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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の磁性部分と、第２の磁性部分と、前記第１の磁性部分と前記第２の磁性部分の間
のバリア層とを含むセンサスタックを含んでなる磁気センサであって、
　前記第１の磁性部分及び前記第２の磁性部分の各々が、前記バリア層に隣接する正の磁
気ひずみを有する第１の磁性層と、負の磁気ひずみを有する第２の磁性層と、第１の磁性
層と第２の磁性層の間に配置されて非磁性体を含む中間層とを含む多層構造を含んでなり
、
　前記第１の磁性部分および前記第２の磁性部分の一方が自由層であり、他方が基準層で
あり、
　前記磁気センサの抵抗－面積（ＲＡ）積が約１．０Ω・μｍ２のとき、前記磁気センサ
が少なくとも約８０％の磁気抵抗比を示す、上記磁気センサ。
【請求項２】
　前記中間層が、Ｔａ、Ｒｕ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｗ、Ｐｔ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ａｌ、
Ｃｕ、Ｃｒ、Ｔｉ、ＣｏＺｒＮｂ、ＣｏＺｒＴａ、ＦｅＴａ、ＦｅＴａＮ、ＮｉＦｅＺｒ
、ＣｏＦｅＴａ、ＣｏＮｂ、及びそれらの合金からなる群から選択された材料を含む、請
求項１に記載の磁気センサ。
【請求項３】
　前記中間層が、約０．５Å～約１０Åの範囲の厚さを有する、請求項１に記載の磁気セ
ンサ。
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【請求項４】
　前記バリア層が、ＭｇＯ及びＭｇからなる群から選択された材料を含む、請求項１に記
載の磁気センサ。
【請求項５】
　前記第１の磁性層が、ＣｏＦｅＢ、ＣｏＦｅＮｉＢ、ＣｏＦｅ、及びそれらの合金から
なる群から選択された材料を含む、請求項１に記載の磁気センサ。
【請求項６】
　前記第２の磁性層が、Ｎｉ及びＮｉベース合金からなる群から選択された材料を含む、
請求項１に記載の磁気センサ。
【請求項７】
　前記第２の磁性層が、結晶強磁性体及びアモルファス強磁性体からなる群から選択され
た材料を含む、請求項１に記載の磁気センサ。
【請求項８】
　前記基準層は結合層を介してピンド層に磁気結合され、
　前記ピンド層の磁化は、ピンニング層と前記ピンド層との交換結合によりピン止めされ
る、請求項１に記載の磁気センサ。
【請求項９】
　ＭｇＯを含むバリア層と、
　前記バリア層に隣接する、正の磁気ひずみを有する第１の強磁性層と、負の磁気ひずみ
を有する第２の強磁性層と、第１と第２の強磁性層の間にあり、Ｔａ、Ｒｕ、Ｚｒ、Ｈｆ
、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｗ、Ｐｔ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｔｉ、ＣｏＺｒＮｂ、ＣｏＺ
ｒＴａ、ＦｅＴａ、ＦｅＴａＮ、ＮｉＦｅＺｒ、ＣｏＦｅＴａ、ＣｏＮｂ、及びそれらの
合金からなる群から選択された材料を含む中間層とを含む第１の多層磁性構造と、
　前記バリア層に隣接する正の磁気ひずみを有する第３の強磁性層と、負の磁気ひずみを
有する第４の強磁性層と、第３と第４の強磁性層の間にあり、Ｔａ、Ｒｕ、Ｚｒ、Ｈｆ、
Ｎｂ、Ｍｏ、Ｗ、Ｐｔ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｔｉ、ＣｏＺｒＮｂ、ＣｏＺｒ
Ｔａ、ＦｅＴａ、ＦｅＴａＮ、ＮｉＦｅＺｒ、ＣｏＦｅＴａ、ＣｏＮｂ、及びそれらの合
金からなる群から選択された材料を含む中間層とを含む第２の多層磁性構造とを含み、
　前記第１の多層磁性構造が自由層であり、
　前記第２の多層磁性構造が基準層であり、
　抵抗－面積（ＲＡ）積が約１．０Ω・μｍ２のとき、少なくとも約８０％の磁気抵抗比
を示す、センサスタック。
【請求項１０】
