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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相互に交差し且つ離間した第１及び第２の配線と、
　前記第１及び第２の配線が相互に交差する領域内に位置し、第１の磁化固着層、第２の
磁化固着層、前記第１及び第２の磁化固着層間に介在する磁気記録層、前記第１の磁化固
着層と前記磁気記録層との間に介在する第１の非磁性層、及び前記第２の磁化固着層と前
記磁気記録層との間に介在する第２の非磁性層を備え、前記磁気記録層は前記第１及び第
２の配線のそれぞれに書込電流を流すことにより生じる磁界の方向を第１の方向と前記第
１の方向とは逆方向の第２の方向との間で変化させた場合にその磁化の方向を反転させ、
前記第１及び第２の磁化固着層は前記磁界の方向を前記第１の方向と前記第２の方向との
間で変化させた場合にその磁化の方向を実質的に保持する磁気抵抗効果膜と、
　コバルトを含有する高飽和磁化ソフト磁性材料及びコバルトを含有する金属－非金属ナ
ノグラニュラ膜のいずれか一つを含み且つ少なくとも前記領域内で前記第１の配線の前記
磁気抵抗効果膜との対向面の裏面と対向する底部及び前記第１の配線の両側面とそれぞれ
対向する１対の側壁部を形成した第１の磁性膜とを具備し、
　前記第１の磁性膜の１対の側壁部のそれぞれは前記第１及び第２の非磁性層のうち前記
第１の磁性膜からより近いものと接していることを特徴とする磁気記憶装置。
【請求項２】
　相互に交差し且つ離間した第１及び第２の配線と、
　前記第１及び第２の配線が相互に交差する領域内に位置し、第１の磁化固着層、第２の
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磁化固着層、前記第１及び第２の磁化固着層間に介在する磁気記録層、前記第１の磁化固
着層と前記磁気記録層との間に介在する第１の非磁性層、及び前記第２の磁化固着層と前
記磁気記録層との間に介在する第２の非磁性層を備え、前記磁気記録層は前記第１及び第
２の配線のそれぞれに書込電流を流すことにより生じる磁界の方向を第１の方向と前記第
１の方向とは逆方向の第２の方向との間で変化させた場合にその磁化の方向を反転させ、
前記第１及び第２の磁化固着層は前記磁界の方向を前記第１の方向と前記第２の方向との
間で変化させた場合にその磁化の方向を実質的に保持する磁気抵抗効果膜と、
　高飽和磁化ソフト磁性材料を含み且つ少なくとも前記領域内で前記第１の配線の前記磁
気抵抗効果膜との対向面の裏面と対向する底部及び前記第１の配線の両側面とそれぞれ対
向する１対の側壁部を形成した第１の磁性膜とを具備し、
　前記第１の磁性膜の１対の側壁部のそれぞれは前記第１及び第２の非磁性層のうち前記
第１の磁性膜からより近いものと接していることを特徴とする磁気記憶装置。
【請求項３】
　コバルトを含有する高飽和磁化ソフト磁性材料及びコバルトを含有する金属－非金属ナ
ノグラニュラ膜のいずれか一つを含み且つ少なくとも前記領域内で前記第２の配線の前記
磁気抵抗効果膜との対向面の裏面と対向する底部及び前記第２の配線の両側面とそれぞれ
対向する１対の側壁部を形成した第２の磁性膜をさらに具備することを特徴とする請求項
１または請求項２に記載の磁気記憶装置。
【請求項４】
　前記第１の磁性膜の前記第１の配線の長手方向に沿った長さは、前記磁気抵抗効果膜の
前記第１の配線の長手方向に沿った長さの１．２倍以上であることを特徴とする請求項１
乃至請求項３のいずれか１項に記載の磁気記憶装置。
【請求項５】
　前記第１の磁性膜は高飽和磁化ソフト磁性材料としてコバルトを主成分とするコバルト
系合金高透磁率磁性材料を含有し、前記第１及び第２の配線は銅、タングステン、及びそ
れらの合金からなる群より選ばれる１種を含有するか或いは非磁性層と高飽和磁化ソフト
磁性材料層とを備えた多層構造であることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか
１項に記載の磁気記憶装置。
【請求項６】
　前記第１の磁性膜は、Ｃｏ－Ｆｅ合金膜、Ｃｏ－Ｆｅ－Ｎｉ合金膜、Ｃｏ－（Ｚｒ，Ｈ
ｆ，Ｎｂ，Ｔａ，Ｔｉ）膜、それらのアモルファス膜、及びコバルトを含有する金属－非
金属ナノグラニュラ膜からなる群より選ばれる少なくとも１種の薄膜を備えたことを特徴
とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の磁気記憶装置。
【請求項７】
　前記非磁性層は非磁性トンネル層であることを特徴とする請求項１乃至請求項６のいず
れか１項に記載の磁気記憶装置。
【請求項８】
　前記磁気記憶装置が記憶する情報を読み出すために前記磁気記憶装置に流すセンス電流
を制御するセンス電流制御素子をさらに具備することを特徴とする請求項１乃至請求項７
のいずれか１項に記載の磁気記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、磁気記憶装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
磁性膜を用いた磁気抵抗効果素子は、磁気ヘッドや磁気センサなどとして既に利用されて
いる。また、磁気抵抗効果素子を、磁気記憶装置（磁気抵抗効果メモリ）などとして利用
することも提案されている。磁気記憶装置の中でも、強磁性トンネル接合を用いた磁気記
憶装置は、不揮発性の記憶が可能であり、１０ｎｓｅｃ未満の書き込み時間及び読み出し
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時間、１０15回を超える書き換え回数、並びにＤＲＡＭ並みに小さなセルサイズを実現す
るものとして期待されている。
【０００３】
そのような強磁性トンネル接合を用いた磁気記憶装置を実現するには、十分な磁気抵抗変
化率が必要である。近年、強磁性トンネル接合では、２０％以上の磁気抵抗変化率が得ら
れており、したがって、そのような磁気記憶装置の実現への期待は益々高まっている。
【０００４】
例えば、強磁性層上に厚さ０．７ｎｍ～２．０ｎｍの薄いＡｌ層を成膜した後、その表面
を酸素グロー放電または酸素ガスに曝すことによってＡｌ2Ｏ3からなるトンネルバリア層
を形成し、その上に強磁性層をさらに成膜することにより形成される強磁性トンネル接合
が提案されている。この強磁性トンネル接合によると、２０％以上の磁気抵抗変化率が得
られている（Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．７９，４７２４（１９９６））。また、強磁性１
重トンネル接合としては、１対の強磁性層の一方を反強磁性層と組み合わせ、他方を磁化
固着層とした構造も提案されている（特開平１０－４２２７号公報）。
【０００５】
上述のように、強磁性１重トンネル接合では２０％以上の磁気抵抗変化率が得られるよう
になった。しかしながら、強磁性１重トンネル接合を用いた磁気記憶装置は、ＦｅＲＡＭ
やフラッシュメモリ等の競合メモリに比べて、書き込み時の消費電力が大きいという問題
を有している。
【０００６】
上記問題に対し、書込配線の周囲に高透磁率材料からなる薄膜を設けた固体磁気記憶装置
が提案されている（米国特許第５，６５９，４９９号、米国特許第５，９５６，２６７号
、米国特許第５，９４０，３１９号、及び国際特許出願ＷＯ００／１０１７２）。これら
