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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１層の磁性層を有し磁化の向きが固着された第１磁化固着層と、磁化の向き
が可変の磁気記録層と、前記第１磁化固着層と前記磁気記録層との間に設けられたトンネ
ルバリア層と、前記磁気記録層の前記トンネルバリア層とは反対側の面に部分的に設けら
れた非磁性金属層と、前記磁気記録層の前記トンネルバリア層とは反対側の面の前記非磁
性金属層が設けられていない部分に設けられた誘電体層と、前記非磁性金属層および前記
誘電体層それぞれの前記磁気記録層とは反対側の面を覆うように設けられ少なくとも１層
の磁性層を有し磁化の向きが固着された第２磁化固着層と、を備え、スピン注入法を用い
て書き込みを行う磁気メモリに用いられることを特徴とする磁気抵抗効果素子。
【請求項２】
　前記誘電体層の前記第２磁化固着層との界面は、前記非磁性金属層の前記第２磁化固着
層との界面と実質的に同一面上にあることを特徴とする請求項１記載の磁気抵抗効果素子
。
【請求項３】
　前記誘電体層の前記第２磁化固着層との界面は、前記非磁性金属層の前記第２磁化固着
層との界面よりも前記トンネルバリア層と前記磁気記録層との界面から遠いことを特徴と
する請求項１記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項４】
　前記第２磁化固着層が前記非磁性金属層側から順に、第１磁性層／第１非磁性層／第２
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磁性層の３層構造、または第１磁性層／第１非磁性層／第２磁性層／第２非磁性層／第３
磁性層の５層構造からなっており、前記誘電体層の前記第２磁化固着層との界面は、前記
第１磁性層中に存在することを特徴とする請求項１記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項５】
　少なくとも１層の磁性層を有し磁化の向きが固着された第１磁化固着層と、磁化の向き
が可変の磁気記録層と、前記第１磁化固着層と前記磁気記録層との間に設けられたトンネ
ルバリア層と、前記磁気記録層の前記トンネルバリア層とは反対側の面に部分的に設けら
れた非磁性金属層と、前記磁気記録層の前記トンネルバリア層とは反対側の面の前記非磁
性金属層が設けられていない部分に設けられた誘電体層と、前記非磁性金属層の前記磁気
記録層とは反対側の面に設けられ少なくとも１層の磁性層を有し磁化の向きが固着された
第２磁化固着層と、を備え、スピン注入法を用いて書き込みを行う磁気メモリに用いられ
ることを特徴とする磁気抵抗効果素子。
【請求項６】
　前記誘電体層の前記磁気記録層との界面は、前記非磁性金属層の前記磁気記録層との界
面と実質的に同一面上にあることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の磁気抵
抗効果素子。
【請求項７】
　前記誘電体層の前記磁気記録層との界面は、前記非磁性金属層の前記磁気記録層との界
面よりも前記トンネルバリア層と前記磁気記録層との界面に近いことを特徴とする請求項
１乃至５のいずれかに記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項８】
　少なくとも１層の磁性層を有し磁化の向きが固着された第１磁化固着層と、磁化の向き
が可変の磁気記録層と、前記第１磁化固着層と前記磁気記録層との間に設けられたトンネ
ルバリア層と、前記磁気記録層の前記トンネルバリア層とは反対側の面に設けられた非磁
性金属層と、前記非磁性金属層の前記磁気記録層とは反対側の面に部分的に設けられた誘
電体層と、前記非磁性金属層の前記磁気記録層とは反対側の面および前記誘電体層の前記
非磁性金属層とは反対側の面を覆うように設けられ少なくとも１層の磁性層を有し磁化の
向きが固着された第２磁化固着層と、を備え、スピン注入法を用いて書き込みを行う磁気
メモリに用いられることを特徴とする磁気抵抗効果素子。
【請求項９】
　前記誘電体層の前記第２磁化固着層との界面は、前記非磁性金属層の前記第２磁化固着
層との界面と実質的に同一面上にあることを特徴とする請求項８記載の磁気抵抗効果素子
。
【請求項１０】
　前記誘電体層の前記第２磁化固着層との界面は、前記非磁性金属層の前記第２磁化固着
層との界面よりも前記トンネルバリア層と前記磁気記録層との界面から遠いことを特徴と
する請求項８記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項１１】
　前記第２磁化固着層が前記非磁性金属層側から順に、第１磁性層／第１非磁性層／第２
磁性層の３層構造、または第１磁性層／第１非磁性層／第２磁性層／第２非磁性層／第３
磁性層の５層構造からなっており、前記誘電体層の前記第２磁化固着層との界面は、前記
第１磁性層中に存在することを特徴とする請求項８記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項１２】
　少なくとも１層の磁性層を有し磁化の向きが固着された第１磁化固着層と、磁化の向き
が可変の磁気記録層と、前記第１磁化固着層と前記磁気記録層との間に設けられたトンネ
ルバリア層と、前記磁気記録層の前記トンネルバリア層とは反対側の面に設けられた非磁
性金属層と、前記非磁性金属層の前記磁気記録層とは反対側の面に部分的に設けられた誘
電体層と、前記非磁性金属層の前記磁気記録層とは反対側の面の前記誘電体層が設けられ
ていない部分に設けられ少なくとも１層の磁性層を有し磁化の向きが固着された第２磁化
固着層と、を備え、スピン注入法を用いて書き込みを行う磁気メモリに用いられることを
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特徴とする磁気抵抗効果素子。
【請求項１３】
　前記非磁性金属層の前記誘電体層との界面は、前記非磁性金属層の前記第２磁化固着層
との界面よりも前記トンネルバリア層と前記磁気記録層との界面に近いことを特徴とする
請求項８乃至１２のいずれかに記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項１４】
　少なくとも１層の磁性層を有し磁化の向きが固着された第１磁化固着層と、磁化の向き
が可変の磁気記録層と、前記第１磁化固着層と前記磁気記録層との間に設けられたトンネ
ルバリア層と、前記磁気記録層の前記トンネルバリア層とは反対側の面に部分的に設けら
れた誘電体層と、前記磁気記録層の前記トンネルバリア層とは反対側の面の前記誘電体層
が設けられていない部分に設けられるとともに前記誘電体層の前記磁気記録層とは反対側
の面を覆うように設けられた非磁性金属層と、前記非磁性金属層の前記磁気記録層とは反
対側の面に設けられ少なくとも１層の磁性層を有し磁化の向きが固着された第２磁化固着
層と、を備え、スピン注入法を用いて書き込みを行う磁気メモリに用いられることを特徴
とする磁気抵抗効果素子。
【請求項１５】
　前記誘電体層の前記磁気記録層との界面は、前記非磁性金属層の前記磁気記録層との界
面と実質的に同一面上にあることを特徴とする請求項１４記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項１６】
　前記誘電体層の前記磁気記録層との界面は、前記非磁性金属層の前記磁気記録層との界
面よりも前記トンネルバリア層と前記磁気記録層との界面に近いことを特徴とする請求項
１４記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項１７】
　前記非磁性金属層の前記誘電体層との界面は、前記非磁性金属層の前記磁気記録層との
界面よりも前記トンネルバリア層と前記磁気記録層との界面から遠いことを特徴とする請
求項１４乃至１６のいずれかに記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項１８】
　少なくとも１層の磁性層を有し磁化の向きが固着された第１磁化固着層と、磁化の向き
が可変の磁気記録層と、前記第１磁化固着層と前記磁気記録層との間に設けられたトンネ
ルバリア層と、前記磁気記録層の前記トンネルバリア層とは反対側の面に設けられた非磁
性金属層と、前記非磁性金属層の前記磁気記録層とは反対側の面に設けられ少なくとも１
層の磁性層を有し磁化の向きが固着された第２磁化固着層と、前記非磁性金属層の少なく
とも一部と前記磁気記録層とを貫通するとともに前記第２磁化固着層を貫通しないで設け
られた誘電体層と、を備え、スピン注入法を用いて書き込みを行う磁気メモリに用いられ
ることを特徴とする磁気抵抗効果素子。
【請求項１９】
　前記第１磁化固着層の前記磁気記録層に最も近い磁性層の磁化の向きと、前記第２磁化
固着層の前記磁気記録層に最も近い磁性層の磁化の向きは実質的に平行であり、前記非磁
性金属層は、Ｒｕ、Ｉｒ、Ｏｓ、またはこれらの合金のいずれかからなることを特徴とす
る請求項１乃至１８のいずれかに記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項２０】
　前記第１磁化固着層の前記磁気記録層に最も近い磁性層の磁化の向きと、前記第２磁化
固着層の前記磁気記録層に最も近い磁性層の磁化の向きは実質的に反平行であり、前記非
磁性金属層は、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ｒｈ、Ｉｒ、またはこれらの合金のいずれかからなる
ことを特徴とする請求項１乃至１８のいずれかに記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項２１】
　前記誘電体および前記トンネルバリア層は、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＭｇＯ、ＡｌＮ、
ＳｉＯＮ、ＡｌＯＮのいずれかからなることを特徴とする請求項１乃至２０のいずれかに
記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項２２】
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　前記第１および第２磁化固着層の少なくとも一方が、磁性層／非磁性層／磁性層の３層
構造、又は磁性層／非磁性層／磁性層／非磁性層／磁性層の５層構造のいずれかからなる
ことを特徴とする請求項１乃至３、５乃至１０、１２乃至２１のいずれかに記載の磁気抵
抗効果素子。
【請求項２３】
　請求項１乃至２２のいずれかに記載の磁気抵抗効果素子を有するメモリセルと、
　前記磁気抵抗効果素子の一端が電気的に接続される第１配線と、
　前記磁気抵抗効果素子の他端が電気的に接続される第２配線と、
　を備えたことを特徴とする磁気メモリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気抵抗効果素子および磁気メモリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　磁性体膜を用いた磁気抵抗効果素子は、磁気ヘッド、磁気センサーなどに用いられてい
るとともに、固体磁気メモリ（ＭＲＡＭ(Magnetic Random Access Memory)）に用いるこ
とが提案されている。
【０００３】
　近年、２つの強磁性層の間に１層の誘電体を挿入したサンドイッチ構造膜を有し、膜面
に対して垂直に電流を流し、トンネル電流を利用した磁気抵抗効果素子として、いわゆる
「強磁性トンネル接合素子（Tunneling Magneto-Resistance effect：ＴＭＲ素子）」が
提案されている。強磁性トンネル接合素子においては、２０％以上の磁気抵抗変化率が得
られるようになったことから、ＭＲＡＭへの民生化応用技術開発が盛んに行われている。
【０００４】
　このＴＭＲ素子は、強磁性層上に０．６ｎｍ～２．０ｎｍ厚の薄いＡｌ（アルミニウム
）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、Ａｌ

２Ｏ３からなるトンネルバリア層を形成することにより、実現できる。
【０００５】
　また、この強磁性１重トンネル接合のトンネルバリア層を挟む一方の強磁性層に反強磁
性層を付与して磁化固定層とした構造を有する強磁性１重トンネル接合が提案されている
。また、誘電体中に分散した磁性粒子を介した強磁性トンネル接合や、強磁性膜が連続膜
