
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の方向に延在された第１の配線と、
　 前記第１の方向と異なる第２の方向に延在された第
２の配線と、
　前記第１及び第２の配線間の前記第１及び第２の配線の交点に配置された磁気抵抗効果
素子と、
　少なくとも前記第１の配線の下面及び両側面のいずれかの面を覆う第１のヨーク本体部
と、
　少なくとも前記第２の配線の上面及び両側面のいずれかの面を覆う第２のヨーク本体部
と、
　前記磁気抵抗効果素子の前記第１の方向における両側面に前記磁気抵抗効果素子と離間
して配置された第１及び第２のヨークティップ部と、
　前記磁気抵抗効果素子の前記第２の方向における両側面に前記磁気抵抗効果素子と離間
して配置された第３及び第４のヨークティップ部と
　を具備

ことを特徴とする
磁気記憶装置。
【請求項２】
　前記第１及び第２のヨークティップ部は、前記第２のヨーク本体部と接しており、かつ
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前記第 1の配線の上方に配置され、

し、
　前記第１乃至第４のヨークティップ部は、同一面上に形成されている



、前記第１のヨーク本体部と離間していることを特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装
置。
【請求項３】
　前記第１及び第２のヨークティップ部は、前記第２のヨーク本体部に磁気的に結合して
いることを特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項４】
　前記第３及び第４のヨークティップ部は、前記第１のヨーク本体部と接しており、かつ
、前記第２のヨーク本体部と離間していることを特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装
置。
【請求項５】
　前記第３及び第４のヨークティップ部は、前記第１のヨーク本体部に磁気的に結合して
いることを特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項６】
　前記第１乃至第４のヨークティップ部は、それぞれ分離されていることを特徴とする請
求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項７】
　

ことを特徴とす
る請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項８】
　

ことを特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項９】
　

ことを特徴とする請求項１に記載の
磁気記憶装置。
【請求項１０】
　

ことを特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項１１】
　 こと
を特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項１２】
　 ことを特徴とする請求項 に記載の磁気記憶装置
。
【請求項１３】
　

ことを特徴とする請求項 に記載の磁気記憶装置。
【請求項１４】
　

ことを特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項１５】
　

ことを特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項１６】
　

ことを特徴とする請求項 に記載の磁気記憶装置。
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前記第１乃至第４のヨークティップ部と前記磁気抵抗効果素子との間の距離と、前記第
１乃至第４のヨークティップ部と前記第１の配線との間の距離とは等しい

前記第１乃至第４のヨークティップ部と前記磁気抵抗効果素子との間の距離は、全て等
しい

前記磁気抵抗効果素子と前記第１のヨーク本体部との間の距離と、前記磁気抵抗効果素
子と前記第２のヨーク本体部との間の距離とは等しい

前記第１乃至第４のヨークティップ部と前記磁気抵抗効果素子との間に形成され、かつ
、前記第１乃至第４のヨークティップ部と前記第１の配線との間に形成された絶縁膜と
　をさらに具備する

前記第１乃至第４のヨークティップ部は、長手方向に向く磁化容易軸を有している

前記磁化容易軸は一軸異方性である １１

前記第１乃至第４のヨークティップ部は、前記第１及び第２のヨーク本体部と異なる材
料で形成されている １

前記第１乃至第４のヨークティップ部及び前記第１及び第２のヨーク本体部は、軟磁性
層で形成されている

前記第１乃至第４のヨークティップ部は、前記第１及び第２のヨーク本体部よりも透磁
率が大きい

前記第１乃至第４のヨークティップ部は、ＮｉＦｅで形成され、
　前記第１及び第２のヨーク本体部は、アモルファス－ＣｏＺｒＮｂ、又はＦｅＡｌＳｉ
で形成されている
　 １５



