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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報を磁性体の磁化状態により保持する記憶層を有し、
　前記記憶層に対して、トンネル絶縁層を介して、磁化固定層が設けられ、
　積層方向に電流を流して、スピン偏極した電子を注入することにより、前記記憶層の磁
化の向きが変化して、前記記憶層に対して情報の記録が行われる記憶素子であって、
　前記記憶層が、非磁性層を介して積層された複数層の強磁性層から成り、
　前記記憶層を構成する強磁性層の主成分がＣｏＦｅＢからなり、前記記憶層を構成する
非磁性層がＴｉ，Ｔａ，Ｎｂ，Ｃｒのうち少なくとも一種の非磁性元素からなり、前記記
憶層内の前記非磁性元素の含有量が１原子％以上２０原子％以下であり、
　前記記憶層の前記磁化固定層とは反対側に、スピン偏極した電子の拡散を抑制するスピ
ンバリア層が設けられ、
　前記スピンバリア層が、酸化物、窒化物、フッ化物から選ばれる１種以上の材料から構
成されている
　記憶素子。
【請求項２】
　前記トンネル絶縁層が酸化マグネシウムから成る請求項１に記載の記憶素子。
【請求項３】
　前記トンネル絶縁層及び前記スピンバリア層が酸化マグネシウムから成る請求項１に記
載の記憶素子。
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【請求項４】
　前記スピンバリア層に、Ｔｉ，Ｔａ，Ｚｒ，Ｈｆ，Ｎｂ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｗ，Ｖ，Ｃｕ，
Ａｕ，Ｐｄ，Ｐｔから選ばれる１種以上の非磁性金属元素が含有されている請求項１～請
求項３のいずれか１項に記載の記憶素子。
【請求項５】
　前記スピンバリア層が、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム、窒化アルミニウムから
選ばれる材料から構成されている請求項４に記載の記憶素子。
【請求項６】
　前記非磁性金属元素が、前記スピンバリア層の一部又は全体に分布している請求項４又
は請求項５に記載の記憶素子。
【請求項７】
　前記スピンバリア層の前記記憶層とは反対側に、前記非磁性金属元素からなる層が形成
されている請求項４に記載の記憶素子。
【請求項８】
　前記スピンバリア層の面積抵抗が１０Ωμｍ２以下である請求項４～請求項７のいずれ
か１項に記載の記憶素子。
【請求項９】
　前記記憶層の、前記トンネル絶縁層とは反対側において、Ｔａ又はＣｕから成る非磁性
金属層を介して前記スピンバリア層が設けられている請求項１に記載の記憶素子。
【請求項１０】
　前記記憶層を構成する材料の主成分がＣｏＦｅＢから成る請求項９に記載の記憶素子。
【請求項１１】
　情報を磁性体の磁化状態により保持する記憶層を有する記憶素子と、
　互いに交差する２種類の配線とを備え、
　前記記憶素子は、前記記憶層に対して、トンネル絶縁層を介して、磁化固定層が設けら
れ、積層方向に電流を流して、スピン偏極した電子を注入することにより、前記記憶層の
磁化の向きが変化して、前記記憶層に対して情報の記録が行われるものであり、前記記憶
層が、非磁性層を介して積層された複数層の強磁性層から成り、前記記憶層を構成する強
磁性層の主成分がＣｏＦｅＢからなり、前記記憶層を構成する非磁性層がＴｉ，Ｔａ，Ｎ
ｂ，Ｃｒのうち少なくとも一種の非磁性元素からなり、前記記憶層内の前記非磁性元素の
含有量が１原子％以上２０原子％以下であり、前記記憶層の前記磁化固定層とは反対側に
、スピン偏極した電子の拡散を抑制するスピンバリア層が設けられ、前記スピンバリア層
が、酸化物、窒化物、フッ化物から選ばれる１種以上の材料から構成されており、
　前記２種類の配線の交点付近かつ前記２種類の配線の間に、前記記憶素子が配置され、
前記２種類の配線を通じて、前記記憶素子に前記積層方向の電流が流れ、スピン偏極した
電子が注入される
　メモリ。
【請求項１２】
　前記記憶素子の前記スピンバリア層に、Ｔｉ，Ｔａ，Ｚｒ，Ｈｆ，Ｎｂ，Ｃｒ，Ｍｏ，
Ｗ，Ｖ，Ｃｕ，Ａｕ，Ｐｄ，Ｐｔから選ばれる１種以上の非磁性金属元素が含有されてい
る請求項１１に記載のメモリ。
【請求項１３】
　前記記憶素子は、前記記憶層の、前記トンネル絶縁層とは反対側において、Ｔａ又はＣ
ｕから成る非磁性金属層を介して前記スピンバリア層が設けられている請求項１１に記載
のメモリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、強磁性層の磁化状態を情報として記憶する記憶層と、磁化の向きが固定され
た磁化固定層とから成り、膜面に垂直な方向に電流を流して、スピン偏極した電子を注入
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することにより記憶層の磁化の向きを変化させる記憶素子及びこの記憶素子を備えたメモ
リに係わり、不揮発メモリに適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータ等の情報機器では、ランダム・アクセス・メモリとして、動作が高速で、
高密度なＤＲＡＭが広く使われている。
　しかし、ＤＲＡＭは電源を切ると情報が消えてしまう揮発性メモリであるため、情報が
消えない不揮発のメモリが望まれている。
【０００３】
　そして、不揮発メモリの候補として、磁性体の磁化で情報を記録する磁気ランダム・ア
クセス・メモリ（ＭＲＡＭ）が注目され、開発が進められている（例えば非特許文献１参
照）。
【０００４】
　ＭＲＡＭは、ほぼ直交する２種類のアドレス配線（ワード線、ビット線）にそれぞれ電
流を流して、各アドレス配線から発生する電流磁場によって、アドレス配線の交点にある
磁気記憶素子の磁性層の磁化を反転して情報の記録を行うものである。
　また、情報の読出には、磁気記憶素子の記憶層の磁化の向きに応じて抵抗が変化する、
いわゆる磁気抵抗効果（ＭＲ効果）を用いる。
【０００５】
　一般的なＭＲＡＭの模式図（斜視図）を、図１７に示す。
　シリコン基板等の半導体基体１１０の素子分離層１０２により分離された部分に、各メ
モリセルを選択するための選択用トランジスタを構成する、ドレイン領域１０８、ソース
領域１０７、並びにゲート電極１０１が、それぞれ形成されている。
　また、ゲート電極１０１の上方には、図中前後方向に延びるワード線１０５が設けられ
ている。
　ドレイン領域１０８は、図中左右の選択用トランジスタに共通して形成されており、こ
のドレイン領域１０８には、配線１０９が接続されている。
　そして、ワード線１０５と、上方に配置された、図中左右方向に延びるビット線１０６
との間に、磁化の向きが反転する記憶層を有する磁気記憶素子１０３が配置されている。
この磁気記憶素子１０３は、例えば磁気トンネル接合素子（ＭＴＪ素子）により構成され
る。
　さらに、磁気記憶素子１０３は、水平方向のバイパス線１１１及び上下方向のコンタク
ト層１０４を介して、ソース領域１０７に電気的に接続されている。
　ワード線１０５及びビット線１０６にそれぞれ電流を流すことにより、電流磁界を磁気
記憶素子１０３に印加して、これにより磁気記憶素子１０３の記憶層の磁化の向きを反転
させて、情報の記録を行うことができる。
【０００６】
　そして、ＭＲＡＭ等の磁気メモリにおいて、記録した情報を安定に保持するためには、
情報を記録する磁性層（記憶層）が、一定の保磁力を有していることが必要である。
　一方、記録された情報を書き換えるためには、アドレス配線にある程度の電流を流さな
ければならない。
　ところが、ＭＲＡＭを構成する素子の微細化に従い、アドレス配線も細くなるため、充
分な電流が流せなくなってくる。
【０００７】
　そこで、より少ない電流で磁化反転が可能な構成として、スピン注入による磁化反転を
利用する構成のメモリが注目されている（例えば、特許文献１参照）。
　スピン注入による磁化反転とは、磁性体の中を通過してスピン偏極した電子を、他の磁
性体に注入することにより、他の磁性体において磁化反転を起こさせるものである。
【０００８】
　例えば、巨大磁気抵抗効果素子（ＧＭＲ素子）や磁気トンネル接合素子（ＭＴＪ素子）
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に対して、その膜面に垂直な方向に電流を流すことにより、これらの素子の少なくとも一
部の磁性層の磁化の向きを反転させることができる。
【０００９】
　そして、スピン注入による磁化反転は、素子が微細化されても、電流を増やさずに磁化
反転を実現することができる利点を有している。
【００１０】
　上述したスピン注入による磁化反転を利用する構成のメモリの模式図を図１５及び図１
６に示す。図１５は斜視図、図１６は断面図である。
　シリコン基板等の半導体基体６０の素子分離層５２により分離された部分に、各メモリ
セルを選択するための選択用トランジスタを構成する、ドレイン領域５８、ソース領域５
７、並びにゲート電極５１が、それぞれ形成されている。このうち、ゲート電極５１は、
図１５中前後方向に延びるワード線を兼ねている。
　ドレイン領域５８は、図１５中左右の選択用トランジスタに共通して形成されており、
このドレイン領域５８には、配線５９が接続されている。
　そして、ソース領域５７と、上方に配置された、図１５中左右方向に延びるビット線５
６との間に、スピン注入により磁化の向きが反転する記憶層を有する記憶素子５３が配置
されている。
　この記憶素子５３は、例えば磁気トンネル接合素子（ＭＴＪ素子）により構成される。
図中６１及び６２は磁性層を示しており、２層の磁性層６１，６２のうち、一方の磁性層
を磁化の向きが固定された磁化固定層として、他方の磁性層を磁化の向きが変化する磁化
自由層即ち記憶層とする。
　また、記憶素子５３は、ビット線５６と、ソース領域５７とに、それぞれ上下のコンタ
クト層５４を介して接続されている。これにより、記憶素子５３に電流を流して、スピン
注入により記憶層の磁化の向きを反転させることができる。
【００１１】
　このようなスピン注入による磁化反転を利用する構成のメモリの場合、図１７に示した
一般的なＭＲＡＭと比較して、デバイス構造を単純化することができる、という特徴も有
している。
　また、スピン注入による磁化反転を利用することにより、外部磁界により磁化反転を行
う一般的なＭＲＡＭと比較して、素子の微細化が進んでも、書き込みの電流が増大しない
という利点がある。
【００１２】
　ところで、ＭＲＡＭの場合は、記憶素子とは別に書き込み配線（ワード線やビット線）
を設けて、書き込み配線に電流を流して発生する電流磁界により、情報の書き込み（記録
）を行っている。そのため、書き込み配線に、書き込みに必要となる電流量を充分に流す
ことができる。
【００１３】
　一方、スピン注入による磁化反転を利用する構成のメモリにおいては、記憶素子に流す
電流によりスピン注入を行って、記憶層の磁化の向きを反転させる必要がある。
　そして、このように記憶素子に直接電流を流して情報の書き込み（記録）を行うことか
ら、書き込みを行うメモリセルを選択するために、記憶素子を選択トランジスタと接続し
てメモリセルを構成する。この場合、記憶素子に流れる電流は、選択トランジスタに流す
ことが可能な電流（選択トランジスタの飽和電流）の大きさに制限される。
　このため、選択トランジスタの飽和電流以下の電流で書き込みを行う必要があり、スピ
ン注入の効率を改善して、記憶素子に流す電流を低減する必要がある。
【００１４】
　また、読み出し信号を大きくするためには、大きな磁気抵抗変化率を確保する必要があ
り、そのためには記憶層の両側に接している中間層をトンネル絶縁層（トンネルバリア層
）とした記憶素子の構成にすることが効果的である。
　このように中間層としてトンネル絶縁層を用いた場合には、トンネル絶縁層が絶縁破壊
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することを防ぐために、記憶素子に流す電流量に制限が生じる。この観点からも、スピン
注入時の電流を抑制する必要がある。
【００１５】
　従って、スピン注入により記憶層の磁化の向きを反転させる構成の記憶素子では、スピ
ン注入効率を改善して、必要とする電流を減らす必要がある。
【００１６】
【非特許文献１】日経エレクトロニクス　２００１．２．１２号（第１６４頁－１７１頁