の磁気記憶装置によれば、配線の周囲に高透磁率膜が設けられているため、磁気記録層へ
の情報書込に必要な電流値を効率的に低減することができる。また、これらの磁気記憶装
置によれば、電流によって発生した磁束が高透磁率磁性膜の外部に及ぶことがないため、
クロストークも抑制することができる。
【０００７】
しかしながら、米国特許第５，６５９，４９９号が開示する磁気記憶装置では、磁気抵抗
効果膜の記録層全体にわたって均一に磁場を印加することができない。また、米国特許第
５，９５６，２６７号及び米国特許第５，９４０，３１９号が開示する磁気記憶装置では
、後述するデュアルスピンバルブ型２重トンネル接合のように１対の磁化固着層間に磁気
記録層を介在させてなる構造を採用した場合、磁気記録層に効率的に磁場を印加すること
は困難である。さらに、国際特許出願ＷＯ００／１０１７２が開示する磁気記憶装置は、
磁気記録層に磁場を印加するのに理想的な構造を有しているが、その製造自体が極めて困
難である。
【０００８】
また、上述した強磁性１重トンネル接合に加え、誘電体中に分散させた磁性粒子を介した
強磁性トンネル接合や強磁性２重トンネル接合（連続膜）も提案されている。これら強磁
性トンネル接合でも２０％以上の磁気抵抗変化率が得られており（Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．Ｂ
　５６（１０），Ｒ５７４７（１９９７）．、応用磁気学会誌２３，４－２，（１９９９
）、Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．７３（１９），２８２９（１９９８））、しかも、
強磁性２重トンネル接合によると、所望の出力電圧値を得るために磁気記憶装置に印加す
る電圧値を高めることにより発生する磁気抵抗変化率の減少を抑制することが可能である
。
【０００９】
しかしながら、強磁性２重トンネル接合を用いた場合も、強磁性１重トンネル接合を用い
た場合と同様に書き込み時の消費電力が大きいという問題がある。また、強磁性２重トン
ネル接合を用いた場合、磁気記録層は１対のトンネルバリア層及び１対の磁化固着層でそ
れぞれ挟持されるため、上記米国特許が開示する方法を適用したとしても、磁気記録層に
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電流磁界を効率的に作用させることができない。すなわち、強磁性２重トンネル接合を用
いた磁気記憶装置は、書き込み時の消費電力が極めて大きいという問題を有している。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、書き込み時の消費電力が低減された
磁気記憶装置を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明は、相互に交差し且つ離間した第１及び第２の配線
と、前記第１及び第２の配線が相互に交差する領域内に位置し、第１の磁化固着層、第２
の磁化固着層、前記第１及び第２の磁化固着層間に介在する磁気記録層、前記第１の磁化
固着層と前記磁気記録層との間に介在する第１の非磁性層、及び前記第２の磁化固着層と
前記磁気記録層との間に介在する第２の非磁性層を備え、前記磁気記録層は前記第１及び
第２の配線のそれぞれに書込電流を流すことにより生じる磁界の方向を第１の方向と前記
第１の方向とは逆方向の第２の方向との間で変化させた場合にその磁化の方向を反転させ
、前記第１及び第２の磁化固着層は前記磁界の方向を前記第１の方向と前記第２の方向と
の間で変化させた場合にその磁化の方向を実質的に保持する磁気抵抗効果膜と、コバルト
を含有する高飽和磁化ソフト磁性材料及びコバルトを含有する金属－非金属ナノグラニュ
ラ膜のいずれか一つを含み且つ少なくとも前記領域内で前記第１の配線の前記磁気抵抗効
果膜との対向面の裏面と対向する底部及び前記第１の配線の両側面とそれぞれ対向する１
対の側壁部を形成した第１の磁性膜とを具備し、前記第１の磁性膜の１対の側壁部のそれ
ぞれは前記第１及び第２の非磁性層のうち前記第１の磁性膜からより近いものと接してい
ることを特徴とする磁気記憶装置を提供する。
【００１３】
　さらに、本発明は、相互に交差し且つ離間した第１及び第２の配線と、前記第１及び第
２の配線が相互に交差する領域内に位置し、第１の磁化固着層、第２の磁化固着層、前記
第１及び第２の磁化固着層間に介在する磁気記録層、前記第１の磁化固着層と前記磁気記
録層との間に介在する第１の非磁性層、及び前記第２の磁化固着層と前記磁気記録層との
間に介在する第２の非磁性層を備え、前記磁気記録層は前記第１及び第２の配線のそれぞ
れに書込電流を流すことにより生じる磁界の方向を第１の方向と前記第１の方向とは逆方
向の第２の方向との間で変化させた場合にその磁化の方向を反転させ、前記第１及び第２
の磁化固着層は前記磁界の方向を前記第１の方向と前記第２の方向との間で変化させた場
合にその磁化の方向を実質的に保持する磁気抵抗効果膜と、高飽和磁化ソフト磁性材料を
含み且つ少なくとも前記領域内で前記第１の配線の前記磁気抵抗効果膜との対向面の裏面
と対向する底部及び前記第１の配線の両側面とそれぞれ対向する１対の側壁部を形成した
第１の磁性膜とを具備し、前記第１の磁性膜の１対の側壁部のそれぞれは前記第１及び第
２の非磁性層のうち前記第１の磁性膜からより近いものと接していることを特徴とする磁
気記憶装置を提供する。
【００１５】
なお、本発明において、第１の磁性膜は、第１の配線に電流を流した際に、それにより生
じる磁力線のための磁束通路を形成する。また、本発明の磁気記憶装置は、好ましくは非
磁性層が非磁性トンネル層（トンネルバリア層）である強磁性トンネル接合を有するもの
であるが、非磁性層がトンネル層ではない所謂ＧＭＲ（巨大磁気抵抗）効果膜を有するも
のも包含する。
【００１６】
　本発明において、磁化方向が固定された第１の磁化固着層、第１の非磁性トンネル層、
磁化方向を反転可能な磁気記録層、磁化方向が固定された第２の磁化固着層、及び第２の
非磁性トンネル層が順次積層された構造を有する強磁性トンネル接合を規定する場合、そ
の強磁性トンネル接合は２重以上の強磁性トンネル接合を有していること意味する。
【００１７】
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　本発明においては、第１及び第２の非磁性層のいずれかを介して、第１の磁性膜と磁気
記録層とを磁気的に接続することができる。これは、例えば、以下の構造を採用すること
により実現可能である。すなわち、第１の磁性膜が形成する上記１対の側壁部の対向面間
の距離に対して、第１の非磁性層及び磁気記録層の幅をより広くし且つ第１の磁化固着層
の幅をより狭くして、第１の非磁性層の主面を上記１対の側壁部に対応して部分的に露出
させる。この場合、第１の非磁性層のそれら露出部と上記１対の側壁部とをそれぞれ接触
させると、第１の非磁性層を介して磁性膜と磁気記録層とが磁気的に接続されるため、第
１の配線に電流を流すことによって発生し且つ第１の磁性膜の中を通る磁束は磁気記録層
に効率的に印加される。したがって、第１の配線に流す電流量がより少ない場合であって
も情報の書き込みが可能となり、情報の書き込みに要する消費電力を減少させることがで
きる。
【００１９】
本発明において、第１の磁性膜の第１の配線の長手方向に沿った長さは、磁気抵抗効果膜
の第１の配線の長手方向に沿った長さの１．２倍以上であることが好ましく、１．５倍以
