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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不揮発性磁気ランダム・アクセス・メモリ（ＭＲＡＭ）デバイスであって、
　固定磁気電極と、
　絶縁体層と、
　ＴｂxＦｅy合金を含む自由磁気電極とを備え、前記絶縁体層が、前記固定磁気電極と前
記自由磁気電極との間にあり、
　前記絶縁体層が、前記自由磁気電極を電流誘導加熱により前記自由磁気電極の異方性を
低下させるのに十分な電力消費を可能にするレベルの抵抗を有し、
　前記加熱が、前記自由磁気電極をスイッチングさせて前記ＭＲＡＭデバイスに情報を書
き込むのを助け、前記加熱がない場合に必要とされる値よりも低い値にまで電流密度を低
下させ、
　前記加熱電流が、スピン分極されており、前記自由磁気電極中でスピン転移により書込
みが起こるのを可能にする、デバイス。
【請求項２】
　前記固定磁気電極が、１層または複数層を含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記自由磁気電極および前記固定磁気電極に接続されたビット線およびワード線をさら
に備え、前記加熱電流が、前記ビット線およびワード線を流れる電流による磁界とあいま
って、前記自由磁気電極をスイッチングさせる、請求項１に記載のデバイス。
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【請求項４】
　前記絶縁体層の前記抵抗および熱特性が、前記電流誘導加熱によって、前記異方性を一
時的に低減するように最適化される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記自由磁気電極用の材料は、該自由磁気電極の異方性を温度増加に従って低減し、前
記情報の書込み時に限界電流密度が低減するのを可能にするように、最適化される、請求
項１に記載のデバイス。
【請求項６】
　不揮発性磁気ランダム・アクセス・メモリ（ＭＲＡＭ）デバイスであって、
　固定磁気電極と、
　前記固定磁気電極に接続され、連続でピン・ホールのない絶縁体層と、
　前記絶縁体層に接続されたＴｂxＦｅy合金を含む自由磁気電極とを備え、前記絶縁体層
が前記固定磁気電極と
前記自由磁気電極の間にあり、
　前記絶縁体層が、前記自由磁気電極を電流誘導加熱により前記自由磁気電極の異方性を
低下させるのに十分な電力消費を可能にするレベルの抵抗を有し、
　前記加熱が、前記自由磁気電極をスイッチングさせて前記ＭＲＡＭデバイスに情報を書
き込むのを助け、前記加熱がない場合に必要とされる値よりも低い値にまで電流密度を低
下させ、
　前記加熱電流が、スピン分極されており、前記自由磁気電極中でスピン転移により書込
みが起こるのを可能にするレベルで生ずる、デバイス。
【請求項７】
　不揮発性磁気ランダム・アクセス・メモリ（ＭＲＡＭ）デバイスであって、
　固定磁気電極と、
　ポーラス絶縁体層と、
　前記絶縁体層に隣接した非磁性体層と、
　自由磁気電極とを備え、前記絶縁体層および前記非磁性体層が、前記固定磁気電極と前
記自由磁気電極との間にあり、
　前記絶縁体層が、前記自由磁気電極を電流誘導加熱により前記自由磁気電極の
異方性を低下させるのに十分な電力消費を可能にするレベルの抵抗を有し、
　前記加熱が、前記自由磁気電極をスイッチングさせて前記ＭＲＡＭデバイスに情報を書
き込むのを助け、前記加熱がない場合に必要とされる値よりも低い値にまで電流密度を低
下させる、デバイス。
【請求項８】
　前記加熱電流が、スピン分極されており、前記自由磁気電極中でスピン転移ベースの書
込みが起こるのを可能にするレベルで生ずる、請求項７に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記自由磁気電極および前記固定磁気電極に接続されたビット線およびワード線をさら
に備え、前記加熱電流が、前記ビット線およびワード線を流れる電流による磁界とあいま
って、前記自由磁気電極をスイッチングさせる、請求項７に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記絶縁体層の前記抵抗および熱特性が、前記電流誘導加熱によって、前記異方性を一
時的に低減するように最適化される、請求項７に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記自由磁気電極用の材料は、該自由磁気電極の異方性を温度増加に従って低減し、前
記情報の書込み時に限界電流密度が低減するのを可能にするように、最適化される、請求
項７に記載のデバイス。
【請求項１２】
　不揮発性磁気ランダム・アクセス・メモリ（ＭＲＡＭ）デバイスを製造する方法であっ
て、
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　固定磁気電極を形成するステップと、
　前記固定磁気電極上にポーラス絶縁体層を形成するステップと、
　前記絶縁体層が前記固定磁気電極とＴｂxＦｅy合金を含む自由磁気電極の間にくるよう
に前記絶縁体層上に前記自由磁気電極を形成するステップとを含み、
　前記絶縁体層を形成する前記ステップが、前記絶縁体層が、前記自由磁気電極を電流誘
導加熱により前記自由磁気電極の異方性を低下させるのに十分な電力消費を可能にするレ
ベルの抵抗を有するように実施され、
　前記加熱が、前記自由磁気電極をスイッチングさせて前記ＭＲＡＭデバイスに情報を書
き込むのを助け、前記加熱がない場合に必要とされる値よりも低い値にまで電流密度を低