）
【特許文献１】特開２００３－１７７８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　通常、ＭＴＪ素子やＧＭＲ素子等の磁気抵抗効果素子によって記憶素子を構成する場合
には、記憶層はトンネル絶縁層を介して磁化固定層に接続されるが、記憶層の磁化固定層
とは反対の側には、記憶素子に電流を流すための電極層等の非磁性金属層が接続される。
【００１８】
　ところが、スピン注入によって記憶層の磁化の向きが反転する際には、この電極層等の
非磁性金属層にスピンカレントが流れて、その反作用として記憶層の磁化反転が抑制され
る、いわゆるスピンポンピング現象が起こる。
　この結果、記憶層の磁化を反転させるために必要な電流が増大し、スピン注入効率が悪
化するという問題点があった。
【００１９】
　さらに、反転電流を減少させるためには、記憶層の素子サイズ及び飽和磁化をできる限
り小さくすることが望ましい。
　ところが、記憶層の素子サイズ及び飽和磁化を小さくすると、記憶素子の熱安定性が減
少し、動作が不安定になるという問題点があった。
【００２０】
　上述した問題の解決のために、本発明においては、スピンポンピング現象の発生を抑制
することができると共に、充分な熱安定性を有する記憶素子、並びにこの記憶素子を有す
るメモリを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の記憶素子は、情報を磁性体の磁化状態により保持する記憶層を有し、この記憶
層に対して、トンネル絶縁層を介して磁化固定層が設けられ、積層方向に電流を流してス
ピン偏極した電子を注入することにより、記憶層の磁化の向きが変化して、記憶層に対し
て情報の記録が行われるものであって、記憶層が、非磁性層を介して積層された複数層の
強磁性層から成り、記憶層を構成する強磁性層の主成分がＣｏＦｅＢからなり、記憶層を
構成する非磁性層がＴｉ，Ｔａ，Ｎｂ，Ｃｒのうち少なくとも一種の非磁性元素からなり
、記憶層内の非磁性元素の含有量が１原子％以上２０原子％以下であり、記憶層の磁化固
定層とは反対側に、スピン偏極した電子の拡散を抑制するスピンバリア層が設けられ、こ
のスピンバリア層が、酸化物、窒化物、フッ化物から選ばれる１種以上の材料から構成さ
れているものである。
　本発明のメモリは、情報を磁性体の磁化状態により保持する記憶層を有する記憶素子と
、互いに交差する２種類の配線とを備え、記憶素子は上記本発明の記憶素子の構成であり
、２種類の配線の交点付近かつ２種類の配線の間に記憶素子が配置され、これら２種類の
配線を通じて記憶素子に積層方向の電流が流れ、スピン偏極した電子が注入されるもので
ある。
【００２２】
　上述の本発明の記憶素子の構成によれば、情報を磁性体の磁化状態により保持する記憶
層を有し、この記憶層に対して、トンネル絶縁層を介して磁化固定層が設けられ、積層方
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向に電流を流してスピン偏極した電子を注入することにより、記憶層の磁化の向きが変化
して、記憶層に対して情報の記録が行われるので、積層方向に電流を流してスピン偏極し
た電子を注入することによって情報の記録を行うことができる。
　また、記憶層が、非磁性層を介して積層された複数層の強磁性層から成り、記憶層の磁
化固定層とは反対側に、スピン偏極した電子の拡散を抑制するスピンバリア層が設けられ
、このスピンバリア層が、酸化物、窒化物、フッ化物から選ばれる１種以上の材料から構
成されていることにより、スピンバリア層によってスピンポンピング現象の発生を抑制す
ることができる。これにより、記憶層の磁化を反転させるために必要な電流を低減し、ス
ピン注入効率を向上させることが可能になる。
　さらに、スピンバリア層を設けることにより、記憶層の熱安定性を向上させることがで
きるため、記憶層に記録された情報を安定して保持することができる。
【００２３】
　上述の本発明のメモリの構成によれば、情報を磁性体の磁化状態により保持する記憶層
を有する記憶素子と、互いに交差する２種類の配線とを備え、記憶素子は上記本発明の記
憶素子の構成であり、２種類の配線の交点付近かつ２種類の配線の間に記憶素子が配置さ
れ、これら２種類の配線を通じて記憶素子に積層方向の電流が流れ、スピン偏極した電子
が注入されるものであることにより、２種類の配線を通じて記憶素子の積層方向に電流を
流してスピン注入による情報の記録を行うことができる。
　また、スピン注入により記憶素子の記憶層の磁化の向きを反転させるために必要な電流
量（閾値電流）を低減することができる。
　さらに、記憶素子の記憶層に記録された情報を安定して保持することができる。
【発明の効果】
【００２４】
　上述の本発明によれば、スピン注入効率を向上することにより、情報の記録に必要な電
流量を低減することができる。
　これにより、メモリ全体の消費電力を低減することができる。
　従って、従来にない低消費電力のメモリを実現することが可能になる。
【００２５】
　また、記憶素子の記憶層が充分な熱安定性を有するため、記憶素子が情報の保持特性に
優れている。
　さらに、情報の記録に必要な電流量を低減することができることから、電流を流して情
報を記録する動作領域を拡大することが可能となり、動作マージンを広く確保することが
可能になる。
　従って、安定して動作する、信頼性の高いメモリを実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　まず、本発明の具体的な実施の形態の説明に先立ち、本発明の概要について説明する。
　本発明は、前述したスピン注入により、記憶素子の記憶層の磁化の向きを反転させて、
情報の記録を行うものである。記憶層は、強磁性層等の磁性体により構成され、情報を磁
性体の磁化状態（磁化の向き）により保持するものである。
【００２７】
　スピン注入により磁性層の磁化の向きを反転させる基本的な動作は、巨大磁気抵抗効果
素子（ＧＭＲ素子）もしくは磁気トンネル接合素子（ＭＴＪ素子）から成る記憶素子に対
して、その膜面に垂直な方向に、ある閾値（Ｉｃ）以上の電流を流すものである。このと
き、電流の極性（向き）は、反転させる磁化の向きに依存する。
　この閾値よりも絶対値が小さい電流を流した場合には、磁化反転を生じない。
【００２８】
　また、本発明では、前述した選択トランジスタの飽和電流値を考慮して、記憶層と磁化
固定層との間の非磁性の中間層として、絶縁体から成るトンネル絶縁層を用いて磁気トン
ネル接合（ＭＴＪ）素子を構成する。
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　トンネル絶縁層を用いて磁気トンネル接合（ＭＴＪ）素子を構成することにより、非磁
性導電層を用いて巨大磁気抵抗効果（ＧＭＲ）素子を構成した場合と比較して、磁気抵抗
変化率（ＭＲ比）を大きくすることができ、読み出し信号強度を大きくすることができる
。
【００２９】
　ところで、スピン注入によって、磁性層の磁化の向きを反転させるときに、必要となる
電流の閾値Ｉｃは、現象論的に、下記数１により表される（例えば、F.J.Albert他著、Ap
pl.Phys.Lett.,77,p.3809,2000年、等を参照）。
【００３０】
【数１】

【００３１】
　記憶素子の動作のマージンを広く確保し、記憶素子を安定して動作させるためには、こ
の電流の閾値Ｉｃを小さくすることが必要になる。
　そして、各メモリセルの記憶素子の閾値Ｉｃのばらつきを抑制することが重要である。
【００３２】
　電流の閾値Ｉｃを小さくすることにより、記憶素子及びメモリ全体の消費電力を低減す
ることが可能になる。
　また、電流の閾値Ｉｃを小さくすることにより、飽和電流値の小さい、即ちゲート幅の
小さい選択トランジスタを使用することが可能になるため、メモリセルの微細化を図り、
メモリの集積度を高めることができる。これにより、メモリの小型化や記憶容量の増大を
図ることができる。
【００３３】
　前述した式（１）において、実効的な磁気異方性ＨＫ

effectiveの項は、磁性層の膜面
内方向のＨＫと膜面に垂直な方向のＨＫで構成され、膜面内に磁気異方性を持つＣｏＦｅ
やＣｏＦｅＢ等を用いた記憶層の場合には、膜面に垂直な方向のＨＫが膜面内方向のＨＫ

よりも大きく、膜面に垂直な方向のＨＫがＭｓ／２で表される。
　この場合、式（１）の閾値Ｉｃは、次式（２）で表される。
　Ｉｃ＝ｋ・Ｍｓ・Ｖ・（ＨＫ＋Ｍｓ／２）／ｇ±　　　　　　（２）
　ここで、ＨＫ≪Ｍｓである。
【００３４】
　上記式（２）より、電流の閾値Ｉｃを下げるには、記憶層の飽和磁化Ｍｓと体積Ｖを下
げることが効果的であることがわかる。
【００３５】
　さらに、記憶素子に記録された情報を保持するためには、記憶層の熱安定性の指標（パ
ラメータ）Δを、ある一定値以上に制御することが必要である。一般に、この熱安定性の
指標Δは、６０以上、より好ましくは、７０以上が必要であるといわれている。
　この熱安定性の指標Δは、次式で表される。
　Δ＝Ｍｓ・Ｖ・ＨＫ・（１／２ｋＢＴ） 　　　　　　（３）
　ここで、ｋＢはボルツマン定数、Ｔは温度である。
【００３６】
　しかしながら、上記式（３）からわかるように、飽和磁化Ｍｓを下げると、熱安定性の
指標Δが低下してしまう。
　このため、電流の閾値Ｉｃを低減すると共に、飽和磁化Ｍｓの低下に伴う熱安定性の指
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標Δの低下を防ぐためには、異方性磁界ＨＫを増やすことが必要である。
【００３７】
　異方性磁界ＨＫを増やすための対応としては、記憶素子の短軸寸法を小さくして、記憶
素子のアスペクト比（長軸寸法／短軸寸法）を大きくとることや、記憶層の強磁性材料の
異方性磁界ＨＫを増やすことが挙げられる。
【００３８】
　そして、メモリの高密度化を考慮すると、後者の対応、即ち記憶層の強磁性材料の異方
性磁界Ｈｋを増やすことが望ましい。
　そのためには、記憶層の全膜厚領域で強磁性材料本来の飽和磁化Ｍｓを持っており、か
つ記憶層が薄い膜であることが望ましい。
【００３９】
　ところで、前述したように、ＭＴＪ素子やＧＭＲ素子等の磁気抵抗効果素子によって記
憶素子を構成する場合には、通常、記憶層の磁化固定層の反対側には、記憶素子に電流を
流すための電極層等の非磁性金属層が接続されている。
　このような非磁性金属層としては、下部電極層、上部電極層、下地金属層や、所謂キャ
ップ層等が挙げられる。
【００４０】
　このような非磁性金属層が記憶層と直接接していると、界面拡散により、非磁性金属層
の構成元素が記憶層の強磁性体に拡散して、記憶層の強磁性体が本来持っている特性が劣
化した、特性劣化領域を生じることがある。特に、上述した下部電極層、上部電極層、下
地金属層や、所謂キャップ層等は、記憶層と比較して厚く（膜厚にして２倍～数倍程度）
形成しているため、拡散する非磁性金属元素の量が多くなっている。
　このように記憶層に特性劣化領域を生じると、記憶層の磁性材料としての特性が損なわ
れて、ＭＲ比やＨｋ値等が劣化する。
　そして、このようにＭＲ比やＨｋ値等が劣化すると、記憶素子に記録された情報を読み
出すことが難しくなったり、記憶層の熱安定性の指標Δが低下して、記憶素子が熱的に不
安定になったりするため、記憶素子として望ましくない。
【００４１】
　従って、記憶層と非磁性金属層との間の拡散による特性劣化領域が、記憶層内に生じて
いないことが望ましい。
【００４２】
　種々の検討を行った結果、記憶層に対して、磁化固定層とは反対側に、スピン偏極した
電子の拡散を抑制するスピンバリア層を設けて、記憶層と非磁性金属層との間をスピンバ
リア層で隔てることにより、前述したスピンポンピング現象を抑制させて、スピン注入効
率を向上させることが可能になると共に、上述の特性劣化領域の発生を抑制して、記憶層
の強磁性体の本来の特性が発揮されることを見出した。
【００４３】
　そこで、本発明においては、記憶層に対して、磁化固定層とは反対側に、スピン偏極し
た電子の拡散を抑制するスピンバリア層を設けて、記憶素子を構成する。
【００４４】
　また、本発明において、スピンバリア層は、酸化物、窒化物、フッ化物から選ばれる１
種以上の材料から構成する。
　即ち、スピンバリア層を、酸化物、窒化物、フッ化物から選ばれる１種以上の材料、も