である強磁性２重トンネル接合も提案されている。
【０００６】
　これらの磁気抵抗効果素子においても、２０％～５０％の磁気抵抗変化率が得られるよ
うになったこと、および所望の出力電圧値を得るためＴＭＲ素子に印加する電圧値を増や
しても磁気抵抗変化率の減少が抑えられることから、ＭＲＡＭへの応用の可能性がある。
ＴＭＲ素子をＭＲＡＭのメモリ素子として用いた場合、トンネルバリア層を挟む一方の強
磁性層を磁化固着層とし、他方の強磁性層を磁気記録層とする。これら強磁性１重トンネ
ル接合あるいは強磁性２重トンネル接合を用いたメモリ素子は、不揮発性で、書き込み読
み出し時間も１０ナノ秒以下と速く、書き換え回数も１０１５以上というポテンシャルを
有する。特に、強磁性２重トンネル接合を用いたメモリ素子は、上述したように、所望の
出力電圧値を得るためＴＭＲ素子に印加する電圧値を増やしても磁気抵抗変化率の減少が
抑えられるため、大きな出力電圧が得られ、メモリ素子として好ましい特性を示す。
【０００７】
　しかし、メモリのセルサイズに関しては、メモリセルが１個のトランジスタと、１個の
ＴＭＲ素子からなるアーキテクチャを用いた場合、半導体のＤＲＡＭ（Dynamic Random A
ccess Memory）以下にサイズを小さくできないという問題がある。
【０００８】
　この問題を解決するために、ビット線とワード線との間にＴＭＲ素子とダイオードを直
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列接続したダイオード型アーキテクチャや、ビット線とワード線の間にＴＭＲ素子を有す
るセルを配置した単純マトリックス型アーキテクチャが提案されている。
【０００９】
　しかし、いずれの場合も磁気記録層への書きこみ時には電流パルスによる電流磁場で反
転を行っているため、消費電力が大きく、大容量化したとき配線の許容電流密度限界があ
り大容量化できない。また、電流を流す絶対値が１ｍＡ以下、ＤＲＡＭとの代替のために
は０．２ｍＡ以下でないと電流を流すためのドライバの面積が大きくなる。このため、他
の不揮発性固体メモリ、例えば、強誘電体キャパシタを用いた強誘電体メモリ（Ferroele
ctric Random Access Memory）やフラッシュメモリなどと比較した場合、チップサイズが
大きくなって競争力がなくなってしまうなどの問題点が有る。
【００１０】
　上記の問題に対し、書込配線の周りに高透磁率磁性材料からなる薄膜を設けた固体磁気
メモリが提案されている。これらの磁気メモリによれば、配線の周囲に高透磁率の磁性膜
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できる。
【００１１】
　しかしながら、これらを用いても、書き込み電流値を１ｍＡ以下にすることは非常に困
難であった。
【００１２】
　これら課題を解決するために、スピン注入法による書き込み方法が提案されている（例
えば、特許文献１参照）。このスピン注入法は、スピン偏極した電流を、メモリ素子の磁
気記録層に注入することによって磁気記録層の磁化を反転することを利用している。
【００１３】
　しかし、スピン注入法をＴＭＲ素子に応用した場合、トンネル絶縁膜がブレークダウン
する等の素子破壊の問題があり、素子の信頼性に問題があった。
【００１４】
　このため、スピン注入法を用いて書き込みを行っても、素子破壊の無い程度の、書き込
み時の電流密度を小さくできる新しい磁気抵抗効果素子および磁気メモリの材料、構造、
アーキテクチャを提供する必要があった。
【特許文献１】米国特許第６，２５６，２２３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　以上説明したように、低消費電力、低電流書き込みで動作し、素子破壊の無い信頼性が
高い新しい磁気抵抗効果素子および磁気メモリの材料、構造、アーキテクチャが必要とさ
れる。
【００１６】
　本発明は、かかる課題の認識に基づいてなされたものであり、低消費電力、低電流書き
込みで動作し、信頼性の高い磁気抵抗効果素子およびこれを用いた磁気メモリを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の第１の態様による磁気抵抗効果素子は、少なくとも１層の磁性層を有し磁化の
向きが固着された第１磁化固着層と、磁化の向きが可変の磁化自由層と、前記第１磁化固
着層と前記磁化自由層との間に設けられたトンネルバリア層と、前記磁化自由層の前記ト
ンネルバリア層とは反対側の面に部分的に設けられた非磁性金属層と、前記磁化自由層の
前記トンネルバリア層とは反対側の面の前記非磁性金属層が設けられていない部分に設け
られた誘電体層と、前記非磁性金属層および前記誘電体層それぞれの前記磁化自由層とは
反対側の面を覆うように設けられ少なくとも１層の磁性層を有し磁化の向きが固着された
第２磁化固着層と、を備えることを特徴とする。
【００１８】
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　なお、前記誘電体層の前記第２磁化固着層との界面は、前記非磁性金属層の前記第２磁
化固着層との界面と実質的に同一面上にあってもよい。
【００１９】
　なお、前記誘電体層の前記第２磁化固着層との界面は、前記非磁性金属層の前記第２磁
化固着層との界面よりも前記トンネルバリア層と前記磁化自由層との界面から遠くてもよ
い。
【００２０】
　なお、前記第２磁化固着層が前記非磁性金属層側から順に、第１磁性層／第１非磁性層
／第２磁性層の３層構造、または第１磁性層／第１非磁性層／第２磁性層／第２非磁性層
／第３磁性層の５層構造からなっており、前記誘電体層の前記第２磁化固着層との界面は
、前記第１磁性層中に存在してもよい。
【００２１】
　本発明の第２の態様による磁気抵抗効果素子は、少なくとも１層の磁性層を有し磁化の
向きが固着された第１磁化固着層と、磁化の向きが可変の磁化自由層と、前記第１磁化固
着層と前記磁化自由層との間に設けられたトンネルバリア層と、前記磁化自由層の前記ト
ンネルバリア層とは反対側の面に部分的に設けられた非磁性金属層と、前記磁化自由層の
前記トンネルバリア層とは反対側の面の前記非磁性金属層が設けられていない部分に設け
られた誘電体層と、前記非磁性金属層の前記磁化自由層とは反対側の面に設けられ少なく
とも１層の磁性層を有し磁化の向きが固着された第２磁化固着層と、を備えることを特徴
とする。
【００２２】
　なお、前記誘電体層の前記磁化自由層との界面は、前記非磁性金属層の前記磁化自由層
との界面と実質的に同一面上にあってもよい。
【００２３】
　なお、前記誘電体層の前記磁化自由層との界面は、前記非磁性金属層の前記磁化自由層
との界面よりも前記トンネルバリア層と前記磁化自由層との界面に近くてもよい。
【００２４】
　本発明の第３の態様による磁気抵抗効果素子は、少なくとも１層の磁性層を有し磁化の
向きが固着された第１磁化固着層と、磁化の向きが可変の磁化自由層と、前記第１磁化固
着層と前記磁化自由層との間に設けられたトンネルバリア層と、前記磁化自由層の前記ト
ンネルバリア層とは反対側の面に設けられた非磁性金属層と、前記非磁性金属層の前記磁
化自由層とは反対側の面に部分的に設けられた誘電体層と、前記非磁性金属層の前記磁化
自由層とは反対側の面および前記誘電体層の前記非磁性金属層とは反対側の面を覆うよう
に設けられ少なくとも１層の磁性層を有し磁化の向きが固着された第２磁化固着層と、を
備えていることを特徴とする。
【００２５】
　なお、前記誘電体層の前記第２磁化固着層との界面は、前記非磁性金属層の前記第２磁
化固着層との界面と実質的に同一面上にあってもよい。
【００２６】
　なお、前記誘電体層の前記第２磁化固着層との界面は、前記非磁性金属層の前記第２磁
化固着層との界面よりも前記トンネルバリア層と前記磁化自由層との界面から遠くてもよ
い。
【００２７】
　なお、前記第２磁化固着層が前記非磁性金属層側から順に、第１磁性層／第１非磁性層
／第２磁性層の３層構造、または第１磁性層／第１非磁性層／第２磁性層／第２非磁性層
／第３磁性層の５層構造からなっており、前記誘電体層の前記第２磁化固着層との界面は
、前記第１磁性層中に存在してもよい。
【００２８】
　本発明の第４の態様による磁気抵抗効果素子は、少なくとも１層の磁性層を有し磁化の
向きが固着された第１磁化固着層と、磁化の向きが可変の磁化自由層と、前記第１磁化固
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着層と前記磁化自由層との間に設けられたトンネルバリア層と、前記磁化自由層の前記ト
ンネルバリア層とは反対側の面に設けられた非磁性金属層と、前記非磁性金属層の前記磁
化自由層とは反対側の面に部分的に設けられた誘電体層と、前記非磁性金属層の前記磁化
自由層とは反対側の面の前記誘電体層が設けられていない部分に設けられ少なくとも１層
の磁性層を有し磁化の向きが固着された第２磁化固着層と、を備えていることを特徴とす
る。
【００２９】
　なお、前記非磁性金属層の前記誘電体層との界面は、前記非磁性金属層の前記第２磁化
固着層との界面よりも前記トンネルバリア層と前記磁化自由層との界面に近くてもよい。
【００３０】
　本発明の第５の態様による磁気抵抗効果素子は、少なくとも１層の磁性層を有し磁化の
向きが固着された第１磁化固着層と、磁化の向きが可変の磁化自由層と、前記第１磁化固
着層と前記磁化自由層との間に設けられたトンネルバリア層と、前記磁化自由層の前記ト
ンネルバリア層とは反対側の面に部分的に設けられた誘電体層と、前記磁化自由層の前記
トンネルバリア層とは反対側の面の前記誘電体層が設けられていない部分に設けられると
ともに前記誘電体層の前記磁化自由層とは反対側の面を覆うように設けられた非磁性金属
層と、前記非磁性金属層の前記磁化自由層とは反対側の面に設けられ少なくとも１層の磁
性層を有し磁化の向きが固着された第２磁化固着層と、を備えていることを特徴とする。
【００３１】
　なお、前記誘電体層の前記磁化自由層との界面は、前記非磁性金属層の前記磁化自由層
との界面と実質的に同一面上にあってもよい。
【００３２】
　なお、前記誘電体層の前記磁化自由層との界面は、前記非磁性金属層の前記磁化自由層
との界面よりも前記トンネルバリア層と前記磁化自由層との界面に近くてもよい。
【００３３】
　なお、前記非磁性金属層の前記誘電体層との界面は、前記非磁性金属層の前記磁化自由
層との界面よりも前記トンネルバリア層と前記磁化自由層との界面から遠くてもよい。
【００３４】
　本発明の第６の態様による磁気抵抗効果素子は、少なくとも１層の磁性層を有し磁化の
向きが固着された第１磁化固着層と、磁化の向きが可変の磁化自由層と、前記第１磁化固
着層と前記磁化自由層との間に設けられたトンネルバリア層と、前記磁化自由層の前記ト
ンネルバリア層とは反対側の面に設けられた非磁性金属層と、前記非磁性金属層の前記磁
化自由層とは反対側の面に設けられ少なくとも１層の磁性層を有し磁化の向きが固着され
た第２磁化固着層と、前記非磁性金属層の少なくとも一部と前記磁化自由層とを貫通する
とともに前記第２磁化固着層を貫通しないで設けられた誘電体層と、を備えることを特徴
とする。
【００３５】
　なお、前記第１磁化固着層の前記磁化自由層に最も近い磁性層の磁化の向きと、前記第
２磁化固着層の前記磁化自由層に最も近い磁性層の磁化の向きは実質的に平行であり、前
記非磁性金属層は、Ｒｕ、Ｉｒ、Ｏｓ、またはこれらの合金のいずれかからなっていても
よい。
【００３６】
　なお、前記第１磁化固着層の前記磁化自由層に最も近い磁性層の磁化の向きと、前記第
２磁化固着層の前記磁化自由層に最も近い磁性層の磁化の向きは実質的に反平行であり、
前記非磁性金属層は、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ｒｈ、Ｉｒ、またはこれらの合金のいずれかか
らなっていてもよい。
【００３７】
　なお、前記誘電体および前記トンネルバリア層は、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＭｇＯ、Ａ
ｌＮ、ＳｉＯＮ、ＡｌＯＮのいずれかからなっていてもよい。
【００３８】
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　なお、前記第１および第２磁化固着層の少なくとも一方が、磁性層／非磁性層／磁性層
の３層構造、又は磁性層／非磁性層／磁性層／非磁性層／磁性層の５層構造のいずれかか
らなっていてもよい。
【００３９】
　本発明の第７の態様による磁気メモリは、上記のいずれかに記載の磁気抵抗効果素子を