下させる、方法。
【請求項１３】
　不揮発性磁気ランダム・アクセス・メモリ（ＭＲＡＭ）デバイスを製造する方法であっ
て、
　固定磁気電極を形成するステップと、
　前記固定磁気電極上に絶縁体層を形成するステップと、
　前記絶縁体層が前記固定磁気電極とＴｂxＦｅy合金を含む自由磁気電極の間にくるよう
に前記絶縁体層上に前記自由磁気電極を形成するステップとを含み、
　前記絶縁体層を形成する前記ステップが、前記絶縁体層が、前記自由磁気電極を電流誘
導加熱により前記自由磁気電極の異方性を低下させるのに十分な電力消費を可能にするレ
ベルの抵抗を有するように実施され、
　前記加熱が、前記自由磁気電極をスイッチングさせて前記ＭＲＡＭデバイスに情報を書
き込むのを助け、前記加熱がない場合に必要とされる値よりも低い値にまで電流密度を低
下させ、
　前記加熱電流が、スピン分極されており、前記自由磁気電極中でスピン転移ベースの書
込みが起こるのを可能にするレベルで生ずる、方法。
【請求項１４】
　不揮発性磁気ランダム・アクセス・メモリ（ＭＲＡＭ）デバイスであって、
　固定磁気電極と、
　前記固定磁気電極に接続され、連続でピン・ホールのない絶縁体層と、
　前記絶縁体層に接続されたＴｂxＦｅy合金を含む自由磁気電極とを備え、
　前記絶縁体層が、前記固定磁気電極と前記自由磁気電極との間にあり、
　前記絶縁体層が、スピン転移の書込みが前記自由磁気電極中で促進されるのに十分な電
流密度が存在するのを可能にする抵抗レベルを有する、

　前記絶縁体層が、前記自由磁気電極を電流誘導加熱により前記自由磁気電極の異方性を
低下させるのに十分な電力消費を可能にするレベルの抵抗を有し、
　前記加熱が、前記自由磁気電極をスイッチングさせて情報を書き込むのを助け、前記加
熱がない場合に必要とされる値よりも低い値にまで電流密度を低下させ、
　前記加熱電流が、スピン分極されており、前記自由磁気電極中でスピン転移により書込
みが起こるのを可能にする、デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に熱アシスト磁気書込み（thermally-assistedmagnetic writing）に
関し、より詳細には磁気ランダム・アクセス・メモリ・デバイスにおける電流誘導加熱（
current-inducedheating）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　不揮発性メモリ・チップ・マーケットでは、今日、フラッシュ技術が優位を占めている
。遺憾ながら、フラッシュは、非常に低速であり、故障に至るまでの書込みサイクル数（
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約１０６）が非常に限られており、ＤＲＡＭやＳＲＡＭなどの揮発性メモリの代替物とし
ては適していない。フラッシュはまた、６５ｎｍ技術ノード（node）より先ではスケーラ
ビリティが制限されているとも考えられている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、新しいタイプの不揮発性メモリが必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、１層または複数層からなる固定磁気電極（stable magneticelectrode）と、
酸化物層と、１層または複数層からなる自由磁気電極（free magnetic electrode）とを
有する不揮発性磁気ランダム・アクセス・メモリ（ＭＲＡＭ）デバイスを提供する。酸化
物をバリアとして使用するとき、固定磁気電極および自由磁気電極はその酸化物と隣接し
ている。ホールを有する酸化物の設計では、２つの電極の間に非磁性体のスペーサ金属を
設けることもできる。酸化物層は、固定磁気電極と自由磁気電極の間にある。本発明では
、導体を固定磁気電極に接続する。酸化物層は、電流誘導加熱によって自由磁気電極の磁
気異方性を低下させるのに十分な電力消費が起こることを可能にするレベルの抵抗をもっ
ている。電流誘導加熱を、スピン転移トルクまたは磁界と組み合わせて使用して、自由磁
気電極をスイッチングさせる。固定磁気電極は、自由磁気電極よりも厚いか、または磁気
異方性が高くなっている。
【０００５】
　本発明では、自由磁気電極と固定磁気電極の間で電流を流すかどうか制御するためにト
ランジスタを使用する。電流誘導加熱は、自由磁気電極がスイッチングされるまで一時的
にのみ異方性を低下させる。電流誘導加熱により自由磁気電極の異方性が一時的に低下す
るように、酸化物層の抵抗と熱特性を最適化する。小さな温度変化に対する異方性の低下
を増大させて、書込み時にスイッチングに必要な電流密度を低減することができるように
、自由磁気電極材料の選択を最適化する。本発明は、多数回の書込み読出しサイクル、電
流制御されたスイッチング、優れたスケーラビリティ、極めて速いスイッチング速度、非
常に小さなビット・セル、低電圧、低電力、およびＣＭＯＳ集積化に最適な抵抗を有する
不揮発性ＭＲＡＭメモリ・デバイスを提供する。
【０００６】
　本発明はまた、不揮発性磁気ランダム・アクセス・メモリ（ＭＲＡＭ）デバイスの製造
方法をも提供する。本発明では、まず固定磁気電極を形成する。次いで、本発明では、固
定磁気電極上に酸化物層を形成し、酸化物層が固定磁気電極と自由磁気電極の間にくるよ
うにこの酸化物層上に自由磁気電極を形成する。酸化物層は、電流誘導加熱によって、自
由磁気電極の異方性を低下させるのに十分な電力消費で自由磁気電極を加熱することを可
能にするレベルの抵抗をもつように形成する。この加熱は、自由磁気電極をスイッチング