しくは、酸化物、窒化物、フッ化物から選ばれる１種以上の材料を主成分として、少量の
他の元素（例えば、金属元素等）が添加された材料、によって構成する。
　このように、スピンバリア層が酸化物、窒化物、フッ化物から選ばれる１種以上の材料
から構成されることにより、スピンバリア層が基本的に絶縁性となっている。
【００４５】
　具体的には、例えば、マグネシウムやアルミニウム等の酸素や窒素との親和力が強い元
素を用いた、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム等が挙げられる。
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　また、その他にも、ＳｉＯ２，Ｂｉ２Ｏ３，ＭｇＦ２，ＺｎＯ，Ｔａ２Ｏ５，ＣａＦ，
ＳｒＴｉＯ２，ＡｌＬａＯ３，Ａｌ－Ｎ－Ｏ等の各種の材料を用いることもできる。
　なお、記憶層と磁化固定層との間の中間層（トンネル絶縁層等）と同じ材料を使用して
、スピンバリア層を形成してもよい。
【００４６】
　このように、記憶層に対して、磁化固定層とは反対側に接するように、スピン偏極した
電子の拡散を抑制するスピンバリア層を設けることにより、前述したスピンポンピング現
象を抑制させて、スピン注入効率を向上させることが可能になる。
【００４７】
　さらに、基本的に絶縁性であるスピンバリア層によって、記憶層と非磁性金属層との間
の拡散による特性劣化領域の発生を抑制することができるため、記憶層の強磁性体が本来
持っている特性を発揮させることが可能になる。
　これにより、特性劣化領域によるＭＲ比の劣化を抑制して、読み出し出力を改善するこ
とができるので、例えば、スピン注入効率が極大値を示すような薄い記憶層を設定するこ
とも可能になる。即ち、ＭＲ比等の特性の劣化を伴わずに、スピン注入の効率を高めて、
電流量の閾値Ｉｃを小さくすることができる。
　また、特性劣化領域の発生を抑制できることから、その分、記憶層の膜厚を薄くするこ
とが可能になる。
【００４８】
　また、スピンバリア層を設けることにより、記憶層の上下両側がいずれも絶縁層（トン
ネル絶縁層とスピンバリア層）で挟まれるため、記憶層に対して金属－金属間の原子拡散
が起こりにくくなり、上述した特性劣化領域の発生を抑制する作用効果の他にも、製造工
程の条件（熱履歴等）や、内部応力の影響や、下層の表面状態に依存せず、記憶層を薄い
膜厚に厳密に低御することが可能になり、上述の電流量の閾値Ｉｃを低減することが可能
になる。
　そして、ウェハ内に形成した多数の記憶素子において、電流量の閾値Ｉｃのばらつきを
抑えることができる。
【００４９】
　また、トンネル絶縁層の材料として、特に、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）を用いること
により、これまで一般的に用いられてきた酸化アルミニウムを用いた場合よりも、磁気抵
抗変化率（ＭＲ比）を大きくすることができる。
　一般に、スピン注入効率はＭＲ比に依存し、ＭＲ比が大きいほど、スピン注入効率が向
上し、磁化反転電流密度を低減することができる。
　従って、中間層であるトンネル絶縁層の材料として酸化マグネシウムを用いることによ
り、スピン注入による書き込み閾値電流を低減することができ、少ない電流で情報の書き
込み（記録）を行うことができる。また、読み出し信号強度を大きくすることができる。
　これにより、ＭＲ比（ＴＭＲ比）を確保して、スピン注入による書き込み閾値電流を低
減することができ、少ない電流で情報の書き込み（記録）を行うことができる。また、読
み出し信号強度を大きくすることができる。
【００５０】
　トンネル絶縁層を酸化マグネシウム（ＭｇＯ）膜により形成する場合には、ＭｇＯ膜が
結晶化していて、００１方向に結晶配向性を維持していることが望ましい。
【００５１】
　トンネル絶縁層に酸化マグネシウムを用いた場合に、優れたＭＲ特性を得るためには、
一般に、アニール温度を３００℃以上、望ましくは３４０℃～３８０℃の高い温度とする
ことが要求される。これは、従来中間層に用いられている酸化アルミニウムの場合のアニ
ール温度の範囲（２５０℃～２８０℃）と比較して、高温になっている。
　これは、酸化マグネシウムの適正な内部構造や結晶構造を形成するためには、高い温度
が必要になるからであると考えられる。
【００５２】
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　このため、記憶素子の強磁性層にも、この高い温度のアニールに耐性を有するように、
耐熱性のある強磁性材料を用いないと、優れたＭＲ特性を得ることができないが、本発明
によれば、スピンバリア層を設けることによって、記憶層を構成する強磁性層への拡散が
抑制されて、記憶層の耐熱性が向上するので、３４０℃～４００℃のアニールにも記憶層
の磁気特性が劣化することがなく耐えうるようになる。
　これにより、記憶素子を備えたメモリを製造する際に、一般の半導体ＭＯＳ形成プロセ
スを適用できるという利点を有し、本実施の形態の記憶素子を備えたメモリを、汎用メモ
リとして適用することが可能になる。
【００５３】
　また、記憶素子に充分な書き込み電流を流すためには、トンネル絶縁層（トンネルバリ
ア層）の面積抵抗値を小さくする必要がある。
　トンネル絶縁層の面積抵抗値は、スピン注入により記憶層の磁化の向きを反転させるた
めに必要な電流密度を得る観点から、数十Ωμｍ２程度以下に制御する必要がある。
　そして、ＭｇＯ膜から成るトンネル絶縁層では、面積抵抗値を上述の範囲とするために
、ＭｇＯ膜の膜厚を１．５ｎｍ以下に設定する必要がある。
【００５４】
　記憶層と磁化固定層との間のトンネル絶縁層の材料には、酸化マグネシウムを用いる他
にも、例えば酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、ＳｉＯ２，Ｂｉ２Ｏ３，ＭｇＦ２，
ＣａＦ，ＳｒＴｉＯ２，ＡｌＬａＯ３，Ａｌ－Ｎ－Ｏ等の各種の絶縁体、誘電体、半導体
を用いて構成することもできる。
【００５５】
　また、記憶層の磁化の向きを、小さい電流で容易に反転できるように、記憶素子を小さ
くすることが望ましい。好ましくは、記憶素子の面積を０．０４μｍ２以下とする。
【００５６】
　記憶層は、通常、主として、Ｃｏ，Ｆｅ，Ｎｉ，Ｇｄ等の強磁性材料から構成され、こ
れら２種以上の合金を一つの層として、一層以上の積層状態で記憶層が形成される。
　各強磁性層には、飽和磁化量等の磁気特性や、結晶構造（結晶質、微結晶構造、アモル
ファス構造）の制御のために合金元素が添加される。例えば、ＣｏＦｅ合金、ＣｏＦｅＢ
合金、Ｆｅ合金或いはＮｉＦｅ合金を主成分として、Ｇｄ等の磁性元素や、他の元素とし
て、Ｂ，Ｃ，Ｎ，Ｓｉ，Ｐ，Ａｌ，Ｔａ，Ｍｏ，Ｃｒ，Ｎｂ，Ｃｕ，Ｚｒ，Ｗ，Ｖ，Ｈｆ
，Ｇｄ，Ｍｎ，Ｐｄが1種或いは複数添加された材料を用いることができる。また、例え
ば、ＣｏにＺｒ，Ｈｆ，Ｎｂ，Ｔａ，Ｔｉから選ばれる１種類以上の元素を添加したアモ
ルファス材料、ＣｏＭｎＳｉ，ＣｏＭｎＡｌやＣｏＣｒＦｅＡｌ等のホイスラー材料を用
いることができる。
【００５７】
　なお、記憶層を構成する強磁性層にＣｏＦｅＢ合金を用いる場合には、磁化量と軟磁気
特性の確保の観点から、記憶層の強磁性成分であるＣｏとＦｅの合計の含有比率は、６０
原子％以上であることが好ましい。
　ＣｏとＦｅの合計の含有比率が６０原子％以下になると、強磁性層としての飽和磁化量
、及び保磁力が得られなくなってしまう。また、一般的にＣｏＦｅの比率はＣｏ：Ｆｅが
９０：１０から４０：６０の範囲にあるときに磁気異方性分散が適当に抑制された、良好
な軟磁気特性を示す。
【００５８】
　また、材料又は組成範囲の異なる複数の強磁性層を直接積層させて記憶層を構成するこ
とも可能である。また、強磁性層と軟磁性層とを積層させたり、軟磁性層を介して複数層
の強磁性層を積層させたりすることも可能である。このように積層させた場合でも、本発
明の効果が得られる。
【００５９】
　さらに、本発明において、記憶層を、非磁性層を介して２層以上の強磁性層を積層した
構成とすることにより、記憶層の飽和磁化Ｍｓを低減させることができ、これにより電流
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の閾値Ｉｃを低減することができる。
　また、このように構成したときには、強磁性層の層間の相互作用の強さを調整すること
が可能になるため、記憶素子の寸法がサブミクロン以下になっても、磁化反転電流が大き
くならないように抑制することが可能になるという効果が得られる。
【００６０】
　この非磁性層の材料としては、好ましくはＴｉ，Ｔａ，Ｎｂ，Ｃｒが挙げられ、これら
の元素単体又は合金を用いることができる。
　なお、同様の効果が得られるものであれば、その他どのような非磁性元素を用いても良
い。例えば、Ｒｕ，Ｏｓ，Ｒｅ，Ｉｒ，Ａｕ，Ａｇ，Ｃｕ，Ａｌ，Ｂｉ，Ｓｉ，Ｂ，Ｃ，
Ｐｄ，Ｐｔ，Ｚｒ，Ｈｆ，Ｗ，Ｍｏ等も考えられる。
【００６１】
　また、この非磁性層は、記憶層の強磁性体に拡散しにくい非磁性材料を用いるか、或い
は、前述した電極層や下地層やキャップ層等と比較して、充分に薄い膜厚とすることによ
って、記憶層に前述した特性劣化領域が広く形成されない構成とすることが望ましい。
【００６２】
　例えば、記憶層の強磁性層の主成分がＣｏＦｅＢであり、非磁性層にＴｉ，Ｔａ，Ｎｂ
，Ｃｒのうち少なくとも一種の非磁性元素を用いる場合には、好ましくは、記憶層全体に
占める非磁性元素の含有量が１原子％以上２０原子％以下となるように、非磁性層の膜厚
を設定する。
　含有量が少ない（非磁性層が薄い）と、飽和磁化を低減する効果が小さくなると共に、
非磁性層上に強磁性層を良好な状態で成膜することが困難になる。
　含有量が多い（非磁性層が厚い）と、飽和磁化は小さくなるが、記憶素子のＭＲ比も小
さくなるため読み出しが困難になる。また、製造時に特性劣化領域を生じ易くなる。
【００６３】
　なお、非磁性層を介して２層以上の強磁性層を積層した構成とする代わりに、記憶層の
強磁性体に非磁性元素を含有させる構成としても、同様に記憶層の飽和磁化Ｍｓを低減さ
せることができ、これにより電流の閾値Ｉｃを低減することができる。
　このような構成の記憶層は、例えば強磁性材料と非磁性元素とを含有するターゲットを
使用したり、非磁性元素をコ・スパッタにより強磁性材料に混入させたりすることにより
、形成することが可能である。
　この場合の非磁性元素の含有量も、積層する場合と同様に設定する。
【００６４】
　記憶層の強磁性体に非磁性元素を含有させる構成とした場合には、トンネル絶縁層と記
憶層との界面付近にも非磁性元素が分布するため、これがＭＲ比を下げる要因となる。
　即ち、ＭＲ比の観点からすると、同じ含有量であれば、強磁性層と非磁性層との積層構
造の方が有利である。
【００６５】
　さらにまた、本発明において、前述した絶縁材料（酸化物、窒化物、フッ化物）から成
るスピンバリア層に、非磁性金属元素が含有されている構成とすることにより、スピンバ
リア層の抵抗値を低減して、スピンバリア層を設けたことによる記憶素子の抵抗値の増大
を抑えることができる。
【００６６】
　このような構成のスピンバリア層は、例えば、酸化物、窒化物、フッ化物から選ばれた
１種以上の材料から成る層（高抵抗層）と、非磁性金属層とを積層した後に、熱処理を行
って、非磁性金属元素を高抵抗層へ拡散させることにより形成することができる。
【００６７】
　スピンバリア層に含有させる非磁性金属元素としては、Ｔｉ，Ｔａ，Ｚｒ，Ｈｆ，Ｎｂ
，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｗ，Ｖ，Ｃｕ等の遷移金属元素やＡｕ，Ｐｄ，Ｐｔ等の貴金属が挙げられ
る。
　Ｔｉ，Ｔａ，Ｚｒ等の遷移金属元素の場合には、絶縁層と接することにより、高濃度酸
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素固溶体或いは窒素固溶体が形成され、絶縁層との混合が進行して、絶縁状態から導電状
態に変化して不完全な絶縁層になり、抵抗値が低減される。
　一方、ＡｕやＰｔ等の貴金属の場合には、絶縁層と金属層が各層のまま２相に分離した
状態となり、絶縁物が金属相中に孤立した状態、或いは、穴の開いた絶縁層となり、抵抗
上昇が抑制される。これら金属層の厚さは絶縁層と同等以上であれば問題ない。