有するメモリセルと、前記磁気抵抗効果素子の一端が電気的に接続される第１配線と、前
記磁気抵抗効果素子の他端が電気的に接続される第２配線と、を備えたことを特徴とする
。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明によれば、低消費電力、低電流書き込みで動作し、信頼性の高い磁気抵抗効果素
子および磁気メモリを提供することができる。
【発明を実施する最良の形態】
【００４１】
　本発明の実施形態を以下、図面を参照して詳細に説明する。
【００４２】
（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態による磁気抵抗効果素子を図１に示す。この実施形態による磁気
抵抗効果素子１は、下地層２上に設けられた反強磁性層４と、反強磁性層４上に設けられ
反強磁性層４との交換結合力によって磁化（スピン）の向きが固着される磁性層からなる
第１磁化固着層６と、磁化固着層６上に設けられたトンネルバリア層８と、トンネルバリ
ア層８上に設けられた磁化の向きが可変の磁化自由層（磁気記録層）１０と、磁気記録層
１０上に設けられ、少なくとも磁気記録層１０に接した界面側が誘電体１１で分断された
非磁性金属層１２を有し、非磁性金属層１２上に設けられた磁化の向きが固着される磁性
層からなる第２磁化固着層１４と、第２磁化固着層１４上に設けられ第２磁化固着層１４
の磁化の向きを交換結合力によって固着する反強磁性層１６と、反強磁性層１６上に設け
られた金属ハードマスクまたは金属保護膜１８とを備えている。
【００４３】
　非磁性金属層１２の磁気記録層１０との界面付近の水平断面図（上記界面に平行な面で
の断面図）を図３１に示す。この図３１からわかるように、非磁性金属層１２は、磁気記
録層１０側が誘電体１１で分断されている。しかし、第２磁化固着層１４側は誘電体１１
によっては分断されていない。すなわち、非磁性金属層１２は一部分が誘電体１１によっ
て分断されていることになる。このように、非磁性金属層１２の少なくとも一部分を誘電
体１１によって分断することにより、非磁性金属層１２中を流れる電流は誘電体１１によ
って分断されていない所を集中的に流れる。このため、非磁性金属層１２は、電流集中型
非磁性層ともいう。なお、図１からわかるように、誘電体１１の磁化自由層１０との界面
は非磁性金属層１２の磁化自由層１０との界面と実質的に同一面上にあり、誘電体１１の
磁化自由層１０とは反対側の面は非磁性金属層１２と第２磁化固着層１４との界面に達し
ていない。
【００４４】
　また、本実施形態においては、第１磁化固着層６と第２磁化固着層１４の磁化の向きは
実質的に平行となっていて、かつ非磁性金属層１２がＲｕ、Ｉｒ、Ｏｓのいずれかか、ま
たはこれらの合金からなっている。なお、ここで「磁化の向きが平行である」とは「磁化
の向きが同じである」ことを意味する。また、「磁化の向きが反平行である」とは「磁化
の向きが逆である」ことを意味する。
【００４５】
　本実施形態の磁気抵抗効果素子のような構造にすると、磁気記録層１０には、トンネル
バリア層８をトンネルしたスピン偏極した電子によるスピントルクと、電流集中型非磁性
層１２によって反射されたスピン偏極した電子によるトルクの２つのトルクが働くことに
なる。
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【００４６】
　また、非磁性金属層１２が誘電体で分裂されていなくて、連続膜からなる場合、トンネ
ルバリア層８と非磁性金属層１２の抵抗差が大きなりすぎ、このためスピン反射の効果が
薄れ、電流密度はそれほど低減されない。
【００４７】
　これに対して、本実施形態のような構造を用いて、トンネルバリア層８の抵抗と電流集
中型非磁性層１２の抵抗を同程度にすることによりスピン反射の効果がより顕著となり、
スピン反転電流密度が低減する。なお、トンネルバリア層８の抵抗と電流集中型非磁性層
１２の抵抗を同程度にするために、電流集中型非磁性層１２の一部分を分断している誘電
体１１の膜厚は少なくとも、トンネルバリア層８の膜厚と同じかまたは大きいことが好ま
しい。
【００４８】
　一般的に、磁化固着層／非磁性層／磁気記録層が積層された通常のＧＭＲ素子、および
磁化固着層／トンネルバリア層／磁気記録層が積層された通常のトンネル接合素子のスピ
ン注入書き込み原理は、以下に示す通りである。
【００４９】
　ａ）磁化固着層、磁気記録層のスピンモーメントを反平行→平行へスピン反転させる場
合；
　磁化固着層側から電子を注入し、磁化固着層でスピン偏極した電子がトンネルバリア層
（または非磁性層）をトンネルし、磁気記録層へスピントルクを及ぼし、磁気記録層のス
ピンが反平行→平行へ反転する。
【００５０】
　ｂ）磁化固着層、磁気記録層のスピンモーメントを平行→反平行へスピン反転させる場
合；
　磁気記録層側から電子を注入し、磁気記録層でスピン偏極した電子がトンネルバリア層
をトンネルする。その際、磁化固着層のスピンの方向と同じスピンの方向を持つ電子はト
ンネル確率が高く容易にトンネルするが、反平行のスピンは反射される。磁気記録層へ反
射してきた電子は、磁気記録層へスピントルクを及ぼし、磁気記録層のスピンが平行→反
平行へ反転する。
【００５１】
　この時に必要な電流は以下の式で書き表すことができる。
　　　反平行→平行の場合；
　　　ＩｃＰ　＝ｅαＭＡｔ［Ｈ－Ｈｋ－２πＭ］／ｈｇ（π）　
　　　平行→反平行の場合；
　　　ＩｃＡＰ＝ｅαＭＡｔ［Ｈ＋Ｈｋ＋２πＭ］／ｈｇ（０）
【００５２】
　ここで、ｅは電気素量、αはGilbert damping parameter、Ｍは磁化、Ａｔは磁気記録
層の体積、Ｈは磁場、Ｈｋは異方性定数、ｈはＰｌａｎｋ定数である。ｇ（π）　、ｇ（
０）は、磁化固着層／非磁性層界面でのスピン依存で、次式で与えられる。
　　　ｇ（θ）＝［－４＋（１＋ｐ）３（３＋ｃｏｓθ）／４ｐ３／２］－１

【００５３】
　ここで、ｐはスピン偏極率である。この式より、ｇ（π）＞ｇ（０）であるため、一般
に、反平行→平行にスピン反転させる場合の電流ＩｃＰの方が、平行→反平行にスピン反
転させる場合の電流ＩｃＡＰに比べて小さい。
【００５４】
図１に示す磁気抵抗効果素子１の場合、例えば金属保護膜１８から下地層２に向かうスピ
ン注入電流を流す場合、第１磁化固着層６から磁気記録層１０へ電子が注入され、第１磁
化固着層６でその磁気モーメントと同じ向きにスピン偏極した電子が、トンネルバリア層
８を通過し、磁気記録層１０に対してスピントルクを与える。さらに、磁気記録層１０及
び非磁性金属層１２を経由して第２磁化固着層１４に電子が注入される。非磁性金属層１
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２の材料として上記したもの（Ｒｕ、Ｉｒ、Ｏｓのいずれかか、またはこれらの合金）を
選択することにより、第２磁化固着層１４の磁気モーメントと同じ向きのスピンを持つ電
子は、第２磁化固着層１４で反射され、反射スピン電子として磁気記録層１０に再び注入
される。これにより、磁気記録層１０の磁化方向は、第１磁化固着層６のそれと同じ（平
行状態）になる。
【００５５】
　また、下地層２から金属保護膜１８に向かうスピン注入電流を流す場合、第２磁化固着
層１４から非磁性金属層１２を介して磁気記録層１０へ電子が注入される。非磁性金属層
１２の材料として上記したものを選択することにより、第２磁化固着層１４でスピン偏極
した電子が非磁性金属層１２を通過する際に、第２磁化固着層１４の磁気モーメントと逆
向きのスピンを持つ電子が支配的となり、このスピン偏極した電子が磁気記録層１０に対
してスピントルクを与える。さらに、磁気記録層１０からトンネルバリア層８を経由して
第１磁化固着層６に流れようとするが、トンネルバリア層８を通過する際、第１磁化固着
層６の磁気モーメントと逆向きのスピンを持つ電子は、トンネル確率が低くなるために反
射され、反射スピン電子として、再び、磁気記録層１０に対してスピントルクを与える。
これにより、磁気記録層１０の磁化方向は、第１磁化固着層６のそれと逆（反平行状態）
になる。
【００５６】
　図１に示す電流集中型非磁性層１２を有する本実施形態では、非磁性金属層１２の抵抗
が調整されることにより、上述したように反射された反射スピン電子も磁気記録層へスピ
ントルクを及ぼし電流密度が低減されるととともに、平行→反平行にスピン反転させる場
合の電流と、反平行→平行にスピン反転させる場合の電流が同程度の低い値になる。この
ため、低消費電力、低電流書き込みで動作することが可能になるとともに、素子破壊の無
い信頼性の高い磁気抵抗効果素子を得ることができる。
【００５７】
　なお、非磁性金属層１２の抵抗を調整するために、図２に示すように、磁気記録層１０
に接した界面ばかりでなく第２磁化固着層１４側も誘電体１１によって分断されている非
磁性金属層、すなわち、誘電体１１によって完全に分断されている非磁性金属層１２であ
ってもよい（第１変形例）。この第１変形例は、第１実施形態において、誘電体１１の磁
気記録層１０とは反対側の第２磁化固着層１４との界面が、非磁性金属層１２と第２磁化
固着層１４との界面と同一面上にあるように構成したものである。この第１変形例も本実
施形態と同様の効果を得ることができる。
【００５８】
　また、図３に示すように、抵抗を調節するために、非磁性金属層１２を完全に分断して
いる誘電体１１が第２磁化固着層１４の一部分を分断するようにしてもよい（第２変形例
）。すなわち、図３からわかるように、誘電体１１の第２磁化固着層１４との界面が、非
磁性金属層１２の第２磁化固着層１４の界面よりも、トンネルバリア層８と磁化自由層１
０との界面から遠い位置にある。この第２変形例も本実施形態と同様の効果を得ることが
できる。
【００５９】
　また、図４に示すように、抵抗を調節するために、非磁性金属層１２を完全に分断して
いる誘電体１１が第２磁化固着層１４および反強磁性層１６を完全に分断していてもよい
（第３変形例）。すなわち、図４からわかるように、誘電体１１の磁化自由層１０と反対
側の面が反強磁性層１６と金属保護膜１８との界面と実質的に同一面となっている。この
第３変形例も本実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００６０】
　また、図５に示すように、抵抗を調節するために、誘電体１１が磁気記録層１０および
非磁性金属層１２の一部分を分断していてもよい（第４変形例）。すなわち、図５からわ
かるように、誘電体１１の磁化自由層１０とは反対側の面は、非磁性金属層１２と磁化自
由層１０との界面よりも第２磁化固着層１４に近く、かつ誘電体１１の磁化自由層１０側
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の面は非磁性金属層１２と磁化自由層１０との界面よりもトンネルバリア層８に近い。こ
の第４変形例も本実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００６１】
　また、図６に示すように、抵抗を調節するために、誘電体１１が磁気記録層１０の一部
分を分断するとともに非磁性金属層１２を完全に分断していてもよい（第５変形例）。す
なわち、図６からわかるように、誘電体１１の磁化自由層１０とは反対側の面は、非磁性
金属層１２と第２磁化固着層１４の界面と実質的に同一面上にあり、かつ誘電体１１の磁
化自由層１０側の面は非磁性金属層１２と磁化自由層１０との界面よりもトンネルバリア
層８に近い。この第５変形例も本実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００６２】
　また、図７に示すように、抵抗を調節するために、誘電体１１が磁気記録層１０の一部
分を分断するとともに非磁性金属層１２を完全に分断し、かつ第２磁化固着層１４の一部
分を分断していてもよい（第６変形例）。すなわち、図７からわかるように、誘電体１１
の磁化自由層１０とは反対側の面は、非磁性金属層１２と磁化自由層１０との界面よりも
トンネルバリア層８と磁化自由層１０との界面から遠くに位置し、かつ誘電体１１の磁化
自由層１０側の面は非磁性金属層１２と磁化自由層１０との界面よりもトンネルバリア層
８に近い。この第６変形例も本実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００６３】
　また、図８に示すように、抵抗を調節するために、誘電体１１が磁気記録層１０の一部
分を分断するとともに非磁性金属層１２、第２磁化固着層１４および反強磁性層１６を完