上であることがより好ましい。また、同様に、第２の磁性膜の第２の配線の長手方向に沿
った長さは、磁気抵抗効果膜の第２の配線の長手方向に沿った長さの１．２倍以上である
ことが好ましく、１．５倍以上であることがより好ましい。この場合、磁気記録層により
効果的に磁場を印加することができる。
【００２０】
第１及び第２の配線は、例えば、銅、タングステン、及びそれらの合金からなる群より選
ばれる１種を含有することができる。或いは、第１及び第２の配線は、Ｃｕ層とＣｏＦｅ
Ｎｉ層との積層構造のように、非磁性層と高飽和磁化ソフト磁性材料層とを備えた多層構
造とすることができる。それら配線が銅を主成分とする材料で構成され且つ第１及び第２
の磁性膜がコバルトを主成分とする合金系である場合、銅とコバルトとは殆ど相互に固溶
しない。そのため、通常の熱処理プロセスを実施した場合や配線に過大な電流を流した場
合でも、配線に含まれる銅と磁性膜に含まれるコバルトとが相互拡散することはない。し
たがって、この場合、配線と磁性膜との間にバリアメタルを設ける必要がない。
【００２１】
第１及び第２の磁性膜は、Ｃｏ－Ｆｅ合金膜、Ｃｏ－Ｆｅ－Ｎｉ合金膜、Ｃｏ－（Ｚｒ，
Ｈｆ，Ｎｂ，Ｔａ，Ｔｉ）膜、（Ｃｏ，Ｆｅ，Ｎｉ）－（Ｓｉ，Ｂ）－（Ｐ，Ａｌ，Ｍｏ
，Ｎｂ，Ｍｎ）系などのアモルファス材料膜、及び（Ｆｅ，Ｃｏ）－（Ｂ，Ｓｉ，Ｈｆ，
Ｚｒ，Ｓｍ，Ｔａ，Ａｌ）－（Ｆ，Ｏ，Ｎ）系などの金属－非金属ナノグラニュラ膜等で
構成することができる。特に、それら磁性膜は、上記のうち、Ｃｏ元素を含有する高飽和
磁化ソフト磁性材料膜や（Ｆｅ，Ｃｏ）－（Ｂ，Ｓｉ，Ｈｆ，Ｚｒ，Ｓｍ，Ｔａ，Ａｌ）
－（Ｆ，Ｏ，Ｎ）系などの金属－非金属ナノグラニュラ膜で構成するとより好ましい。
【００２２】
磁化固着層及び磁気記録層は、それぞれ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、それらの合金、及びＮｉＭ
ｎＳｂやＰｔＭｎＳｂやＣｏ2ＭｎＧｅなどのハーフメタル等を含有することが好ましい
。磁気記録層の飽和磁化Ｂｓは５ｋＧよりも大きいことが好ましい。
また、非磁性トンネル層の材料には、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＮ、ＭｇＯ、ＳｉＯ2、ＧａＯ、Ｌ
ａＡｌＯ3、ＭｇＦ2、及びＣａＦ2などを用いることができる。
【００２３】
本発明において、第２の配線の周囲にも第１の配線の周囲に設けたのと同様の磁性膜を設
けることが好ましい。また、磁性膜は、強磁性トンネル接合の位置だけでなく、配線全体
にわたって延在するように設けることが好ましい。
【００２４】
本発明において、磁性膜を設けた配線の長手方向に垂直な断面の寸法に関し、磁性膜の開
口幅方向の長さをｌ1とし、それに垂直な方向の長さをｌ2とした場合、アスペクト比ｌ2

／ｌ1は１より大きいことが好ましい。この場合、電流磁界がより強くなる。このアスペ
クト比ｌ2／ｌ1は、２より大きく且つ５より小さいことがより好ましい。
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【００２５】
本発明の磁気記憶装置は、この磁気記憶装置が記憶する情報を読み出すためにこの磁気記
憶装置に流すセンス電流を制御するセンス電流制御素子をさらに有することができる。こ
のセンス電流制御素子としては、トランジスタやダイオードを用いることができる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明について図面を参照しながらより詳細に説明する。なお、各図において同様
の部材には同一の参照符号を付し、重複する説明は省略する。
図１（ａ）は本発明の第１の実施形態に係る磁気記憶装置を概略的に示す断面図である。
図１（ｂ）は図１（ａ）に示す磁気記憶装置のＡ－Ａ線に沿った部分断面図であり、図１
（ｃ）は図１（ｂ）に示す構造を拡大して描いた断面図である。また、図１（ｄ）は、図
１（ａ）に示す磁気記憶装置の一部を概略的に示す斜視図である。
【００２７】
図１（ａ）～（ｄ）に示す磁気記憶装置１０は、ＭＲＡＭ（ＭａｇｎｅｔｉｃＲａｎｄｏ
ｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）であって、図１（ａ）に示すように、磁気記憶素子１
１と磁気記憶素子１１に流すセンス電流を制御するセンス電流制御素子であるトランジス
タ１２とで主に構成されている。
【００２８】
磁気記憶素子１１は、強磁性２重トンネル接合１３を有している。強磁性２重トンネル接
合１３は、直交する配線１４，１５間の交差部に位置しており、その下端は配線１６を介
してトランジスタ１２と接続されている。また、配線１４，１５の周囲には、それぞれ、
磁性膜１７，１８が設けられている。なお、本実施形態において、磁性膜１８は高飽和磁
化ソフト磁性材料で構成されている。また、参照番号１９は層間絶縁膜を示し、参照番号
２０は基板を示し、両矢印２６は磁化容易軸を示している。
【００２９】
強磁性２重トンネル接合１３は、配線１６側から、磁化固着層２１、トンネルバリア層２
２、磁気記録層２３、トンネルバリア層２４、及び磁化固着層２５を順次積層した構造を
有している。磁化固着層２５の幅は、磁化固着層２１、トンネルバリア層２２、磁気記録
層２３、及びトンネルバリア層２４の幅よりも狭く、トンネルバリア層２４の配線１５を
挟んで左右に位置する上面をそれぞれ露出させている。磁化固着層２５側で開口した磁性
膜１８の両端部は、トンネルバリア層２４の露出した上面にそれぞれ接触している。すな
わち、磁性膜１８とトンネルバリア層２４とは磁気的に接続されており、磁性膜１８と磁
気記録層２３とはトンネルバリア層２４を介して磁気的に接続されている。
【００３０】
磁性膜１８と磁気記録層２３との間に磁化固着層２５が介在する場合、磁性膜１８と磁化
固着層２５とが磁気的に接続されてしまう。そのため、磁気記録層２３に電流磁界を有効
に作用させることができない。それに対し、図１（ｃ）に示す構造を採用した場合、磁性
膜１８と磁気記録層２３とはトンネルバリア層２４のみを介して接続されているため、磁
気記録層２３に電流磁界を有効に作用させることが可能となる。
【００３１】
なお、このような構造によると、消費電力を約１／５程度以下にまで低減可能であること
が確認されている。また、消費電力を低減する原理については磁性膜１８に関してのみ説
明したが、磁性膜１７についても同様である。
【００３２】
　図１（ａ）～（ｄ）を参照して説明した構造の代わりに図２（ａ），（ｂ）に示す構造
を採用することもできる。
　図２（ａ），（ｂ）は、第１の参考例に係る磁気記憶装置を概略的に示す断面図である
。
【００３３】
図２（ａ）に示す磁気記憶装置１０において、磁化固着層２５の幅は磁性膜１８の開口幅
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よりも狭く、磁化固着層２５は磁性膜１８の両側壁部間に位置している。このような構造
でも、磁気記録層２３に電流磁界を有効に作用させることができる。
【００３４】
図２（ｂ）に示す磁気記憶装置１０においても、磁化固着層２５の幅は磁性膜１８の開口
幅よりも狭いが、磁気記録層２３は磁性膜１８の両側壁部間に位置している。このような
構造では、磁気記録層２３に電流磁界をより有効に作用させることができる。また、この
構造によると、磁気記録層２３は磁性膜１８の両側壁部間に位置しているため、隣り合う