【請求項１７】
　

ことを特徴とする請求項 に記載の磁気記憶装置。
【請求項１８】
　

ことを特徴とする請求項 に記載の磁気記憶装置。
【請求項１９】
　

　ことを特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項２０】
　

ことを特徴とする請求項１に記
載の磁気記憶装置。
【請求項２１】
　

ことを特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項２２】
　 ことを特徴とする請求項１に記載の磁
気記憶装置。
【請求項２３】
　

　ことを特徴とする請求項 に記載の磁気記憶装置。
【請求項２４】
　

ことを特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項２５】
　

ことを特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項２６】
　

ことを特徴とする請求項
１に記載の磁気記憶装置。
【請求項２７】
　

ことを特徴とする請求項
１に記載の磁気記憶装置。
【請求項２８】
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前記第１乃至第４のヨークティップ部は、前記第１及び第２のヨーク本体部よりも高い
飽和磁束密度を有している １

前記第１乃至第４のヨークティップ部は、ＣｏＦｅ、アモルファス－ＣｏＺｒＮｂ、又
はＦｅＮｘ で形成され、
　前記第１及び第２のヨーク本体部は、ＮｉＦｅで形成されている
　 １７

前記第１及び第２のヨークティップ部は、前記第２の配線に通電される書き込み電流に
より発生する磁束を前記磁気抵抗効果素子に導き、
　前記第３及び第４のヨークティップ部は、前記第１の配線に通電される書き込み電流に
より発生する磁束を前記磁気抵抗効果素子に導く

前記第１乃至第４のヨークティップ部は、前記磁気抵抗効果素子に対向する第１の側面
と、この第１の側面と反対側の第２の側面とを有しており、
　前記第１の側面の幅が前記第２の側面の幅よりも小さい

前記第１乃至第４のヨークティップ部は、前記磁気抵抗効果素子に対向する第１の側面
と、この第１の側面と反対側の第２の側面とを有しており、
　前記第１乃至第４のヨークティップ部の平面形状は、前記第１の側面の幅が前記第２の
側面の幅よりも小さな台形である

前記磁気抵抗効果素子の平面形状は、楕円である

前記第１乃至第４のヨークティップ部は、前記磁気抵抗効果素子に対向する第１の側面
と、この第１の側面と反対側の第２の側面とを有しており、
　前記第１の側面は前記磁気抵抗効果素子の形状に沿った曲線を描き、
　前記第１乃至第４のヨークティップ部の平面形状は、前記磁気抵抗効果素子に向かって
収束する形状である

２２

前記第１及び第２のヨークティップ部の外側面は、前記第２のヨーク本体部の側面と一
致している

前記第３及び第４のヨークティップ部の外側面は、前記第１のヨーク本体部の側面と一
致している

前記第１及び第２のヨークティップ部は、前記第１及び第２のヨークティップ部の外側
面が前記第２のヨーク本体部の側面より突出した突出部を有する

前記第３及び第４のヨークティップ部は、前記第３及び第４のヨークティップ部の外側
面が前記第１のヨーク本体部の側面より突出した突出部を有する

第１の方向に延在された第１の配線と、



磁気記憶装置。
【請求項２９】
　 ことを特徴と
する請求項 に記載の磁気記憶装置。
【請求項３０】
　 ことを特徴とする請求項 に記載の磁気
記憶装置。
【請求項３１】
　

ことを特徴とする請求項 に記載の磁気記憶装置
。
【請求項３２】
　 ことを特徴とする請求項
に記載の磁気記憶装置。
【請求項３３】
　

　ことを特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項３４】
　 ことを特徴とする請求項 に記載の磁気記
憶装置。
【請求項３５】
　