全に分断していてもよい（第７変形例）。すなわち、図８からわかるように、誘電体１１
の磁化自由層１０と反対側の面が反強磁性層１６と金属保護膜１８との界面と同一面であ
り、かつ誘電体１１の磁化自由層１０側の面は非磁性金属層１２と磁化自由層１０との界
面よりもトンネルバリア層８に近い。この第７変形例も本実施形態と同様の効果を得るこ
とができる。
【００６４】
　また、図５および図６に示す第４および第５変形例においては誘電体１１が磁気記録層
１０の一部分を分断していたが、抵抗を調節するために図３３および図３４に示すように
誘電体１１が磁気記録層１０を完全に分断していてもよい（第８および第９変形例）。こ
の第８および第９変形例も本実施形態と同様の効果を得ることができる。なお、図３３に
示す第８変形例においては、誘電体１１は非磁性金属層１２の一部と磁気記録層１０を貫
通しているが、第２磁化固着層１４を貫通していない。
【００６５】
　また、図１に示す本実施形態および図２に示す第１変形例においては、非磁性金属層１
２と磁気記録層１０との界面は、誘電体１１と磁気記録層１０との界面と実質的に同一面
上にあったが、抵抗を調節するために図３５および図３６に示すように、非磁性金属層１
２と磁気記録層１０との界面は、誘電体１１と磁気記録層１０との界面よりも、磁気記録
層１０とトンネルバリア層８との界面に近くにあってもよい（第１０および第１１変形例
）。この第１０および第１１変形例も本実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００６６】
（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態による磁気抵抗効果素子１Ａを図９に示す。本実施形態の
磁気抵抗効果素子１Ａは、図１に示す第１実施形態の磁気抵抗効果素子１において、第１
磁化固着層６を、磁性層６１と、非磁性層６２と、磁性層６３とからなる３層構造のシン
セティックな第１磁化固着層６Ａに置き換えるとともに、第２磁化固着層１４を、磁性層
１４１と、非磁性層１４２と、磁性層１４３とからなる３層構造のシンセティックな第２
磁化固着層１４Ａに置き換えた構成となっている。磁性層６１は反強磁性層４によって磁
化の向きが固着され、磁性層６３は非磁性層６２を介して磁性層６１と反強磁性結合して
いる。磁性層１４３は反強磁性層１６によって磁化の向きが固着され、磁性層１４１は非
磁性層１４２を介して磁性層１４３と反強磁性結合している。
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【００６７】
　本実施形態においては、第１磁化固着層６Ａの磁気記録層１０に最も近い磁性層６３と
、第２磁化固着層１４Ａの磁気記録層１０に最も近い磁性層１４１の磁化の向きが実質的
に平行となっている。
【００６８】
　このようなシンセティックな磁化固着層を用いると、磁化固着がより強固になり、スピ
ン注入書き込みを行なった場合の第１および第２磁化固着層がより安定し好ましい。
【００６９】
　なお、シンセティックな磁化固着層は第１および第２磁化固着層の一方だけであっても
よい。
【００７０】
　本実施形態も第１実施形態と同様に、低消費電力、低電流書き込みで動作し、素子破壊
の無い信頼性の高い磁気抵抗効果素子を得ることができる。
【００７１】
　なお、非磁性金属層１２の抵抗を調整するために、図１０に示すように、磁気記録層１
０に接した界面ばかりでなく第２磁化固着層１４側も誘電体１１によって分断されている
非磁性金属層、すなわち、誘電体１１によって完全に分断されている非磁性金属層１２で
あってもよい（第１変形例）。この第１変形例も本実施形態と同様の効果を得ることがで
きる。
【００７２】
　また、抵抗を調節するために図１１に示すように、非磁性金属層１２を完全に分断して
いる誘電体１１が第２磁化固着層１４の磁性層１４１の一部分を分断していてよい（第２
変形例）。この第２変形例も本実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００７３】
　また、抵抗を調節するために図１２に示すように、非磁性金属層１２を完全に分断して
いる誘電体１１が第２磁化固着層１４および反強磁性層１６を完全に分断していてもよい
（第３変形例）。この第３変形例も本実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００７４】
　なお、本実施形態およびその第１乃至第３変形例においても、図５乃至図８に示す第１
実施形態の第４乃至第７変形例と同様に、誘電体１１が磁気記録層１０の一部分を分断し
ていてもよい。また、第１実施形態の第８および第９変形例と同様に、誘電体１１が磁気
記録層１０を完全に分断していてもよい。また、第１実施形態の第１０および第１１変形
例と同様に、非磁性金属層１２と磁気記録層１０との界面は、誘電体１１と磁気記録層１
０との界面よりも、磁気記録層１０とトンネルバリア層８との界面の近くにあってもよい
。これらの場合も本実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００７５】
（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態による磁気抵抗効果素子を図１３を参照して説明する。本
実施形態の磁気抵抗効果素子は、図１に示す第１実施形態の磁気抵抗効果素子において、
磁気記録層１０側が誘電体１１で分断されていず、第２磁化固着層１４側が誘電体１１に
よって分断されている構成となっている（図１３参照）。
【００７６】
　本実施形態も第１実施形態と同様に、非磁性金属層１２の少なくとも一部分が誘電体１
１によって分断されていることにより、非磁性金属層１２中を流れる電流が誘電体１１に
よって分断されていない所を集中的に流れる。
【００７７】
　したがって、本実施形態も第１実施形態と同様に、抵抗を調節することが可能となり、
低消費電力、低電流書き込みで動作し、素子破壊の無い信頼性の高い磁気抵抗効果素子を
得ることができる。
【００７８】
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　なお、誘電体１１の下面と磁気記録層１０との間の距離は１ｎｍ程度であることが好ま
しい。
【００７９】
　また、本実施形態のように、誘電体１１の下面と磁気記録層１０との間に距離を設ける
構造は第１実施形態、第１実施形態の第２乃至第３変形例、第２実施形態、第２実施形態
の第２乃至第３変形例の磁気抵抗効果素子にも用いてもよい。
【００８０】
（第４実施形態）
　次に、本発明の第４実施形態による磁気抵抗効果素子を図１４に示す。本実施形態の磁
気抵抗効果素子１Ｂは、図１に示す第１実施形態の磁気抵抗効果素子１Ａの第２磁化固着
層１４を、シンセティック構造の第２磁化固着層１５に置き換えた構成となっている。こ
のシンセティック構造の第２磁化固着層１５は、非磁性金属層（電流集中型非磁性層）１
２上に設けられた磁性層１５１と、磁性層１５１上に設けられた非磁性層１５２と、反強
磁性層１６との交換結合によって磁化が固着される磁性層１５３とを備え、磁性層１５１

は非磁性層１５２を介して磁性層１５３と反強磁性結合している。そして、本実施形態に
おいては、第１磁化固着層６の磁化の向きと、第２磁化固着層１５の磁気記録層１０に最
も近い磁性層１５１の磁化の向きが実質的に反平行となっていて、かつ非磁性金属層１２
がＣｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ｒｈ、Ｉｒのいずれかか、またはこれらの合金からなっている。
【００８１】
　本実施形態の構造において、金属保護膜１８から下地層２に向かうスピン注入電流を流
すと、第１磁化固着層６から磁気記録層１０にスピン偏極電子が注入され、磁気記録層１
０に対してスピントルクを与える。さらに、磁気記録層１０及び非磁性金属層１２を経由
して第２磁化固着層１５に電子が注入される。非磁性金属層１２の材料として上記したも
の（Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ｒｈ、Ｉｒのいずれかか、またはこれらの合金）を選択すること
により、第２磁化固着層１５の磁気モーメントと逆向きのスピンを持つ電子は、第２磁化
固着層１５で反射され、反射スピン電子として磁気記録層１０に再び注入される。これに
より、磁気記録層１０の磁化方向は、第１磁化固着層６のそれと同じ（平行状態）になる
。
【００８２】
　また、下地層２から金属保護膜１８に向かうスピン注入電流を流すと、第２磁化固着層
１５から磁気記録層１０にスピン偏極電子が注入され、磁気記録層１０に対してスピント
ルクを与える。さらに、磁気記録層１０からトンネルバリア層８を経由して第１磁化固着
層６に流れようとするが、トンネルバリア層８を通過する際、第１磁化固着層６の磁気モ
ーメントと逆向きのスピンを持つ電子は、トンネル確率が低くなるために反射され、反射
スピン電子として、再び、磁気記録層１０に対してスピントルクを与える。これにより、
磁気記録層１０の磁化方向は、第２磁化固着層１５のそれと同じ（第１磁化固着層６の磁
化方向に対して反平行状態）になる。
【００８３】
　特に、第１実施形態と同様に非磁性金属層１２の抵抗が調整されることにより、反射さ
れた反射スピン電子も磁気記録層へスピントルクを及ぼし電流密度が低減されるとととも
に、平行→反平行にスピン反転させる場合の電流と、反平行→平行にスピン反転させる場
合の電流が同程度の低い値になる。このため、低消費電力、低電流書き込みで動作するこ
とが可能になるとともに、素子破壊の無い信頼性の高い磁気抵抗効果素子を得ることがで
きる。
【００８４】
　なお、非磁性金属層１２の抵抗を調整するために、図１５に示すように、磁気記録層１
０に接した界面ばかりでなく第２磁化固着層１５側も誘電体１１によって分断されている
非磁性金属層、すなわち、誘電体１１によって完全に分断されている非磁性金属層１２で
あってもよい（第１変形例）。この第１変形例も本実施形態と同様の効果を得ることがで
きる。
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【００８５】
　また、抵抗を調節するために図１６に示すように、非磁性金属層１２を完全に分断して
いる誘電体１１が第２磁化固着層１５の一部分（図１６では、磁性層１５１の一部分）を
分断していてよい（第２変形例）。この第２変形例も本実施形態と同様の効果を得ること
ができる。
【００８６】
　また、抵抗を調節するために図１７に示すように、非磁性金属層１２を完全に分断して
いる誘電体１１が第２磁化固着層１５および反強磁性層１６を完全に分断していてもよい
（第３変形例）。この第３変形例も本実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００８７】
　なお、第４実施形態およびその変形例においては、第２磁化固着層１５はシンセティッ
ク構造であったが、単層の磁性層であってもよい。この場合、反強磁性層１６の材料を反
強磁性層４の材料と異なるように選択する必要がある。
【００８８】
　また、第４実施形態およびその変形例においては、誘電体１１が磁気記録層１０の一部
分を分断していなかったが、図５乃至図８に示す第１実施形態の第４乃至第７変形例の場
合と同様に、誘電体１１が磁気記録層１０の一部分を分断するように構成してもよい。
【００８９】
（第５実施形態）
　次に、本発明の第５実施形態による磁気抵抗効果素子１Ｃを図１８に示す。本実施形態
の磁気抵抗効果素子１Ｃは、図１４に示す第４実施形態の磁気抵抗効果素子１Ｂにおいて
、第１磁化固着層６を、磁性層６１と、非磁性層６２と、磁性層６３とからなる３層構造
のシンセティックな第１磁化固着層６Ａに置き換えるとともに、第２磁化固着層１５を、
磁性層１５１と、非磁性層１５２と、磁性層１５３と、非磁性層１５４と、磁性層１５５

とからなる５層構造のシンセティックな第２磁化固着層１５Ａに置き換えた構成となって
いる。磁性層６１は反強磁性層４によって磁化の向きが固着され、磁性層６３は非磁性層
６２を介して磁性層６１と反強磁性結合している。磁性層１５５は反強磁性層１６によっ
て磁化の向きが固着され、磁性層１５３は非磁性層１５４を介して磁性層１５５と反強磁
性結合し、磁性層１５１は非磁性層１５２を介して磁性層１５３と反強磁性結合している
。
【００９０】
　本実施形態においては、第１磁化固着層６Ａの磁気記録層１０に最も近い磁性層６３と