　非磁性金属層の厚さの上限については特にないが、製造工程の面で制限され、５ｎｍ程
度で充分であると考えられる。
【００６８】
　また、上述したように絶縁層と金属層とを積層して、熱処理により非磁性金属元素を拡
散させる形成方法の代わりに、最初から、絶縁材料と非磁性金属材料とが混合した不完全
な絶縁層を形成する方法も可能である。
　この場合には、上述した絶縁層の材料と金属層の材料とを混合した材料を用いて、成膜
を行う。
　この場合のスピンバリア層の膜厚は、５ｎｍ程度で充分と考えられる。
【００６９】
　スピンバリア層の抵抗値が非常に大きい（高い）場合には、記憶素子の抵抗値も大きく
（高く）なるため、記憶素子に対して情報の記録や情報の読み出しを行う際に、大きい電
圧を必要とすることになる。また、ＭＴＪ素子のトンネル磁気抵抗効果による抵抗値の変
化が、記憶素子の抵抗値に対して相対的に小さくなるため、ＭＲ比が目減りして、情報の
読み出しが難しくなる。
【００７０】
　これに対して、上述のように非磁性金属元素を含有するスピンバリア層を構成した場合
には、スピンバリア層を設けたことによる記憶素子の抵抗値の増大を抑えることができる
ため、記憶素子に対して情報の記録や情報の読み出しを行う際に、余分な電圧を必要とせ
ず、ＭＲ比の目減りもない。
【００７１】
　また、スピンバリア層により記憶素子の抵抗値が増大することが抑えられるため、スピ
ンバリア層の膜厚は、トンネル絶縁層と同等の膜厚でもよく、トンネル絶縁層よりも厚く
ても問題ない。
【００７２】
　ＭＲ比や記憶素子の特性を考慮すると、スピンバリア層の面積抵抗値が１０Ωμｍ２以
下となるように、非磁性金属元素の含有量を設定することが好ましい。
【００７３】
　ところで、記憶層の強磁性材料と、スピンバリア層の絶縁材料との組み合わせによって
は、スピンバリア層に含まれる酸素原子等が記憶層へ拡散や混合されることにより、記憶
層の磁気特性が変化する場合がある。
　そこで、本発明において、さらに、記憶層とスピンバリア層との間に、非磁性金属層を
設けることにより、スピンバリア層に含まれる酸素原子等の記憶層への拡散や混合等に起
因する磁気特性の変化を抑制することができる。
【００７４】
　このように記憶層とスピンバリア層との間に設ける非磁性金属層の材料としては、それ
自体ではスピンポンピング効果の小さい非磁性金属、例えば、ＣｕやＴａ等を用いること
ができる。また、これらの元素に限定されるものではなく、例えば、Ａｌ，Ｓｉ，Ｔｉ，
Ｚｎ，Ｚｒ，Ｎｂ，Ｍｏ，Ｈｆ，Ｗ，Ｒｕ等を使用することも考えられる。
【００７５】
　この非磁性金属層も、記憶層の強磁性体に拡散しにくい非磁性材料を用いるか、或いは
、前述した電極層や下地層やキャップ層等と比較して、充分に薄い膜厚とすることによっ
て、記憶層に前述した特性劣化領域が広く形成されない構成とすることが望ましい。
【００７６】
　このように記憶層とスピンバリア層との間に非磁性金属層を設ける構成は、記憶層とス
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ピンバリア層とのいずれが上層であっても適用可能であるが、特にスピンバリア層の方が
上層にある場合において、記憶層の後でスピンバリア層を形成することから、効果が大き
いと考えられる。
【００７７】
　本発明の記憶素子において、磁化固定層は、一方向の異方性を有していることが望まし
く、記憶層は一軸異方性を有していることが望ましい。
【００７８】
　また、磁化固定層及び記憶層の膜厚は、各々１ｎｍ～４０ｎｍ、及び１ｎｍ～１０ｎｍ
であることが好ましい。
【００７９】
　記憶素子のその他の構成は、スピン注入により情報を記録する記憶素子の従来公知の構
成と同様とすることができる。
【００８０】
　磁化固定層は、強磁性層のみにより、或いは反強磁性層と強磁性層の反強磁性結合を利
用することにより、その磁化の向きが固定された構成とする。
　また、磁化固定層は、単層の強磁性層から成る構成、或いは複数層の強磁性層が非磁性
層を介して積層した積層フェリ構造とする。磁化固定層を積層フェリ構造としたときには
、磁化固定層の外部磁界に対する感度を低下させることができるため、外部磁界による磁
化固定層の不要な磁化変動を抑制して、記憶素子を安定して動作させることができる。さ
らに、各強磁性層の膜厚を調整することができ、磁化固定層からの漏洩磁界を抑えること
ができる。
　積層フェリ構造の磁化固定層を構成する強磁性層の材料としては、Ｃｏ，ＣｏＦｅ，Ｃ
ｏＦｅＢ等を用いることができる。また、非磁性層の材料としては、Ｒｕ，Ｒｅ，Ｉｒ，
Ｏｓ等を用いることができる。
【００８１】
　反強磁性層の材料としては、ＦｅＭｎ合金、ＰｔＭｎ合金、ＰｔＣｒＭｎ合金、ＮｉＭ
ｎ合金、ＩｒＭｎ合金、ＮｉＯ，Ｆｅ２Ｏ３等の磁性体を挙げることができる。
　また、これらの磁性体に、Ａｇ，Ｃｕ，Ａｕ，Ａｌ，Ｓｉ，Ｂｉ，Ｔａ，Ｂ，Ｃ，Ｏ，
Ｎ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ｚｒ，Ｈｆ，Ｉｒ，Ｗ，Ｍｏ，Ｎｂ等の非磁性元素を添加して、磁気特
性を調整したり、その他の結晶構造や結晶性や物質の安定性等の各種物性を調整したりす
ることができる。
【００８２】
　また、記憶素子の膜構成は、記憶層が磁化固定層の上側に配置される構成でも、下側に
配置される構成でも全く問題はない。
【００８３】
　なお、記憶素子の記憶層に記録された情報を読み出す方法としては、記憶素子の記憶層
に薄い絶縁膜を介して、情報の基準となる磁性層を設けて、絶縁層を介して流れる強磁性
トンネル電流によって読み出してもよいし、磁気抵抗効果により読み出してもよい。
【００８４】
　続いて、本発明の具体的な実施の形態について説明する。
【００８５】
　本発明の一実施の形態として、メモリの概略構成図（斜視図）を図１に示す。
　このメモリは、互いに直交する２種類のアドレス配線（例えばワード線とビット線）の
交点付近に、磁化状態で情報を保持することができる記憶素子が配置されて成る。
　即ち、シリコン基板等の半導体基体１０の素子分離層２により分離された部分に、各メ
モリセルを選択するための選択用トランジスタを構成する、ドレイン領域８、ソース領域
７、並びにゲート電極１が、それぞれ形成されている。このうち、ゲート電極１は、図中
前後方向に延びる一方のアドレス配線（例えばワード線）を兼ねている。
　ドレイン領域８は、図中左右の選択用トランジスタに共通して形成されており、このド
レイン領域８には、配線９が接続されている。
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【００８６】
　そして、ソース領域７と、上方に配置された、図中左右方向に延びる他方のアドレス配
線（例えばビット線）６との間に、記憶素子３が配置されている。この記憶素子３は、ス
ピン注入により磁化の向きが反転する強磁性層から成る記憶層を有する。
　また、この記憶素子３は、２種類のアドレス配線１，６の交点付近に配置されている。
　この記憶素子３は、ビット線６と、ソース領域７とに、それぞれ上下のコンタクト層４
を介して接続されている。
　これにより、２種類のアドレス配線１，６を通じて、記憶素子３に上下方向の電流を流
して、スピン注入により記憶層の磁化の向きを反転させることができる。
【００８７】
　また、本実施の形態のメモリの記憶素子３の断面図を図２に示す。
　図２に示すように、この記憶素子３は、スピン注入により磁化Ｍ１の向きが反転する記
憶層１７に対して、下層に磁化固定層３１を設けている。
　記憶層１７と磁化固定層３１との間には、トンネルバリア層（トンネル絶縁層）となる
絶縁層１６が設けられ、記憶層１７と磁化固定層３１とにより、ＭＴＪ素子が構成されて
いる。
　また、磁化固定層３１の下には下地層１１が形成され、最上層にはキャップ層１９が形
成されている。
【００８８】
　さらに、磁化固定層３１は、交換バイアス積層フェリ構造となっている。
　具体的には、２層の強磁性層１３，１５が非磁性層１４を介して積層されて反強磁性結
合しており、強磁性層１３の下に隣接して反強磁性層１２が配置されて、磁化固定層３１
が構成されている。強磁性層１３は、反強磁性層１２により磁化Ｍ１３の向きが固定され
る。
　２層の強磁性層１３，１５が反強磁性結合していることにより、強磁性層１３の磁化Ｍ
１３が右向き、強磁性層１５の磁化Ｍ１５が左向きとなっており、互いに反対向きになっ
ている。
　これにより、磁化固定層３１の各強磁性層１３，１５から漏れる磁束が、互いに打ち消
し合う。
【００８９】
　記憶層１７の材料としては、特に限定はないが、鉄、ニッケル、コバルトの１種もしく
は２種以上からなる合金材料を用いることができる。さらにＮｂ，Ｚｒ，Ｇｄ，Ｔａ，Ｔ
ｉ，Ｍｏ，Ｍｎ，Ｃｕ等の遷移金属元素やＳｉ，Ｂ，Ｃ等の軽元素を含有させることもで
きる。また、例えばＣｏＦｅ／ＮｉＦｅ／ＣｏＦｅの積層膜といったように、材料が異な
る複数の膜を直接（非磁性層を介さずに）積層して、記憶層１７を構成してもよい。
【００９０】
　磁化固定層３１の強磁性層１３，１５の材料としては、特に限定はないが、鉄、ニッケ
ル、コバルトの１種もしくは２種以上からなる合金材料を用いることができる。さらにＮ
ｂ，Ｚｒ，Ｇｄ，Ｔａ，Ｔｉ，Ｍｏ，Ｍｎ，Ｃｕ等の遷移金属元素やＳｉ，Ｂ，Ｃ等の軽
元素を含有させることもできる。また、例えばＣｏＦｅ／ＮｉＦｅ／ＣｏＦｅの積層膜と
いったように、材料が異なる複数の膜を直接（非磁性層を介さずに）積層して、強磁性層
１３，１５を構成してもよい。
　磁化固定層３１の積層フェリを構成する非磁性層１４の材料としては、ルテニウム、銅
、クロム、金、銀等が使用できる。
　非磁性層１４の膜厚は、材料によって変動するが、好ましくは、ほぼ０．５ｎｍから２
．５ｎｍの範囲で使用する。
【００９１】
　磁化固定層３１の強磁性層１３，１５と記憶層１７の膜厚は、適宜調整することが可能
であり、１ｎｍ以上５ｎｍ以下が適当である。
【００９２】
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　本実施の形態においては、特に、記憶素子３の記憶層１７に対して、磁化固定層３１と
は反対側、即ち記憶層１７の上層に、スピン偏極した電子の拡散を抑制するスピンバリア
層１８が設けられている。このスピンバリア層１８は、記憶層１７とキャップ層１９との
間に配置され、記憶層１７と接している。
【００９３】
　さらに、スピンバリア層１８が、酸化物、窒化物、フッ化物から選ばれる１種以上の材
料から構成されている。
　即ち、スピンバリア層１８が、酸化物、窒化物、フッ化物から選ばれる１種以上の材料
、もしくは、酸化物、窒化物、フッ化物から選ばれる１種以上の材料を主成分として、少
量の他の元素（例えば、金属元素等）が添加された材料、によって構成されている。
【００９４】
　このようにスピンバリア層１８が設けられていることにより、スピン偏極された電子の
拡散が抑制されると共に、キャップ層１９から記憶層１７への金属元素の拡散が抑制され
る。
【００９５】
　さらに、本実施の形態において、中間層である絶縁層１６を、酸化マグネシウム層とし
た場合には、磁気抵抗変化率（ＭＲ比）を高くすることができる。
　このようにＭＲ比を高くすることによっても、スピン注入の効率を向上して、記憶層１
７の磁化Ｍ１の向きを反転させるために必要な電流密度を低減することができる。
【００９６】
　本実施の形態の記憶素子３は、下地層１１からキャップ層１９までを真空装置内で連続
的に形成して、その後エッチング等の加工により記憶素子３のパターンを形成することに
より、製造することができる。
【００９７】
　上述の本実施の形態によれば、記憶層１７の磁化固定層３１とは反対側に、酸化物、窒
化物、フッ化物から選ばれる１種以上の材料から構成された、スピンバリア層１８が設け
られているので、このスピンバリア層１８によって、スピン偏極された電子の拡散が抑制
される。これにより、記憶層１７においてスピン蓄積が起こり、記憶層１７の磁化Ｍ１の
向きが反転する際のスピンポンピング現象が抑制される。
　従って、スピンポンピング現象に起因する、スピン注入効率の悪化を防いで、スピン注
入効率を向上させることが可能になる。
【００９８】
　また、スピンバリア層１８によって、キャップ層１９から記憶層１７への金属元素の拡
散を抑制して、記憶層１７の強磁性体が本来持っている特性を発揮させることができるた
