンD.C.で開催されるInternational Electron Devices Meeting (IEDM)で発表する

予定である。 
 
 IEDM は、世界中の大手企業や一流大学が

重要な技術の進展について報告する、半導体

産業の主要な技術会議である。 
  
 多くの技術者が、RRAM 技術はデータ記

憶分野における次の立役者であると考えて

いる。かつてフラッシュメモリがハードディ

スクドライブに取って替わったように、

RRAM はフラッシュメモリの地位を奪い取

り、新型でさらに利便性の高いモバイル電子

デバイス開発への道を開く手助けをするだ

ろう。 
 
 しかし、同研究チームを率いる H.-S. 
Philip Wong 電子工学教授によれば、RRAM
技術は単純なデータ記憶をはるかに超える

アプリケーションが可能であるという。

RRAM の原理とその製造プロセスは、シリ

コンの単一ウェハーにメモリとマイクロプ

ロセッサーを組み合わせた全く新しいタイ

プのハイブリッドチップを生み出す可能性

をも有する。 
 
 「将来的に RRAM は、今後 10 年から 15 年、さらにそれ以上に有用であると思いま

す。」と、同大学工学部の Willard R. and Inez Kerr Bell Professor である Wong 教授

は語る。 
 
 
                                                           
注  2013 年 12 月 9 日～11 日開催。 

スタンフォード大学の研究者による、透過型

電子顕微鏡を使った RRAM データ記憶セル

の拡大画像。同セルの上部に加えられた電圧

により、セル材料が電気抵抗状態と導電状態

を切替え、デジタル信号の 0 と 1 を作ること

から、抵抗変化型メモリ(resistive random 
access memory)と呼ばれる。この実用試作

RRAM セルの大きさは、現在のフラッシュメ

モリのデータ記憶セルと同等。同研究者らは

この RRAM セルをフラッシュメモリのセル

よりもさらに縮小化が可能で、この新たな技

術によりモバイルデバイスにさらに小さく安

価なメモリを供給することができると考えて

いる。(Wong Lab) 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1104, 2014.2.21

2

http://www.his.com/~iedm/
http://engineering.stanford.edu/profile/hspwong
http://engineering.stanford.edu/profile/hspwong


フラッシュメモリ vs. RRAM 
 

業界全体の RRAM に対する関心は、フラッシュメモリが現在直面している課題から

生じた。 
 
 フラッシュメモリーチップはシリコンでできている。フラッシュメモリはシリコンチ

ップ上にエッチングされた数兆個の微細なセル若しくはボックスから構成されている。

それぞれのセルに特定の数の電子が入ることでデータが記憶され、それが 1 を作る。そ

れらの電子がセルから押し出されると、0 を作る。 
 
 フラッシュメモリーチップにより多くのデータを記憶させるためには、それぞれのセ

ルのサイズを縮小する必要がある。多くの技術者が、このような処理方法ではセルが小

さくなりすぎて、要求される精度での電子の閉じ込めと放出が不可能となる段階に近づ

いていると考えている。 
 
 RRAM メモリーチップもまた、データをセルに記憶させるため、チップ上のセルの

サイズをできる限り小さくする必要がある。 
 
 しかし、RRAM はデータをフラッシュメモリとは異なる方法で記憶させるため、フ

ラッシュメモリーチップが電子を扱い損ない始める段階を超えて、継続して RRAM を

縮小化することが可能であると多くの研究者は考えている。 
 
 スタンフォード大学の電子工学部にて先般博士号を取得した Yi 「アリス」Wu 博士

は、この RRAM チップの設計と製造を支援した。Wu 博士はこの RRAM チップが、デ

バイス中で実際に0と1を記憶させる部分である個々のセルレベルでどのように作動す

るかを説明する。 
 
 それぞれの記憶セルは、層状に積層された窒化チタン、酸化チタン、酸化ハフニウム

及び白金の 4 種類の材料から構成されている。酸化ハフニウムと酸化チタンは元来電気

抵抗材料であるが、この 4 層の混合物の上部に電力が加わると、電界がハフニウムとチ

タン化合物から酸素原子を引き離し、これらの電気抵抗材料中に導電経路をもたらす。 
 
 セルに加えられる電圧が逆流すると、この導電経路は壊れ、酸化ハフニウムと酸化チ

タンが再び電気抵抗を持つようになる。 
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 このような電気抵抗状態から導電状態への変化が、データ記憶のメカニズムである。

RRAM セルは電源オフ時の最後の状態を維持するため、データ記憶に有用である。 
（つまり、RRAM は不揮発性メモリである。） 
 

 

 

スケールアップ可能な RRAM 製造プロセス 

 

 Wong 教授の研究室に所属する博士課程の学生 Linda He Yi は、この RRAM 実用試

作品の製造プロセスを監督した。Yi はシンプルでコスト効果的な製造プロセスを用い

て、微細なメモリーセルを完成させた。この製造プロセスが RRAM の大量生産の鍵と

なるだろう。 
 
 Yi はまず、シリコンウェハーから取りかかった。最初の目標は、シリコンウェハー

上にナノサイズの一連のエッチングを施して、データを記憶するセルになる孔を作るこ

とだった。 

 

 

 
 
 
 
 