させてＭＲＡＭデバイスに情報を書き込む助けとなることができ、加熱がない場合に必要
とされる値よりも低い値まで電流密度を低下させることができる。固定磁気電極の形成で
は、１層または複数層が形成される。加熱電流は、スピン分極されており（spin-polariz
ed）、自由磁気電極中でスピン転移ベースの書込みが起こるのを可能とするレベルで生ず
る。本発明では、自由磁気電極および固定磁気電極に接続されたビット線およびワード線
を形成することができる。加熱電流は、ビット線とワード線を流れる電流による磁界とあ
いまって、自由磁気電極をスイッチングさせる。本発明では、熱特性を有する酸化物層を
形成する。抵抗および熱特性は、電流誘導加熱により異方性が一時的に低下するように最
適化する。自由磁気電極材料の選択は、小さな温度変化に対する異方性の低下を増大させ
て情報の書込み時に限界電流密度が低下することを可能とするように最適化する。
【０００７】
　前述およびその他の目的、態様、および利点は、図面を参照しながら、本発明の好まし
い実施形態についての以下の詳細な説明を読めばより良く理解されよう。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明によれば、熱アシスト磁気書込みは、スイッチングすべき自由電極に隣接または
近接した極めて低い抵抗の酸化物層中を流れる電流によって実現される。電流誘導加熱に
より、自由電極の異方性が低下し、電界書込みまたはスピン転移ベースの書込みに必要と
される電流密度が低下する。本発明の一実施形態では、酸化物層の抵抗は４Ω－μｍ２で
あり、自由電極はＴｂｘＦｅｙベースの合金であり、スイッチングは熱アシストによるス
ピン転移トルクによって誘導される。このようにして、本発明は、多数回の書込み読出し
サイクル、電流制御されたスイッチング、優れたスケーラビリティ、極めて速いスイッチ
ング速度、非常に小さなビット・セル、低電圧、低電力、およびＣＭＯＳ集積化に最適な
抵抗を有する不揮発性ＭＲＡＭメモリ・デバイスを提供する。
【０００９】
　前述したように、不揮発性メモリ・チップ・マーケットでは、今日、フラッシュ技術が
優位を占めている。残念なことに、フラッシュは、非常に低速であり、故障に至るまでの
書込みサイクル数（約１０６）が非常に限られており、ＤＲＡＭやＳＲＡＭなどの揮発性
メモリの代替物としては適していない。フラッシュはまた、６５ｎｍ技術ノードより先で
はスケーラビリティが制限されているとも考えられている。２つの主要な新興のメモリ技
術は、（ＯＵＭ（Ovonic Universal Memoryオボニック・ユニバーサル・メモリ）として
も知られている）相変化型メモリ、および磁気トンネル接合ＭＴＪを使用した磁気ランダ
ム・アクセス・メモリ（ＭＲＡＭ）である。ＯＵＭでは、ビットを記憶するために相変化
媒体の高抵抗状態と低抵抗状態（アモルファスと結晶構造）を使用しているが、ＭＲＡＭ
では、ビットを記憶するためにＭＴＪの高抵抗状態と低抵抗状態（平行な磁気電極と反平
行な磁気電極）を使用している。
【００１０】
　ＯＵＭの書込みは、媒体を通して高電流を流して材料を結晶化温度または溶融温度（約
７００～９００Ｋ）にすることにより実現される。溶融した媒体を急激に冷却することに
より、アモルファス（高抵抗）相がもたらされる。結晶構造相への書込みには、核形成と
成長を引き起こすために長い時間を要する。ＭＴＪ－ＭＲＡＭの書込みは、ワード線およ
びビット線に電流を流して、これらの線の交差する点で「ソフト」または「自由」磁気電
極をスイッチングさせるのに十分強い磁界を生成することにより実現される。
【００１１】
　ＯＵＭ技術にもＭＴＪ－ＭＲＡＭ技術にも非常に多くの欠点がある。ＯＵＭでは、結晶
化時間が必要なために書込み時間（約５０ｎｓ）がかなり低速であり、媒体の溶融が繰り
返されるので書込みサイクル数（約１０１３）が限られている。ＭＴＪ－ＭＲＡＭでは、
１０倍以上速くすることができ、書込みサイクル数をほとんど無制限にすることができる
。しかしながら、ＭＴＪ－ＭＲＡＭでは、書込みプロセスがより複雑なためセル・サイズ
が大きくなってしまい、また材料のばらつきおよび半選択アドレス方式のためにビット線
またはワード線上のどこでもエレメントが不意にスイッチングしてしまうことがある。し
かしながら、最も深刻な制限は、ＭＴＪ－ＭＲＡＭでは、配線が微細になるにつれて書込
み磁界を生成するのに必要な電流密度のスケーリングができなくなり、また超常磁性を回
避するためにソフト電極の保磁力が大きくなってしまうことである。例えば、２０ｎｍノ
ードまでスケーリングを行うためには、立方体形の磁気ビットは、Ｋｕ＝５０ｋＢＴ／Ｖ
＝２．８×１０５エルグ／ｃｍ３（式中Ｔ／Ｖは温度を電圧で割ったもの）で表される異
方性エネルギー（Ｋｕ）を必要とする。１０００ｅｍｕ／ｃｍ３の磁化を想定すると、異
方性磁界（Ｈｋ）は、Ｈｋ＝２Ｋｕ／Ｍ＝５７０Ｏｅ（式中Ｍは磁化）になる必要がある
。磁化反転のStoner-Wohlfarthモデルでは、Ｈｋが高速スイッチングに必要な磁界にほぼ
等しくなると解釈することができる。その中心から２０ｎｍのところに５７０Ｏｅを生成
する（磁気軸に４５度の角度の）２０ｎｍ×２０ｎｍのビット配線およびワード配線では
、その電流密度が少なくともｊ＝（５／２１／２）Ｈｋ／ｄ＝１×１０９Ａ／ｃｍ２（式
中ｄは高さおよび幅）となる必要があるはずである。銅のビット線とワード線の長さが２
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５６セル分（１０μｍ）と想定すると、その電圧は、Ｖ＝ｊρＬ＝２ボルト（式中ｊは電