め、記憶層１７の熱安定性の指標Δを大きくすることが可能になる。これにより、記憶層
１７の熱安定性も向上する。
【００９９】
　記憶層１７の熱安定性が向上することにより、記憶素子３に対して電流を流して情報を
記録する、動作領域を拡大することが可能になり、動作のマージンを広く確保し、記憶素
子３を安定して動作させることができる。
　従って、安定して動作する信頼性の高いメモリを実現することができる。
【０１００】
　また、スピン注入効率を向上させることが可能になるため、スピン注入によって記憶層
１７の磁化Ｍ１の向きを反転させるために必要な電流量を低減することができる。
　従って、記憶素子３を備えたメモリにおいて、消費電力を低減することができる。
【０１０１】
　また、図２に示した記憶素子３を備え、図１に示した構成のメモリは、メモリを製造す
る際に、一般の半導体ＭＯＳ形成プロセスを適用できるという利点を有している。
　従って、本実施の形態のメモリを、汎用メモリとして適用することが可能になる。
　特に、図２に示した記憶素子３は、スピンバリア層１８により記憶層１７の耐熱性が向
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上しているため、３４０℃～４００℃のアニールにも記憶層１７の磁気特性が劣化するこ
とがなく、一般の半導体ＭＯＳ形成プロセスを容易に適用することができる。
【０１０２】
　次に、本発明の他の実施の形態として、記憶素子の概略構成図（断面図）を図３に示す
。
　本実施の形態の記憶素子３０は、スピン注入により磁化Ｍ１の向きが反転する記憶層１
７に対して、下層に磁化固定層３１を設け、上層に磁化固定層３２を設けている。即ち、
記憶層１７に対して、上下２つの磁化固定層３１，３２を設けた構成である。
　上層の磁化固定層３２は、単層の強磁性層２０とその上の反強磁性層１２のみを有する
構成である。
【０１０３】
　そして、この反強磁性層１２により、磁化固定層３２の強磁性層２０の磁化Ｍ２０の向
きが固定される。
　また、上層の磁化固定層３２の反強磁性層１２の上に、キャップ層１９が形成されてい
る。
【０１０４】
　本実施の形態においては、特に、記憶素子３０の記憶層１７に対して、下層の磁化固定
層３１及びトンネル絶縁層１６とは反対側、即ち記憶層１７の上層に、スピン偏極した電
子の拡散を抑制するスピンバリア層１８が設けられている。
　さらに、スピンバリア層１８が、酸化物、窒化物、フッ化物から選ばれる１種以上の材
料から構成されている。
【０１０５】
　このスピンバリア層１８は、記憶層１７と上層の磁化固定層３２の強磁性層２０との間
に配置され、記憶層１７と接している。
　従って、記憶層１７とスピンバリア層１８と上層の磁化固定層３２とにより、ＭＴＪ素
子が構成されている。即ち、このＭＴＪ素子では、スピンバリア層１８が、記憶層１７と
磁化固定層３２との間の中間層を兼ねている。
【０１０６】
　その他の構成は、図２に示した記憶素子３と同様であるので、同一符号を付して重複説
明を省略する。
【０１０７】
　また、本実施の形態の記憶素子３０を用いて、図１に示したメモリと同様の構成のメモ
リを構成することができる。
　即ち、記憶素子３０を２種類のアドレス配線の交点付近に配置してメモリを構成し、２
種類のアドレス配線を通じて記憶素子３０に上下方向（積層方向）の電流を流して、スピ
ン注入により記憶層１７の磁化Ｍ１の向きを反転させて、記憶素子３０に情報の記録を行
うことができる。
　これにより、記憶素子３０を備えたメモリを製造する際に、一般の半導体ＭＯＳ形成プ
ロセスを適用できるという利点を有し、本実施の形態の記憶素子３０を備えたメモリを、
汎用メモリとして適用することが可能になる。
【０１０８】
　さらに、本実施の形態において、中間層であるトンネル絶縁層１６を、酸化マグネシウ
ム層とした場合には、磁気抵抗変化率（ＭＲ比）を高くすることができる。
　このようにＭＲ比を高くすることによっても、スピン注入の効率を向上して、記憶層１
７の磁化Ｍ１の向きを反転させるために必要な電流密度を低減することができる。
【０１０９】
　上述の本実施の形態によれば、記憶層１７の下層の磁化固定層３１及びトンネル絶縁層
１６とは反対側に、酸化物、窒化物、フッ化物から選ばれる１種以上の材料から構成され
た、スピンバリア層１８が設けられているので、先の実施の形態と同様に、記憶層１７の
磁化Ｍ１の向きが反転する際のスピンポンピング現象が抑制され、スピン注入効率を向上
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させることが可能になる。
【０１１０】
　また、先の実施の形態と同様に、記憶層１７の熱安定性が向上するので、動作のマージ
ンを広く確保し、記憶素子３を安定して動作させることができる。
【０１１１】
　さらにまた、本実施の形態では、記憶層１７に対して、下層側と上層側にトンネル絶縁
層１６やスピンバリア層１８を介して、それぞれ磁化固定層３１，３２が設けられている
ため、この構成の作用によっても、記憶層１７の磁化Ｍ１の向きを反転させるために必要
となる電流を低減することができる。
【０１１２】
　従って、安定して動作する信頼性の高いメモリを実現することができ、記憶素子３０を
備えたメモリにおいて、消費電力を低減することができる。
【０１１３】
　次に、本発明のさらに他の実施の形態として、記憶素子の概略構成図（断面図）を図４
に示す。
　本実施の形態の記憶素子４０は、特に、２層の強磁性層１７，２２を、非磁性層２１を
介して積層することによって、記憶層３３が構成されている。
【０１１４】
　この場合、非磁性層２１の膜厚に応じて、記憶層３３内の実効的な非磁性元素の含有量
が決定される。
【０１１５】
　また、記憶層３３の２層の強磁性層１７，２２において、強磁性層１７の磁化Ｍ１Ａと
、強磁性層２２の磁化Ｍ１Ｂとが同じ向き（平行な向き）になっており、２層の磁化Ｍ１
Ａ，Ｍ１Ｂを合わせて記憶層３３の磁化Ｍ１となっている。
【０１１６】
　記憶層３３の強磁性層１７，２２の材料としては、例えばＣｏＦｅＢを使用することが
できる。
【０１１７】
　また、記憶層３３内の非磁性層２１の材料としては、好ましくは、Ｔｉ，Ｔａ，Ｎｂ，
Ｃｒのうち少なくとも一種からなる非磁性金属材料を用いる。
【０１１８】
　記憶層３３内の非磁性層２１は、記憶層３３の強磁性体に拡散しにくい非磁性材料を用
いるか、或いは、前述した電極層や下地層やキャップ層１９等と比較して、充分に薄い膜
厚とすることによって、記憶層３３に前述した特性劣化領域が広く形成されない構成とす
ることが望ましい。
【０１１９】
　そして、例えば、記憶層３３の強磁性層１７，２２の主成分がＣｏＦｅＢであり、非磁
性層２１にＴｉ，Ｔａ，Ｎｂ，Ｃｒのうち少なくとも一種の非磁性元素を用いる場合には
、好ましくは、記憶層３３全体に占める非磁性元素の含有量が１原子％以上２０原子％以
下となるように、非磁性層２１の膜厚を設定する。
【０１２０】
　その他の構成は、図２に示した先の実施の形態の記憶素子３と同様であるので、同一符
号を付して重複説明を省略する。
【０１２１】
　磁化固定層３１と記憶層３３の強磁性層１３，１５，１７，２２の膜厚は、１ｎｍ以上
５ｎｍ以下が適当である。
【０１２２】
　本実施の形態の記憶素子４０は、下地層１１からキャップ層１９までを真空装置内で連
続的に形成して、その後エッチング等の加工により記憶素子４０のパターンを形成するこ
とにより、製造することができる。
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【０１２３】
　また、本実施の形態の記憶素子４０を用いて、図１に示したメモリと同様の構成のメモ
リを構成することができる。
　即ち、記憶素子４０を２種類のアドレス配線の交点付近に配置してメモリを構成し、２
種類のアドレス配線を通じて記憶素子４０に上下方向（積層方向）の電流を流して、スピ
ン注入により記憶層３３の磁化Ｍ１（Ｍ１Ａ，Ｍ１Ｂ）の向きを反転させて、記憶素子４
０に情報の記録を行うことができる。
　これにより、記憶素子４０を備えたメモリを製造する際に、一般の半導体ＭＯＳ形成プ
ロセスを適用できるという利点を有し、本実施の形態の記憶素子４０を備えたメモリを、
汎用メモリとして適用することが可能になる。
【０１２４】
　上述の本実施の形態によれば、記憶層３３の磁化固定層３１とは反対側に、スピンバリ
ア層１８が設けられているので、図２に示した先の実施の形態の記憶素子３と同様に、記
憶層３３の磁化Ｍ１（Ｍ１Ａ，Ｍ１Ｂ）の向きが反転する際のスピンポンピング現象が抑
制され、スピン注入効率を向上させることが可能になる。
　また、先の実施の形態と同様に、記憶層３３の熱安定性を向上させることができるので
、動作のマージンを広く確保し、記憶素子４０を安定して動作させることができる。
【０１２５】
　さらに、本実施の形態によれば、記憶層３３が、２層の強磁性層１７，２２を、非磁性
層２１を介して積層した構成であることにより、記憶層３３の飽和磁化Ｍｓを低減させる
ことができ、これによっても電流の閾値Ｉｃを低減することができる。
　また、強磁性層１７，２２の層間の相互作用の強さを調整することが可能になるため、
記憶素子４０の寸法がサブミクロン以下になっても、電流の閾値Ｉｃが大きくならないよ
うに抑制することが可能になるという効果が得られる。
【０１２６】
　従って、安定して動作する信頼性の高いメモリを実現することができ、記憶素子４０を
備えたメモリにおいて、消費電力を低減することができる。
【０１２７】
　なお、上述の本実施の形態の記憶素子４０において、強磁性層１７，２２の膜厚と非磁
性層２１の膜厚との関係によっては、強磁性層１７の磁化Ｍ１Ａと強磁性層２２の磁化Ｍ
１Ｂとが逆向き（反平行な向き）になって、２層１７，２２が交換結合する場合もある。
　この場合でも、同様に、スピンバリア層１８及び非磁性層２１をそれぞれ設けた効果が
得られる。
【０１２８】
　また、上述の本実施の形態では、非磁性層２１を構成する非磁性元素として、Ｔｉ，Ｔ
ａ，Ｎｂ，Ｃｒを用いたが、同様の効果が得られるものであれば、その他どのような非磁
性元素を用いても良い。
【０１２９】
　さらにまた、上述の本実施の形態のように非磁性層２１を介して２層以上の強磁性層１
７，２２を積層した構成とする代わりに、記憶層の強磁性体に非磁性元素を含有させる構
成としても、同様に記憶層の飽和磁化Ｍｓを低減させることができ、これにより電流の閾
値Ｉｃを低減することができる。
　この場合の非磁性元素の含有量も、積層する場合と同様に設定することができる。
【０１３０】
　次に、本発明のさらに他の実施の形態として、記憶素子の概略構成を説明する。
　本実施の形態では、図２に示した構造の記憶素子３において、さらに、スピンバリア層
１８を、酸化物、窒化物、フッ化物から成る材料に、非磁性金属元素を含有させた構成と
する。
　これにより、酸化物、窒化物、フッ化物のみによりスピンバリア層１８を構成した場合
と比較して、スピンバリア層１８の抵抗値を低減することができる。
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【０１３１】
　スピンバリア層１８に含有させる非磁性金属元素としては、例えば、Ｔｉ，Ｔａ，Ｚｒ
，Ｈｆ，Ｎｂ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｗ，Ｖ，Ｃｕ，Ａｕ，Ｐｄ，Ｐｔ等の遷移金属元素や貴金属
元素が挙げられる。
【０１３２】
　このように非磁性金属元素を含有するスピンバリア層１８は、例えば次のように形成す
ることができる。
　図５に記憶素子３となる積層膜の断面図を示すように、酸化物、窒化物、フッ化物から
選ばれる絶縁材料から成る高抵抗層４１と、非磁性金属層４２とを積層させて、記憶素子
層３となる積層膜４３を形成する。
　その後、熱処理によって、非磁性金属層４２から高抵抗層４１へ非磁性金属元素を拡散
させて、非磁性金属元素によって抵抗値が低減されて、不完全な絶縁層となったスピンバ
リア層１８を形成することができる。
　そして、好ましくは、非磁性金属元素を含有するスピンバリア層１８の面積抵抗値が、
１０Ωμｍ２以下となるようにする。
【０１３３】
　スピンバリア層１８の抵抗値が非磁性金属元素によって低減されているので、例えば、
スピンバリア層１８にトンネル絶縁層１６と同じ絶縁材料を用いて、かつトンネル絶縁層