　前記中間層の厚さが約０．５Å～約１０Åの範囲である、請求項９に記載のセンサスタ
ック。
【請求項１１】
　前記第１の強磁性層が、ＣｏＦｅＢ、ＣｏＦｅＮｉＢ、ＣｏＦｅ、及びそれらの合金か
らなる群から選択された材料を含む、請求項９に記載のセンサスタック。
【請求項１２】
　前記第２の強磁性層が、Ｎｉ及びＮｉベース合金からなる群から選択された材料を含む
、請求項１１に記載のセンサスタック。
【請求項１３】
　前記第２の強磁性層が、結晶強磁性体及びアモルファス強磁性体からなる群から選択さ
れた材料を含む、請求項９に記載のセンサスタック。
【請求項１４】
　前記第１の多層磁性構造において、前記第１の強磁性層と前記第２の強磁性層の間の結
合が、強磁性結合及び反強磁性結合からなる群から選択される、請求項９に記載のセンサ
スタック。
【請求項１５】
　前記基準層は結合層を介してピンド層に磁気結合され、
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　前記ピンド層の磁化は、ピンニング層と前記ピンド層との交換結合によりピン止めされ
る、請求項９に記載のセンサスタック。
【請求項１６】
　第１の磁性構造と、
　前記第１の磁性構造に隣接するＭｇＯバリア層と、
　前記ＭｇＯバリア層に前記第１の磁性構造とは反対の側で隣接する第２の磁性構造とを
含んでなる、感度が改善された磁気抵抗（ＭＲ）センサであって、
　前記第１および第２の磁性構造の各々は、
　前記バリア層に隣接する正の磁気ひずみ層と、負の磁気ひずみ層と、正の磁気ひずみ層
と前記負の磁気ひずみ層の間の感知向上層とを含み、
　前記第１の磁性構造および前記第２の磁性構造の一方が自由層であり、他方が基準層で
あり、
　（ａ）抵抗－面積（ＲＡ）積が約０．５Ω・μｍ２の場合、少なくとも約３０％の、（
ｂ）ＲＡ積が約０．８Ω・μｍ２の場合、少なくとも約５０％の、（ｃ）ＲＡ積が約１．
０Ω・μｍ２の場合、少なくとも約８０％の、（ｄ）ＲＡ積が約１．４Ω・μｍ２の場合
、少なくとも約１００％のＭＲ比を有することを特徴とする、ＭＲセンサ。
【請求項１７】
　前記感知向上層が、Ｔａ、Ｒｕ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｗ、Ｐｔ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ａ
ｌ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｔｉ、ＣｏＺｒＮｂ、ＣｏＺｒＴａ、ＦｅＴａ、ＦｅＴａＮ、ＮｉＦｅ
Ｚｒ、ＣｏＦｅＴａ、ＣｏＮｂ、及びそれらの合金からなる群から選択された材料を含む
、請求項１６に記載のＭＲセンサ。
【請求項１８】
　前記感知向上層が、非磁性体を含み、約０．５Å～約１０Åの範囲の厚さを有する、請
求項１６に記載のＭＲセンサ。
【請求項１９】
　前記正の磁気ひずみ層が、ＣｏＦｅＢ、ＣｏＦｅＮｉＢ、ＣｏＦｅ、及びそれらの合金
からなる群から選択された材料を含む、請求項１６に記載のＭＲセンサ。
【請求項２０】
　前記基準層は結合層を介してピンド層に磁気結合され、
　前記ピンド層の磁化は、ピンニング層と前記ピンド層との交換結合によりピン止めされ
る、請求項１６に記載のＭＲセンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気センサに関する。より詳細には、本発明は、トンネル障壁及びセンサの
感度を改善するための層を含む磁気センサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子データの記憶検索システムでは、磁気記録ヘッドが一般に、磁気ディスク上に記憶
された、磁気的に符号化された情報を検索するセンサを有するリーダ部分を含む。ディス
クの表面からの磁束が、センサの１層又は複数層の感知層の磁化ベクトルの回転を引き起
こし、それが順にセンサの電気特性の変化を引き起こす。感知層の磁化ベクトルが外部磁