、第２磁化固着層１５Ａの磁気記録層１０に最も近い磁性層１５１の磁化の向きが略反平
行となっている。
【００９１】
　このようなシンセティックな磁化固着層を用いると、磁化固着がより強固になり、スピ
ン注入書き込みを行なった場合の第１および第２磁化固着層がより安定し好ましい。また
、このような磁気抵抗効果素子をメモリ素子として用いた場合、ビット間相互作用も低減
する。さらに第１および第２磁化固着層のそれぞれの磁性層の磁化（モーメント）の大き
さを磁性層および非磁性層の膜厚、材料などで調整することにより漏れ磁場を最小限に抑
えることができる。
【００９２】
　本実施形態も第１実施形態と同様に、低消費電力、低電流書き込みで動作し、素子破壊
の無い信頼性の高い磁気抵抗効果素子を得ることができる。
【００９３】
　なお、非磁性金属層１２の抵抗を調整するために、図１９に示すように、磁気記録層１
０に接した界面ばかりでなく第２磁化固着層１５側も誘電体１１によって分断されている
非磁性金属層、すなわち、誘電体１１によって完全に分断されている非磁性金属層１２で
あってもよい（第１変形例）。この第１変形例も本実施形態と同様の効果を得ることがで
きる。
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【００９４】
　また、抵抗を調節するために図２０に示すように、非磁性金属層１２を完全に分断して
いる誘電体１１が第２磁化固着層１５の一部分（図２０では、磁性層１５１の一部分）を
分断していてよい（第２変形例）。この第２変形例も本実施形態と同様の効果を得ること
ができる。
【００９５】
　また、抵抗を調節するために図２１に示すように、非磁性金属層１２を完全に分断して
いる誘電体１１が第２磁化固着層１５および反強磁性層１６を完全に分断していてもよい
（第３変形例）。この第３変形例も本実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００９６】
　なお、本実施形態およびその第１乃至第３変形例においても、図５乃至図８に示す第１
実施形態の第４乃至第７変形例と同様に、誘電体１１が磁気記録層１０の一部分を分断し
ていてもよい。これらの場合も本実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００９７】
（第６実施形態）
　次に、本発明の第６実施形態による磁気抵抗効果素子を図２２を参照して説明する。本
実施形態の磁気抵抗効果素子は、図１４に示す第４実施形態の磁気抵抗効果素子において
、磁気記録層１０側が誘電体１１で分断されていず、第２磁化固着層１５側が誘電体１１
によっては分断されている構成となっている（図２２参照）。
【００９８】
　本実施形態も第４実施形態と同様に、非磁性金属層１２の少なくとも一部分が誘電体１
１によって分断されていることにより、非磁性金属層１２中を流れる電流が誘電体１１に
よって分断されていない所を集中的に流れる。
【００９９】
　したがって、本実施形態も第４実施形態と同様に、低消費電力、低電流書き込みで動作
し、素子破壊の無い信頼性の高い磁気抵抗効果素子を得ることができる。
【０１００】
　なお、誘電体１１の下面と磁気記録層１０との間の距離は１ｎｍ程度であることが好ま
しい。
【０１０１】
　また、本実施形態のように、誘電体１１の下面と磁気記録層１０との間に距離を設ける
構造は第４実施形態、第４実施形態の第２および第３変形例、第５実施形態、第５実施形
態の第２および第３変形例の磁気抵抗効果素子にも用いてもよい。
【０１０２】
（第７実施形態）
　次に、本発明の第７実施形態による磁気メモリを図２３に示す。本実施形態の磁気メモ
リは、少なくとも１個のメモリセルを有し、このメモリセルは第２実施形態の磁気抵抗効
果素子１Ａと、選択トランジスタ６０とを備えている。上記磁気抵抗効果素子は、引き出
し電極４０上に設けられた下地層２と、下地層２上に設けられた反強磁性層４と、この反
強磁性層４上に設けられた第１磁化固着層６Ａと、この第１磁化固着層６Ａ上に設けられ
たトンネルバリア層８と、トンネルバリア層８上に設けられ磁気記録層１０と、磁気記録
層１０上に設けられた一部分が誘電体１１によって分断された非磁性金属層１２と、非磁
性金属層１２上に設けられた第２磁化固着層１４Ａと、第２磁化固着層１４Ａ上に設けら
れた反強磁性層１６、反強磁性層１６上に設けられた金属保護膜１８とを備えている。な
お、第１磁化固着層６Ａの磁気記録層１０に最も近い磁性層と、第２磁化固着層１４Ａの
磁気記録層１０に最も近い磁性層の磁化の向きは実質的に平行となっている。
【０１０３】
　選択トランジスタ６０は、ゲート電極６１と、このゲート電極の両側に設けられたソー
スおよびドレイン領域６２、６３とを備えている。金属保護膜１８は、メモリセルを選択
するビット線３０に接続され、引き出し電極４０は接続部５０を介して、選択トランジス
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タ６０のソース６２に接続される。選択トランジスタ６０のゲート電極６１はメモリセル
を選択するためのワード線を兼ねている。したがって、メモリセルはビット線３０と、ワ
ード線６１が交差する領域に対応して設けられている。選択トランジスタ６０のドレイン
６３は、配線７０に接続されている。
【０１０４】
　次に、この実施形態のスピン注入書き込み原理を、以下に説明する。まず、選択トラン
ジスタ６０のゲート電極６１に電圧を印加し、選択トランジスタ６０をオンさせる。
【０１０５】
　ａ）第１磁化固着層６Ａ、磁気記録層１０のスピンモーメントが反平行→平行へのスピ
ン反転の場合；
　第１磁化固着層６Ａ側から電子を注入し、第１磁化固着層６Ａでスピン偏極した電子が
トンネルバリア層８をトンネルし、磁気記録層１０に注入される。さらに、磁気記録層１
０を通過した電子は、第２磁化固着層１４Ａで反射され、反射スピン電子として磁気記録
層１０に再び注入される。その結果、第１実施形態で述べたのと同様にして、磁気記録層
１０へスピントルクを及ぼし、磁気記録層１０のスピンが反平行→平行へ反転する。
【０１０６】
　ｂ）第１磁化固着層６Ａ、磁気記録層１０のスピンモーメントが平行→反平行へのスピ
ン反転の場合；
　第２磁化固着層１４Ａ側から電子を注入すると第２磁化固着層１４Ａ、非磁性金属層１
２を通過したスピン偏極した電子が磁気記録層１０に注入される。磁気記録層１０を通過
した電子は、トンネルバリア層８を経由して第１磁化固着層６Ａで反射され、反射スピン
電子として磁気記録層１０に再び注入される。その結果、第１実施形態で述べたのと同様
にして、磁気記録層１０へスピントルクを及ぼし、磁気記録層１０のスピンが平行→反平
行へ反転する。
【０１０７】
　本実施形態の磁気メモリは、メモリ素子として第２実施形態の磁気抵抗効果素子１Ａを
備えているため、低消費電力、低電流書き込みで動作し、素子破壊の無い信頼性の高い磁
気メモリとなる。
【０１０８】
　なお、スピン書き込み時における磁化固着層の磁化の安定性を保つために、図２４に示
すように、第１磁化固着層６Ａの体積を大きくしてもよい（第１変形例）。この変形例に
おいては、図２４に示すように、図２３に示す磁気抵抗効果素子１Ａの下地層２、反強磁
性層４、第１磁化固着層６、およびトンネルバリア層８を磁気記録層１０に比べて膜面方
向のサイズを大きくしたものとなっている。
【０１０９】
　この変形例も第７実施形態と同様に、低消費電力、低電流書き込みで動作し、素子破壊
の無い信頼性の高い磁気メモリを得ることができる。
【０１１０】
　なお、本実施形態の磁気メモリにおいては、メモリ素子として第２実施形態の磁気抵抗
効果素子１Ａを用いたが、第１実施形態およびその変形例、第２実施形態の変形例、およ
び第３実施形態のいずれかの磁気抵抗効果素子をメモリ素子として用いてもよい。これら
の場合、図２４に示す第７実施形態の変形例と同様に、第１磁化固着層の体積を大きくす
ることにより、スピン書き込み時における磁化固着層の磁化の安定性を保つことが可能と
なる。
【０１１１】
（第８実施形態）
　次に、本発明の第８実施形態による磁気メモリの構成を図２５に示す。この実施形態の
磁気メモリは、図２３に示す第７実施形態の磁気メモリにおいて、磁気抵抗効果素子１Ａ
を、図１８に示す第５実施形態の磁気抵抗効果素子１Ｃに置き換えた構成となっている。
なお、第１磁化固着層６Ａの磁気記録層１０に最も近い磁性層と、第２磁化固着層１５Ａ
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の磁気記録層１０に最も近い磁性層の磁化の向きは実質的に反平行となっている。
【０１１２】
　この実施形態の磁気メモリは、メモリ素子として第５実施形態の磁気抵抗効果素子１Ｃ
を備えているため、低消費電力、低電流書き込みで動作し、素子破壊の無い信頼性の高い
磁気メモリとなる。
【０１１３】
　なお、スピン書き込み時における磁化固着層の磁化の安定性を保つために、図２６に示
すように、第１磁化固着層６Ａの体積を大きくしてもよい（第１変形例）。この変形例に
おいては、図２６に示すように、図２５に示す磁気抵抗効果素子１Ｃの下地層２、反強磁
性層４、第１磁化固着層６、およびトンネルバリア層８を磁気記録層１０に比べて膜面方
向のサイズを大きくしたものとなっている。
【０１１４】
　この変形例も第８実施形態と同様に、低消費電力、低電流書き込みで動作し、素子破壊
の無い信頼性の高い磁気メモリを得ることができる。
【０１１５】
　なお、本実施形態の磁気メモリにおいては、メモリ素子として第５実施形態の磁気抵抗
効果素子１Ｃを用いたが、第４実施形態およびその変形例、第５実施形態の変形例、およ
び第６実施形態のいずれかの磁気抵抗効果素子をメモリ素子として用いてもよい。これら
の場合、図２６に示す第８実施形態の変形例と同様に、第１磁化固着層の体積を大きくす
ることにより、スピン書き込み時における磁化固着層の磁化の安定性を保つことが可能と
なる。
【０１１６】
　また、第１乃至第８実施形態およびそれらの変形例において、磁気記録層の磁性体の全
体の体積は、第１および第２磁化固着層のそれぞれの磁性体の体積よりも小さく設計する
必要がある。磁性体の体積を逆に大きく設計してしまうと、磁化固着層の磁化の方がスピ
ントルクにより不安定になり誤動作を生じる。
【０１１７】
　また、上記第１乃至第８実施形態およびそれらの変形例において、磁気抵抗効果素子の
磁性層の磁性材料は、Ｃｏ－Ｆｅ合金、Ｃｏ－Ｆｅ－Ｎｉ合金または、（Ｃｏ、Ｆｅ、Ｎ
ｉ）－（Ｓｉ、　Ｂ）合金、（Ｃｏ、Ｆｅ、Ｎｉ）－（Ｂ）系アモルファス合金、Ｃｏ－
（Ｚｒ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｔｉ）膜などのアモルファス材料，Ｃｏ２（Ｃｒ－Ｆｅ）Ａ
ｌ系，Ｃｏ２ＭｎＡｌ、Ｃｏ２ＭｎＳｉなどのホイスラー材料からなる群より選ばれる少
なくとも１種の薄膜またはそれら多層膜で構成される。また、上記磁性層にパーマロイ合
金などのＮｉ－Ｆｅ合金を付与しても良い。
【０１１８】
　磁化固着層としては、一方向異方性を、磁気記録層としては、一軸異方性を有すること
が望ましい。またその厚さは０．１ｎｍから１００ｎｍが好ましい。さらに、これらの磁
化固着層および磁気記録層に含まれる磁性層（強磁性層）の膜厚は、超常磁性にならない
程度の厚さが必要であり、０．４ｎｍ以上であることがより望ましい。
【０１１９】
　また、磁化固着層として用いる強磁性層には、反強磁性膜を付加して磁化を固着するこ
とが望ましい。そのような反強磁性膜としては、Ｆｅ（鉄）－Ｍｎ（マンガン）合金、Ｐ
ｔ（白金）－Ｍｎ（マンガン）合金、Ｐｔ（白金）－Ｃｒ（クロム）－Ｍｎ（マンガン）
合金、Ｎｉ（ニッケル）－Ｍｎ（マンガン）合金、Ｉｒ（イリジウム）－Ｍｎ（マンガン
）合金、ＮｉＯ（酸化ニッケル）、ＣｏＯ（酸化コバルト）などの磁性体を挙げることが
できる。
【０１２０】
　また、これら磁性体には、Ａｇ（銀）、Ｃｕ（銅）、Ａｕ（金）、Ａｌ（アルミニウム
）、Ｍｇ（マグネシウム）、Ｓｉ（シリコン）、Ｂｉ（ビスマス）、Ｔａ（タンタル）、
Ｂ（ボロン）、Ｃ（炭素）、Ｏ（酸素）、Ｎ（窒素）、Ｐｄ（パラジウム）、Ｐｔ（白金
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）、Ｚｒ（ジルコニウム）、Ｉｒ（イリジウム）、Ｗ（タングステン）、Ｍｏ（モリブデ
ン）、Ｎｂ（ニオブ）、Ｂ（ボロン）などの非磁性元素を添加して、磁気特性を調節した
り、その他、結晶性、機械的特性、化学的特性などの各種物性を調節することができる。
【０１２１】