１６と同じ膜厚とした場合でも、トンネル絶縁層１６と比較してスピンバリア層１８を充
分に低い抵抗値とすることができる。
　これにより、スピンバリア層１８を設けても、トンネル絶縁層１６を有するＭＴＪ素子
における磁気抵抗効果による記憶素子３の抵抗値の変化を、問題なく検出することができ
るため、記憶素子３に記録された情報を読み出すことができる。
【０１３４】
　なお、非磁性金属元素を拡散させるための非磁性金属層４２は、熱処理によって非磁性
金属元素が高抵抗層４１に拡散することにより、全てなくなる場合と、熱処理後も残る場
合とがある。
【０１３５】
　熱処理後も非磁性金属層４２が残る場合には、図２の記憶素子３の構成に対して、スピ
ンバリア層１８とキャップ層１９との間に、非磁性金属層４２が存在する構成となる。
　この場合には、非磁性金属層４２が、通常非磁性金属から構成されているキャップ層１
９と材料が同一又は類似していることになるので、非磁性金属層４２をキャップ層１９の
一部として捉えることもできる。
【０１３６】
　また、非磁性金属層４２の非磁性金属元素が、スピンバリア層１８の下の記憶層１７に
まで拡散すると、前述した特性劣化領域が形成される虞がある。
　このため、非磁性金属元素が記憶層１７になるべく拡散しないように、熱処理等の条件
を制御することが望ましい。そして、例えば、図５に示した積層膜４３を形成する場合に
おいて、非磁性金属層４２の膜厚をある程度以下に薄くする。
【０１３７】
　上述の本実施の形態によれば、図２に示した先の各実施の形態と同様に、スピンバリア
層１８によって、記憶層１７の磁化Ｍ１の向きが反転する際のスピンポンピング現象が抑
制され、スピン注入効率を向上させることが可能になる。
　また、先の実施の形態と同様に、記憶層１７の熱安定性を向上させることができるので
、動作のマージンを広く確保し、記憶素子３を安定して動作させることができる。
【０１３８】
　さらに、スピンバリア層１８が非磁性金属元素を含有していることにより、スピンバリ
ア層１８の抵抗を低減することができるため、スピンバリア層１８を設けたことによって
記憶素子３全体の抵抗値が高くなり過ぎないように、抵抗値を抑えることができる。
　これにより、記憶素子３に対して情報の記録や情報の読み出しを行う際に、余分な電圧
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を必要とせず、またＭＲ比の目減りもない。
【０１３９】
　従って、安定して動作する信頼性の高いメモリを実現することができ、記憶素子３を備
えたメモリにおいて、消費電力を低減することができる。
【０１４０】
　次に、本発明のさらに別の実施の形態として、記憶素子の概略構成図を図６に示す。
　本実施の形態の記憶素子５０は、特に、スピンバリア層１８が記憶層１７と直接接する
のではなく、その間に非磁性金属層２３を介して積層された構成である。
　このように、記憶層１７とスピンバリア層１８との間に非磁性金属層２３を設けたこと
により、スピンバリア層１８に含まれる酸素原子等の記憶層１７への拡散や混合等に起因
する磁気特性の変化を抑制することができる。
【０１４１】
　記憶層１７とスピンバリア層１８との間に設ける非磁性金属層２３の材料としては、そ
れ自体ではスピンポンピング効果の小さい非磁性金属、例えば、ＣｕやＴａ等を用いるこ
とができる。また、例えば、Ａｌ，Ｓｉ，Ｔｉ，Ｚｎ，Ｚｒ，Ｎｂ，Ｍｏ，Ｈｆ，Ｗ，Ｒ
ｕ等を使用することも考えられる。
【０１４２】
　この非磁性金属層２３も、記憶層１７の強磁性体に拡散しにくい非磁性材料を用いるか
、或いは、前述した電極層や下地層やキャップ層１９等と比較して、充分に薄い膜厚とす
ることによって、記憶層１７に前述した特性劣化領域が広く形成されない構成とすること
が望ましい。
【０１４３】
　その他の構成は、図２に示した先の実施の形態の記憶素子３と同様であるので、同一符
号を付して重複説明を省略する。
【０１４４】
　また、本実施の形態の記憶素子５０を用いて、図１に示したメモリと同様の構成のメモ
リを構成することができる。
　即ち、記憶素子５０を２種類のアドレス配線の交点付近に配置してメモリを構成し、２
種類のアドレス配線を通じて記憶素子５０に上下方向（積層方向）の電流を流して、スピ
ン注入により記憶層１７の磁化Ｍ１の向きを反転させて、記憶素子５０に情報の記録を行
うことができる。
　これにより、記憶素子５０を備えたメモリを製造する際に、一般の半導体ＭＯＳ形成プ
ロセスを適用できるという利点を有し、本実施の形態の記憶素子５０を備えたメモリを、
汎用メモリとして適用することが可能になる。
【０１４５】
　上述の本実施の形態によれば、記憶層１７の磁化固定層３１とは反対側に、スピンバリ
ア層１８が設けられているので、先の各実施の形態の記憶素子３，３０，４０と同様に、
記憶層１７の磁化Ｍ１の向きが反転する際のスピンポンピング現象が抑制され、スピン注
入効率を向上させることが可能になる。
　また、先の実施の形態と同様に、記憶層１７の熱安定性を向上させることができるので
、動作のマージンを広く確保し、記憶素子５０を安定して動作させることができる。
【０１４６】
　さらに、本実施の形態によれば、スピンバリア層１８と記憶層１７との間に非磁性金属
層２３が設けられていることにより、スピンバリア層１８に含まれる酸素原子等の記憶層
１７への拡散や混合等に起因する記憶層１７の磁気特性の変化を抑制することができる。
　これにより、記憶層１７を構成する強磁性材料が本来有する良好な磁気特性を保持する
ことができ、これによっても、スピン注入効率を向上させることができる。
【０１４７】
　従って、安定して動作する信頼性の高いメモリを実現することができ、記憶素子５０を
備えたメモリにおいて、消費電力を低減することができる。



(21) JP 5040105 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

【０１４８】
　本発明では、上述の各実施の形態で示した記憶素子３，３０，４０，５０の膜構成に限
らず、様々な膜構成を採用することが可能である。
【０１４９】
　ここで、本発明の記憶素子の構成において、具体的に各層の材料や膜厚等を選定して、
特性を調べた。
　実際のメモリには、図１に示したように、記憶素子以外にもスイッチング用の半導体回
路等が存在するが、ここでは、記憶層の磁化反転特性を調べる目的で、記憶素子のみを形
成したウェハにより検討を行った。
【０１５０】
＜実験１＞
（実施例）
　厚さ０．５７５ｍｍのシリコン基板上に、厚さ２μｍの熱酸化膜を形成し、その上に図
４に示した構成の記憶素子４０を形成した。
　具体的には、図４に示した構成の記憶素子４０において、各層の材料及び膜厚を、下地
層１１を膜厚３ｎｍのＴａ膜、反強磁性層１２を膜厚３０ｎｍのＰｔＭｎ膜、磁化固定層
３１を構成する強磁性層１３を膜厚２．２ｎｍのＣｏＦｅ膜、強磁性層１５を膜厚２ｎｍ
のＣｏＦｅＢ膜、積層フェリ構造の磁化固定層３１を構成する非磁性層１４を膜厚０．８
ｎｍのＲｕ膜、トンネル絶縁層１６を膜厚０．８ｎｍのＭｇＯ膜、記憶層３３を構成する
強磁性層１７，２２を膜厚１ｎｍのＣｏＦｅＢ膜、非磁性層２１、スピンバリア層１８を
膜厚０．８ｎｍのＭｇＯ膜、キャップ層１９を膜厚５ｎｍのＴａ膜と選定した。
　上記膜構成で、ＣｏＦｅＢ膜の組成はＣｏ４８Ｆｅ３２Ｂ２０（原子％）、ＣｏＦｅ膜
の組成はＣｏ９０Ｆｅ１０(原子％)、ＰｔＭｎ膜の組成はＰｔ３８Ｍｎ６２（原子％）と
した。
【０１５１】
　ＭｇＯ膜から成るトンネル絶縁層１６及びスピンバリア層１８以外の各層は、ＤＣマグ
ネトロンスパッタ法を用いて成膜した。
　ＭｇＯ膜から成るトンネル絶縁層１６及びスピンバリア層１８は、ＲＦマグネトロンス
パッタ法を用いて成膜した。
　さらに、記憶素子４０の各層を成膜した後に、磁場中熱処理炉で、１０ｋＯｅ・３６０
℃・２時間の熱処理を行い、反強磁性層１２のＰｔＭｎ膜の規則化熱処理を行った。
【０１５２】
　次に、ワード線部分をフォトリソグラフィによってマスクした後に、ワード線以外の部
分の積層膜に対してＡｒプラズマにより選択エッチングを行うことにより、ワード線（下
部電極）を形成した。この際に、ワード線部分以外は、基板の深さ５ｎｍまでエッチング
された。
【０１５３】
　その後、電子ビーム描画装置により記憶素子４０のパターンのマスクを形成し、積層膜
に対して選択エッチングを行い、記憶素子４０を形成した。記憶素子４０部分以外は、反
強磁性層１２の深さ１０ｎｍまでエッチングされた。
　なお、特性評価用の記憶素子には、磁化反転に必要なスピントルクを発生させるために
、記憶素子に充分な電流を流す必要があるため、トンネル絶縁層の抵抗値を抑える必要が
ある。そこで、記憶素子４０のパターンを、短軸９０ｎｍ×長軸１８０ｎｍの楕円形状と
して、記憶素子４０の面積抵抗値（Ωμｍ２）が２０Ωμｍ２となるようにした。
【０１５４】
　次に、記憶素子４０部分以外を、厚さ１００ｎｍ程度のＡｌ２Ｏ３のスパッタリングに
よって絶縁した。
　その後、フォトリソグラフィを用いて、上部電極となるビット線及び測定用のパッドを
形成して、記憶素子４０の試料を作製した。
【０１５５】
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　そして、上述の製造方法により、記憶素子４０において、非磁性層２１の材料（非磁性
元素）と、非磁性層２１の膜厚とをそれぞれ変えた、記憶素子４０の各試料を作製した。
　非磁性層２１の非磁性元素は、Ｔｉ，Ｔａ，Ｎｂ，Ｃｒのいずれかとし、それぞれの非
磁性元素について、非磁性層２１の膜厚を、０．１ｎｍ，０．２ｎｍ，０．３ｎｍ，０．
４ｎｍ，０．５ｎｍ，１．０ｎｍの６通りとした試料を作製した。これらの膜厚は記憶層
３３全体のうち、非磁性元素の含有量（原子％）が３％，６％，８％，１１％，１３％，
２６％であることに相当する。
　非磁性元素が４通りであり、膜厚が６通りであるので、合計２４通りとなる。
【０１５６】
　また、他の実施例として、図２に示したように、非磁性層２１を設けない記憶層１７を
有する記憶素子３についても、記憶層１７の膜厚を２ｎｍとして、同様の製造方法によっ
て、試料を作製した。
【０１５７】
（比較例）
　さらに、比較例として、図７Ａに断面図を示すように、図４に示した記憶素子４０に対
してスピンバリア層１８を設けない構成の記憶素子について、非磁性層２１の非磁性元素
及び膜厚を実施例と同様に変えた２４通りの試料を、同様の製造方法によって作製した。
　また、他の比較例として、図７Ｂに断面図を示すように、図２に示した記憶素子３に対
してスピンバリア層１８を設けない構成の記憶素子についても、記憶層１７の膜厚を２ｎ
ｍとして、同様の製造方法によって、記憶素子の試料を作製した。
【０１５８】
（熱安定性の指標Δの測定）
　まず、実施例及び比較例の各試料の記憶素子に対して、前述した熱安定性の指標Δの値
を測定した。
【０１５９】
　このうち、記憶層３３を構成する非磁性層２１の非磁性元素をＴｉとし、非磁性層２１
の膜厚を０．２ｎｍとした場合について、スピンバリア層１８がある（図４の記憶素子４
０の）試料、並びに、スピンバリア層１８のない（図７Ａの記憶素子の）試料について、
測定結果を比較して、図８に示す。
【０１６０】
　図８からわかるように、熱安定性の指標Δは、スピンバリア層１８がない場合には４８
程度であるのに対して、スピンバリア層１８がある場合には、７１程度と増加している。
これは、熱安定性が向上していることを意味しており、スピンバリア層１８を設けること
により、記憶素子の熱安定性を向上させることができることを示している。通常、記憶素
子に用いるためには、７０以上の熱安定性の指標Δを有することが望ましい。
　その他の非磁性元素や膜厚とした場合においても、同様の結果が得られた。
【０１６１】
（ＴＭＲ比の測定）
　記憶素子の読み出し特性を評価する目的で、以下の方法により、ＴＭＲ比の測定を行っ
た。
　記憶素子の長軸方向に１０Ｈｚの交流磁界を印加しながら、記憶素子に１００ｍＶの電
圧を印加した状態で、抵抗値を測定した。
　外部磁界により記憶層３３の磁化Ｍ１の向きが反転すると、記憶素子の抵抗値が変化す
る。このとき、記憶層３３の磁化Ｍ１の向きが、磁化固定層３１の（記憶層３３側の）強
磁性層１５の磁化Ｍ１５の向きに対して、反平行のときの抵抗値をＲ（反平行）、平行の
ときの抵抗値をＲ（平行）としたとき、ＴＭＲ比＝［Ｒ（反平行）－Ｒ（平行）］／Ｒ（
平行）と定義した。