ことを特
徴とする請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項３６】
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　前記第 1の配線の上方に配置され、前記第１の方向と異なる第２の方向に延在された第
２の配線と、
　前記第１及び第２の配線間の前記第１及び第２の配線の交点に配置された磁気抵抗効果
素子と、
　少なくとも前記第１の配線の下面及び両側面のいずれかの面を覆う第１のヨーク本体部
と、
　少なくとも前記第２の配線の上面及び両側面のいずれかの面を覆う第２のヨーク本体部
と、
　前記磁気抵抗効果素子の前記第１の方向における両側面に前記磁気抵抗効果素子と離間
して配置された第１及び第２のヨークティップ部と、
　前記磁気抵抗効果素子の前記第２の方向における両側面に前記磁気抵抗効果素子と離間
して配置された第３及び第４のヨークティップ部と、
　前記磁気抵抗効果素子に接続された金属層と、
　前記金属層に接続されたコンタクト層と、
　前記コンタクト層に接続されたトランジスタと
　を具備し、
　前記第１乃至第４のヨークティップ部は、同一面上に形成されていることを特徴とする

前記金属層と前記第１の配線との間に形成された絶縁膜をさらに具備する
２８

前記金属層と前記第１の配線とが接している ２８

前記金属層と前記第１の配線とが接し、かつ、前記第３及び第４のヨークティップ部が
前記第１のヨーク本体部に接している ２８

前記コンタクト層は、前記第２の配線の外側に配置される ３１

前記磁気抵抗効果素子に接続された第３の配線をさらに具備し、
　前記磁気抵抗効果素子は、前記第１の配線と離間し、かつ、前記第２の配線と接してお
り、
　前記第３及び第４のヨークティップ部は、前記第１のヨーク本体部に接している

前記第３の配線は、読み出し用配線である ３３

前記第１及び第２のヨークティップ部は、前記磁気抵抗効果素子の長手方向における両
側に配置されており、
　前記第１及び第２のヨークティップ部と前記磁気抵抗効果素子との間の距離は、前記第
３及び第４のヨークティップ部と前記磁気抵抗効果素子との間の距離よりも短い

前記第１及び第２のヨークティップ部は、前記磁気抵抗効果素子の長手方向における両
側に配置されており、
　前記第１及び第２のヨークティップ部の平面形状のアスペクト比は、前記第３及び第４



ことを特徴とする請求項 に
記載の磁気記憶装置。
【請求項３７】
　

ことを特徴
とする請求項 に記載の磁気記憶装置。
【請求項３８】
　

ことを特徴とする請求項１に記載の
磁気記憶装置。
【請求項３９】
　

ことを特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項４０】
　

ことを特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項４１】
　 ことを特徴と
する請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項４２】
　 ことを特徴と
する請求項 に記載の磁気記憶装置。
【請求項４３】
　

ことを特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項４４】
　
ことを特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項４５】
　 ことを特徴とする
請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項４６】
　

ことを特徴とする請求項１に記載の磁気記憶装置。
【請求項４７】
　 ことを特徴とする請求項 に記載の磁気記憶
装置。
【請求項４８】
　 ことを特徴とする請求項 に記載の磁
気記憶装置。
【請求項４９】
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のヨークティップ部の平面形状のアスペクト比よりも小さい １

前記第１及び第２のヨークティップ部は正方形であり、
　前記第３及び第４のヨークティップ部は前記長手方向に延びる長方形である

３６

前記第２のヨーク本体部は、前記磁気抵抗効果素子の長手方向における両側に配置され
ており、
　前記第２のヨーク本体部と前記磁気抵抗効果素子との間の距離は、前記第１のヨーク本
体部と前記磁気抵抗効果素子との間の距離よりも短い