２つの記憶セルの一方に書込磁界を印加した際に、その書込磁界が他方のセルの磁気記録
層２３に与える影響が低減される。したがって、図２（ｂ）に示す構造によると、書き込
み時の低消費電力化が実現されるのに加え、クロストークをより有効に防止することもで
きる。
【００３５】
第１の実施形態において、磁性膜１７，１８に用いる高飽和磁化ソフト磁性材料の飽和磁
化Ｂｓは５ｋＧよりも大きいことが好ましい。飽和磁化Ｂｓは５ｋＧよりも大きい場合、
消費電力を低減する効果が顕著に現れる。
【００３６】
また、配線１４の周囲に設ける磁性膜１７の配線１４の長手方向に沿った長さは、磁気抵
抗効果膜１３の配線１４の長手方向に沿った長さよりも長いことが好ましい。これについ
ては、図３を参照しながら説明する。
【００３７】
図３は、磁気抵抗効果膜１３の配線１４の長手方向に沿った長さＬ1に対する配線１４の
周囲に設ける磁性膜１７の配線１４の長手方向に沿った長さＬ2の比Ｌ2／Ｌ1と、磁気記
録層２３の位置における磁界強度Ｈxとの関係を示すグラフである。なお、このグラフは
シミュレーションにより得られたものであり、図中、横軸は比Ｌ2／Ｌ1を示し、縦軸は磁
界強度Ｈxを示している。
【００３８】
図３に示すように、比Ｌ2／Ｌ1がより大きい場合に、より高い磁界強度Ｈxが得られてい
る。また、比Ｌ2／Ｌ1が或る程度まで増加すると磁界強度Ｈxの上昇は飽和する傾向にあ
る。磁気記録層２３により効果的に磁場を印加するには、比Ｌ2／Ｌ1は１．２以上である
ことが好ましく、１．５以上であることがより好ましい。また、同様に、磁気抵抗効果膜
１３の配線１５の長手方向に沿った長さＬ3に対する磁性膜１８の配線１５の長手方向に
沿った長さＬ4の比Ｌ4／Ｌ3は１．２以上であることが好ましく、１．５以上であること
がより好ましい。この場合、磁気記録層２３により効果的に磁場を印加することができ、
消費電力を低減する効果がより顕著となる。
【００３９】
磁性膜１８とトンネルバリア層２４とは接触していることが好ましい。しかしながら、磁
性膜１８とトンネルバリア層２４とが磁気的に接続され、それにより、磁性膜１８と磁気
記録層２３との磁気的な接続が達成されるのであれば、磁性膜１８とトンネルバリア層２
４とは接触していなくてもよい。そのような磁気的な接続は、通常、磁性膜１８とトンネ
ルバリア層２４との間の距離が０．１μｍ以下、好ましくは０．０５μｍ以下であれば可
能である。
【００４０】
また、書き込み時間が数ｎｓｅｃと短いため（高周波数で使用するため）、表皮厚さ（ｓ
ｋｉｎ　ｄｅｐｔｈ））δは、サブミクロン以上であることが好ましい。なお、表皮厚さ
δ、比抵抗ρ、周波数ω、及び透磁率μの間には、下記等式に示す関係が成り立つ。
δ＝（２ρ／ωμ）1/2

したがって、高飽和磁化ソフト磁性材料の比抵抗は、２０μΩ・ｃｍ以上であることが好
ましく、５０μΩ・ｃｍ以上であることがより好ましい。
【００４１】
高飽和磁化ソフト磁性材料を含有する磁性膜１７，１８は、Ｃｏ－Ｆｅ合金膜、及びＣｏ
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－Ｆｅ－Ｎｉ合金膜のような合金膜；Ｃｏ－（Ｚｒ，Ｈｆ，Ｎｂ，Ｔａ，Ｔｉ）膜や（Ｃ
ｏ，Ｆｅ，Ｎｉ）－（Ｓｉ，Ｂ）－（Ｐ，Ａｌ，Ｍｏ，Ｎｂ，Ｍｎ）系などのアモルファ
ス材料膜；並びに（Ｆｅ，Ｃｏ）－（Ｂ，Ｓｉ，Ｈｆ，Ｚｒ，Ｓｍ，Ｔａ，Ａｌ）－（Ｆ
，Ｏ，Ｎ）系などの金属－非金属ナノグラニュラ膜等で構成することができる。これら材
料を用い、構成元素の比を適宜調節することにより、磁歪をほぼゼロにすることができ、
保磁力が小さくソフト化された磁性膜１７，１８を得ることができる。なお、磁性膜１７
，１８の断面形状は図１（ａ）～（ｄ）に示す形状に限られるものではなく、種々の変形
が可能である。
【００４２】
磁性膜１７，１８に含まれる高飽和磁化ソフト磁性材料としてコバルトを主成分とするコ
バルト系合金を用いるのとともに、配線１４，１５の材料として高電流密度に対応可能な
銅を主成分とする材料を用いることが好ましい。この場合、配線１４，１５と磁性膜１７
，１８との間でそれらを構成する材料が相互拡散するのを防止することができる。したが
って、熱的安定性が向上し、経時劣化も抑制することができる。
【００４３】
磁化固着層２１，２５は、それぞれ強磁性層で構成することができる。この強磁性層を構
成する材料は強磁性を示すものであれば特に制限はなく、Ｆｅ、Ｃｏ、及びＮｉなどの金
属；それらの合金；スピン分極率の大きいマグネタイト（Ｆｅ3Ｏ4）、ＣｒＯ2、及びＲ
ＸＭｎＯ3-y（Ｒは希土類元素を示し、ＸはＣａ、Ｂａ、及びＳｒの少なくとも１種の元
素を示す）などの酸化物；並びにＮｉＭｎＳｂ及びＰｔＭｎＳｂなどのホイスラー合金等
を挙げることができる。この強磁性層の膜厚は、超常磁性にならない程度に厚いことが必
要であり、０．４ｎｍ以上であることが好ましい。
【００４４】
この強磁性層には、Ｆｅ－Ｍｎ、Ｐｔ－Ｍｎ、Ｐｔ－Ｃｒ－Ｍｎ、Ｎｉ－Ｍｎ、Ｉｒ－Ｍ
ｎ、ＮｉＯ、及びＦｅ2Ｏ3などからなる反強磁性膜を積層して磁化の方向を固定すること
が好ましい。また、磁化固着層２１，２５として、強磁性層と非磁性層との積層膜を用い
てもよい。そのような積層膜として、強磁性層／非磁性層／強磁性層の三層膜を用いる場
合、非磁性層を介して強磁性層間で反強磁性的な相互作用を生じさせることが好ましい。
【００４５】
特に、強磁性膜上にＣｏ（Ｃｏ－Ｆｅ）／Ｒｕ／Ｃｏ（Ｃｏ－Ｆｅ）やＣｏ（Ｃｏ－Ｆｅ
）／Ｉｒ／Ｃｏ（Ｃｏ－Ｆｅ）などの積層膜を介してＦｅ－Ｍｎ、Ｐｔ－Ｍｎ、Ｐｔ－Ｃ
ｒ－Ｍｎ、Ｎｉ－Ｍｎ、Ｉｒ－Ｍｎ、ＮｉＯ、及びＦｅ2Ｏ3などからなる反強磁性膜を設
けた構造を採用することにより、磁化固着層２１，２５の磁化の方向が電流磁界に影響さ
れにくくなる。すなわち、強磁性層の磁化の方向を強固に固定することができる。
【００４６】
磁気記録層２３の長さＬと幅Ｗとの比Ｌ／Ｗは１．５以上であることが好ましく、２以上
であることがより好ましいが、図１（ａ）～（ｄ）に示す構造を採用した場合には比Ｌ／
Ｗが１であっても単磁区化により高密度化が可能となる。また、磁気記録層２３は、その
長さ方向に一軸異方性が付与されていることが好ましく、その長さ方向（磁化容易軸方向
）の両端部でトンネルバリア層２４を介して磁性膜１８と接続されていることが好ましい
。
【００４７】
磁気記録層２３に用いる材料は強磁性を示すものであれば特に制限はなく、Ｆｅ、Ｃｏ、
及びＮｉなどの金属；それらの合金；スピン分極率の大きいマグネタイト（Ｆｅ3Ｏ4）、
ＣｒＯ2、及びＲＸＭｎＯ3-y（Ｒは希土類元素を示し、ＸはＣａ、Ｂａ、及びＳｒの少な
くとも１種の元素を示す）などの酸化物；並びにＮｉＭｎＳｂ及びＰｔＭｎＳｂなどのホ
イスラー合金等を挙げることができる。この強磁性層の膜厚は、超常磁性にならない程度
に厚いことが必要であり、０．４ｎｍ以上であることが好ましい。
【００４８】
磁気記録層２３は、単層構造であってもよく、積層構造であってもよい。磁気記録層２３
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を積層構造とする場合、例えば、ソフト強磁性層／強磁性層の二層膜や、強磁性層／ソフ
ト強磁性層／強磁性層の三層膜とすることができる。
【００４９】
また、磁気記録層２３を強磁性層／非磁性層／強磁性層の三層膜とし、それら強磁性層が
非磁性層を介して反強磁性的に或いは弱い強磁性的に相互作用した構造を採用することも