H.-S. Philip Wong 教授が率いる研究チームの一員として、Linda He Yi と共同で設計・製造した

RRAM デバイスを持つスタンフォード大学の電子エンジニア Yi “Alice” Wu 博士。同博士の背後

にあるのは、RRAM チップの大量生産に利用できる 2 元ブロック共重合体自己配列プロセスのい

つくかの工程で使われたヒュームフード(ドラフトチャンバー)。(Stanford Engineering) 
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 このために、シリコンチップを 2 種類の樹脂が結合して一本のひも状となる、2 つの

部分から成るポリマーでシリコンチップをコーティングした。一端が青色でもう一端が

緑色をしたミミズを象ったグミキャンディーが、大量にシリコンチップ上に均一に配置

されている状態を想像するとわかりやすいだろう。シリコンチップを加熱すると、これ

らのグミキャンディーが青色は青色と、緑色は緑色に合わせて完璧に自己配列する。こ

れにより、緑色と青色の数十億ものナノアイランドができあがる。 
 
 研究者らは一連の化学的な工程を用いて、シリコンチップ上の 1 種類のポリマーを洗

い流し、数百万もの空のスポットを作った。それから光源と化学薬品を使用して、それ

らの空のスポットに微細な孔をエッチングした。そしてもう 1 種類のポリマーを取り除

いて、シリコンウェハー上にナノスケールのくぼみのアレイを残した。 
 
 製造プロセスのこの部分は、2 元ブロック共重合体自己配列リソグラフィー(diblock 
copolymer self-assembly lithography)と呼ばれている。この技術を開発したのはスタ

ンフォード大学の研究チームではないが、この技術を用いて作動可能なチップを製造し

たのは彼らが初めてである。Wong 教授は、このアプローチは研究室から工場での生産

にスケールアップが可能と考えている。 
 
 「この製造プロセスに大変期待しています。」と Wong 教授は言い、次のように続け

る。「2 元ブロック共重合体自己配列により、現在利用されているリソグラフィー技術

よりもナノスケールのチップをより効率的で安価に製造できる可能性があります。」 
 
 
 
製造最終工程で将来に期待 

 

 RRAM 実用試作品の完成には、もう 2、3 の工程を必要とする。RRAM データ記憶

セルを作るために、Yi はシリコンチップ上の個々のナノサイズの孔を 4 種類の材料で

埋める必要があった。 
 
 Yi は既存の製造技術を用いて 4 種類の材料を積層した。データ記憶セル同士を配線

して、確実に電気抵抗状態と導電状態に切り替わるようにした。IEDM で発表される実

用試作品は、50 のデータ記憶セル、つまり 3 桁の内線番号と共に 10 桁の電話番号を記

憶させるのにほぼ十分な容量を持つ。 
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 同大学研究者らは、透過型電子顕微鏡で 1 個の RRAM セルの画像を作成した。この

画像では、10nm を下回る活性領域と共に上部が幅 25nm、底部が 12nm の円錐型構造

を示している。今後の課題はより小さなスペースにさらに多くの記憶量を詰め込めるよ

う、それぞれの記憶ユニットを小型化することである。 
 
 しかし Wong 博士によれば、試作品のセルの直径は既に現在のフラッシュメモリのセ

ルのサイズと同等であるという。そしてフラッシュメモリがその限界に突き当たりつつ

ある一方で、RRAM チップはさらに小型化し続けることが可能なはずであるという。 
 
 「この技術が 10nm、5nm、1nm でどのように働くのか観察したいと思っています。」

と Wong 教授は語る。 
 
 データの記憶用に RRAM の開発を継続する一方で、研究者らはこの技術の新たな利

用方法も探っている。 
 
 同大学研究チームの一員である電子工学部の S. Simon Wong教授(前述の Wong 教授

とは無関係)は、マイクロプロセッサーのロジック回路と同一のシリコンウェハー上に、

RRAM 記憶セルを構築したいと考えている。 
 

同研究チームのメンバーは、数年前に RRAM セルとロジック回路の両方を同じチッ

プ上に搭載することが可能であることを明らかにしている。しかし当時可能なプロセス

ではサイズが大きな RRAM しか製造できず、現在最も高度なロジック回路と共に搭載

することができなかった。 
 
 しかし現在、RRAM はロジック回路と同様のサイズに小型化されたので、現在入手

可能なものよりも小型で高速、安価な電子デバイスの製造を可能とするメモリとロジッ

ク機能を組み合わせたハイブリッドチップを作る構想が可能となった。 
 
 「メモリとロジック回路を同じチップ上に搭載することで、より安価な製造、省スペ

ース、省エネルギーをもたらし、より小型でよりパワフルなデバイスの製造が可能とな

ります。」と Wong 教授は語る。 
 
 同研究チームの他のメンバーは、先般電子工学博士号を取得した Zhiping Zhang、電

子工学部の大学院生である Zizhen Jiang および Joon Sohn。 
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 本研究は一部、Intelligence Advanced Research Projects Activity の  Trusted 
Integrated Chips (TIC)プログラムにより支援を受けた。TIC は、セキュリティーを確

保し、知的財産を保護する split-manufacturing （分割製造法）による新たなチップ製

造プロセスの開発と実証を実施している。本研究の他の資金提供組織は、Stanford 
Non-Volatile Memory Technology Research Initiative の会員会社、National Science 
Foundation および Semiconductor Research Corporation。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は米国・スタンフォード大学(Stanford University)の以下の記事を翻訳し

たものである。 
“Stanford engineers make first working prototype for memory chip ideal for mobile 
devices” 
http://engineering.stanford.edu/news/stanford-engineers-make-first-working-protot
ype-memory-chip-ideal-mobile-devices  
Used with Permission of the Stanford University  
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