　より具体的には、磁性層を一方向に固着する方法として、Ｃｏ（Ｃｏ－Ｆｅ）／Ｒｕ（
ルテニウム）／Ｃｏ（Ｃｏ－Ｆｅ）の３層構造の積層膜、Ｃｏ（Ｃｏ－Ｆｅ）／Ｉｒ（イ
リジウム）／Ｃｏ（Ｃｏ－Ｆｅ）の３層構造の積層膜、Ｃｏ（Ｃｏ－Ｆｅ）／Ｏｓ（オス
ニウム）／Ｃｏ（Ｃｏ－Ｆｅ）の３層構造の積層膜、Ｃｏ（Ｃｏ－Ｆｅ）／Ｒｅ（レニウ
ム）／Ｃｏ（Ｃｏ－Ｆｅ）の３層構造の積層膜、Ｃｏ－Ｆｅ－Ｂのアモルファス材料層／
Ｒｕ（ルテニウム）／Ｃｏ－Ｆｅ－Ｂのアモルファス料層からなる３層構造の積層膜、Ｃ
ｏ－Ｆｅ－Ｂなどのアモルファス材料層／Ｉｒ（イリジウム）／Ｃｏ－Ｆｅ－Ｂなどのア
モルファス材料層からなる３層構造の積層膜、Ｃｏ－Ｆｅ－Ｂなどのアモルファス材料層
／Ｏｓ（オスニウム）／Ｃｏ－Ｆｅ－Ｂなどのアモルファス材料層からなる３層構造の積
層膜、Ｃｏ－Ｆｅ－Ｂなどのアモルファス材料層／Ｒｅ（レニウム）／Ｃｏ－Ｆｅ－Ｂな
どのアモルファス材料層からなる３層構造の積層膜を用いる。これら積層膜を磁化固着層
として用いる場合は、さらに、これに隣接して反強磁性膜を設けることが望ましい。この
場合の反強磁性膜としても、前述したものと同様に、Ｆｅ－Ｍｎ、Ｐｔ－Ｍｎ、Ｐｔ－Ｃ
ｒ－Ｍｎ、Ｎｉ－Ｍｎ、Ｉｒ－Ｍｎ、ＮｉＯ、ＣｏＯなどを用いることかできる。この構
造を用いると、磁化固着層の磁化がビット線やワード線からの電流磁界の影響をより受け
難く、しっかりと磁化が固着される。また、磁化固着層からの漏洩磁界(stray field)を
減少（あるいは調節）でき、磁化固着層を形成する２層の強磁性層の膜厚を変えることに
より，磁気記録層の磁化シフトを調整することができる。
【０１２２】
　また、磁気記録層として、軟磁性層／強磁性層という２層構造、または、強磁性層／軟
磁性層／強磁性層という３層構造を用いても良い。磁気記録層として、強磁性層／非磁性
層／強磁性層という３層構造、強磁性層／非磁性層／強磁性層／非磁性層／強磁性層とい
う５層構造を用いて、強磁性層の層間の相互作用の強さを制御することにより、メモリセ
ルである磁気記録層のセル幅がサブミクロン以下になっても、電流磁界の消費電力を増大
させずに済むというより好ましい効果が得られる。この際、強磁性層の種類、膜厚を変え
てもかまわない。
【０１２３】
　特に、絶縁障壁（トンネルバリア層）に近い強磁性層にはＭＲが大きくなるＣｏ－Ｆｅ
、Ｃｏ－Ｆｅ－Ｎｉ、ＦｅリッチＮｉ－Ｆｅを用い、トンネルバリア層と接していない強
磁性体にはＮｉリッチＮｉ－Ｆｅ，ＮｉリッチＮｉ－Ｆｅ－Ｃｏなどを用いると、ＭＲを
大きく保ったまま、スイッチング磁界を低減でき、より好ましい。
【０１２４】
　磁気記録層においても、これら磁性体に、Ａｇ（銀）、Ｃｕ（銅）、Ａｕ（金）、Ａｌ
（アルミニウム）、Ｒｕ（ルテニウム）、Ｏｓ（オスニウム），Ｒｅ（レニウム），Ｍｇ
（マグネシウム）、Ｓｉ（シリコン）、Ｂｉ（ビスマス）、Ｔａ（タンタル）、Ｂ（ボロ
ン）、Ｃ（炭素）、Ｏ（酸素）、Ｎ（窒素）、Ｐｄ（パラジウム）、Ｐｔ（白金）、Ｚｒ
（ジルコニウム）、Ｉｒ（イリジウム）、Ｗ（タングステン）、Ｍｏ（モリブデン）、Ｎ
ｂ（ニオブ）などの非磁性元素を添加して、磁気特性を調節したり、その他、結晶性、機
械的特性、化学的特性などの各種物性を調節することができる。
【０１２５】
　一方、磁気抵抗効果素子としてＴＭＲ素子を用いる場合に、磁化固着層と磁化記録層と
の間に設けられるトンネルバリア層（あるいは誘電体層）としては、Ａｌ２Ｏ３（酸化ア
ルミニウム）、ＳｉＯ２（酸化シリコン）、ＭｇＯ（酸化マグネシウム）、ＡｌＮ（窒化
アルミニウム）、Ｂｉ２Ｏ３（酸化ビスマス）、ＭｇＦ２（フッ化マグネシウム）、Ｃａ
Ｆ２（フッ化カルシウム）、ＳｒＴｉＯ２（酸化チタン・ストロンチウム）、ＡｌＬａＯ

３（酸化ランタン・アルミニウム）、Ａｌ－Ｎ－Ｏ（酸化窒化アルニウム）などの各種の
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絶縁体（誘電体）を用いることができる。
【０１２６】
　これらの化合物は、化学量論的にみて完全に正確な組成である必要はなく、酸素、窒素
、フッ素などの欠損、あるいは過不足が存在していてもよい。また、この絶縁層（誘電体
層）の厚さは、トンネル電流が流れる程度に薄い方が望ましく、実際上は、１０ｎｍ以下
であることが望ましい。
【０１２７】
　このような磁気抵抗効果素子は、各種スパッタ法、蒸着法、分子線エピタキシャル法な
どの通常の薄膜形成手段を用いて、所定の基板上に形成することができる。この場合の基
板としては、例えば、Ｓｉ（シリコン）、ＳｉＯ２（酸化シリコン）、Ａｌ２Ｏ３（酸化
アルミニウム）、スピネル、ＡｌＮ（窒化アルニウム）など各種の基板を用いることがで
きる。
【０１２８】
　また、基板の上に、下地層や保護層、ハードマスクなどとして、Ｔａ（タンタル）、Ｔ
ｉ（チタン）、Ｐｔ（白金）、Ｐｄ（パラジウム）、Ａｕ（金）、Ｔｉ（チタン）／Ｐｔ
（白金）、Ｔａ（タンタル）／Ｐｔ（白金）、Ｔｉ（チタン）／Ｐｄ（パラジウム）、Ｔ
ａ（タンタル）／Ｐｄ（パラジウム）、Ｃｕ（銅）、Ａｌ（アルミニウム）‐Ｃｕ（銅）
、Ｒｕ（ルテニウム）、Ｉｒ（イリジウム）、Ｏｓ（オスミウム）などからなる層を設け
てもよい。
【０１２９】
　また、第７および第８実施形態においては、磁気抵抗効果素子が記憶する情報を読み出
すために磁気抵抗効果素子に流すセンス電流を制御するセンス電流制御素子回路、ドライ
バおよびシンカーをさらに具備していることは云うまでもない。
【０１３０】
　なお、上記各実施形態においては、非磁性金属層１２と誘電体１１とは、第１実施形態
で説明した図３１に示すような、誘電体１１中に非磁性金属層１２が規則的に配置された
パターンであったが、ランダムに配置されたパターンであってもよい。また、図３２に示
すように、非磁性金属層１２中に誘電体１１が規則的に配置されたパターンあるいはラン
ダムに配置されたパターンであってもよい。
【０１３１】
　以下、実施例を参照して本発明の実施形態をさらに詳細に説明する。
【０１３２】
　　　（第１実施例）
　まず、本発明の第１実施例として、図９に示す第２実施形態の磁気抵抗効果素子１Ａお
よび図１４に示す第４実施形態による磁気抵抗効果素子１Ｂを、それぞれ第１試料および
第２試料として作製した。また、比較例として図２７および図２８に示す構造の磁気抵抗
効果素子を第１比較試料および第２比較試料として同時に作製し、スピン反転電流を比較
した。なお、図２７および図２８に示す構造の磁気抵抗効果素子は、図９および図１４に
示す磁気抵抗効果素子と異なり、非磁性金属層が誘電体によって分断されておらず、連続
膜である。
【０１３３】
　第１実施例の磁気抵抗効果素子の構造について、その製造手順に沿って説明すれば、以
下のようである。
【０１３４】
　まず第１試料として、基板上に、図９に示すように、下部電極（図示せず）上にＴＭＲ
膜、すなわち、下地層／反強磁性層／磁性層／非磁性層／磁性層／トンネルバリア層／磁
性層／誘電体で分断された非磁性金属層／磁性層／非磁性層／磁性層／反強磁性層／Ｒｕ
からなるキャップ層（図示せず）／金属ハードマスクからなる積層膜を形成する。
【０１３５】
　また、第２試料として、図１４に示すように、下部電極（図示せず）上にＴＭＲ膜、す
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なわち、下地層／反強磁性層／磁性層／トンネルバリア層／磁性層／誘電体で分断された
非磁性金属層／磁性層／非磁性層／磁性層／反強磁性層／Ｒｕからなるキャップ層（図示
せず）／金属ハードマスクからなる積層膜を形成する。
【０１３６】
　また、第１比較試料として図２７に示すように、下部電極（図示せず）上にＴＭＲ膜、
すなわち、下地層／反強磁性層／磁性層／非磁性層／磁性層／トンネルバリア層／磁性層
／非磁性金属層／磁性層／非磁性層／磁性層／反強磁性層／Ｒｕからなるキャップ層（図
示せず）／金属ハードマスクからなる積層膜を順次形成する。
【０１３７】
　また、第２比較試料として図２８に示すように、下部電極（図示せず）上にＴＭＲ膜、
下地層／反強磁性層／磁性層／トンネルバリア層／磁性層／非磁性金属層／磁性層／非磁
性層／磁性層／反強磁性層／Ｒｕからなるキャップ層（図示せず）／金属ハードマスクか
らなる積層膜を順次形成する。
【０１３８】
　本実施例では、下部配線は全てＴａ／Ｃｕ／Ｔａ、下地層は全てＲｕとした。第１試料
のＴＭＲ膜は、下側から順に、反強磁性層としてＰｔＭｎ（１４ｎｍ）、第１磁化固着層
としてＣｏ９０Ｆｅ１０（３ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）／Ｃｏ９０Ｆｅ１０（４ｎｍ
）、トンネルバリア層としてＡｌＯｘ（１．４ｎｍ）、磁気記録層として（Ｃｏ９０Ｆｅ

１０）８０Ｂ２０（３ｎｍ）、非磁性金属層を分断する誘電体としてＡｌＯｘ（０．７ｎ
ｍ）、非磁性金属層としてＲｕ（５ｎｍ）、第２磁化固着層としてＣｏ９０Ｆｅ１０（４
ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）／Ｃｏ９０Ｆｅ１０（３ｎｍ）、反強磁性層としてＰｔＭ
ｎ（１４ｎｍ）を用いた。なお、上記括弧内の数値は膜厚を示す。
【０１３９】
　また、第２試料のＴＭＲ膜は、下側から順に、反強磁性層としてＰｔＭｎ（１４ｎｍ）
、第１磁化固着層としてＣｏ９０Ｆｅ１０（３ｎｍ）、トンネルバリア層としてＡｌＯｘ
（１．４ｎｍ）、磁気記録層として（Ｃｏ９０Ｆｅ１０）８０Ｂ２０（３ｎｍ）、非磁性
金属層を分断する誘電体としてＡｌＯｘ（０．７ｎｍ）、非磁性金属層としてＣｕ（５ｎ
ｍ）、第２磁化固着層としてＣｏ９０Ｆｅ１０（４ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）／Ｃｏ

９０Ｆｅ１０（３ｎｍ）、反強磁性層としてＰｔＭｎ（１４ｎｍ）を用いた。なお、上記
括弧内の数値は膜厚を示す。
【０１４０】
　上記、非磁性金属層を分断する誘電体としてのＡｌＯｘ（０．７ｎｍ）は、Ａｌを島状
に成膜した後、ｉｎ－ｓｉｔｕで自然酸化することにより作製した。ＡｌＯｘ（１．４ｎ
ｍ）からなるトンネルバリア層はＡｌ（０．７ｎｍ）を成膜し自然酸化した後、再度Ａｌ
（０．７ｎｍ）を成膜し自然酸化することにより作製した。すなわち、磁気記録層を分断
する誘電体およびトンネルバリア層は、自然酸化誘電体である。
【０１４１】
　比較例による第１比較試料のＴＭＲ膜は、下側から順に、反強磁性層としてＰｔＭｎ（
１４ｎｍ）、第１磁化固着層としてＣｏ９０Ｆｅ１０（３ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）
／Ｃｏ９０Ｆｅ１０（４ｎｍ）、トンネルバリア層としてＡｌＯｘ（１．４ｎｍ）、磁気
記録層として（Ｃｏ９０Ｆｅ１０）８０Ｂ２０（３ｎｍ）、非磁性金属層としてＲｕ（５
ｎｍ）、第２磁化固着層としてＣｏ９０Ｆｅ１０（４ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）／Ｃ
ｏ９０Ｆｅ１０（３ｎｍ）、反強磁性層としてＰｔＭｎ（１４ｎｍ）を用いた。
【０１４２】
　第２比較試料のＴＭＲ膜は、下側から順に、反強磁性層としてＰｔＭｎ（１４ｎｍ）、
第１磁化固着層としてＣｏ９０Ｆｅ１０（３ｎｍ）、トンネルバリア層としてＡｌＯｘ（
１．４ｎｍ）、磁気記録層として（Ｃｏ９０Ｆｅ１０）８０Ｂ２０（３ｎｍ）、非磁性金
属層としてＣｕ（５ｎｍ）、第２磁化固着層としてＣｏ９０Ｆｅ１０（４ｎｍ）／Ｒｕ（
０．８５ｎｍ）／Ｃｏ９０Ｆｅ１０（３ｎｍ）、反強磁性層としてＰｔＭｎ（１４ｎｍ）
を用いた。　
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　全ての試料は、ＴＭＲ膜の上面にＲｕ（５ｎｍ）からなるキャップ層／Ｔａ（３００ｎ
ｍ）からなるハードマスク層を成膜した。
【０１４３】
　その後、第１実施例、比較例のＴＭＲ素子は、ともに２７０℃で磁場中アニール後、レ
ジストを塗布し、エッチングを行った後、１４０℃でオゾンフローによりレジストをスリ
ミングし、スリミングしたレジストをマスクとしてＳＦ６ガスでＴａをＲＩＥ法を用いて
エッチングした。このエッチングは、Ｒｕからなるキャップ層でストップさせた。その後
、レジストを剥離し、Ｔａをハードマスクとして、トンネルバリア層までミリングまたは
、ＲＩＥ(Reactive Ion Etching)法を用いて強磁性トンネル接合を接合分離した。上記第
１実施例、比較例の接合サイズはともに、０．１×０．１８μｍ２であった。
【０１４４】
その後、ＳｉＯｘ保護膜を成膜した後、レジストを塗布し、レジストをパターニングして