束に応答して自由に回転することができるので、感知層はしばしば自由層と呼ばれる。セ
ンサの電気特性の変化は、センサに電流を流し、センサの両端間で電圧を測定することに
よって検出することができる。デバイスの幾何形状に応じて、センス電流は、デバイスの
層の平面内を流れる（ＣＩＰ）、又はデバイスの層の平面に垂直に流れる（ＣＰＰ）こと
ができる。次いで、外部回路が、電圧情報を適当な形式に変換し、必要に応じてその情報
に手を加えて、ディスク上に符号化された情報を回復させる。
【０００３】
　最新の読取りヘッドにおける本質的な構造は、トンネル磁気抵抗（ＴＭＲ）など、ある
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種の磁気抵抗（ＭＲ）を呈する強磁性体を含む薄膜多層構造である。典型的なＴＭＲセン
サ構成では、絶縁薄膜又はバリア層が、合成反強磁性体（ＳＡＦ）と強磁性自由層の間、
又は２つの強磁性自由層の間に配置され形成された多層構造を含む。バリア層は、これら
の磁性層間で電子トンネル効果を可能にするのに十分なほど薄い。一方の磁性層から、バ
リア層上を入射した電子がトンネルする確率は、電子の波動関数の特性、及び他方の磁性
層内の磁化方向に対する電子のスピンに依存する。その結果、ＴＭＲセンサの抵抗は、こ
れらの磁性層の磁化の相対的な向きに依存し、磁性層の磁化が平行な構成の場合は最小を
、磁性層の磁化が反平行な構成の場合は最大を呈する。
【０００４】
　一部のＴＭＲセンサには、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）を含むバリア層が組み込まれて
おり、それによりＴＭＲセンサの抵抗－面積（ＲＡ）積が高い（即ち、１０Ω・μｍ２よ
りも大きい）とき、２００％に近い磁気抵抗比が可能になっている。高い磁気抵抗比を実
現するために、絶縁薄膜に隣接するＣｏＦｅＢベースの単一の自由層が、高温の（即ち、
３００℃よりも高い）アニールと共に使用されることがある。しかし、このデバイスは、
正の磁気ひずみが高く、ＲＡ積が高く、又高温のアニールとなり、それら全てが、デバイ
スの性能を低減するか、そうしたデバイスの処理を難しくしている。デバイスの磁気ひず
みを低減するためには、ＣｏＦｅＢ自由層を、負の磁気ひずみを有する材料と共に積層す
るか、同時スパッタすることができる。こうすることにより、磁気ひずみの低いセンサが
もたらされるが、センサの磁気抵抗比が大幅に低減される。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、第１の磁性部分、第２の磁性部分、及び第１の磁性部分と第２の磁性部分の
間のバリア層を有するセンサスタック（ｓｅｎｓｏｒ　ｓｔａｃｋ）を含む、磁気センサ
である。第１の磁性部分及び第２の磁性部分のうち少なくとも一方が、バリア層に隣接す
る正の磁気ひずみを有する第１の磁性層と、第２の磁性層と、第１の磁性層と第２の磁性
層の間の中間層とを有する多層構造を含む。この磁気センサは、その抵抗面積（ＲＡ）積
が約１．０Ω・μｍ２であるとき、少なくとも約８０％のＭＲ比を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　図１は、自由層１４、バリア層１６、基準層１８、結合層１９、ピンド層（ｐｉｎｎｅ
ｄ　ｌａｙｅｒ）２０、及びピンニング層（ｐｉｎｎｉｎｇ　ｌａｙｅｒ）２１を含む磁
気センサ１０の層の図である。自由層１４は、第１の強磁性層２２、感知向上層２４、及
び第２の強磁性層２６を含む。一実施形態では、磁気センサ１０は、磁気記録ヘッド内で
、２つの電極又はシールド間に配置される。磁気センサ１０は、磁気センサ１０内で後続
の層の成長を促進するためのシード層、並びに抵抗－面積（ＲＡ）積及び磁気抵抗（ＭＲ
）比など、磁気センサ１０の特性を変えるキャップ層など、追加の層を含んでもよい。磁
気センサ１０の構成は例示的なものにすぎず、本発明に従って、磁気センサ１０用の他の