できる。この場合、磁気記録層２３に電流磁界を作用させる際に磁気記録層２３から磁化
固着層２１，２５への漂遊磁界（ｓｔｒａｙ　ｆｉｅｌｄ）の影響がなくなるのに加え、
メモリセル幅をサブミクロン以下とした場合でも、所定の電流磁界を生じさせるのに要す
る消費電力が反磁界により増大するのを抑制することができる。この構造を採用する場合
、磁性膜１８側の強磁性層によりソフトな層を用いるか或いはその膜厚をより厚くするこ
とが好ましい。また、そのソフトな層として、上述したのと同様に、ソフト強磁性層／強
磁性層の二層膜や、強磁性層／ソフト強磁性層／強磁性層の三層膜を用いることができる
。
【００５０】
上述した磁化固着層２１，２５及び磁気記録層２３に用いる強磁性層は、上述した磁性体
に加え、Ａｇ、Ｃｕ、Ａｕ、Ａｌ、Ｍｇ、Ｓｉ、Ｂｉ、Ｔａ、Ｂ、Ｃ、Ｏ、Ｎ、Ｐｄ、Ｐ
ｔ、Ｚｒ、Ｉｒ、Ｗ、Ｍｏ、及びＮｂなどの非磁性元素を強磁性を失わない範囲で含有す
ることができる。また、上述した磁化固着層２１，２５に用いる強磁性層は膜面に平行な
一方向異方性を有することが好ましく、磁気記録層２３に用いる強磁性層は膜面に平行な
一軸異方性を有することが好ましい。この強磁性層の厚さは、０．１ｎｍ～１００ｎｍで
あることが好ましく、より薄いことが望ましい。磁気記憶装置１０を作製する上では、強
磁性層の厚さは１０ｎｍ以下であることが好ましい。
【００５１】
トンネルバリア層２２，２４の材料としては、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＮ、ＭｇＯ、ＳｉＯ2、Ｍ
ｇＯ、ＬａＡｌＯ3、ＭｇＦ2、ＣａＦ2、ＳｒＴｉＯ2、及びＡｌＬａＯ3などの誘電体或
いは絶縁体を用いることができる。これら材料には、酸素、窒素、或いはフッ素欠損が存
在していてもよい。
【００５２】
上述した磁気記憶装置１０は、例えば、表面領域にトランジスタ１２等が形成された基板
２０上に形成することができる。そのような基板２０の材料に特に制限はなく、Ｓｉ、Ｓ
ｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、スピネル、及びＡｌＮなどを用いることができる。また、磁気記憶装
置１０は保護層や下地層を介して基板上に形成することが好ましい。そのような保護層或
いは下地層に用いる材料としては、Ｔａ、Ｔｉ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｔｉ／Ｐｔ、Ｔａ／
Ｐｔ、Ｔｉ／Ｐｄ、Ｔａ／Ｐｄ、Ｃｕ、Ａｌ－Ｃｕ、及びＷ等を挙げることができる。
この磁気記憶装置１０は、各種スパッタリング法、蒸着法、及び分子線エピタキシャル法
などの通常の薄膜形成技術を用いて製造することができる。
【００５３】
以上説明した磁気記憶装置１０の回路図を図４に示す。
図４は、本発明の第１の実施形態に係る磁気記憶装置１０の回路構成の一例を示す回路図
である。図４において、図１（ａ）～（ｄ）に示す磁気記憶装置１０の配線１５はビット
線として用いられ、配線１４はワード線として用いられている。また、図４において、参
照番号２７はワード線を示し、参照番号２８はビット線を示し、参照番号２９は行デコー
ダを示し、参照番号３０は列デコーダを示し、参照番号３１はセンスアンプを示している
。図１（ａ）～（ｄ）に示す磁気記憶装置１０は、例えば、このような回路構成をとるこ
とができる。
【００５４】
図１（ａ）～（ｃ）に示す磁気記憶素子１１を用いた場合、図５に示す回路構成でも磁気
記憶装置を実現可能である。
図５は、本発明の第１の実施形態に係る磁気記憶装置１０の回路構成の他の例を示す回路
図である。また、図６は、図５に示す回路構成を採用した場合の磁気記憶素子１１の構造
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の一例を概略的に示す斜視図である。図５及び図６に示すように、強磁性２重トンネル接
合１３とダイオード３２とを直列接続し、ワード線１４とビット線１５との交差部でそれ
らに接続した構造を採用することも可能である。
【００５５】
次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
図７（ａ）は本発明の第２の実施形態に係る磁気記憶装置を概略的に示す断面図であり、
図７（ｂ）は図７（ａ）に示す磁気記憶装置のＢ－Ｂ線に沿った部分断面図である。本実
施形態に係る磁気記憶装置１０では、第１の実施形態に係る磁気記憶装置１０とは異なり
、磁性膜１７，１８は強磁性２重トンネル接合１３の位置だけでなく配線１４，１５の全
体にわたって形成されている。このような構造を採用した場合、磁性膜１７，１８と強磁
性２重トンネル接合１３との位置合わせが容易になる。
【００５６】
次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
図８（ａ）は本発明の第３の実施形態に係る磁気記憶装置を概略的に示す断面図であり、
図８（ｂ）は図８（ａ）に示す磁気記憶装置のＣ－Ｃ線に沿った部分断面図である。本実
施形態に係る磁気記憶装置１０では、第１の実施形態に係る磁気記憶装置１０とは異なり
、磁性膜１７は配線１６の下方だけでなく上方にも設けられている。このような構造を採
用した場合、配線１４からの電流磁界をより効率的に強磁性２重トンネル接合１３に作用
させることができる。
【００５７】
次に、本発明の第４の実施形態について説明する。
図９（ａ）は本発明の第４の実施形態に係る磁気記憶装置を概略的に示す断面図であり、
図９（ｂ）は図９（ａ）に示す磁気記憶装置のＤ－Ｄ線に沿った部分断面図である。本実
施形態に係る磁気記憶装置１０では、第１の実施形態に係る磁気記憶装置１０とは異なり
、磁性膜１７，１８は強磁性２重トンネル接合１３の位置だけでなく配線１４，１５の全
体にわたって形成されている。このような構造を採用した場合、磁性膜１７，１８と強磁
性２重トンネル接合１３との位置合わせが容易になる。また、本実施形態に係る磁気記憶
装置１０では、第１の実施形態に係る磁気記憶装置１０とは異なり、磁性膜１７は配線１
６の下方だけでなく上方にも設けられている。このような構造を採用した場合、配線１４
からの電流磁界をより効率的に強磁性２重トンネル接合１３に作用させることができる。
【００５８】
次に、本発明の第５の実施形態について説明する。
図１０は、本発明の第５の実施形態に係る磁気記憶装置の一部を概略的に示す断面図であ
る。本実施形態に係る磁気記憶装置１０では、第１の実施形態に係る磁気記憶装置１０と
は異なり、配線１５と磁性膜１８とは直接には接触しておらず、それらの間に誘電体膜或
いは絶縁膜１９が介在している。このように、配線１５と磁性膜１８とは電気的に接触し
ていてもよく、或いは非接触であってもよい。
【００５９】
次に、本発明の第６の実施形態について説明する。
図１１は、本発明の第６の実施形態に係る磁気記憶装置の一部を概略的に示す断面図であ
る。第１～第５の実施形態に係る磁気記憶装置１０では電流配線とビット線とを兼ねた配
線１５を用いたのに対し、本実施形態に係る磁気記憶装置１０では電流配線３３とビット
線３４とがそれぞれ独立して設けられる。上述した原理を利用すると、強磁性２重トンネ
ル接合１３に効率的に電流磁界を作用させることができるため、このような構造も可能で
ある。
【００６０】
　以上説明した第１～第６の実施形態では、磁化固着層２５の幅を、磁化固着層２１、ト