流密度、ρは抵抗率、Ｌは線の長さ）となるはずである。電力は、Ｐ＝２Ｖｊｄ２＝１６
ｍＷとなるはずである。かかる大きな電流密度におけるエレクトロマイグレーションおよ
び電力損失の問題により、２０ｎｍノードでは（また、おそらくこのノードに達するかな
り以前に）、フィールド誘導のＭＴＪ書込みの実用化が妨げられると思われる。
【００１２】
　電流密度は、できる限り低くすることが好ましい（１０７Ａ／ｃｍ２程度）。電流密度
は、ワード線およびビット線によって電界が印加されるときに、ＭＴＪにより電流を直接
に流すことによって低く保持される。次いで電力消費（Ｐ＝Ｉ２Ｒ）により自由電極が加
熱され、書込み時のＨｋが一時的に低下する。冷却後、Ｈｋがその本来の値にまで増加し
て、書き込まれたビットの長期間の熱的安定性が保証される。本発明の例を示す特定の数
値例を以下に示す。熱アシストＭＴＪ書込みによって、半選択の問題も解決される。ＭＴ
Ｊによる書込みの際、電界の半分はワード線によってもたらされ、半分はビット線からも
たらされる。これは、ビット線およびワード線上のその他のセルには、交差部にあるセル
の半分の電界がかかることを意味する。これらが誤ってスイッチングしてしまうことがあ
る。熱アシストを使用すると、（例えばＦＥＴを使用することにより）書き込まれるべき
接合部だけを電流が流れるので、従来のＭＴＪアーキテクチャの半選択の問題が回避され
る。したがって、本発明を用いれば、Ｈｋは１つの接合部だけで低下する。
【００１３】
　スピン分極電流を、スピン転移による磁気スイッチングに使用することもできる。スピ
ン転移は、マグネットの磁化方向を横切るスピン電流成分がマグネットの表面で吸収され
るときに起こる。図１に示す特定の場合には、非磁性金属スペーサ１２０が、厚い固定マ
グネット１４０と薄い「自由」マグネット１３０の間に挿入されている。磁気層１３０、
１４０は、層面に垂直な異方性をもっており、この異方性が、印加電界、交換電界、およ
び消磁電界を支配する（このデバイスの別のバージョンでは面内に磁化を有する）。電流
は、厚いマグネット１４０から薄いマグネット１３０へと流れ、厚いマグネットの方向に
極性をもつ電流が薄いマグネットに影響を及ぼす。平行または反平行の磁化に対してはス
ピン転移は起こらない。しかしながら、薄いマグネットの方向の（熱運動や不完全性によ
る）どのように小さな偏りも、非磁性スペーサ１２０と自由マグネット１３０の間の表面
で自由マグネットの方向にスピン電流の交差をもたらす。この角運動量の転移により、自
由電極１３０の磁気モーメントにトルクが生じる。このトルクにより、磁化方向１５０が
回転して上を向き、異方性の方向の周りで歳差運動をする。角運動量の転移が歳差運動の
減衰よりも速い場合、傾きは逆転が起こるまで増大することになる。電流が自由電極によ
ってスピン分極されるようになるので、逆方向に電流を流すことによって、自由電極のモ
ーメントをスイッチバックさせることができる。角運動量は、スペーサと厚い電極の境界
面で交差スピン電流が吸収されるので失われる。次いで、角運動量が失われて、反対方向
に揃った状態が有利になる。
【００１４】
　自由電極に垂直な異方性が、（消磁場が面内磁化に有利に働く）形状異方性よりも優位
にあり、「厚い」または「ハードな」電極１４０およびスペーサ１２０が、低交換および
静磁場向けに設計されている（厚い電極１４０はこれを実現するために実際に多数の層を
含むことがある）と想定すると、スイッチングに必要な限界電流は、Ｉ＝αｅγＳＨｋ／
ｇとなる。この式で、αはGilbert減衰パラメータ、ｅは電荷、γは磁気回転比、Ｓは自
由電極の全スピン、ｇはスピン電流分極に依存するパラメータである。（Stoner-Wohlfar
thモデルを想定して）
【００１５】
【数１】

およびＨｋ＝２Ｋｕ／Ｍであるので、限界電流密度は、
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【００１６】
【数２】

であり、式中ｔは自由電極の厚さである。２０ｎｍノードでは、超常磁性を回避しなけれ
ばならないので、ｔＫｕ＞５０ｋＢＴ／Ａ＝０．６エルグ／ｃｍ２となる（例えば、３３
０Ｋでｔ＝２ｎｍのとき、Ｋｕ＝３×１０６エルグ／ｃｍ３である）。分極が（純粋なコ
バルトの場合に典型的な）０．３５の場合、ｇ＝０．２である。
【００１７】
　バルクのコバルトや、その他の高品質金属マグネットでは、ａは０．０１より小さくな
る可能性があるが、（２０ｎｍの厚さの）コバルト薄膜中では０．０４＜α＜０．２とな
ることが判明しており、ナノ収縮により、磁気減衰が表面近傍で非常に大きくなり得るこ
とが示唆される。２ｎｍの厚さの膜についてα＝０．０４の場合には、限界電流密度は、
４×１０７Ａ／ｃｍ２となる。膜をより薄くすることによって、この値を小さくすること
はできない。超常磁性を回避するためにＫｕを大きくする必要があるからである。高速ス
イッチングさせるためには、スピン・トルクが実効減衰トルクを上回る必要があるので、
電流密度をこれよりも大きくする必要がある。必要となる追加電流密度は、
【００１８】

【数３】

（式中τはスイッチング時間）である。ｔ＝２ｎｍ、τ＝１ｎｓ、およびＭ＝２００ｅｍ
ｕ／ｃｍ３（コバルトの磁化は１４００ｅｍｕ／ｃｍ３）の場合、ｊｓｗｉｔｃｈ＝１×
１０７Ａ／ｃｍ2である。面外デバイスでは、面内形状異方性が支配的にならないように
この低磁化が望ましいはずである。形状異方性により、２πＭ２＝２．５×１０５エルグ
／ｃｍ３の実効エネルギー密度が与えられるが、これは、この例のＫｕに比べて十分の一
よりも小さい。