前記第１乃至第４のヨークティップ部は、前記磁気抵抗効果素子の周囲を囲むように連
続的に形成されている

前記第１乃至第４のヨークティップ部は、前記磁気抵抗効果素子の磁性層と同じ材料で
形成されている

前記第１乃至第４のヨークティップ部は、磁性膜からなる積層構造である

前記積層構造は、前記磁気抵抗効果素子の磁性膜の積層構造と同じである
４１

前記磁気抵抗効果素子及び前記第１乃至第４のヨークティップ部は、前記第２の配線に
接して配置されている

前記第１乃至第４のヨークティップ部の上面又は下面に、反強磁性層が形成されている

前記第１及び第２のヨーク本体部は、磁性膜からなる積層構造である

前記磁気抵抗効果素子を挟み、前記磁気抵抗効果素子に接する第１及び第２の層をさら
に具備する

前記第１及び第２の層は、金属層である ４６

前記第１又は第２の層は、ダイオード層である ４６

少なくとも下面及び両側面のいずれかの面が第１のヨーク本体部で覆われた第１の配線
を形成する工程と、
　前記第１の配線上に第１及び第２の層に挟まれた磁気抵抗効果素子を形成する工程と、
　前記第１の配線及び前記第２の層上に絶縁膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜上に磁性膜を形成する工程と、
　前記磁性膜をパターニングする工程と、
　前記磁気抵抗効果素子上の前記第２の層の一部、前記磁性膜及び前記絶縁膜を除去し、



。
【請求項５０】
　

。
【請求項５１】
　

磁気記憶装置の製造方法。
【請求項５２】
　

磁
気記憶装置の製造方法。
【請求項５３】
　

記載の磁気記憶装置の製造方法。
【請求項５４】
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前記磁性膜からなる第１乃至第４のヨークティップ部を前記磁気抵抗効果素子と自己整合
的に形成する工程と、
　前記第２の層及び前記第１乃至第４のヨークティップ部上に第２の配線を形成する工程
と、
　少なくとも前記第２の配線の上面及び両側面のいずれかの面を覆う第２のヨーク本体部
を形成する工程と
　を具備することを特徴とする磁気記憶装置の製造方法

少なくとも下面及び両側面のいずれかの面が第１のヨーク本体部で覆われた第１の配線
を形成する工程と、
　前記第１の配線上に第１及び第２の層に挟まれた磁気抵抗効果素子を形成する工程と、
　前記第１の配線及び前記第２の層上に絶縁膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜上に磁性膜を形成する工程と、
　前記磁気抵抗効果素子上の前記第２の層の一部、前記磁性膜及び前記絶縁膜を除去する
工程と、
　前記磁性膜をパターニングし、前記磁性膜からなる第１乃至第４のヨークティップ部を
前記磁気抵抗効果素子と自己整合的に形成する工程と、
　前記第２の層及び前記第１乃至第４のヨークティップ部上に第２の配線を形成する工程
と、
　少なくとも前記第２の配線の上面及び両側面のいずれかの面を覆う第２のヨーク本体部
を形成する工程と
　を具備することを特徴とする磁気記憶装置の製造方法

前記磁気抵抗効果素子上の前記第２の層の一部、前記磁性膜及び前記絶縁膜は、前記第
２の層、前記絶縁膜及び前記磁性膜の表面が平坦になるまで除去することを特徴とする請
求項４９又は５０に記載の

前記磁気抵抗効果素子上の前記第２の層の一部、前記磁性膜及び前記絶縁膜を除去した
際に、前記磁性膜の表面に段差部を残すことを特徴とする請求項４９又は５０に記載の

前記第１乃至第４のヨークティップ部が前記磁気抵抗効果素子の周囲を囲むように連続
的に形成されるように、前記磁性膜をパターニングすることを特徴とする請求項４９又は
５０に

少なくとも下面及び両側面のいずれかの面が第１のヨーク本体部で覆われた第１の配線
を形成する工程と、
　前記第１の配線上に第１及び第２の層に挟まれた磁気抵抗効果素子材料からなる素子材
料層を形成する工程と、
　前記素子材料層上に磁気抵抗効果素子形状の第１の材料層を形成する工程と、
　前記第１の材料層及び前記素子材料層上に第２の材料層を形成する工程と、
　前記第２の材料層上に第３の材料層を形成する工程と、
　前記第１の材料層が露出するまで、前記第２及び第３の材料層を平坦化する工程と、
　前記第１及び第３の材料層間に露出する前記第２の材料層を除去し、前記素子材料層を
露出する工程と、
　前記素子材料層を選択的に除去し、前記素子材料層からなる前記磁気抵抗効果素子及び
ヨークティップ部を形成する工程と、
　前記磁気抵抗効果素子上に第２の配線を形成する工程と、
　少なくとも前記第２の配線の上面及び両側面のいずれかの面を覆う第２のヨーク本体部
を形成する工程と



