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Metal-insulator transition by electric field application has been recently demonstrated in Mott insulators 
with a significant pressure effect on the transition. This suggests the potential applications of these materials
for novel resistive switching memory with a purely electronic mechanism. In the bulk materials, however, 
reliable control of the resistance state cannot be obtained by electric fields because of the metastable nature of
induced metallic phase. To address this issue, I tried to develop nanostructured devices of Mott insulators and 
investigated the size effects on the transition. This study revealed that Mott-insulating Ca2RuO4 has suitability 
for nanostructure fabrication. A new measurement apparatus based on in-situ transmission electron 
microscopy was also developed for the observation of field-induced Mott transition.

  

 

１．研究背景 

従来の半導体デバイスがその物理的性能限界に近づくに伴い近年, 新材料・新原理を用いた電子デバイスに注目が集め

られている. 抵抗変化型メモリは電気抵抗状態の変化によってデータ記録を行うメモリ素子であり, 次世代不揮発メモ

リの有力候補として精力的な研究開発の対象となっている. 一方既報の抵抗変化型メモリでは, 電気抵抗の書き換えが

素子材料の化学的変質(酸素欠陥の移動等)により行われるため, 信頼性において原理的な弱点を持つ事が指摘されてい

る. この事から現在, 材料の化学的変質によらない純電子的な動作機構を持つ抵抗変化メモリの実現が期待されている.  

Ca2RuO4, GaTa4Se8 等の圧力誘起型のモット転移物質では近年, モット絶縁体から金属への電子相転移が電場印加によ

っても誘起可能である事が実験的に見出されている. これらのモット絶縁体の抵抗変化メモリ材料としての利用は, 純

電子的な抵抗変化メモリの開発を目指す上で有望な手段であると考えられる. しかしこれらの物質における電場誘起金

属相は, 結晶内において準安定な微小ドメインとしてのみ発現する事が観測されており[図 1(a)], その安定性の低さの

ために, バルク体においては不揮発メモリ動作のために必要な不揮発・可逆的な抵抗変化は誘起する事が出来ない.  

これらの背景を基に本研究では, 純電子的な抵抗変化メモリの実現に向けた新たなアプローチとして, 電場誘起モッ

ト転移物質を用いたナノ構造の作製と, それに伴う相安定性の向上を提案する. 以下ではナノ構造の作製実験の結果と, 

電場誘起モット転移の直接的評価に向けて開発した新たな測定システムついて報告する.  

  

２．電場誘起型モット転移物質の薄膜作製 

一次転移物質における相転移では一般に, 境界エネルギーの寄与によって相ドメインの安定性に対し, 試料サイズが

顕著に影響する事が理論的・実験的に導かれている. この性質を基に本研究では, 電場誘起モット転移では試料のナノ構

造化によって, 電場誘起金属相の安定化が可能である事に着目した, 既報の電場誘起モット転移物質(Ca2RuO4, GaTa4Se8

等)における誘起金属相の不安定性は, 金属相と絶縁体相の間の結晶構造の不一致に由来する事から, 試料の単一ドメイ

ン化(相境界の除去)は金属相の安定化に対し有効な手段であると考えられる. 図 1(b)に示す 100 nm幅ナノチャネルを作

製した場合, チャネル部において金属層の安定ドメインを誘起可能となる事が期待される. これまで電場誘起モット転

移が観測されたのは各物質の単結晶試料であるが, ナノチャネルの作製のためにはより小体積の材料が必要である. そ

のため本研究ではまず電場誘起モット転移物質を用いた高品位エピタキシャル薄膜の作製を実施した.  
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図 １．(a) バルク体中と(b) ナノ構造下における電場誘起金属相の模式図. (c) 作製した Ca2RuO4

薄膜の原子間力顕微鏡像. 

図 ２．(a) 抵抗変化メモリ用 TEMその場観察システム

の概略. (b) TEM像と電気特性の実時間同時測定の結果

(WOx抵抗変化メモリ). 

数種類の電場誘起型モット絶縁

体を候補物質として用い, 各物質

におけるエピタキシャル薄膜の作

製を試みた. その結果, パルスレ

ーザー堆積法によって, 多ドメイ

ンではあるが Ca2RuO4の配向膜[図

1(c)]の作製を達成する事が出来

た。この結果により今後 Ca2RuO4

に対し, 走査プローブ顕微鏡及

び後述の測定システムを用いたナノ構造下での特性評価を実施する事が可能となった.  

 

３．電場誘起モット転移用評価システムの開発 

電場誘起型モット転移物質では絶縁体相と金属相との間で結晶構造が大きく変化する事から, 結晶構造の観察によっ

て転移の発現を確認する事が可能であり, また動作機構に関する直接的な情報も得る事が可能である. そのため電場誘

起モット転移物質においては, 透過型電子顕微鏡(TEM)による構造観察が特に重要な研究手段となる. 本研究では電場誘

起モット転移の直接的な観測を実現するために, 試料への電場印加が可能な新たな TEM観察システムの開発を試みた. 

開発した測定システムの模式図を図 2(a)に示す. このシステムでは

TEM像の映像処理系に加えてピエゾ制御による電気測定探針が備え

られており, ナノ構造試料に対して TEM像と電気特性の実時間同時

測定を行う事が可能である. 開発したシステムでは, 従来型抵抗変

化メモリにおける実時間動作観察に成功しており{図 2(b), [1]}, 

Ca2RuO4の観察へと向けた明確な見通しを得る事ができた. また電気

特性評価系に関しては, 強誘電体を用いた抵抗変化メモリにおいて

連続的な分極ドメイン成長の誘起に成功しており[2-5], 電場誘起ド

メインの制御に向けた測定手法を構築する事が出来た.  

 

４．総括 

電場誘起型モット転移を用いた純電子的な抵抗変化メモリの創製

を目指し, 電場誘起モット転移物質によるナノ構造の作製と, モッ

ト転移による安定な抵抗変化動作の実証を試みた. 各種のモット絶

縁体に対して検討を行った結果, Ca2RuO4において結晶性薄膜の作製

を達成する事が出来た. また電場誘起モット転移の直接的な評価に

向けて, TEM像と電気特性の実時間同時観察が可能な自作の TEMその

場観察システムを開発した. 将来的な純電子的抵抗変化メモリの実

現に向けて, 重要な成果を得る事が出来た.  
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