層構成を使用することもできることに留意されたい。例えば、基準層１８の代わりに第２
の自由層を使用して、３層タイプの磁気センサを形成してもよい。さらに、図１ではボト
ム型のセンサ構成が示されているが、磁気センサ１０の層を、トップ型のセンサ構成に構
成することもできる。
【０００７】
　動作の際には、センス電流が、磁気センサ１０を流れる。センス電流は、磁気センサ１
０の層の平面に垂直に流れ、自由層の磁化方向と基準層の磁化方向との間、又は（３層磁
気センサにおいて）２つの自由層の磁化方向の間に形成される角度のコサインに比例する
抵抗の影響を受ける。次いで、抵抗の変化を決定するために、磁気センサ１０の両端間の
電圧が測定され、得られた信号が、例えば、磁気媒体からの符号化情報を回復するのに使
用される。
【０００８】
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　自由層１４は、第１の強磁性層２２、感知向上層２４、及び第２の強磁性層２６を含む
。自由層１４の磁化は、磁気媒体から発する磁界などの外部磁界に応答して自由に回転す
る。第１の強磁性層２２を、バリア層１６に隣接して配置し、感知向上層２４を、第１の
強磁性層２２と第２の強磁性層２６の間に配置する。第１の強磁性層２２は、センサの抵
抗－面積（ＲＡ）積が高い（即ち、１０Ω・μｍ２よりも大きい）とき、又低い（即ち、
４Ω・μｍ２未満の）ときに、磁気センサ１０の磁気抵抗比を改善するように、ＣｏＦｅ
Ｂ又はＣｏＦｅベースの合金など、正の磁気ひずみを有する材料を含む。第１の強磁性層
２２内の各元素の比は、磁気センサ１０の性能を改善するように調整することができる。
【０００９】
　第１の強磁性層２２の正の磁気ひずみをオフセットするために、第２の強磁性層２６を
、自由層１４内で感知向上層２４の第１の強磁性層２２とは反対の側に含める。第２の強
磁性層２６は、負の磁気ひずみを有する材料を含み、第１の強磁性層２２と交換結合する
結晶強磁性体又はアモルファス強磁性体を含むことができる。一実施形態では、第２の強
磁性層２６は、Ｎｉ、ＮｉＦｅなどのＮｉベース合金、又はＣｏＦｅを含む。第２の強磁
性層２６は、第１の強磁性層２２と共に積層、又は同時スパッタすることができる。
【００１０】
　感知向上層２４を、第１の強磁性層２２と第２の強磁性層２６の間に配置する。感知向
上層２４は、感知向上層２４のないセンサに比べて、磁気センサ１０の磁気抵抗（ＭＲ）
比を大幅に改善する。これは、感知向上層２４が、第１の強磁性層２２及び第２の強磁性
層２６の結晶成長を分離するためかもしれないし、第１の磁性層２２とバリア層１６の間
、及び第１の強磁性層２２と第２の強磁性層２６の間の境界面を保つためかもしれないし
、或いは、第１の強磁性層２２と第２の強磁性層２６の間の構成元素の拡散を回避（し、
従ってこれらの層の劣化を回避）するためかもしれない。
【００１１】
　一実施形態では、感知向上層２４をＴａで形成する。感知向上層２４を、Ｒｕ、Ｚｒ、
Ｈｆ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｗ、Ｐｔ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｔｉ、又はそれらの合金
など、他の非磁性体で形成してもよい。一実施形態では、非磁性の感知向上層２４の厚さ
ｔＳ１は、約０．５Å～約１０Åの範囲である。感知向上層２４は、ＣｏＺｒＮｂ、Ｃｏ
ＺｒＴａ、ＦｅＴａ、ＦｅＴａＮ、ＮｉＦｅＺｒ、ＣｏＦｅＴａ、ＣｏＮｂ、又はそれら
の合金などの磁性体を含んでもよい。感知向上層２４が、磁性体で形成される場合、厚さ
ｔＳ１は、感知向上層２４が非磁性体で形成される場合よりもずっと厚くてよい。
【００１２】
　第１の強磁性層２２及び第２の強磁性層２６の磁化の相対的な向きは、感知向上層２４
の材料及び厚さに依存する。即ち、第１の強磁性層２２及び第２の強磁性層２６を強磁性
結合させ、従ってそれらの層の磁化を、互いに平行に整列させることができる。第１の強