　実施例及び比較例の記憶素子の各試料に対して、それぞれＴＭＲ比を測定した。
【０１６２】
　ＴＭＲ比の測定結果を、図９Ａ～図９Ｄに示す。図９ＡはＴｉ層、図９ＢはＴａ層、図
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９ＣはＮｂ層、図９ＤはＣｒ層を、それぞれ非磁性層２１として形成した場合についてま
とめて、厚さ（膜厚）とＴＭＲ比の関係を示しており、さらに各図において、厚さ０ｎｍ
として、図２に示した記憶素子３及び図７Ｂに示した記憶素子の試料のＴＭＲ比を示して
いる。各図において、○印はスピンバリア層１８のない記憶素子（比較例）の試料を示し
、●印はスピンバリア層１８のある記憶素子（実施例）の試料を示している。
【０１６３】
　図９Ａ～図９Ｄからわかるように、非磁性元素の添加量が大きくなるにつれて、ＴＭＲ
比が減少する傾向がある。特に、非磁性層２１の膜厚が１．０ｎｍの場合には、ＴＭＲ比
が１０％以下とほぼ消失しており、抵抗の違いにより磁化状態を読み出す、記録の読み出
し動作が困難になるため、記憶素子として採用できない。
　このことから、非磁性元素の添加量には上限があることがわかり、望ましい非磁性元素
の添加量の上限は２０原子％である。
　また、同じ膜厚（添加量）で比較すると、いずれの非磁性元素でも、スピンバリア層１
８を設けた実施例の方が、スピンバリア層１８のない比較例よりもＴＭＲ比が上回ってい
ることがわかる。
【０１６４】
（反転電流値の測定）
　記憶素子の書き込み特性を評価する目的で、反転電流値の測定を行った。
　記憶素子に１０μｓから１００ｍｓのパルス幅の電流を流して、その後の記憶素子の抵
抗値を測定した。記憶素子の抵抗値を測定する際には、温度を室温２５℃として、ワード
線の端子とビット線の端子にかかるバイアス電圧が１０ｍＶとなるように調節した。さら
に、記憶素子に流す電流量を変化させて、この記憶層の磁化が反転する電流値を求めた。
この電流値のパルス幅依存性をパルス幅１ｎｓに外挿した値を、反転電流値とした。
　そして、記憶素子間のばらつきを考慮するために、同一構成の記憶素子を２０個程度作
製して、反転電流値の測定を行い、その平均値をとった。さらに、反転電流値の平均値を
記憶素子の膜面方向の断面積で割って、反転電流密度を求めた。
【０１６５】
　反転電流密度の測定結果を、図１０Ａ～図１０Ｄに示す。図１０ＡはＴｉ層、図１０Ｂ
はＴａ層、図１０ＣはＮｂ層、図１０ＤはＣｒ層を、それぞれ非磁性層２１として形成し
た場合についてまとめて、厚さ（膜厚）とＴＭＲ比の関係を示しており、さらに各図にお
いて、厚さ０ｎｍとして、図２に示した記憶素子３及び図７Ｂに示した記憶素子の試料の
ＴＭＲ比を示している。各図において、○印はスピンバリア層１８のない記憶素子（比較
例）の試料を示し、●印はスピンバリア層１８のある記憶素子（実施例）の試料を示して
いる。
【０１６６】
　図１０Ａ～図１０Ｄからわかるように、スピンバリア層１８がない場合（比較例）も、
スピンバリア層１８がある場合（実施例）も、ある程度の厚さの非磁性層２１を挿入して
記憶層３３を構成することにより、非磁性層２１を挿入しない場合と比較して、反転電流
密度を低減することができる。
　これは、非磁性層２１を挿入することにより、記憶層３３の飽和磁化Ｍｓが減少したた
め、反転電流密度が低減されたからである、と推測される。
　また、非磁性層２１を挿入した構成では、スピンバリア層１８がない場合（比較例）よ
りも、スピンバリア層１８がある場合（実施例）の方が、いずれの膜厚においても、反転
電流密度が小さくなっている。即ち、スピンバリア層１８を設けた効果が現れている。
　なお、非磁性層２１の膜厚を１．０ｎｍとした試料では、反転は確認されなかった。非
磁性層２１の膜厚を増やしていくに従って、反転電流密度が増大していき、ある程度膜厚
が大きくなると無限大に収束して、反転しなくなると考えられる。
【０１６７】
　一方、スピンバリア層１８がある実施例のうち、非磁性層２１を挿入していない場合（
図２の記憶素子３）には、反転電流密度が大きくなっている。
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　これは、スピンバリア層１８を設けたことにより、スピン偏極した電子の通過がやや制
限されると考えられる上に、記憶層１７の膜厚が２ｎｍで飽和磁化Ｍｓが大きくなってい
て磁化Ｍ１の向きが反転しにくくなっているため、これらのバランスにより、反転電流密
度が非常に大きくなっているものと考えられる。
　なお、非磁性層２１を挿入していない場合でも、スピンバリア層１８を設けたことによ
り、前述したように、スピンポンピング現象を抑制して、スピン注入効率を向上させ、か
つ熱安定性を向上させる効果は得られる。
　従って、スピンバリア層１８を設けて、かつ非磁性層２１を挿入していない場合に、反
転電流密度を低く抑えるためには、スピン偏極した電子の通過が抑制されず、また記憶層
１７の飽和磁化Ｍｓがあまり大きくならないように、スピンバリア層１８の膜厚又は記憶
層（強磁性層）１７の膜厚を選定する必要がある。例えば、スピンバリア層１８の膜厚又
は記憶層（強磁性層）１７の膜厚を、この実施例よりも薄くすることが考えられる。
【０１６８】
　以上の結果から、図４に示したように、記憶層３３に対してスピンバリア層１８を設け
ると共に、強磁性層１７，２２の間に非磁性層２１を挿入して記憶層３３を構成すること
により、反転電流密度を低減することが可能であることが明らかになった。
【０１６９】
　このような効果を得るために必要となる、スピンバリア層１８への非磁性元素の添加量
は、１原子％以上であればよい。
【０１７０】
　なお、反転電流値の電流パルス幅依存性の傾きは、前述した記憶素子の熱安定性の指標
Δに対応する。
　反転電流値がパルス幅によって変化しない（傾きが小さい）ほど、熱安定性の指標Δの
値が大きくなり、熱の擾乱に強いことを意味する。
【０１７１】
＜実験２＞
　厚さ０．７２５ｍｍのシリコン基板上に、厚さ３００ｎｍの熱酸化膜を形成し、その上
に図２に示した構成の記憶素子３を形成した。また、記憶素子３のスピンバリア層１８を
形成する際に、図５に示したように、高抵抗層４１と非磁性金属層４２とを積層した。
　具体的には、図２に示した構成の記憶素子３において、各層の材料及び膜厚を、下地膜
１１を膜厚３ｎｍのＴａ膜、反強磁性層１２を膜厚２０ｎｍのＰｔＭｎ膜、磁化固定層３
１を構成する強磁性層１３を膜厚２ｎｍのＣｏＦｅ膜、強磁性層１５を膜厚２．５ｎｍの
ＣｏＦｅＢ膜、積層フェリ構造の磁化固定層３１を構成する非磁性層１４を膜厚０．８ｎ
ｍのＲｕ膜、トンネル絶縁層１６を膜厚０．９ｎｍの酸化マグネシウム膜、記憶層１７を
膜厚２ｎｍのＣｏＦｅＢ膜、スピンバリア層１８となる膜を高抵抗層４１の酸化マグネシ
ウム膜と非磁性金属層４２の膜厚５ｎｍのＴｉ膜との積層、キャップ層１９を膜厚５ｎｍ
のＴａ膜と選定した。また、下地膜１１と反強磁性層１２との間に図示しない膜厚１００
ｎｍのＣｕ膜（後述するワード線となるもの）を設けて、各層を形成した。
　上記膜構成で、ＰｔＭｎ膜の組成はＰｔ５０Ｍｎ５０（原子％）、ＣｏＦｅ膜の組成は
Ｃｏ９０Ｆｅ１０(原子％)として、ＣｏＦｅＢ膜のＣｏとＦｅとＢの比率は５０：３０：
２０とした。
　酸化マグネシウム膜から成るトンネル絶縁層１６及び高抵抗層４１以外の各層は、ＤＣ
マグネトロンスパッタ法を用いて成膜した。
　酸化マグネシウム（ＭｇＯ）膜から成るトンネル絶縁層１６及び高抵抗層４１は、ＲＦ
マグネトロンスパッタ法を用いて成膜した。
　さらに、記憶素子３の各層を成膜した後に、磁場中熱処理炉で、１０ｋＯｅ・３６０℃
・２時間の熱処理を行い、反強磁性層１２のＰｔＭｎ膜の規則化熱処理を行うと共に、非
磁性金属層４２から高抵抗層４１へ非磁性金属元素を拡散させてスピンバリア層１８を形
成した。
　次に、ワード線部分をフォトリソグラフィによってマスクした後に、ワード線以外の部
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分の積層膜に対してＡｒプラズマにより選択エッチングを行うことにより、ワード線（下
部電極）を形成した。この際に、ワード線部分以外は、基板の深さ５ｎｍまでエッチング
された。
　その後、電子ビーム描画装置により記憶素子３のパターンのマスクを形成し、積層膜に
対して選択エッチングを行い、記憶素子３を形成した。記憶素子３部分以外は、ワード線
のＣｕ層直上までエッチングした。
　なお、特性評価用の記憶素子には、磁化反転に必要なスピントルクを発生させるために
、記憶素子に充分な電流を流す必要があるため、トンネル絶縁層の抵抗値を抑える必要が
ある。そこで、記憶素子３のパターンを、短軸０．０９μｍ×長軸０．１８μｍの楕円形
状として、記憶素子３の面積抵抗値（Ωμｍ2）が２０Ωμｍ2となるようにした。
　次に、記憶素子３部分以外を、厚さ１００ｎｍ程度のＡｌ２Ｏ３のスパッタリングによ
って絶縁した。
　その後、フォトリソグラフィを用いて、上部電極となるビット線及び測定用のパッドを
形成した。
　このようにして、記憶素子３の試料を作製した。
【０１７２】
　そして、上述の製造方法により、スピンバリア層１８となる高抵抗層４１の酸化マグネ
シウム膜の膜厚を変えた各試料を作製した。即ち、スパッタ後の酸化マグネシウム膜の膜
厚を０．５ｎｍ，０．７ｎｍ，０．９ｎｍ，１．１ｎｍ，１．３ｎｍとして、それぞれ記
憶素子３の各試料を作製した。
【０１７３】
　なお、記憶層１７の飽和磁化Ｍｓと膜厚、並びに記憶素子３の面積により、熱安定性の
指標Δは規定され、本実験条件においては、７０程度の値が確保されている。
【０１７４】
＜実験３＞
　図２に示した構成の記憶素子３において、スピンバリア層１８となる非磁性金属層４２
を膜厚５ｎｍのＴａ膜とした他は、実験２の記憶素子３と同様にして、記憶素子３の試料
を作製した。
　そして、スピンバリア層１８となる高抵抗層４１の酸化マグネシウム膜の膜厚を変えた
各試料を作製した。即ち、スパッタ後の酸化マグネシウム膜の膜厚を０．５ｎｍ，０．７
ｎｍ，０．９ｎｍ，１．１ｎｍ，１．３ｎｍとして、それぞれ記憶素子３の各試料を作製
した。
【０１７５】
＜実験４＞
　図２に示した構成の記憶素子３において、スピンバリア層１８となる非磁性金属層４２
を膜厚３ｎｍのＡｕ膜とした他は、実験２の記憶素子３と同様にして、記憶素子３の試料
を作製した。
　そして、スピンバリア層１８となる高抵抗層４１の酸化マグネシウム膜の膜厚を変えた
各試料を作製した。即ち、スパッタ後の酸化マグネシウム膜厚を０．５ｎｍ，０．７ｎｍ
，０．９ｎｍ，１．１ｎｍ，１．３ｎｍとして、それぞれ記憶素子３の各試料を作製した
。
【０１７６】
＜実験５＞
　図３に示した構成、即ち記憶層１７の下層及び上層にそれぞれ磁化固定層３１，３２を
設けたいわゆるＤｕａｌ構造の記憶素子３０において、各層の材料及び膜厚を、下地膜１
１を膜厚３ｎｍのＴａ膜、下層の磁化固定層３１及び上層の磁化固定層３２のそれぞれの
反強磁性層１２を膜厚２０ｎｍのＰｔＭｎ膜、磁化固定層３１を構成する強磁性層１３を
膜厚２ｎｍのＣｏＦｅ膜、強磁性層１５を膜厚２．５ｎｍのＣｏＦｅＢ膜、積層フェリ構
造の磁化固定層３１を構成する非磁性層１４を膜厚０．８ｎｍのＲｕ膜、トンネル絶縁層
１６を膜厚０．９ｎｍの酸化マグネシウム膜、記憶層１７を膜厚２ｎｍのＣｏＦｅＢ膜、
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スピンバリア層１８となる膜を高抵抗層４１の酸化マグネシウム膜と非磁性金属層４２の
膜厚５ｎｍのＴａ膜、磁化固定層３２の強磁性層２０を膜厚２．５ｎｍのＣｏＦｅ膜、キ
ャップ層１９を膜厚５ｎｍのＴａ膜と選定した。
　その他の構成及び製造方法は、実験２の記憶素子３と同様にして、記憶素子３０の試料
を作製した。
　そして、スピンバリア層１８となる高抵抗層４１の酸化マグネシウム膜の膜厚を変えた
各試料を作製した。即ち、スパッタ後の酸化マグネシウム膜の膜厚を０．５ｎｍ，０．７
ｎｍ，０．９ｎｍ，１．１ｎｍ，１．３ｎｍとして、それぞれ記憶素子３０の各試料を作
製した。
【０１７７】
　これら実験２～実験５で作製した記憶素子３，３０の各試料に対して、それぞれ以下の
ようにして特性の評価を行った。
【０１７８】
（ＴＭＲ比の測定）
　実験１と同様の測定方法により、各試料の記憶素子に対して、ＴＭＲ比を測定した。
【０１７９】