磁気記憶装置の製造方法。
【請求項５５】
　

記載の磁気記憶装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、１ビット毎に電流磁界によって書き込みを行い、セルの磁化状態による抵抗変
化によって“１”、“０”の情報を読み出す磁気記憶装置及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、不揮発性、高集積性、高信頼性、高速動作を兼ね備えたデバイスとして、磁気ラン
ダムアクセスメモリ（ＭＲＡＭ： Magnetic Random Access Memory）が提案されている。
このＭＲＡＭの記憶素子としては、ＧＭＲ（ Giant Magneto-Resistance）素子を用いたも
のに比べて読み出し出力が大きなＭＴＪ (Magnetic Tunneling Junction)素子が、盛んに
開発されている。
【０００３】
このようなＭＲＡＭの基本構造は、図５１に示すように、ビット線ＢＬと書き込みワード
線ＷＷＬとの交点にＭＴＪ素子が配置されている。このＭＴＪ素子は、上部金属層（図示
せず）を介してビット線ＢＬに接続され、下部金属層６４を介してＭＯＳトランジスタＴ
ｒのソース／ドレインに接続されている。そして、このＭＯＳトランジスタＴｒのゲート
が、読み出しワード線ＲＷＬとなっている。
【０００４】
ここで、ＭＴＪ素子は、下部金属層６４に接続する強磁性層の磁化固着層６０と、上部金
属層（図示せず）を介してビット線ＢＬに接続する強磁性層の磁気記録層６１と、これら
磁化固着層６０と磁気記録層６１とに挟まれた非磁性層のトンネル接合層６２とで構成さ
れる。
【０００５】
上記ＭＲＡＭにおけるデータの書き込み及び読み出しを、図５２（ａ）、（ｂ）を参照し
て説明する。
【０００６】
まず、図５２（ａ）を用いて、任意の選択セルにデータを書き込む場合を説明する。紙面
の手前に電流を流すと反時計回りに磁界が発生するため、磁気記録層６１の磁化は右を向
く。これにより、磁化固着層６０の磁化の向きと磁気記録層６１の磁化の向きが一致し（
これを磁化が平行という）、この状態を例えば“０”データが記憶された状態とする。一
方、紙面の奥に電流を流すと時計回りに磁界が発生するため、磁気記録層６１の磁化は左
を向く。これにより、磁化固着層６０の磁化の向きと磁気記録層６１の磁化の向きが異な
り（これを磁化が反平行という）、この状態を例えば“１”データが記憶された状態とす
る。
【０００７】
次に、図５２（ｂ）を用いて、“１”、“０”データが書き込まれた選択セルのデータを
読み出す場合を説明する。ＭＴＪ素子の磁化が平行な場合はＭＴＪ素子の抵抗は最も低く
なり、ＭＴＪ素子の磁化が反平行な場合はＭＴＪ素子の抵抗は最も高くなる。そこで、Ｍ
ＴＪ素子を貫通する方向に電流を流すことにより、ＭＴＪ素子の抵抗を読み取り、“１”
、“０”の記憶状態が判定される。
【０００８】
このようなＭＲＡＭでは、記憶セルのデータを書き換えるためには、ＭＴＪ素子の記録層
（膜厚が２～５ｎｍ，ＮｉＦｅ薄膜など）の磁化を反転されなければならない。この磁化
を反転させるために必要な磁界Ｈは、概略、以下の式（１）で求められる。式（１）にお
いて、Ｍｓは記録層の飽和磁化、ｔは記録層の厚さ、Ｆは記録層の幅で与えられる。
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　を具備することを特徴とする