ンネルバリア層２２、磁気記録層２３、及びトンネルバリア層２４の幅よりも狭くし、ト
ンネルバリア層２４の配線１５を挟んで左右に位置する上面をそれぞれ露出させ、その露
出面を利用して磁性膜１８と磁気記録層２３とを磁気的に接続した。これに対し、以下に
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説明する第２の参考例では、磁化固着層２１、トンネルバリア層２２、磁気記録層２３、
トンネルバリア層２４、及び磁化固着層２５の全てが同一の幅を有するように形成される
。
【００６１】
　図１２は、第２の参考例に係る磁気記憶装置の一部を概略的に示す断面図である。本参
考例に係る磁気記憶装置１０では、第１の実施形態に係る磁気記憶装置１０とは異なり、
磁化固着層２１、トンネルバリア層２２、磁気記録層２３、トンネルバリア層２４、及び
磁化固着層２５の全てが同一の幅を有するように形成される。そのため、第１～第６の実
施形態と同様の方法では、磁性膜１８と磁気記録層２３とを磁気的に接続することはでき
ない。
【００６２】
　そこで、本参考例では、磁性膜１８の開口幅を強磁性２重トンネル接合１３の幅以上と
している。このような構造によると、磁性膜１８の両端部と磁気記録層２３との間に磁化
固着層２５は介在していないため、磁性膜１８と磁気記録層２３との磁気的な接続が磁化
固着層２５によって妨げられることがない。したがって、本参考例によると、磁気記録層
に電流磁界を効率的に作用させることができ、情報の書き込みに要する消費電力を低減す
ることが可能となる。
【００６３】
　本参考例において、磁性膜１８の両端部と磁気記録層２３との距離は、磁性膜１８と磁
気記録層２３との磁気的な接続が達成されるのであれば特に制限はないが近いほど好まし
い。通常、磁性膜１８の両端部と磁気記録層２３との距離は、０．０５μｍ以下であれば
十分である。
【００６４】
　次に、第３の参考例について説明する。
　図１３（ａ）は第３の参考例に係る磁気記憶装置を概略的に示す断面図であり、図１３
（ｂ）は図１３（ａ）に示す磁気記憶装置のＥ－Ｅ線に沿った部分断面図である。本参考
例に係る磁気記憶装置１０は、磁性膜１７が配線１４の側面に設けられずに底面にのみ設
けられている点で第２の参考例に係る磁気記憶装置１０とは異なっている。
【００６５】
センス電流制御素子としてＣＭＯＳトランジスタ１２を用いた場合、強磁性２重トンネル
接合１３の幅（ビット線１５に平行な方向の寸法）をＷ、長さ（ワード線１４に平行な方
向の寸法）をＬとすると、通常、配線１４の長手方向で隣り合う強磁性２重トンネル接合
１３間の距離は幅Ｗとほぼ等しいのに対し、配線１５の長手方向で隣り合う強磁性２重ト
ンネル接合１３同士は幅Ｗのほぼ３倍もの距離を隔てることとなる。すなわち、そのよう
な磁気記憶装置において、隣り合う強磁性２重トンネル接合１３間の距離は、幅方向に関
しては比較的短いのに対し、長さ方向に関しては十分に長い。
【００６６】
それゆえ、配線１４の長手方向で隣り合う強磁性２重トンネル接合１３間のクロストーク
は考慮する必要があるが、配線１５の長手方向で隣り合う強磁性２重トンネル接合１３間
のクロストークは必ずしも考慮する必要はない。したがって、このような場合は、図１３
（ａ），（ｂ）に示すように、磁性膜１８を配線１５の側面及び底面に設け且つ磁性膜１
７を配線１４の側面に設けずに底面のみに設けるだけで、クロストークを生ずることなく
強磁性２重トンネル接合１３に対して効率的に電流磁界を作用させることができる。
【００６７】
　図１３（ａ），（ｂ）に示す磁気記憶装置においては、強磁性２重トンネル接合１３に
対してより効率的に電流磁界を作用させるために、図１４（ａ），（ｂ）及び図１５（ａ
）～（ｃ）に示す構造を採用してもよい。
　図１４（ａ），（ｂ）は、それぞれ、第３の参考例に係る磁気記憶装置の配線１４及び
磁性膜１７の構造の例を概略的に示す断面図である。また、図１５（ａ）～（ｃ）は、そ
れぞれ、第３の参考例に係る磁気記憶装置の配線１５及び磁性膜１８の構造の例を概略的
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に示す断面図である。
【００６８】
図１４（ａ）並びに図１５（ａ）及び（ｃ）において、配線１４と磁性膜１７並びに配線
１５と磁性膜１８は、それぞれ２重積層構造を構成している。また、図１４（ｂ）及び図
１５（ｂ）において、配線１４と磁性膜１７並びに配線１５と磁性膜１８は、それぞれ３
重積層構造を構成している。このように、配線と磁性膜とが多重積層構造を構成する場合
、一重積層構造を採用した場合に比べて、強磁性２重トンネル接合１３に対してより効率
的に電流磁界を作用させることができる。
【００６９】
　以上説明した第１～第６の実施形態並びに第１乃至第３の参考例では、強磁性２重トン
ネル接合を有する磁気記憶装置に所定の構造を採用することにより、書き込み時の消費電
力を低減することについて説明した。以下に説明する第４の参考例では、所定の材料で構
成された磁性膜を用いることにより、強磁性１重トンネル接合を有する磁気記憶装置の書
き込み時の消費電力を低減する。
　図１６は、第４の参考例に係る磁気記憶装置の一部を概略的に示す断面図である。本参
考例に係る磁気記憶装置１０は、磁気記憶素子１１の構造が異なること以外は、第１の実
施形態に係る磁気記憶装置１０と同様の構造を有している。すなわち、本参考例に係る磁
気記憶装置１０は、磁化固着層２１、トンネルバリア層２２、及び磁気記録層２３を順次
積層した構造を有する強磁性１重トンネル接合３５を有している。強磁性１重トンネル接
合３５上にはビット線３４が形成されており、ビット線３４上には、絶縁膜１９を介して
磁性膜１８で覆われた電流配線３３が形成されている。なお、強磁性１重トンネル接合３
５の下方には、電流配線３３及びビット線３４と直交するように配線が設けられており、
この配線にも磁性膜が設けられている。
【００７０】
　本参考例において、磁性膜１８は、Ｃｏ元素を含有する高飽和磁化ソフト磁性材料膜や
金属－非金属ナノグラニュラ膜で構成される。このような薄膜を用いた場合、磁気記録層
２３への情報の書き込みに要する消費電力を低減することができる。
【００７１】
磁性膜１８を構成するＣｏ元素を含有する高飽和磁化ソフト磁性材料膜としては、Ｃｏ－
Ｆｅ合金膜やＣｏ－Ｆｅ－Ｎｉ合金膜などの合金膜；並びにＣｏ－（Ｚｒ，Ｈｆ，Ｎｂ，
Ｔａ，Ｔｉ）膜や（Ｃｏ，Ｆｅ，Ｎｉ）－（Ｓｉ，Ｂ）－（Ｐ，Ａｌ，Ｍｏ，Ｎｂ，Ｍｎ
）膜などのアモルファス材料膜等を用いることができる。また、磁性膜１８を構成する金
属－非金属ナノグラニュラ膜としては、（Ｆｅ，Ｃｏ）－（Ｂ，Ｓｉ，Ｈｆ，Ｚｒ，Ｓｍ
，Ｔａ，Ａｌ）－（Ｆ，Ｏ，Ｎ）系などの金属－非金属ナノグラニュラ膜を用いることが
できる。これら材料を用い、構成元素の比を適宜調節することにより、磁歪をほぼゼロに
することができ、保磁力が小さくソフト化された磁性膜１８を得ることができる。
【００７２】
　なお、第４の参考例では、磁性膜を所定の材料で構成することにより、強磁性１重トン
ネル接合を有する磁気記憶装置の書き込み時の消費電力を低減することについて説明した
が、その材料を用いれば、強磁性２重トンネル接合を有する磁気記憶装置であっても書き
込み時の消費電力を低減可能であることは言うまでもない。また、第１～第６の実施形態
及び第１～第４の参考例では、強磁性トンネル接合を挟んで互いに交差する１対の配線の