（反転電流値の測定）
　記憶素子３，３０の書き込み特性を評価する目的で、反転電流値の測定を行った。
　なお、各記憶素子３，３０の反転電流値のばらつきを考慮するために、同一構成の記憶
素子３，３０を２０個程度作製して、反転電流値の測定を行い、その平均値をとった。
　この反転電流値は、両極性（上向きと下向き）の電流についてそれぞれ測定した。
　記憶層１７の磁化Ｍ１の向きと、磁化固定層３１の強磁性層１５の磁化Ｍ１５の向きと
の関係は、ワード線からビット線に電流を流す場合には、平行状態から反平行状態に反転
し、ビット線からワード線に電流を流す場合には、反平行状態から平行状態に反転する。
　そして、ワード線からビット線に電流を流す場合の反転電流値をＩｃ＋、ビット線から
ワード線に電流を流す場合の反転電流値をＩｃ－と定義した。
【０１８０】
　実験２～実験５の各試料の記憶素子３，３０に対して、ＴＭＲ比を測定した結果を、図
１１Ａ～図１１Ｄに示す。図１１ＡはＴｉ層、図１１ＢはＴａ層、図１１ＣはＡｕ層を、
それぞれ非磁性金属層４２として形成した場合を示し、図１１ＤはＤｕａｌ構造（図３の
記憶素子３０）でスピンバリア層１８に用いられる非磁性金属層４２をＴａ膜とした場合
を示している。
　また、実験２～実験５の各試料の記憶素子３，３０に対して、反転電流密度を測定した
結果を、図１２Ａ～図１２Ｄに示す。図１２ＡはＴｉ層、図１２ＢはＴａ層、図１２Ｃは
Ａｕ層を、それぞれ非磁性金属層４２として形成した場合を示し、図１２ＤはＤｕａｌ構
造（図３の記憶素子３０）でスピンバリア層１８に用いられる非磁性金属層４２をＴａ膜
とした場合を示している。
【０１８１】
　図１１Ａ～図１１Ｄからわかるように、ＴＭＲ比は、スピンバリア層１８を構成する熱
処理前の高抵抗層４１のＭｇＯ膜の膜厚に依存しており、膜厚が厚いときには、スピンバ
リア層１８により素子抵抗値が上昇するため、その結果としてＴＭＲ比の低下が認められ
る。
　各図中破線で示す１００％のＴＭＲ比は、メモリとして、読み取り速度とマージンを得
るために必要な値であり、反転電流密度を改善するためにＴＭＲ比が犠牲になったとして
も、メモリとしての特性を維持できる範囲である。
　従って、実験２～実験５の各試料では、高抵抗層４１のＭｇＯ膜の膜厚を、おおむね１
．２ｎｍ以下とすることが望ましい。
【０１８２】
　図１２Ａ～図１２Ｄからわかるように、反転電流密度もやはり、スピンバリア層１８を
構成する熱処理前の高抵抗層４１のＭｇＯ膜の膜厚に依存しているが、膜厚が薄いときに
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は、スピンバリア層１８を設けた効果が小さくなるため、その結果として反転電流密度が
大きくなっている。
　各図中破線で示す２．５ＭＡ／ｃｍ２の反転電流密度は、スピン反転を利用したメモリ
として実現可能とするために必要な値であり、反転電流密度を２．５ＭＡ／ｃｍ２以下に
小さくすることにより、スピン反転を利用したメモリを構成することができる。
　従って、実験２～実験５の各試料では、高抵抗層４１のＭｇＯ膜の膜厚を、おおむね０
．７ｎｍ以下とすることが望ましい。
　そして、図１１Ａ～図１１Ｄの結果と合わせると、スピンバリア層１８となる高抵抗層
４１のＭｇＯ膜の、望ましい膜厚の範囲は、０．７ｎｍ～１．２ｎｍとなる。
【０１８３】
　以上の結果から、非磁性元素が含有された絶縁材料（酸化マグネシウム等）から成るス
ピンバリア層１８を設けることにより、メモリとしての読み出し動作に必要な１００％以
上のＭＲ比を維持することができると共に、最も大きな課題である反転電流密度を飛躍的
に低減することができ、例えば２．５ＭＡ／ｃｍ２以下の小さい電流密度で情報の書き込
みを行うことが可能な記憶素子３，３０を作製することができる。
　従って、これまでにない、低消費電力型のスピン注入を利用したメモリを実現すること
が可能になる。
【０１８４】
＜実験６＞
　（実施例）
　表面に熱酸化膜を形成したシリコン基板上に、図６に示した構成の記憶素子５０を形成
した。
　具体的には、図６に示した構成の記憶素子５０において、各層の材料及び膜厚を、下地
層１１を膜厚２０ｎｍのＴａ膜、反強磁性層１２を膜厚３０ｎｍのＰｔＭｎ膜、積層フェ
リ構造の磁化固定層３１を構成する強磁性層１３を膜厚２．２ｎｍのＣｏＦｅ膜、非磁性
層１４を膜厚０．８ｎｍのＲｕ膜、強磁性層１５を膜厚２ｎｍのＣｏＦｅＢ膜、トンネル
絶縁膜１６を膜厚０．９ｎｍのＭｇＯ膜、記憶層１７を膜厚２．２ｎｍのＣｏＦｅＢ膜、
非磁性金属層２３を膜厚０．２ｎｍのＣｕ膜、スピンバリア層１８を膜厚０．８ｎｍのＭ
ｇＯ膜、キャップ層１９を膜厚１０ｎｍのＴａ膜と選定した。
　上記膜構成で、ＣｏＦｅＢ膜の組成はＣｏ４８Ｆｅ３２Ｂ２０（原子％）、ＣｏＦｅ膜
の組成はＣｏ９０Ｆｅ１０（原子％）、ＰｔＭｎ膜の組成はＰｔ３８Ｍｎ６２（原子％）
とした。
　これらの各層は、マグネトロンスパッタ法により成膜した。
　さらに、記憶素子５０の各層を成膜した後に、磁場中熱処理炉で、１０ｋＯｅ・３４０
℃・２時間の熱処理を行い、反強磁性層１２のＰｔＭｎ膜の規則化熱処理を行った。
【０１８５】
　次に、フォトリソグラフィ、電子線描画、エッチング等の手法を用い、短軸１１０ｎｍ
×長軸１７０ｎｍ程度の楕円形のパターンを有する記憶素子５０の試料を作製した。
【０１８６】
　また、他の実施例として、図２に示したように、非磁性金属層（Ｃｕ膜）２３を設けな
い記憶層１７を有する記憶素子３についても、同様の製造方法によって、記憶素子３の試
料を作製した。
【０１８７】
（反転電流値の測定）
　記憶素子の書き込み特性を評価する目的で、反転電流値の測定を行った。
　反転電流の指標は、絶対温度０Ｋにおける反転電流密度を表すＪｃ０とする。このＪｃ
０について説明する。一般に有限温度でスピン注入（スピントランスファ）による磁化反
転を測定しようとすると、熱擾乱による磁化反転の効果が重畳するため、純粋なスピン注
入の効果を切り分けることが困難である。例えば熱的に極めて不安定な磁性材料は磁化が
反転しやすいが、これはスピン注入（スピントランスファ）による効果であるとは言い難
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く、かつこのような磁性材料は記憶保持の観点でメモリに使用することはできない。
　絶対０Ｋに近い極低温での評価を行うことができれば、上述の熱擾乱による問題が解決
される。このときの反転電流密度は、Ｊｃ０に近い値となり、熱擾乱の影響を含まないも
のである。
　しかしながら、極低温での評価は測定上の困難を伴うため、外部磁場を併用することに
よって、Ｊｃ０を見積もった。
【０１８８】
　具体的には、以下の手順で測定と見積もりを行った。
　記憶素子に一定の外部磁界を印加すると共に、積層膜の膜面に垂直な方向の電流を印加
する。この状態で、電流の大きさを変化させると、ある閾値以上の電流量（反転電流）で
記憶層の磁化の向きの反転（磁化反転）が起こる。この過程を外部磁界の大きさを変えて
繰り返す。
　そして、ある閾値以上の外部磁界を印加すると、電流を印加しなくても磁化反転が起こ
るようになる。これは通常のＭＲＡＭと同様の磁化反転である。
【０１８９】
　外部磁界を印加する理由は、熱擾乱に起因する反転を決めるところの、二つの安定なエ
ネルギー状態を隔てるエネルギバリアの高さを操作するためである。
　そして、外部磁界に対する反転電流の依存性を利用することにより、Ｊｃ０の大きさを
知ることができる（例えば、Y.Higo et al.,Appl.Phys.Lett 87 082502(2005)参照）。
【０１９０】
　まず、非磁性金属層２３の厚さを０．２ｎｍとした実施例（図６の記憶素子５０）の試
料に対して、上述の手順で測定を行い、それぞれの外部磁界において、記憶層１７の磁化
Ｍ１の向きの反転が起こる閾値電流を求めた。
　測定結果として、横軸に外部磁界、縦軸に電流をとって、記憶層１７の磁化Ｍ１の向き
の反転が起こる閾値電流をプロットして、図１３に示す。なお、図１３において、縦軸の
右側に、印加した電流と記憶素子５０の面積とから求められる電流密度を、併せて記載し
ている。
【０１９１】
　図１３より、外部磁界の大きさにより、閾値電流が変化していくことがわかる。また、
ある程度の大きさの外部磁界を印加することにより、電流量がほぼ０でも磁化反転が起こ
っていることがわかる。
【０１９２】
　実施例の各々の記憶素子について、前述した手順により、それぞれ同じ条件で作製した
記憶素子を２０個程度作製して、前述した手順により閾値電流（反転電流）測定を行い、
その平均値をとった。さらに、反転電流の平均値を記憶素子の膜面方向の断面積で割って
、反転電流密度を求めた。
　反転電流密度の測定結果を、図１４に示す。
【０１９３】
　図１４より、実施例のうち、記憶層１７とスピンバリア層１８とが直接堆積された図２
の記憶素子３の構成では、反転電流密度の値が３．８８ＭＡ／ｃｍ２であった。
　さらに、実施例のうち、記憶層１７とスピンバリア層１８との間に非磁性金属層２３を
設けた図６の記憶素子５０の構成では、反転電流密度の値は２．５９ＭＡ／ｃｍ２であっ
た。
【０１９４】
　以上の結果より、スピンバリア層１８及び記憶層１７の間に非磁性金属層２３を設ける
ことにより、反転電流密度を低減できることがわかる。
【０１９５】
　本発明では、上述の各実施の形態で示した記憶素子３，３０，４０，５０の膜構成に限
らず、様々な膜構成を採用することが可能である。
【０１９６】
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　上述の各実施の形態では、記憶素子の磁化固定層３１を交換バイアス積層フェリ構造と
しているが、磁化の固定が十分であるなら、単層の強磁性層でもよいし、反強磁性層／強
磁性層の積層構造、或いは反強磁性層のない積層フェリ構造としても問題ない。
　磁化固定層の各強磁性層は、単層に限らず、材料の異なる層を積層した積層膜であって
もよい。
【０１９７】
　また、各層の積層順序を、上述の各実施の形態とは逆にして、記憶素子を構成してもか
まわない。
【０１９８】
　本発明は、上述の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲でその他様々な構成が取り得る。
【図面の簡単な説明】
【０１９９】
【図１】本発明の一実施の形態のメモリの概略構成図（斜視図）である。
【図２】図１の記憶素子の断面図である。
【図３】本発明の他の実施の形態の記憶素子の概略構成図である。
【図４】本発明のさらに他の実施の形態の記憶素子の概略構成図である。
【図５】本発明の別の実施の形態における、記憶素子となる積層膜の断面図である。
【図６】本発明のさらに別の実施の形態の記憶素子の概略構成図である。
【図７】Ａ、Ｂ　本発明に対する比較例の記憶素子の断面図である。
【図８】実験１の実施例及び比較例の記憶素子の各試料の熱安定性の指標Δを示した図で
ある。
【図９】Ａ～Ｄ　実験１の実施例及び比較例の記憶素子の試料における非磁性層の厚さと
ＴＭＲ比との関係を示した図である。
【図１０】Ａ～Ｄ　実験１の実施例及び比較例の記憶素子の試料における非磁性層の厚さ
と反転電流密度との関係を示した図である。
【図１１】Ａ～Ｄ　実験２～実験５の記憶素子の試料におけるＭｇＯ膜の膜厚とＴＭＲ比
との関係を示した図である。
【図１２】Ａ～Ｄ　実験２～実験５の記憶素子の試料におけるＭｇＯ膜の膜厚と反転電流
密度との関係を示した図である。
【図１３】実験６の非磁性金属層を設けた実施例の試料における、外部磁界と閾値電流（
反転電流）との関係を示す図である。
【図１４】実験６の記憶素子の試料における反転電流密度を示した図である。
【図１５】スピン注入による磁化反転を利用したメモリの概略構成図（斜視図）である。
【図１６】図１５のメモリの断面図である。
【図１７】従来のＭＲＡＭの構成を模式的に示した斜視図である。
【符号の説明】
【０２００】
３，３０，４０，５０　記憶素子、１１　下地層、１２　反強磁性層、１３，１５，２０
，２２　強磁性層、１４，２１　非磁性層、１６　トンネル絶縁層、１７　記憶層（強磁
性層）、１８　スピンバリア層、１９　キャップ層、２３，４２　非磁性金属層、３１，
３２　磁化固定層、３３　記憶層、４１　高抵抗層、４３　積層膜
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