【００１９】
　図１に示す構造では、その材料が、コバルトの分極、コバルトに比べて７分の一のモー
メント、高い異方性、および低いGilbert減衰を有すると想定すると、２０ｎｍノードに
おけるスピン転移デバイスに必要な電流密度の合計は、５×１０７Ａ／ｃｍ２となる。楽
観的な仮定をしても、図１に示す構造の電流密度は、望ましくないほど大きくなり、時間
の経過につれてデバイスのエレクトロマイグレーションおよび故障の問題が生じる恐れが
ある。
【００２０】
　図１に示すデバイスでは、すべて金属のデバイスであるので、抵抗が低すぎる。実験に
よれば、簡単な７層のデバイスの抵抗は約０．０１Ω－μｍ２であり、抵抗の変化は約０
．００１Ω－μｍ２である。２０ｎｍノードでは、この抵抗変化は２．５Ωであり、他方
、（２５６個分のセル長を想定して）銅のビット線は、Ｒ＝ρＬ／Ａ＝５００ΩおよびΔ
Ｒ／Ｒ＝０．００５の抵抗をもつ（式中ΔＲは抵抗の変化を表し、Ｌは配線長である）。
かかる小さな信号を検出するのは困難である。書込みおよび読出しに関連するすべての電
子回路がメモリセルと比較してそれほど大きなチップ面積を取らないようにするために、
ビット線がこのように長くなるのは必然的である。配線抵抗はフィーチャ・サイズに比例
して低下し、他方、デバイス抵抗はフィーチャ・サイズの２乗で低下する（したがって、
１００ｎｍノードではΔＲ／Ｒ＝０．００１となる）ので、この問題は、長さが長くなれ
ばなるほど悪化する。理想的には、抵抗を少なくとも２０倍に増大する必要がある。抵抗
を増大させる一方法は、（例えば固定電極と非磁性の金属スペーサの間の）１つまたは複
数の境界面に薄いポーラス酸化物層を付けることである。これには、細孔により電流密度
を密集させ、デバイスの有効面積を減少させる効果がある。遺憾ながら、これによって、
局所的な電流密度も増大する。例えば、２０倍に抵抗を増大させるためには、発明者らに
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よる２０ｎｍノード設計では、細孔が５％の面積を占め、局所的な電流密度が約１×１０
９Ａ／ｃｍ２になる必要があるはずである。したがって、高電流密度に伴う問題は、より
悪化する可能性がある。
【００２１】
　一実施形態では、以上説明した問題は、金属スペーサ１２０を（図２に示すような）酸
化物などの絶縁体バリア１６０で置き換えて（好ましくは電流が密集することなしに）抵
抗を増大させ、抵抗と熱特性を最適化して電流誘導加熱により異方性を一時的に低下させ
、自由層材料を最適化して小さな温度変化に対する異方性を大幅に低下させて、限界電流
密度が書込み時にかなり低減するようにすることによって解決される。酸化物層１６０は
、０．２Ω－μｍ２と２０Ω－μｍ２の間の抵抗をもつことが好ましい。図２にはまた、
ビット線２００、ワード線２３０、ヒートシンク２２０、ペデスタル（電気接点）２１０
、およびトランジスタ２４０も示す。したがって、図２に示すデバイスは、スピン転移と
（例えば５０℃の変化より大きな）熱アシストの組合せによる電流誘導スイッチングを伴
うＭＴＪである。
【００２２】
　この実施形態ではまた、以上で論じた連続的なピン・ホールのない酸化物バリア層１６
０とは対照的に、ポーラス酸化物の使用を活かすことができる。前述したように、抵抗を
増大させる一方法は、１つまたは複数の界面に薄いポーラス酸化物層を付けることである
。これには、細孔により電流を密集させ、デバイスの有効面積を減少させる効果がある。
したがって、図２はまた、酸化物バリアがポーラス酸化物バリアの場合の、酸化物バリア
１６０のいずれか一方の側（または両側）に配置できる任意選択の非磁性金属スペーサ１
７０を示している。この非磁性の金属スペーサ１７０は、酸化物バリア１６０と、自由電
極１３０および固定電極１４０のいずれか（または両方）との間に設けることができる。
このポーラス酸化物１６０は、磁性電極１３０と１４０の間に配置する必要はない。そう
する代わりに、この絶縁物１６０の細孔による電流の分散が自由電極に到達する前に余り
大きくならず、酸化物における電力消費が自由電極の加熱を引き起こす限り、ポーラス酸
化物１６０を磁性電極のすぐ近くに置くこともできる。
【００２３】
　スピン転移の概念は、トンネル・バリアに関して最初に考慮されたか、ＭＴＪの通常の
抵抗値では過剰な加熱が起こるので可能でないとして否定された。幸いに、非常に多くの
研究がなされて、磁気ヘッド中でセンサとして使用できるほどＭＴＪ抵抗が低減されるよ
うになり、今や、ピン・ホールのない、抵抗値が１０Ω―μｍ２より小さくΔＲ／Ｒが０
．２よりも大きいデバイスを作成することができるようになった。
【００２４】
　図２に示す形状も新規である。ＦＥＴ２４０が双方向の電流の流れを可能にすることに
留意されたい。また、ハード電極１４０および自由電極１３０は、磁気特性および磁気結
合が最適化されるように複数の層を含むことができ、それらのうちの１つはＴｂＦｅＣｏ
合金とすることができる。本発明では、ハード電極用に反強磁性の固着（pinning）層お
よび合成フェリ磁性体、および自由電極用の「キャッピング（capping）」層を含むこと
ができる。このデバイスは、２０ｎｍノードで熱アシストなしに、１×１０８Ａ／ｃｍ２

で書込みができる。リードバック信号および電力消費の点から、かかるデバイスの最適な
抵抗は、５００Ωのビット線抵抗にほぼ等しく、これは、（２５６セル分の長さを仮定す
ると）０．２Ω－μｍ２に相当する。かかる低抵抗のＭＴＪが、ピン・ホールなしに行う
ことが可能であり（またはポーラス酸化物デバイスを良好なΔＲ／Ｒをもつように作成す