磁性層２２及び第２の強磁性層２６を反強磁性結合させ、従ってそれらの層を、互いに反
平行に整列させることもできる（例えば、感知向上層２６がＲｕで形成され、約４Å～約
１２Åの範囲の厚さを有する場合である。）。
【００１３】
　バリア層１６を、自由層１４と基準層１８の間で電子トンネル効果を可能にする材料で
形成する。一実施形態では、バリア層１６は、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）からなる層で
ある。ＭｇＯ層は、ＭｇＯの高周波（ＲＦ）堆積技術又は分子線エピタキシ（ＭＢＥ）に
よって形成することができる。ＭｇＯ層は、堆積後のＭｇ層を（プラズマ酸化、ラジカル
酸化、又は自然酸化などによって）酸化させることによって形成することもできる。バリ
ア層１６は、Ｍｇ／ＭｇＯ又はＭｇＯ／Ｍｇの２層、Ｍｇ／ＭｇＯ／Ｍｇの３層など、他
の構造を含んでもよく、ＭｇＯ及びＭｇを含む、他のどんな積層又は多層構造を含んでも
よい。バリア層１６の厚さは、磁気センサ１０のＭＲ比の最大化とＲＡ積の最小化のバラ
ンスを保つものを選択する。
【００１４】
　基準層１８は、ＣｏＦｅＢなどの強磁性体を含む。基準層１８は、結晶強磁性体又はア
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モルファス強磁性体を含む、他のどんなタイプの強磁性体で形成してもよい。基準層１８
、結合層１９、及びピンド層２０は、磁化方向が固定された合成反強磁性体（ＳＡＦ）を
含む。基準層１８及びピンド層２０は、基準層１８の磁化方向がピンド層２０の磁化方向
とは反対となるように、結合層１９によって磁気結合される。ピンド層２０の磁化は、ピ
ンニング層２１をピンド層２０と交換結合することによって、ピン止めされる。一実施形
態では、ピンド層２０は強磁性体を含み、ピンニング層２１は反強磁性体を含む。別法と
して、ＳＡＦ及びピンニング層２１を、例えば、磁気センサ１０に隣接して配置された永
久磁石（図示せず）によって発生したバイアス磁界によって磁化が固定される、単一の強
磁性層で置き換えることもできる。
【００１５】
　図２は、自由層３４、バリア層３６、基準層３８、結合層３９、ピンド層４０、及びピ
ンニング層４１を含む磁気センサ３０の層の図である。基準層３８は、第１の強磁性層４
２、感知向上層４４、及び第２の強磁性層４６を含む。一実施形態では、磁気センサ３０
は、磁気記録ヘッド内で、２つの電極又はシールド間に配置される。磁気センサ３０は、
図１に示す磁気センサ１０内の同様の要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）に類似した特性を有する要
素を含む。具体的には、バリア層３６、結合層３９、ピンド層４０、及びピンニング層４
１はそれぞれ、図１に関して説明したバリア層１６、結合層１９、ピンド層２０、及びピ
ンニング層２１に類似した特性を有する。
【００１６】
　自由層３４は、磁気媒体から発する磁界などの外部磁界に応答して自由に回転する磁化
を有する、強磁性体からなる単一層とすることができる。一実施形態では、自由層３４を
ＣｏＦｅＢ又はＣｏＦｅベースの合金で形成する。別法として、自由層３４を、（バリア
層３６に隣接する）ＣｏＦｅＢが、Ｎｉ、Ｎｉベース合金、又は他の結晶強磁性体若しく
はアモルファス強磁性体と共に同時スパッタ、或いは積層されたものなど、２層の強磁性
層とすることもできる。
【００１７】
　基準層３８、結合層３９、及びピンド層４０は、磁化方向が固定されたＳＡＦを含む。
基準層３８及びピンド層４０は、基準層３８の磁化方向がピンド層４０の磁化方向とは反
対となるように、結合層３９によって磁気結合される。ピンド層４０の磁化は、ピンニン
グ層４１をピンド層４０と交換結合することによって、ピン止めされる。
【００１８】
　基準層３８は、第１の強磁性層４２、感知向上層４４、及び第２の強磁性層４６を含む