前記第１及び第２のヨーク本体部を磁性膜からなる積層構造で形成することを特徴とす
る請求項５４に



【０００９】
Ｈ～４πＭｓ×ｔ／Ｆ（Ｏｅ）…（１）
ここで、ＭＴＪ素子のセル幅が０．６μｍ程度、ＭＴＪ素子のセル長さが１．２μｍ程度
の場合、書き込み電流値は８ｍＡ程度である。
【００１０】
熱擾乱耐性を確保するためにはＭＴＪ素子の記録層の薄膜化に限界がある。また、０．１
５μｍ程度以下までＭＴＪ素子の微細化を図る場合には、記録層の厚さを増大させる必要
も出てくる。仮に、ＣｏＦｅＮｉで形成した記録層の膜厚を２ｎｍに固定できたとしても
、図５３に示すように、ＭＴＪ素子を微細化する（記録層の幅Ｆを減少）とスイッチング
磁界Ｈは増大するため、書き込み電流を大きくする必要が出てくる。
【００１１】
一方、書き込み配線に流すことができる電流密度には、上限（例えば、Ｃｕ配線での電流
密度は１０ 7Ａ／ｃｍ 2）がある。このため、上述するようにＭＴＪ素子の微細化に伴って
書き込み電流を大きくする必要があっても、セルの微細化に伴って書き込み配線の断面積
も減少し、記録層の磁化を反転させるために必要なスイッチング磁界Ｈを発生させる電流
を書き込み配線に流せなくなる。
【００１２】
上記のように、従来におけるヨークなし配線の場合、図５３に示すように、セルの微細化
（記録層の幅Ｆを減少）に伴って、スイッチング磁界Ｈを発生させる書き込み電流を増加
させる必要がある一方、書き込み配線の断面積の減少によって書き込み配線に流せる電流
に限界があった。このため、セルの微細化は、１／Ｆ＝８程度が限界であった。
【００１３】
【非特許文献１】
Saied Tehrani， Magneto resistive RAM，「 IEDM short course」，（米国）， 2001年
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
このような問題を解決するために、書き込み配線（Ｃｕ）にＮｉＦｅ等の軟磁性材料６３
を被覆したヨーク付き配線（図５４参照）が提案されている。このヨーク付き配線では、
ヨークを設けることにより書き込み配線の発生磁界を選択セルに集中させることができる
。その結果、ヨーク付き配線では、２倍程度の高効率化効果（書き込み電流値が１／２）
が報告されている（例えば、非特許文献１参照。）。
【００１５】
しかしながら、現在、セルの微細化に伴い、さらなる書き込み電流の低減が要求されてい
る。
【００１６】
本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、書き
込み電流の低減を図ることが可能な磁気記憶装置及びその製造方法を提供することにある
。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
本発明は、前記目的を達成するために以下に示す手段を用いている。
【００１８】
　本発明の第１の視点による磁気記憶装置は、第１の方向に延在された第１の配線と、

前記第１の方向と異なる第２の方向に延在された第２の
配線と、前記第１及び第２の配線間の前記第１及び第２の配線の交点に配置された磁気抵
抗効果素子と、少なくとも前記第１の配線の下面及び両側面のいずれかの面を覆う第１の
ヨーク本体部と、少なくとも前記第２の配線の上面及び両側面のいずれかの面を覆う第２
のヨーク本体部と、前記磁気抵抗効果素子の前記第１の方向における両側面に前記磁気抵
抗効果素子と離間して配置された第１及び第２のヨークティップ部と、前記磁気抵抗効果
素子の前記第２の方向における両側面に前記磁気抵抗効果素子と離間して配置された第３
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前
記第 1の配線の上方に配置され、