双方に磁性膜を設けたが、それら配線のいずれか一方のみに磁性膜を設けてもよい。この
場合も、書き込み時の消費電力を低減することができる。
【００７３】
【実施例】
　（例１）
　図１６に示す磁気記憶装置１０を以下の方法により作製した。
　まず、Ｓｉ／ＳｉＯ2基板上に、Ｔａ下地層及び厚さ５０ｎｍのＣｕ層を順次積層した
（いずれも図示せず）。次に、Ｃｕ層上に、磁化固着層２１として用いられる厚さ１７ｎ
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ｍのＮｉ81Ｆｅ19層と厚さ１２ｎｍのＩｒ22Ｍｎ78層と厚さ３ｎｍのＣｏ50Ｆｅ50層との
複合膜；トンネルバリア層２２として用いられる厚さ１ｎｍのＡｌ2Ｏ3層；磁気記録層２
３として用いられる厚さ３ｎｍのＣｏ50Ｆｅ50層と厚さ１７ｎｍのＮｉ81Ｆｅ19層との複
合膜；及び保護膜として用いられるＡｕ層（図示せず）を順次形成した。
【００７４】
なお、これら薄膜の成膜にはスパッタリング法や蒸着法を用い、初期真空度は３×１０-8

Ｔｏｒｒとした。また、Ａｌ2Ｏ3層は、スパッタリングターゲットとしてＡｌターゲット
を用い、スパッタリングガスとして純Ａｒガスを導入してＡｌ膜を真空中で成膜した後、
真空破壊することなく、このＡｌ膜をプラズマ酸素に曝すことにより形成した。このよう
な方法により、薄く且つ酸素欠損のないＡｌ2Ｏ3層を形成することができた。
【００７５】
次に、上述した方法で形成した積層膜（Ａｕ層からＣｕ層上のＮｉ81Ｆｅ19層まで）を、
フォトリソグラフィ技術とイオンミリング技術とを用いて４μｍ×１６μｍのサイズにパ
ターニングした。以上のようにして、強磁性トンネル接合３５を形成した。
【００７６】
続いて、このパターニングに利用したレジストパターンを残したまま、電子ビーム蒸着に
より厚さ２５０ｎｍのＡｌ2Ｏ3膜を層間絶縁膜１９として形成した。その後、このレジス
トパターンをリフトオフし、さらに、配線３４を形成するためのレジストパターンを形成
した。表面を逆スパッタすることによりクリーニングした後、Ｃｕ配線３４を形成した。
【００７７】
次に、反応性スパッタリング法により、ＳｉＯ2からなる厚さ２５０ｎｍの層間絶縁膜１
９を形成し、さらに、リフトオフプロセスによりＡｕ配線３３を形成した。その後、高飽
和磁化ソフト磁性材料をスパッタリングし、それにより得られた薄膜をイオンミリングプ
ロセスでパターニングすることにより、磁性膜１８を形成した。以上のようにして、図１
６に示す磁気記憶装置１０を作製し、磁場中熱処理炉で処理することにより、磁気記録層
２３に一軸異方性を、磁化固着層２１に一方向異方性をそれぞれ付与した。
【００７８】
なお、高飽和磁化ソフト磁性材料としては下記表１に示す材料を用いて複数種の磁気記憶
装置１０を作製した。また、比較のために、磁性膜１８を設けない磁気記憶装置、及び磁
性膜１８に高透磁率材料であるＮｉ－Ｆｅを用いた磁気記憶装置も作製した。
【００７９】
上述した方法で作製した磁気記憶装置１０のそれぞれについて、以下の方法により消費電
力を測定した。すなわち、配線３３に１０ｎｓｅｃの電流パルスを流すことにより、磁気
記録層２３に容易軸方向２６の電流磁場を作用させた。また、困難軸方向には、模擬的に
ヘルムホルツコイルを用いて２０Ｏｅの磁場を作用させた。電流パルスの電流値を徐々に
増加させて、磁気記録層２３の磁化が反転した電流Ｉｃを記録した。なお、磁気記録層２
３の磁化が反転した否かは、強磁性１重トンネル接合３５に直流電流を流して、出力電圧
の変化を観測することにより判断した。その結果を、下記表１に併せて示す。
【００８０】
【表１】
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【００８１】
　上記表１に示すように、本例に係る磁気記憶装置１０では、磁性膜１８を設けない場合
に比べてＩｃが低いのは勿論のこと、磁性膜１８に高透磁率材料であるＮｉ－Ｆｅを用い
た場合と比較した場合においてもより低いＩｃが得られた。すなわち、本例に係る磁気記
憶装置１０では書き込み時の消費電力が低減されていることを確認した。
　また、同様の試験を強磁性２重トンネル接合１３を有する磁気記憶装置１０についても
行った。その結果、上述したのと同様の傾向が見られた。
【００８２】
　（例２）
　図１（ａ）～（ｃ）に示す磁気記憶装置１０を以下の方法により作製した。
　まず、Ｓｉ／ＳｉＯ2基板上に、プラズマＣＶＤ法によりＳｉＯ2膜を形成した。次に、
ダマシンプロセスを用いてＳｉＯ2膜に磁性膜１７及び配線１４を形成した。
【００８３】
すなわち、ステッパを用い、このＳｉＯ2膜に矩形状の凹部を形成した。次に、この凹部
の側壁及び底面を覆うように高飽和磁化ソフト磁性材料としてＮｉ40Ｆｅ60をスパッタリ
ングし、続いて、メッキ法により凹部をＣｕで充填した。その後、ＣＭＰ法を用いて凹部
の外側に位置する高飽和磁化ソフト磁性材料膜及びＣｕ膜を除去することにより、磁性膜
１７及び配線１４を形成した。
【００８４】
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次に、Ｓｉ／ＳｉＯ2基板の磁性膜１７及び配線１４を形成した面に、プラズマＣＶＤ法
によりＳｉＯ2からなる厚さ２５０ｎｍの層間絶縁膜を形成した。この層間絶縁膜上に、
Ｔａ／Ｗ／Ｔａ下地層及び厚さ５０ｎｍのＣｕ層を順次積層した（いずれも図示せず）。
次に、Ｃｕ層上に、磁化固着層２１として用いられる厚さ１７ｎｍのＮｉ81Ｆｅ19層と厚
さ１２ｎｍのＩｒ22Ｍｎ78層と厚さ３ｎｍのＣｏ50Ｆｅ50層との複合膜；トンネルバリア
層２２として用いられる厚さ１ｎｍのＡｌ2Ｏ3層；磁気記録層２３として用いられる厚さ
２ｎｍのＣｏ50Ｆｅ50層と厚さ５ｎｍのＮｉ81Ｆｅ19層と厚さ２ｎｍのＣｏ50Ｆｅ50層と
の複合膜；トンネルバリア層２４として用いられる厚さ１．２ｎｍのＡｌ2Ｏ3層；磁化固
着層２５として用いられる厚さ３ｎｍのＣｏ50Ｆｅ50層と厚さ１２ｎｍのＩｒ22Ｍｎ78層
と厚さ５ｎｍのＮｉ81Ｆｅ19層との複合膜；及び保護膜として用いられるＡｕ層（図示せ
ず）を順次形成した。
【００８５】
　なお、これら薄膜の成膜にはスパッタリング法や蒸着法を用い、初期真空度は３×１０
-8Ｔｏｒｒとした。また、Ａｌ2Ｏ3層は、例１で説明したのと同様の方法により形成した
。
【００８６】
次に、上述した方法で形成した積層膜（Ａｕ層からＣｕ層上のＮｉ81Ｆｅ19層まで）を、
ステッパを用い、ＲＩＥ技術及びイオンミリング技術により０．８μｍ×４μｍのサイズ
にパターニングした。以上のようにして、強磁性トンネル接合３５を形成した。
【００８７】
続いて、それぞれＳｉＯ2及びＳｉ3Ｎ4からなる互いにエッチング可能なハードマスクを
用い、磁化固着層２５として用いられるＣｏ50Ｆｅ50層、Ｉｒ22Ｍｎ78層、及びＮｉ81Ｆ
ｅ19層との複合膜及び及び保護膜として用いられるＡｕ層を０．８μｍ×２μｍのサイズ
にパターニングした。
【００８８】
その後、プラズマＣＶＤ法によりＳｉＯ2からなる層間絶縁膜１９を形成し、ＣＭＰ法に
よりその表面を平坦化してＳｉ3Ｎ4パターンの上面を露出させた。なお、ＣＭＰ後のＳｉ
Ｏ2層間絶縁膜１９の厚さは２５０ｎｍとした。次に、Ｓｉ3Ｎ4パターンをＲＩＥ法によ
り除去して凹部を形成し、この凹部内にＣｕ配線１５を形成した。
【００８９】
次に、ＳｉＯ2層間絶縁膜１９上にハードマスクとしてＳｉ3Ｎ4パターンを形成し、ＲＩ
Ｅ法により、ＳｉＯ2層間絶縁膜１９に磁性膜１８のための溝部を形成した。すなわち、