。第１の強磁性層４２を、バリア層３６に隣接して配置し、感知向上層４４を、第１の強
磁性層４２と第２の強磁性層４６の間に配置する。第１の強磁性層４２は、センサのＲＡ
積が高いとき、又低いときに、磁気センサ３０の磁気抵抗比を改善するように、ＣｏＦｅ
Ｂ又はＣｏＦｅベースの合金などの結晶強磁性体又はアモルファス強磁性体を含むことが
できる。第１の強磁性層４２内の各元素の比は、磁気センサ３０の性能を改善するように
調整することができる。
【００１９】
　第２の強磁性層４６を、基準層３８内で感知向上層４４の第１の強磁性体４２とは反対
の側に配置する。第２の強磁性層４６は、第１の強磁性層４２と交換結合し、ピンド層４
０及びピンニング層４１と良好に結合する、任意の結晶強磁性体又はアモルファス強磁性
体を含むことができる。
【００２０】
　感知向上層４４を、第１の強磁性層４２と第２の強磁性層４６の間に配置する。感知向
上層４４は、感知向上層４４のないセンサに比べて、磁気センサ３０のＭＲ比を大幅に改
善する。一実施形態では、感知向上層４４をＴａで形成する。感知向上層４４を、Ｒｕ、
Ｚｒ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｗ、Ｐｔ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｔｉ、又はそれら
の合金など、他の非磁性体で形成してもよい。一実施形態では、非磁性の感知向上層４４
の厚さｔＳ２は、約０．５Å～約１０Åの範囲である。感知向上層４４は、ＣｏＺｒＮｂ
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、ＣｏＺｒＴａ、ＦｅＴａ、ＦｅＴａＮ、ＮｉＦｅＺｒ、ＣｏＦｅＴａ、ＣｏＮｂ、又は
それらの合金などの磁性体を含んでもよい。感知向上層４４が磁性体で形成される場合、
厚さｔＳ２は、感知向上層４４が非磁性体で形成される場合よりもずっと厚くてよい。
【００２１】
　図３は、自由層５４、バリア層５６、基準層５８、結合層５９、ピンド層６０、及びピ
ンニング層６１を含む磁気センサ５０の層の図である。自由層５４は、第１の強磁性層６
２、感知向上層６４、及び第２の強磁性層６６を含む。基準層５８は、第１の強磁性層７
２、感知向上層７４、及び第２の強磁性層７６を含む。一実施形態では、磁気センサ５０
は、磁気記録ヘッド内で、２つの電極又はシールド間に配置される。磁気センサ５０は、
図１に示す磁気センサ１０内の同様の要素に類似した特性を有する要素を含む。具体的に
は、バリア層５６、結合層５９、ピンド層６０、及びピンニング層６１はそれぞれ、図１
に関して説明したバリア層１６、結合層１９、ピンド層２０、及びピンニング層２１に類
似した特性を有する。
【００２２】
　自由層５４は、図１の自由層１４に類似した構成及び特性を有する。自由層５４は、第
１の強磁性層６２、感知向上層６４、及び第２の強磁性層６６を含む。自由層５４の磁化
は、磁気媒体から発する磁界などの外部磁界に応答して自由に回転する。第１の強磁性層
６２を、バリア層５６に隣接して配置し、感知向上層６４を、第１の強磁性層６２と第２
の強磁性層６６の間に配置する。第１の強磁性層６２は、センサの抵抗－面積（ＲＡ）積
が高いとき、又低いときに、磁気センサ５０の磁気抵抗比を改善するように、ＣｏＦｅＢ
又はＣｏＦｅベースの合金など、正の磁気ひずみを有する材料を含む。第１の強磁性層６
２内の各元素の比は、磁気センサ５０の性能を改善するように調整することができる。
【００２３】
　第２の強磁性層６６を、負の磁気ひずみを有する材料で形成し、自由層５４内で、感知
向上層６４の第１の強磁性層６２とは反対の側に含める。第２の強磁性層６６は、第１の
強磁性層６２と交換結合する結晶強磁性体又はアモルファス強磁性体を含むことができる
。一実施形態では、第２の強磁性層６６は、Ｎｉ、ＮｉＦｅなどのＮｉベース合金、又は
ＣｏＦｅを含む。第２の強磁性層６６は、第１の強磁性層６２と共に積層、又は同時スパ
ッタすることができる。
【００２４】