レジストパターンを形成し、このレジストパターンをマスクとして下部電極をＲＩＥ法を
用いてパターニングした。その後、レジストパターンを除去し、ＳｉＯｘからなる層間絶
縁膜を成膜した後、エッチバックを行い、平坦化を行うとともに、ＴＭＲ膜上部のＴａハ
ードマスク層の頭出しを行った。その後、スパッタエッチングした後に配線をスパッタし
、ＲＩＥ法を用いてエッチバックすることにより、上部配線を形成した。その後、磁場中
アニールを磁性層の長軸方向に磁場を印加した。
【０１４５】
　第１試料、第１比較試料，第２試料、第２比較試料に２００ｎｍパルス電流を印加して
何ｍＡでスピンが反転するか調べたところ、それぞれ、図２９、図３０に示すように、第
１試料では０．１５ｍＡ、第１比較試料では０．５ｍＡ，第２試料では０．１７ｍＡ、第
２比較試料では０．５５ｍＡで反転した。これにより、本実施例の構造は大容量メモリと
して適し、低電流でスピン注入書き込みができることが分かった。また、繰り返し測定の
結果、書き込み回数１０６回までのスピン注入書き込みを確認でき、本構造の信頼性が確
認できた。
【０１４６】
　（第２実施例）
　本発明の第２実施例として、図１０に示す第２実施形態の第１変形例による磁気抵抗効
果素子１Ａおよび図１５に示す第４実施形態の第１変形例による磁気抵抗効果素子１Ｂを
、それぞれ第３試料および第４試料として作製した。また、比較例として図２７および図
２８に示す構造の磁気抵抗効果素子を第３比較試料および第４比較試料として同時に作製
し、スピン反転電流を比較した。
【０１４７】
　第２実施例の磁気抵抗効果素子の構造について、その製造手順に沿って説明すれば、以
下のようになる。
【０１４８】
　まず第３試料として、基板上に、図１０に示すように、下部電極（図示せず）上にＴＭ
Ｒ膜、すなわち、下地層／反強磁性層／磁性層／非磁性層／磁性層／トンネルバリア層／
磁性層／誘電体で分断された非磁性金属層／磁性層／非磁性層／磁性層／反強磁性層／Ｒ
ｕからなるキャップ層（図示せず）／金属ハードマスクからなる積層膜を形成する。この
構成に対応するＴＭＲ素子を第３試料とする。
【０１４９】
　また、第４試料として、図１５に示すように、下部電極（図示せず）上にＴＭＲ膜、す
なわち、下地層／反強磁性層／磁性層／トンネルバリア層／磁性層／誘電体で分断された
非磁性金属層／磁性層／非磁性層／磁性層／反強磁性層／Ｒｕからなるキャップ層（図示
せず）／金属ハードマスクからなる積層膜を形成する。
【０１５０】
　本実施例では、下部配線は全てＴａ／Ｃｕ／Ｔａとし、下地層は全てＲｕとした。
【０１５１】
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また、第３試料のＴＭＲ膜は、下側から順に、反強磁性層としてＰｔＭｎ（１４ｎｍ）、
第１磁化固着層としてＣｏ７０Ｆｅ３０（４ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）／Ｃｏ７０Ｆ
ｅ３０（４ｎｍ）、トンネルバリア層としてＭｇＯ（１．０ｎｍ）、磁気記録層として（
Ｃｏ７０Ｆｅ３０）８０Ｂ２０（３ｎｍ）、非磁性金属層を分断する誘電体層としてＡｌ
Ｏｘ、非磁性金属層としてＲｕ層（５ｎｍ）、第２磁化固着層としてＣｏ７０Ｆｅ３０（
４ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）／Ｃｏ７０Ｆｅ３０（３ｎｍ）、反強磁性層としてＰｔ
Ｍｎ（１４ｎｍ）を用いた。
【０１５２】
　第４試料のＴＭＲ膜は、下側から順に、反強磁性層としてＰｔＭｎ（１４ｎｍ）、第１
磁化固着層としてＣｏ７０Ｆｅ３０（４ｎｍ）、トンネルバリア層としてＭｇＯ（１．０
ｎｍ）、磁気記録層として（Ｃｏ７０Ｆｅ３０）８０Ｂ２０（３ｎｍ）、非磁性金属層を
分断する誘電体層としてＡｌＯｘ（０．７ｎｍ）、非磁性金属層としてＡｕ（５ｎｍ）、
第２磁化固着層としてＣｏ７０Ｆｅ３０（４ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）／Ｃｏ７０Ｆ
ｅ３０（３ｎｍ）、反強磁性層としてＰｔＭｎ（１４ｎｍ）を用いた。
【０１５３】
　上記、非磁性金属層を分断する誘電体として用いたＡｌＯｘ（０．７ｎｍ）は、パター
ンド自己整合プロセスを用いて作製した。パターンド自己整合プロセスを簡単に示すと以
下のようになる。
【０１５４】
　まず、第３試料のＴＭＲ膜は、下側から順に、ＰｔＭｎ（１４ｎｍ）からなる反強磁性
層、Ｃｏ７０Ｆｅ３０（４ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）／Ｃｏ７０Ｆｅ３０（４ｎｍ）
からなる磁化固着層、ＭｇＯ（１．０ｎｍ）からなるトンネルバリア層、（Ｃｏ７０Ｆｅ

３０）８０Ｂ２０（３ｎｍ）からなる磁気記録層、Ｒｕ層（５ｎｍ）からなる非磁性金属
層を成膜し、また、第４試料のＴＭＲ膜は、下側から順に、ＰｔＭｎ（１４ｎｍ）からな
る反強磁性層、Ｃｏ７０Ｆｅ３０（４ｎｍ）からなる磁化固着層、ＭｇＯ（１．０ｎｍ）
からなるトンネルバリア層、（Ｃｏ７０Ｆｅ３０）８０Ｂ２０（３ｎｍ）からなる磁気記
録層、Ａｕ（５ｎｍ）からなる非磁性金属層まで成膜する。
【０１５５】
　その後、ジブロックコポリマーを有機溶剤に溶かしたものをスピンコート法で形成する
。
【０１５６】
　次に、真空中で１４０℃～２００℃程度の温度で３０時間ほど長時間アニールを行なう
。すると、アニール中にジブロックコポリマーは自己組織化による相分離を起こし、１５
ｎｍ～３０ｎｍサイズのジブロックコポリマー部からなる海島構造が数十ｎｍ間隔で整列
する。
【０１５７】
　その後、酸素プラズマに曝し、ジブロックポリマー部のみを選択的に除去する。ジブロ
ックポリマー部が除去された部分に穴が開く。
【０１５８】
　次に、乳酸で希釈したＳＯＧ（スピンオングラス）をスピンコート法で塗布すると、こ
の穴内にＳＯＧが埋め込まれる。ＳＯＧからなるエッチングマスクを用いて、イオンミリ
ングで非磁性金属層Ｒｕ，またはＡｕをパターニングする。
【０１５９】
　この自己組織化現象を用いたパターン形成方法は、通常のパターン形成方法、例えば、
ＥＢ描画、フォトリソグラフィー、Ｘ線リソグラフィー、近接場光リソグラフィー、干渉
露光法、ＦＩＢ(Focused Ion Beam)などに比べると安価で短時間に大面積のパターンを形
成することができる。また、海島構造は直径１５ｎｍ～８０ｎｍ程度となり、前述の条件
に適合するサイズを実現することができる。
【０１６０】
　続いて、エッチングマスクを除去した後、直ちにＡｌＯｘまたはＳｉＯｘからなる保護
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膜を形成する。
【０１６１】
　次に、Ａｌ２Ｏ３を成膜し、全面にＯＦＲレジストを塗布してエッチバックし、非磁性
金属層の表面を露出させる。
【０１６２】
　続いて、第３試料のＴＭＲ膜は、Ｃｏ７０Ｆｅ３０（４ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）
／Ｃｏ７０Ｆｅ３０（３ｎｍ）からなる磁化固着層、ＰｔＭｎ（１４ｎｍ）からなる反強
磁性層を成膜し、第４試料のＴＭＲ膜は、Ｃｏ７０Ｆｅ３０（４ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５
ｎｍ）／Ｃｏ７０Ｆｅ３０（３ｎｍ）からなる磁化固着層、ＰｔＭｎ（１４ｎｍ）からな
る反強磁性層を成膜する。
【０１６３】
　全ての試料はＲｕ（５ｎｍ）からなるキャップ層／Ｔａ（３００ｎｍ）からなるハード
マスク層を成膜した。その後の加工方法は第１実施例と同様である。
【０１６４】
　これにより、本実施例の磁気抵抗効果素子が製造される。
【０１６５】
　また、第３比較試料及び第４比較試料を作製する。第３比較試料、第４比較試料はそれ
ぞれ第３試料、第４試料の非磁性金属層をパターニングせずに連続膜とする試料である。
【０１６６】
　上記第２実施例、比較例の接合サイズはともに、０．１×０．１８μｍ２であった。作
製後、磁場中アニールを磁性層の長軸方向に３５０℃にて磁場を印加した。
【０１６７】
　第３試料、第３比較試料，第４試料、第４比較試料に２００ｎｍパルス電流を印加して
何ｍＡでスピンが反転するか調べたところ、第３試料では０．０７ｍＡ、第３比較試料で
は０．２４ｍＡ，第４試料では０．０６ｍＡ、第４比較試料では０．２８ｍＡで反転した
。これにより、本実施例の構造は大容量メモリとして適し、低電流でスピン注入書き込み
ができることが分かった。また、繰り返し測定の結果、書き込み回数１０６回までのスピ
ン注入書き込みを確認でき、本構造の信頼性が確認できた。
【０１６８】
　（第３実施例）自己整合プロセス
　本発明の第３実施例として、図１１に示す第２実施形態の第２変形例による磁気抵抗効
果素子１Ａおよび図２０に示す第５実施形態の第２変形例による磁気抵抗効果素子１Ｃを
、それぞれ第５および第６試料として作製した。また、比較例として図２７に示す構造の
磁気抵抗効果素子を第５比較試料として作製するとともに、図２８に示す構造の磁気抵抗
効果素子の第１磁化固着層６を磁性層／非磁性層／磁性層の３層構造とし、第２磁化固着
層１５を磁性層／非磁性層／磁性層／非磁性層／磁性層の５層構造として、第６比較試料
を作製した。これらの試料のスピン反転電流を比較した。
【０１６９】
　第３実施例の磁気抵抗効果素子の構造について、その製造方法は第２実施例と同様であ
る。
【０１７０】
　まず第５試料として、基板上に、図１１に示すように、下部電極（図示せず）上にＴＭ
Ｒ膜、すなわち、下地層／反強磁性層／磁性層／非磁性層／磁性層／トンネルバリア層／
磁性層／誘電体で分断された非金属磁性層／誘電体で分断された磁性層／磁性層／非磁性
層／磁性層／反強磁性層／Ｒｕからなるキャップ層（図示せず）／金属ハードマスクから
なる積層膜を形成する。
【０１７１】
　また、第６試料として、図２０に示すように、下部電極（図示せず）上にＴＭＲ膜、す
なわち、下地層／反強磁性層／磁性層／非磁性層／磁性層／トンネルバリア層／磁性層／
誘電体で分断された非磁性金属層／誘電体で分断された磁性層／磁性層／非磁性層／磁性
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層／非磁性層／磁性層／反強磁性層／Ｒｕからなるキャップ層（図示せず）／金属ハード
マスクからなる積層膜を形成する。
【０１７２】
　本実施例では、下部配線は全てＴａ／Ｃｕ／Ｔａ、下地層は全てＲｕとした。第５試料
のＴＭＲ膜は、下側から順に、反強磁性層としてＰｔＭｎ（１４ｎｍ）、第１磁化固着層
としてＣｏ７０Ｆｅ３０（４ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）／（Ｃｏ７０Ｆｅ３０）８０

Ｂ２０（４ｎｍ）、トンネルバリア層としてＭｇＯ（１．０ｎｍ）、磁気記録層として（
Ｃｏ７０Ｆｅ３０）８０Ｂ２０（３ｎｍ）、非磁性金属層および磁性層を分断する誘電体
としてＡｌＯｘ、誘電体で分断された非磁性金属層としてＲｕ（５ｎｍ）、第２磁化固着
層の誘電体で分断された磁性層がＣｏ７０Ｆｅ３０層（３ｎｍ）、それ以外の第２磁化固
着層として／Ｃｏ７０Ｆｅ３０（２ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）／Ｃｏ７０Ｆｅ３０（
３ｎｍ）、反強磁性層としてＰｔＭｎ（１４ｎｍ）を用いた。
【０１７３】
　また、第６試料のＴＭＲ膜は、下側から順に、反強磁性層としてＰｔＭｎ（１４ｎｍ）
、第１磁化固着層としてＣｏ７０Ｆｅ３０（３ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）／（Ｃｏ７

０Ｆｅ３０）８０Ｂ２０（４ｎｍ）、トンネルバリア層としてＭｇＯ（１．０ｎｍ）、磁
気記録層として（Ｃｏ７０Ｆｅ３０）８０Ｂ２０（３ｎｍ）、非磁性金属層および磁性層
を分断する誘電体層としてＡｌＯｘ（０．７ｎｍ）、非磁性金属層としてＡｕ（５ｎｍ）
、第２磁化固着層の誘電体で分断される磁性層としてＣｏ７０Ｆｅ３０層（３ｎｍ）、そ
れ以外の第２磁化固着層としてＣｏ７０Ｆｅ３０（４ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）／Ｃ
ｏ７０Ｆｅ３０（３ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）／Ｃｏ７０Ｆｅ３０（３ｎｍ）、反強
磁性層としてＰｔＭｎ（１４ｎｍ）を用いた。
【０１７４】