ることが可能であり）、かつかかる高電流密度を維持することが可能であると想定すると
、電力は接合部で８０μＷ、ビット線で８０μＷ、すなわち全部で１６０μＷとなるはず
である。
【００２５】
　ペデスタル２１０は、（純粋な優良金属で一般的な）熱伝導率１００Ｗ／ｍＫをもち２
０ｎｍの高さがあり、接合部の電力の半分が自由電極１３０上に蓄積（４０μＷ）される
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と、温度上昇は、ΔＴ＝Ｐｈ／ＫＡ＝２０Ｋ（式中、ｈはペデスタルの高さ、Ｐは電力、
Ｋは熱伝導率）となるはずである。この式で、温度上昇は、バリアが有効な熱絶縁体であ
ると仮定することによって推定され、簡単な１次元熱流問題として解かれる。結論として
は、１０８Ａ／ｃｍ２程度の電流密度では、エレクトロマイグレーション、高電力要件、
低信号レベル、および２０ｎｍデバイスでは達成困難な抵抗値の問題が生じ得るというこ
とである。しかしながら、スピン転移による、かつ熱アシストなしのＭＴＪ書込みは、限
界電流がｔＫｕ＞５０ｋＢＴ／Ａに従って、面積に逆比例してスケーリングされるので、
４０ｎｍノードでははるかに妥当である。熱アシストなしの４０ｎｍデバイスで可能とな
り得るパラメータは、ｔ＝２ｎｍ、Ｋｕ＝７．５×１０５エルグ／ｃｍ３、α＝０．０４
、ｇ＝０．２、ｊｃｒｉｔ＝１×１０７Ａ／ｃｍ２、Ｍ＝１００ｅｍｕ／ｃｍ３、τ＝１
ｎｓ、ｊｓｗｉｔｃｈ＝５×１０６Ａ／ｃｍ２、ｊｔｏｔａｌ＝１．５×１０７Ａ／ｃｍ
２、Ｉ＝０．２４ｍＡ、Ｒ＝１Ω－μｍ２＝６２５Ω、Ｖ＝０．１５ボルト、Ｐ＝３６μ
Ｗ、ｈ＝４０ｎｍ、Ｋ＝１００Ｗ／ｍＫ、ΔＴ＝４．５Ｋとなる。これを実現するには、
低減衰、高分極、および低モーメントの材料が必要となる。したがって、本発明は、絶縁
体１６０の抵抗を低下させて、低抵抗トンネル・バリアを実現する。この低抵抗トンネル
・バリアにより、スピン転移ベースの書込みが電圧破壊や過熱なしに起こるのに十分に大
きな電流密度が存在できるようになる。
【００２６】
　次に、図２に示す熱アシストを用いた２０ｎｍノードの１×１０７Ａ／ｃｍ２で書込み
を行うように設計されたデバイスについて考察する。４Ω－μｍ２＝１０ｋΩの抵抗およ
び０．４Ｖの電圧では、総電力は１６μＷである（ビット線中の電力はこの電流では非常
に小さくなる）。５０ｎｍのペデスタルの高さ、および（多くの合金で典型的な）１０Ｗ
／ｍＫの熱伝導率で、自由電極１３０上で半分の電力が消費されると想定する場合、温度
上昇は１００Ｋとなるはずである。さらに、熱時定数はτｔｈｅｒｍａｌ＝ｈ２Ｃ／Ｋ＝
０．７５ｎｓと見積もることが可能であり、式中Ｃは熱容量である（３×１０６Ｊ／ｍ３

と想定）。したがって、本発明のデバイスは、非常に高速である。電力は、（１×１０８

Ａ／ｃｍ２と仮定して）非熱アシストの場合に比べてほぼ十分の一より小さいこと、また
熱アシストなしのフィールド誘導ＭＴＪ書込みに比べて千分の一より小さいことに留意さ
れたい。この解析では、ＭＴＪ、スピン・トルク、および熱アシストの組合せにより、小
型、高速で、電力効率が良く、また大信号およびＣＭＯＳ集積化にとって理想的な抵抗値
をもつデバイスが可能になることが示される。
【００２７】
　他の実施形態では、ビット線およびワード線を流れる電流による磁界が、スイッチング
を助けることができる。例えば、発明者らの２０ｎｍノード設計でこれらの線を流れる１
×１０８Ａ／ｃｍ２の電流密度では、約６０Ｏｅの磁界を発生することができる。この１
×１０７Ａ／ｃｍ２のＭＴＪ電流がこのビットを加熱して、書込みの場合の異方性を６０
Ｏｅよりも小さく低減する。また、電力が熱アシストのない最良ケースに比べて百分の一
に低減され、半選択アドレス指定に伴う問題が回避される。
【００２８】
　自由電極１３０中に使用するのに理想的に適した１つのクラスの材料は、Ｇｄ、Ｃｏ、
および特性を調整するために任意選択で少量加えられるその他の元素を含む「アモルファ
スの」ＴｂｘＦｅｙなどの強磁性ＲＥ－ＴＭ合金である。ＴｂｘＦｅｙ中で、希土類元素
（ＲＥ）Ｔｂと遷移金属（ＴＭ）Ｆｅの磁化は互いに逆であり、異なる温度依存性を有す
る。ｘが０．１に等しいときには、ＴＭの磁化が優勢であるが、ｘ＝０．３ではＲＥの磁
化が優勢である。ｘがほぼ０．２２に等しいとき、磁化は、（図３の破線で示される）室
温で打ち消され（補償され）、次いで温度上昇と共に、（図３の磁化ベクトルの大きさに
よって示されるように）ＴＭサブネットワークの磁化が、ＲＥサブネットワークの磁化よ
りも大きくなるので、磁化は増大する。フェリ磁性体の全磁化は、非常に小さい（一般に
３００ｅｍｕ／ｃｍ３より小さい）ので、限界電流はその他の材料よりも小さくなる可能
性が高く、熱アシストのない場合でさえ、魅力的なものになっている。ＴｂｘＦｅｙ合金
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は、３００Ｋで１．５×１０７エルグ／ｃｍ３になり、約４００Ｋのキュリー温度でゼロ
に低下する調整可能な垂直異方性を有する。この大きな異方性と低いキュリー点により、
本発明にとってこの種の材料が非常に魅力的なものになる（１０ｎｍ×１０ｎｍ×２ｎｍ
の自由電極でさえ、熱的に安定なものになる）。低磁化は、面外磁化を保証する。２０ｎ
ｍの熱アシスト・デバイスの上述の例で、トンネル電流によって引き起こされる電力消費
により、１６μＷの電力だけで、１ｎｓよりも短い時間で自由電極が４００Ｋに加熱され
る。キュリー温度近くの温度依存限界電流について理解することが重要である。Ｐが小さ