　感知向上層６４を、第１の強磁性層６２と第２の強磁性層６６の間に配置する。感知向
上層６４は、（図４に関してより詳細に説明するように）感知向上層６４のないセンサに
比べて、磁気センサ５０のＭＲ比を大幅に改善する。一実施形態では、感知向上層６４を
Ｔａで形成する。感知向上層６４を、Ｒｕ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｗ、Ｐｔ、Ｒｈ、
Ｉｒ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｔｉ、又はそれらの合金など、他の非磁性体で形成してもよい
。一実施形態では、非磁性の感知向上層６４の厚さｔＳ３は、約０．５Å～約１０Åの範
囲である。感知向上層６４は、ＣｏＺｒＮｂ、ＣｏＺｒＴａ、ＦｅＴａ、ＦｅＴａＮ、Ｎ
ｉＦｅＺｒ、ＣｏＦｅＴａ、ＣｏＮｂ、又はそれらの合金などの磁性体を含んでもよい。
感知向上層６４が磁性体で形成される場合、厚さｔＳ３は、感知向上層６４が非磁性体で
形成される場合よりもずっと厚くてよい。
【００２５】
　第１の強磁性層６２及び第２の強磁性層６６の磁化の相対的な向きは、感知向上層６４
の材料及び厚さに依存する。即ち、第１の強磁性層６２及び第２の強磁性層６６を強磁性
結合し、従ってそれらの層の磁化を、互いに平行に整列させることができる。第１の強磁
性層６２及び第２の強磁性層６６を反強磁性結合し、従ってそれらの層を、互いに反平行
に整列させることもできる（例えば、感知向上層６６が、Ｒｕで形成され、約４Å～約１
２Åの範囲の厚さを有する場合である）。
【００２６】
　基準層５８、結合層５９、及びピンド層６０は、磁化方向が固定されたＳＡＦを含む。
基準層５８及びピンド層６０は、基準層５８の磁化方向がピンド層６０の磁化方向とは反
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対となるように、結合層５９によって磁気結合される。ピンド層６０の磁化は、ピンニン
グ層６１をピンド層６０と交換結合することによって、ピン止めされる。
【００２７】
　基準層５８は、図１の基準層１８に類似した構成及び特性を有する。基準層５８は、第
１の強磁性層７２、感知向上層７４、及び第２の強磁性層７６を含む。第１の強磁性層７
２を、バリア層５６に隣接して配置し、感知向上層７４を、第１の強磁性層７２と第２の
強磁性層７６の間に配置する。第１の強磁性層７２は、センサのＲＡ積が高いとき、又低
いときに、磁気センサ５０の磁気抵抗比を改善するように、ＣｏＦｅＢ又はＣｏＦｅベー
スの合金など、正の磁気ひずみを有する材料を含むことができる。第１の強磁性層７２内
の各元素の比は、磁気センサ５０の性能を改善するように調整することができる。
【００２８】
　第２の強磁性層７６を、基準層５８内で感知向上層７４の第１の強磁性層７２とは反対
の側に配置する。基準層３８の磁気ひずみは、正でもよく、負でもよい。従って、第２の
強磁性層７６は、第２の強磁性層７６と交換結合し、ピンド層６０及びピンニング層６１
と良好に結合する、結晶強磁性体又はアモルファス強磁性体を含むことができる。
【００２９】
　感知向上層７４を、第１の強磁性層７２と第２の強磁性層７６の間に配置する。感知向
上層７４は、（図４に関してより詳細に説明するように）感知向上層７４のないセンサに
比べて、磁気センサ５０のＭＲ比を大幅に改善する。一実施形態では、感知向上層７４を
Ｔａで形成する。感知向上層７４を、Ｒｕ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｗ、Ｐｔ、Ｒｈ、
Ｉｒ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｔｉ、又はそれらの合金など、他の非磁性体で形成してもよい
。一実施形態では、非磁性の感知向上層７４の厚さｔＳ４は、約０．５Å～約１０Åの範
囲である。感知向上層７４は、ＣｏＺｒＮｂ、ＣｏＺｒＴａ、ＦｅＴａ、ＦｅＴａＮ、Ｎ