底面がトンネルバリア層２４で構成されたトレンチ構造を形成した。次に、Ｓｉ3Ｎ4パタ
ーンをＲＩＥ法により除去し、磁性膜１８と磁気記録層２３及び配線１５との短絡を防止
するためにそれらの露出面をプラズマ酸化した。その後、指向性の高いスパッタリング装
置を用いて、上述した方法で形成した溝部が埋め込まれるように高飽和磁化ソフト磁性材
料としてＮｉ40Ｆｅ60をスパッタリングし、得られた薄膜をイオンミリング技術を用いて
パターニングすることにより磁性膜１８を形成した。
【００９０】
以上のようにして、図１（ａ）～（ｃ）に示す磁気記憶装置１０を作製し、磁場中熱処理
炉で処理することにより、磁気記録層２３に一軸異方性を、磁化固着層２１，２５に一方
向異方性をそれぞれ付与した。
【００９１】
なお、磁性膜１７を設けなかったこと以外は同様の方法により図１（ａ）～（ｃ）に示す
磁気記憶装置１０を作製した。また、比較のために、磁性膜１７、強磁性２重トンネル接
合１３、及び磁性膜１８に図１１に示す構造を採用した磁気記憶装置と、磁性膜１７は設
けずに強磁性２重トンネル接合１３及び磁性膜１８に図１２に示す構造を採用した磁気記
憶装置とを作製した。これら比較用の磁気記憶装置において、磁性膜１７，１８と磁気記
録層２３との距離は０．１５μｍとした。
【００９２】
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上述した方法で作製した磁気記憶装置１０のそれぞれについて、以下の方法により消費電
力を測定した。すなわち、配線１４，１５に１０ｎｓｅｃの電流パルスを流すことにより
、磁気記録層２３に容易軸方向２６及び困難軸方向の電流磁場をそれぞれ作用させた。な
お、配線１４に流した電流パルスの電流値は５ｍＡとした。配線１５に流す電流パルスの
電流値を徐々に増加させて、磁気記録層２３の磁化が反転した電流Ｉｃを記録した。なお
、磁気記録層２３の磁化が反転した否かは、書き込みを行った後、強磁性２重トンネル接
合１３に直流電流を流して、出力電圧の変化を観測することにより判断した。その結果を
、下記表２に示す。
【００９３】
【表２】

【００９４】
　上記表２に示すように、トレンチ構造を有する［図１（ａ）～（ｃ）に示す構造の］本
例に係る磁気記憶装置１０では、トレンチ構造を有しておらず（図１２に示す構造を有し
ており）、磁性膜１７，１８と磁気記録層２３との距離が長い磁気記憶装置１０に比べて
Ｉｃが低く、書き込み時の消費電力が低減されていることを確認した。また、磁性膜１７
を設けた磁気記憶装置１０では、困難軸方向に作用させる磁場が増大するため、磁性膜１
７を設けていない磁気記憶装置１０に比べて、容易軸方向２６のＩｃがより小さくなり、
書き込み時の消費電力をさらに低減可能であることを確認した。
【００９５】
　（例３）
　強磁性２重トンネル接合１３を下記表１に示す構成とし、磁性膜１７，１８に下記表３
及び表４に示す材料を用いたこと以外は例２と同様の方法により図１（ａ）～（ｃ）に示
す磁気記憶装置１０を作製した。以上のようにして作製した磁気記憶装置１０のそれぞれ
について、配線１４に流す電流パルスの電流値を３ｍＡとしたこと以外は同様の方法によ
り消費電力を測定した。その結果も表３及び表４に併せて示す。
【００９６】
【表３】
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【００９７】
【表４】
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【００９８】
上記表３及び表４に示すように、いずれの場合もＩｃは十分に低いが、磁性膜１７，１８
をＣｏ元素を含有する高飽和磁化ソフト磁性材料膜や金属－非金属ナノグラニュラ膜で構
成した場合に特にＩｃが低く、書き込み時の消費電力がさらに低減されることが分かる。
また、強磁性層／非磁性層／強磁性層の三層膜を用い、それら強磁性層間に非磁性層を介
して反強磁性的な相互作用が働く場合、Ｉｃは増加せず、消費電力をより低減できること
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【００９９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明では、磁性膜を所定の材料で構成することにより、磁気記憶
装置の書き込みに要する消費電力の低減を可能としている。また、本発明では、磁性膜を
用い且つ所定の構造を採用することにより、強磁性２重トンネル接合を有する磁気記憶装
置においても、書き込みに要する消費電力の低減を可能としている。
すなわち、本発明によると、書き込み時の消費電力が低減された磁気記憶装置が提供され
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　（ａ）は本発明の第１の実施形態に係る磁気記憶装置を概略的に示す断面図、
（ｂ）は（ａ）に示す磁気記憶装置のＡ－Ａ線に沿った部分断面図、（ｃ）は（ｂ）に示
す構造を拡大して描いた断面図、（ｄ）は（ａ）に示す磁気記憶装置の一部を概略的に示
す斜視図。
【図２】　（ａ），（ｂ）は、それぞれ、第１の参考例に係る磁気記憶装置を概略的に示
す断面図。
【図３】　磁気抵抗効果膜の長さＬ1に対する磁性膜の長さＬ2の比Ｌ2／Ｌ1と磁界強度Ｈ

xとの関係を示すグラフ。
【図４】　本発明の第１の実施形態に係る磁気記憶装置の回路構成の一例を示す回路図。
【図５】　本発明の第１の実施形態に係る磁気記憶装置の回路構成の他の例を示す回路図
。
【図６】　図５に示す回路構成を採用した場合の磁気記憶素子の構造の一例を概略的に示
す斜視図。
【図７】　（ａ）は本発明の第２の実施形態に係る磁気記憶装置を概略的に示す断面図、
（ｂ）は（ａ）に示す磁気記憶装置のＢ－Ｂ線に沿った部分断面図。
【図８】　（ａ）は本発明の第３の実施形態に係る磁気記憶装置を概略的に示す断面図で
、（ｂ）は（ａ）に示す磁気記憶装置のＣ－Ｃ線に沿った部分断面図。
【図９】　（ａ）は本発明の第４の実施形態に係る磁気記憶装置を概略的に示す断面図で
、（ｂ）は（ａ）に示す磁気記憶装置のＤ－Ｄ線に沿った部分断面図。
【図１０】　本発明の第５の実施形態に係る磁気記憶装置の一部を概略的に示す断面図。
【図１１】　本発明の第６の実施形態に係る磁気記憶装置の一部を概略的に示す断面図。
【図１２】　第２の参考例に係る磁気記憶装置の一部を概略的に示す断面図。
【図１３】　（ａ）は第３の参考例に係る磁気記憶装置を概略的に示す断面図、（ｂ）は
（ａ）に示す磁気記憶装置のＥ－Ｅ線に沿った部分断面図。
【図１４】　（ａ），（ｂ）は、それぞれ、第３の参考例に係る磁気記憶装置の配線及び
磁性膜の構造の例を概略的に示す断面図。
【図１５】　（ａ）～（ｃ）は、それぞれ、第３の参考例に係る磁気記憶装置の配線及び
磁性膜の構造の例を概略的に示す断面図。
【図１６】　第４の参考例に係る磁気記憶装置の一部を概略的に示す断面図。
【符号の説明】
　１０…磁気記憶装置、１１…磁気記憶素子、１２…トランジスタ、１３，３５…強磁性
トンネル接合、１４～１６，２７，２８，３３，３４…配線、１７，１８…磁性膜、１９
…層間絶縁膜、２０…基板、２６…磁化容易軸、２１，２５…磁化固着層、２２，２４…
トンネルバリア層、２３…磁気記録層、２９，３０…デコーダ、３１…センスアンプ。
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