い場合にｇ∝Ｐ３／２となることを考慮すると、限界電流密度は、ｊ（Ｔ）∝Ｋｕ（Ｔ）
／Ｐ（Ｔ）３／２となり、Ｋｕ（Ｔ）∝ＭＲＥ（Ｔ）２も導き出すことができる。ＲＥの
磁気電子は、フェルミ準位から離れた４ｆ殻中にあり、ＴＭの磁気電子は（フェルミ準位
の）３ｄ殻にあるので、分極は、主にＴＭ磁化によって決まる可能性がある。Ｐ（Ｔ）∝
ＭＴＭ（Ｔ）を想定すると、ｊ（Ｔ）∝ＭＲＥ（Ｔ）２／ＭＴＭ（Ｔ）３／２となる。こ
の場合、ｊ（Ｔ）∝Ｈｋ∝ＭＲＥ（Ｔ）２／ＭＴＭ（Ｔ）なので、これはフィールド誘導
書込みに比べて有利ではなさそうなことに留意されたい。しかしながら、ここでは最悪ケ
ースが考慮されている。ハード電極は効率良くヒートシンクを行うことができ、また低い
温度応答と高いキュリー温度をもつ材料からなり、自由電極の分極のみがかなり低下する
からである。それでも、分子中で指数部が大きく、ＭＲＥはＭＴＭよりも速く低下するの
で、このことから、温度が上昇するにつれ、限界電流が劇的に低下することが分かる。自
由電極がキュリー温度に加熱されて冷却される場合、書込みは（キュリー温度のすぐ下の
）最も有利な温度で行われる。
【００２９】
　したがって、以上に示したように、本発明では、スイッチングすべき自由電極に隣接ま
たは近接した極めて低抵抗の酸化物層に電流を流すことにより、熱アシスト磁気書込みを
実現することができる。電流誘導加熱により、自由電極の異方性が低減され、フィールド
書込みまたはスピン転移ベースの書込みに必要となる電流が低減される。本発明は、優れ
た耐久性、電流制御されたスイッチング、優れたスケーラビリティ、極めて速いスイッチ
ング速度、非常に小さなビット・セル、低電圧、低電力、およびＣＭＯＳ集積化に最適な
抵抗を有する不揮発性ＭＲＡＭメモリ・デバイスを提供する。
【００３０】
　本発明を好ましい実施形態について説明してきたが、本発明が添付の特許請求の範囲の
趣旨および範囲に含まれる変更を加えて実施することもできることが当業者には理解され
よう。
【００３１】
　まとめとして、本発明の構成に関して以下の事項を開示する。
【００３２】
（１）不揮発性磁気ランダム・アクセス・メモリ（ＭＲＡＭ）デバイスであって、
　固定磁気電極と、
　絶縁体層と、
　自由磁気電極とを備え、前記絶縁体層が、前記固定磁気電極と前記自由磁気電極との間
にあり、
　前記絶縁体層が、前記自由磁気電極を加熱して電流誘導加熱により前記自由磁気電極の
異方性を低下させるのに十分な電力消費を可能にするレベルの抵抗を有し、
　前記加熱が、前記自由磁気電極をスイッチングさせて前記ＭＲＡＭデバイスに情報を書
き込むのを助け、前記加熱がない場合に必要とされる値よりも低い値にまで電流密度を低
下させる、デバイス。
（２）前記固定磁気電極が、１層または複数層を含む、上記（１）に記載のデバイス。
（３）前記加熱電流が、スピン分極されており、前記自由磁気電極中でスピン転移ベース
の書込みが起こるのを可能にするレベルで生ずる、上記（１）に記載のデバイス。
（４）前記自由磁気電極および前記固定磁気電極に接続されたビット線およびワード線を
さらに備え、前記加熱電流が、前記ビット線およびワード線を流れる電流による磁界とあ
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いまって、前記自由磁気電極をスイッチングさせる、上記（１）に記載のデバイス。
（５）前記絶縁体層が熱特性を有し、前記抵抗および前記熱特性が、前記電流誘導加熱に
よって、前記異方性を一時的に低減するように最適化される、上記（１）に記載のデバイ
ス。
（６）前記自由磁気電極用の材料の選択が、小さな温度変化に対する異方性の低減が増し
て、前記情報の書込み時に限界電流密度が低減するのを可能にするように最適化される、
上記（１）に記載のデバイス。
（７）不揮発性磁気ランダム・アクセス・メモリ（ＭＲＡＭ）デバイスであって、
　固定磁気電極と、
　前記固定磁気電極に接続され、連続でピン・ホールのない絶縁体層と、
　前記絶縁体層に接続された自由磁気電極とを備え、前記絶縁体層が前記固定磁気電極と
前記自由磁気電極の間にあり、
　前記絶縁体層が、前記自由磁気電極を加熱して電流誘導加熱により前記自由磁気電極の
異方性を低下させるのに十分な電力消費を可能にするレベルの抵抗を有し、
　前記加熱が、前記自由磁気電極をスイッチングさせて前記ＭＲＡＭデバイスに情報を書
き込むのを助け、前記加熱がない場合に必要とされる値よりも低い値にまで電流密度を低
下させる、デバイス。
（８）前記固定磁気電極が、１層または複数層を含む、上記（７）に記載のデバイス。
（９）前記加熱電流が、スピン分極されており、前記自由磁気電極中でスピン転移ベース
の書込みが起こるのを可能にするレベルで生ずる、上記（７）に記載のデバイス。
（１０）前記自由磁気電極および前記固定磁気電極に接続されたビット線およびワード線
をさらに備え、前記加熱電流が、前記ビット線およびワード線を流れる電流による磁界と
あいまって、前記自由磁気電極をスイッチングさせる、上記（７）に記載のデバイス。
（１１）前記絶縁体層が熱特性を有し、前記抵抗および前記熱特性が、前記電流誘導加熱
によって、前記異方性を一時的に低減するように最適化される、上記（７）に記載のデバ
イス。
（１２）前記自由磁気電極用の材料の選択が、小さな温度変化に対する異方性の低減が増
して、前記情報の書込み時に限界電流密度が低減するのを可能にするように最適化される
、上記（７）に記載のデバイス。
（１３）不揮発性磁気ランダム・アクセス・メモリ（ＭＲＡＭ）デバイスであって、
　固定磁気電極と、
　ポーラス絶縁体層と、
　前記絶縁体層に隣接した非磁性体層と、