ｉＦｅＺｒ、ＣｏＦｅＴａ、ＣｏＮｂ、又はそれらの合金などの磁性体を含んでもよい。
感知向上層７４が磁性体で形成される場合、厚さｔＳ４は、感知向上層７４が非磁性体で
形成される場合よりもずっと厚くてよい。
【００３０】
　図１～３に関して示し、説明した磁気センサは、低温（即ち約２５０℃）のアニールを
使用して製作することができる。得られるデバイスは、少なくとも３００℃まで熱的に安
定であり、約１．０Ω・μｍ２のＲＡ積を有するセンサにおいて、３００ｍＶを上回る破
壊電圧を有する。さらに、本発明による磁気センサは、感知向上層が自由層又は基準層内
に含まれていない対応するデバイスに勝る、大幅に改善されたＭＲ比を示す。
【００３１】
　図４は、磁気センサ５０を、類似した構造を有するが感知向上層６４及び７４のない比
較の磁気センサと比べた、磁気抵抗（ＭＲ）比と抵抗－面積（ＲＡ）積の関係を示すグラ
フである。感知向上層６４及び７４は、テストされた磁気センサ５０内ではＴａを含んで
いた。磁気センサ５０のテストデータが、グラフ上に丸でプロットされ、比較のセンサの
テストデータが、グラフ上に四角でプロットされている。各データ点が、ウエーハ上の複
数のセンサからとった平均値を表す。図から分かるように、磁気センサ５０は、センサの
ＲＡ積が１．４Ω・μｍ２のときに約１００％の、センサのＲＡ積が１．０Ω・μｍ２の
ときに約７５％の、センサのＲＡ積が０．８Ω・μｍ２のときに約６０％の、センサのＲ
Ａ積が０．５Ω・μｍ２のときに約３０％のＭＲ比を達成した。磁気センサ５０は、（下
方に０．５Ω・μｍ２まで及ぶ）類似のＲＡ積を有する比較のセンサに比べて、ＭＲ比が
ほぼ１００％改善されたことを示す。従って、本発明による磁気センサは、磁気記録ヘッ
ド用途、特に、３００Ｇｂｉｔ／ｉｎ２の記録面密度を超える記録用途に適したＲＡ積の
範囲（即ち、４．０Ω・μｍ２未満）をかなり超えて、改善されたＭＲ比を実現する。
【００３２】
　要約すると、本発明は、第１の磁性部分、第２の磁性部分、及び第１の磁性部分と第２
の磁性部分の間のバリア層を有するセンサスタックを含む磁気センサである。第１の磁性
部分及び第２の磁性部分のうち少なくとも一方が、バリア層に隣接し正の磁気ひずみを有
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する第１の磁性層、第２の磁性層、及び第１の磁性層と第２の磁性層の間の中間層を有す
る多層構造を含む。この磁気センサは、その抵抗面積（ＲＡ）積が約１．０Ω・μｍ２で
あるとき、少なくとも約８０％のＭＲ比を有する。本発明による磁気センサは、低温アニ
ールを使用して製作することができ、３００℃を超えても熱的に安定で、負の磁気ひずみ
を有し、高破壊電圧であり、センサのＲＡ積が低いときに高ＭＲ比を示す。
【００３３】
　以上、本発明を、好ましい諸実施形態に即して説明してきたが、本発明の精神及び範囲
から逸脱することなく、形の上で詳細に変更を加えることができることが当業者には理解
されよう。例えば、本発明による磁気センサを、磁気記録ヘッド用途の文脈において説明
してきたが、この磁気センサは、磁気ランダムアクセスメモリ用途を含む、他の様々な用
途に使用することができることが理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】感知向上層を有する多層自由層を含む磁気センサの層を示す図である。
【図２】感知向上層を有する多層基準層を含む磁気センサの層を示す図である。
【図３】感知向上層を有する多層自由層と、感知向上層を有する多層基準層とを含む磁気
センサの層を示す図である。
【図４】図３の磁気センサを、感知向上層のない磁気センサと比較した、磁気抵抗（ＭＲ
）比と抵抗－面積（ＲＡ）積との関係を示すグラフである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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