　上記、分断した誘電体層はＡｌＯｘ（０．７ｎｍ）は、パターンド自己整合プロセスを
用いて作製した。作製方法は第２実施例とほぼ同様である。
【０１７５】
　また、第５比較試料及び第６比較試料を作製する。第５比較試料、第６比較試料はそれ
ぞれ第５試料、第６試料の非磁性金属層をパターニングせずに連続膜とする試料である。
【０１７６】
　上記第３実施例、比較例の接合サイズはともに、０．１×０．１８μｍ２であった。作
製後、磁場中アニールを磁性層の長軸方向に３５０℃にて磁場を印加した。
【０１７７】
　第５試料、第５比較試料，第６試料、第６比較試料に２００ｎｍパルス電流を印加して
何ｍＡでスピンが反転するか調べたところ、第５試料では０．０６５ｍＡ、第５比較試料
では０．２３ｍＡ，第６試料では０．０６２ｍＡ、第６比較試料では０．２７ｍＡで反転
した。本実施例の構造は大容量メモリとして適し、低電流でスピン注入書き込みができる
ことが分かった。また、繰り返し測定の結果、書き込み回数１０６回までのスピン注入書
き込みを確認でき、本構造の信頼性が確認できた。
【０１７８】
　（第４の実施例）
　　本発明の第４実施例として、図１０に示す第２実施形態の第１変形例による磁気抵抗
効果素子１Ａおよび図１９に示す第４実施形態の第１変形例による磁気抵抗効果素子を、
第７試料および第８試料として作製した。また、比較例として図２７に示す構造の磁気抵
抗効果素子を第７比較試料として作製するとともに、図２８に示す構造の磁気抵抗効果素
子の第１磁化固着層６を磁性層／非磁性層／磁性層の３層構造とし、第２磁化固着層１５
を磁性層／非磁性層／磁性層／非磁性層／磁性層の５層構造として、第８比較試料を作製
した。これらの試料のスピン反転電流を比較した。その際、作製した図１０、図１９に示
す磁気抵抗効果素子の断面をＴＥＭで観測したところ、図１３、図２２に示したように磁
気記録層の上部１ｎｍまでは誘電体が形成されておらず、非磁性金属層は誘電体によって
完全に分断されず、一部分（第２磁化固着層側）が分断されていることが分かった。
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【０１７９】
　第４実施例の磁気メモリの構造について、その製造方法は第２実施例と同様である。
【０１８０】
　まず、第７試料として、基板上に、図１０に示すように、下部電極（図示せず）上にＴ
ＭＲ膜、すなわち、下地層／反強磁性層／磁性層／非磁性層／磁性層／トンネルバリア層
／磁性層／誘電体で分断された非磁性金属層／磁性層／非磁性層／磁性層／反強磁性層／
Ｒｕからなるキャップ層（図示せず）／金属ハードマスクからなる積層膜を形成する。
【０１８１】
　また、第８試料として、図１９に示すように、下部電極（図示せず）上にＴＭＲ膜、す
なわち、下地層／反強磁性層／磁性層／非磁性層／磁性層／トンネルバリア層／磁性層／
誘電体で分断された非磁性金属層／磁性層／非磁性層／磁性層／非磁性層／磁性層／反強
磁性層／Ｒｕからなるキャップ層（図示せず）／金属ハードマスクからなる積層膜を形成
する。
【０１８２】
　本実施例では、下部配線は全てＴａ／Ｃｕ／Ｔａ、下地層は全てＲｕとした。第７試料
のＴＭＲ膜は、下側から順に、反強磁性層としてＰｔＭｎ（１４ｎｍ）、第１磁化固着層
としてＣｏ７０Ｆｅ３０（４ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）／（Ｃｏ７０Ｆｅ３０）８０

Ｂ２０（４ｎｍ）、トンネルバリア層としてＭｇＯ（１．０ｎｍ）、磁気記録層として（
Ｃｏ７０Ｆｅ３０）８０Ｂ２０（３ｎｍ）、１ｎｍ程度のＲｕ層、誘電体としてＡｌＯｘ
、誘電体で分断されたＲｕ層（４ｎｍ）、第２磁化固着層としてＣｏ７０Ｆｅ３０層（４
ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）／Ｃｏ７０Ｆｅ３０（３ｎｍ）、反強磁性層としてＰｔＭ
ｎ（１４ｎｍ）を用いた。第７試料においては、１ｎｍ程度のＲｕ層と、誘電体で分断さ
れた非磁性金属層としてＲｕ層（４ｎｍ）とが非磁性金属層を構成する。
【０１８３】
　また、第８試料のＴＭＲ膜は、下側から順に、反強磁性層としてＰｔＭｎ（１４ｎｍ）
、第１磁化固着層としてＣｏ７０Ｆｅ３０（３ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）／（Ｃｏ７

０Ｆｅ３０）８０Ｂ２０（４ｎｍ）、トンネルバリア層としてＭｇＯ（１．０ｎｍ）、磁
気記録層として（Ｃｏ７０Ｆｅ３０）８０Ｂ２０（３ｎｍ）、薄い１ｎｍ程度のＡｕ層、
誘電体としてＡｌＯｘ（０．７ｎｍ）、誘電体で分断されたＡｕ（４ｎｍ）層、第２磁化
固着層としてＣｏ７０Ｆｅ３０層（４ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）／Ｃｏ７０Ｆｅ３０

（３ｎｍ）／Ｒｕ（０．８５ｎｍ）／Ｃｏ７０Ｆｅ３０（３ｎｍ）、反強磁性層としてＰ
ｔＭｎ（１４ｎｍ）を用いた。第８試料においては、薄い１ｎｍ程度のＡｕ層と、誘電体
で分断されたＡｕ（４ｎｍ）層とが非磁性金属層を構成する。
【０１８４】
　上記、分断する誘電体層としてのＡｌＯｘ（０．７ｎｍ）は、パターンド自己整合プロ
セスを用いて作製した。作製方法は第２実施例とほぼ同様である。
【０１８５】
　上記第４実施例、比較例の接合サイズはともに、０．１×０．１８μｍ２であった。作
製後、磁場中アニールを磁性層の長軸方向に３５０℃にて磁場を印加した。
【０１８６】
　第７試料、第７比較試料，第８試料、第８比較試料に２００ｎｍパルス電流を印加して
何ｍＡでスピンが反転するか調べたところ、第７試料では０．０６３ｍＡ、第７比較試料
では０．２２ｍＡ，第８試料では０．０６ｍＡ、第８比較試料では０．２６ｍＡで反転し
た。本実施例の構造は大容量メモリとして適し、低電流でスピン注入書き込みができるこ
とが分かった。また、繰り返し測定の結果、１０６回までのスピン注入書き込みを確認で
き、本構造の信頼性が確認できた。本実施例より、１ｎｍ程度の非磁性金属層が分断され
ていなくとも問題無く低電流化が可能なことが明らかになった。
【０１８７】
　以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施形態について説明した。しかし、本発明は、
これらの具体例に限定されるものではない。例えば、磁気抵抗効果素子を構成する強磁性
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体層、絶縁膜、反強磁性体層、非磁性金属層、電極などの具体的な材料や、膜厚、形状、
寸法などに関しては、当業者が適宜選択することにより本発明を同様に実施し、同様の効
果を得ることができるものも本発明の範囲に包含される。
【０１８８】
　同様に、本発明の磁気メモリを構成する各要素の構造、材質、形状、寸法についても、
当業者が適宜選択することにより本発明を同様に実施し、同様の効果を得ることができる
ものも本発明の範囲に包含される。
【０１８９】
　その他、本発明の実施の形態として上述した磁気メモリを基にして、当業者が適宜設計
変更して実施しうるすべての磁気メモリも同様に本発明の範囲に属する。
【図面の簡単な説明】
【０１９０】
【図１】本発明の第１実施形態による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図２】第１実施形態の第１変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図３】第１実施形態の第２変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図４】第１実施形態の第３変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図５】第１実施形態の第４変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図６】第１実施形態の第５変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図７】第１実施形態の第６変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図８】第１実施形態の第７変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図９】本発明の第２実施形態による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図１０】第２実施形態の第１変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図１１】第２実施形態の第２変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図１２】第２実施形態の第３変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図１３】本発明の第３実施形態による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図１４】本発明の第４実施形態による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図１５】第４実施形態の第１変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図１６】第４実施形態の第２変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図１７】第４実施形態の第３変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図１８】本発明の第５実施形態による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図１９】第５実施形態の第１変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図２０】第５実施形態の第２変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図２１】第５実施形態の第３変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図２２】本発明の第６実施形態による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図２３】本発明の第７実施形態による磁気メモリを示す断面図。
【図２４】第７実施形態の変形例による磁気メモリを示す断面図。
【図２５】本発明の第８実施形態による磁気メモリを示す断面図。
【図２６】第８実施形態の変形例による磁気メモリを示す断面図。
【図２７】比較例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図２８】比較例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図２９】第１実施例の第１試料と比較例の第１比較試料の、書き込み時におけるスピン
反転特性を示す図。
【図３０】第１実施例の第２試料と比較例の第２比較試料の、書き込み時におけるスピン
反転特性を示す図。
【図３１】非磁性金属層と誘電体との配置関係の一例を示す水平断面図。
【図３２】非磁性金属層と誘電体との配置関係の他の例を示す水平断面図。
【図３３】第１実施形態の第８変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図３４】第１実施形態の第９変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図３５】第１実施形態の第１０変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
【図３６】第１実施形態の第１１変形例による磁気抵抗効果素子を示す断面図。
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【符号の説明】
【０１９１】
１　磁気抵抗効果素子
２　下地層
４　反強磁性層
６　第１磁化固着層
８　トンネルバリア層
１０　磁気記録層（磁化自由層）
１１　誘電体
１２　非磁性金属層（電流集中型非磁性層）
１４　第２磁化固着層
１６　反強磁性層
１８　金属ハードマスク（金属保護膜）
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