　自由磁気電極とを備え、前記絶縁体層および前記非磁性体層が、前記固定磁気電極と前
記自由磁気電極との間にあり、
　前記絶縁体層が、前記自由磁気電極を加熱して電流誘導加熱により前記自由磁気電極の
異方性を低下させるのに十分な電力消費を可能にするレベルの抵抗を有し、
　前記加熱が、前記自由磁気電極をスイッチングさせて前記ＭＲＡＭデバイスに情報を書
き込むのを助け、前記加熱がない場合に必要とされる値よりも低い値にまで電流密度を低
下させる、デバイス。
（１４）前記固定磁気電極が、１層または複数層を含む、上記（１３）に記載のデバイス
。
（１５）前記加熱電流が、スピン分極されており、前記自由磁気電極中でスピン転移ベー
スの書込みが起こるのを可能にするレベルで生ずる、上記（１３）に記載のデバイス。
（１６）前記自由磁気電極および前記固定磁気電極に接続されたビット線およびワード線
をさらに備え、前記加熱電流が、前記ビット線およびワード線を流れる電流による磁界と
あいまって、前記自由磁気電極をスイッチングさせる、上記（１３）に記載のデバイス。
（１７）前記絶縁体層が熱特性を有し、前記抵抗および前記熱特性が、前記電流誘導加熱
によって、前記異方性を一時的に低減するように最適化される、上記（１３）に記載のデ
バイス。
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（１８）前記自由磁気電極用の材料の選択が、小さな温度変化に対する異方性の低減が増
して、前記情報の書込み時に限界電流密度が低減するのを可能にするように最適化される
、上記（１３）に記載のデバイス。
（１９）不揮発性磁気ランダム・アクセス・メモリ（ＭＲＡＭ）デバイスを製造する方法
であって、
　固定磁気電極を形成するステップと、
　前記固定磁気電極上に絶縁体層を形成するステップと、
　前記絶縁体層が前記固定磁気電極と自由磁気電極の間にくるように前記絶縁体層上に自
由磁気電極を形成するステップとを含み、
　前記絶縁体層を形成する前記ステップが、前記絶縁体層が、前記自由磁気電極を加熱し
て電流誘導加熱により前記自由磁気電極の異方性を低下させるのに十分な電力消費を可能
にするレベルの抵抗を有するように実施され、
　前記加熱が、前記自由磁気電極をスイッチングさせて前記ＭＲＡＭデバイスに情報を書
き込むのを助け、前記加熱がない場合に必要とされる値よりも低い値にまで電流密度を低
下させる、方法。
（２０）前記固定磁気電極を形成する前記ステップが、１層または複数層を形成するステ
ップを含む、上記（１９）に記載の方法。
（２１）前記加熱電流が、スピン分極されており、前記自由磁気電極中でスピン転移ベー
スの書込みが起こるのを可能にするレベルで生ずる、上記（１９）に記載の方法。
（２２）前記自由磁気電極および前記固定磁気電極に接続されたビット線およびワード線
を形成するステップをさらに含み、前記加熱電流が、前記ビット線およびワード線を流れ
る電流による磁界とあいまって、前記自由磁気電極をスイッチングさせる、上記（１９）
に記載の方法。
（２３）前記絶縁体層を形成する前記ステップが、前記絶縁体層が熱特性を有するように
実施され、前記抵抗および前記熱特性が、前記電流誘導加熱により、前記異方性を一時的
に低減するように最適化される、上記（１９）に記載の方法。
（２４）前記自由磁気電極用の材料の選択が、小さな温度変化に対する異方性の低減が増
して、前記情報の書込み時に限界電流密度が低減するのを可能にするように最適化される
、上記（１９）に記載の方法。
（２５）不揮発性磁気ランダム・アクセス・メモリ（ＭＲＡＭ）デバイスであって、
　固定磁気電極と、
　前記固定磁気電極に接続され、連続でピン・ホールのない絶縁体層と、
　前記絶縁体層に接続された自由磁気電極とを備え、前記絶縁体層が前記固定磁気電極と
前記自由磁気電極の間にあり、
　前記絶縁体層が、スピン転移ベースの書込みが前記自由磁気電極中で促進されるのに十
分な電流密度が存在するのを可能にする抵抗レベルを有する、デバイス。
（２６）前記固定磁気電極が、１層または複数層を含む、上記（２５）に記載のデバイス
。
（２７）前記自由磁気電極および前記固定磁気電極に接続されたビット線およびワード線
をさらに備え、前記スピン転移ベースの書込みが、前記ビット線およびワード線を流れる
電流による磁界とあいまって、前記自由磁気電極をスイッチングさせる、上記（２５）に
記載のデバイス。
（２８）前記絶縁体層の減衰特性、分極特性、およびモーメント特性が、前記スピン転移
ベースの書込みを促進するように最適化される、上記（２５）に記載のデバイス。
（２９）前記スピン転移ベースの書込みが電圧破壊または過熱なしに行われる、上記（２
５）に記載のデバイス。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】磁気ランダム・アクセス・メモリ構造の概略図である。
【図２】磁気ランダム・アクセス・メモリ構造の概略図である。
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【図３】磁気合金における温度と磁化の関係を示すグラフである。
【符号の説明】
【００３４】
　１２０　非磁性金属スペーサ
　１３０　自由マグネット、自由電極
　１４０　固定マグネット、固定電極、ハード電極
　１５０　磁化方向
　１６０　酸化物バリア
　１７０　非磁性金属スペーサ
　２００　ビット線
　２１０　ペデスタル（電気接点）
　２２０　ヒートシンク
　２３０　ワード線
　２４０　トランジスタ

【図１】

【図２】

【図３】
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