及び第４のヨークティップ部とを具備
。

【００１９】
本発明の第２の視点による磁気記憶装置の製造方法は、少なくとも下面及び両側面のいず
れかの面が第１のヨーク本体部で覆われた第１の配線を形成する工程と、前記第１の配線
上に第１及び第２の層に挟まれた磁気抵抗効果素子を形成する工程と、前記第１の配線及
び前記第２の層上に絶縁膜を形成する工程と、前記絶縁膜上に磁性膜を形成する工程と、
前記磁性膜をパターニングする工程と、前記磁気抵抗効果素子上の前記第２の層の一部、
前記磁性膜及び前記絶縁膜を除去し、前記磁性膜からなる第１乃至第４のヨークティップ
部を前記磁気抵抗効果素子と自己整合的に形成する工程と、前記第２の層及び前記第１乃
至第４のヨークティップ部上に第２の配線を形成する工程と、少なくとも前記第２の配線
の上面及び両側面のいずれかの面を覆う第２のヨーク本体部を形成する工程とを具備する
。
【００２０】
本発明の第３の視点による磁気記憶装置の製造方法は、少なくとも下面及び両側面のいず
れかの面が第１のヨーク本体部で覆われた第１の配線を形成する工程と、前記第１の配線
上に第１及び第２の層に挟まれた磁気抵抗効果素子を形成する工程と、前記第１の配線及
び前記第２の層上に絶縁膜を形成する工程と、前記絶縁膜上に磁性膜を形成する工程と、
前記磁気抵抗効果素子上の前記第２の層の一部、前記磁性膜及び前記絶縁膜を除去する工
程と、前記磁性膜をパターニングし、前記磁性膜からなる第１乃至第４のヨークティップ
部を前記磁気抵抗効果素子と自己整合的に形成する工程と、前記第２の層及び前記第１乃
至第４のヨークティップ部上に第２の配線を形成する工程と、少なくとも前記第２の配線
の上面及び両側面のいずれかの面を覆う第２のヨーク本体部を形成する工程とを具備する
。
【００２１】
本発明の第４の視点による磁気記憶装置の製造方法は、少なくとも下面及び両側面のいず
れかの面が第１のヨーク本体部で覆われた第１の配線を形成する工程と、前記第１の配線
上に第１及び第２の層に挟まれた磁気抵抗効果素子材料からなる素子材料層を形成する工
程と、前記素子材料層上に磁気抵抗効果素子形状の第１の材料層を形成する工程と、前記
第１の材料層及び前記素子材料層上に第２の材料層を形成する工程と、前記第２の材料層
上に第３の材料層を形成する工程と、前記第１の材料層が露出するまで、前記第２及び第
３の材料層を平坦化する工程と、前記第１及び第３の材料層間に露出する前記第２の材料
層を除去し、前記素子材料層を露出する工程と、前記素子材料層を選択的に除去し、前記
素子材料層からなる前記磁気抵抗効果素子及びヨークティップ部を形成する工程と、前記
磁気抵抗効果素子上に第２の配線を形成する工程と、少なくとも前記第２の配線の上面及
び両側面のいずれかの面を覆う第２のヨーク本体部を形成する工程とを具備する。
【００２２】
【発明の実施の形態】
図５４に示す従来技術のヨーク付き配線において、実験と計算機シミュレーションにより
検討したところ、上記報告と同様、２倍程度の高効率化は確認できたものの、以下に示す
大きな欠点があることを見出した。
【００２３】
第１に、ディスターブ（半選択セルの誤書き込み）が増加した。つまり、ヨークなし配線
の場合、ディスターブが１０００個のセルあたり５０個程度であったのに対し、ヨーク付
き配線を用いることにより、ディスターブが１０００個のセルあたり２５０個程度に急激
に増加した。
【００２４】
ディスターブの増加原因を調べたところ、磁気抵抗効果素子であるＭＴＪ (Magnetic Tunn
eling Junction)素子と書き込み配線の合わせずれが大きな要因となっていることが分か
った。図５５（ａ）に示すように、ヨークなし配線では、書き込み配線の周囲全体に磁界
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し、前記第１乃至第４のヨークティップ部は、同一
面上に形成されている



が発生するため、配線とＭＴＪ素子との合わせずれが生じてもＭＴＪ素子の磁化の反転は
十分に行えた。これに対し、図５５（ｂ）に示すように、ヨーク付き配線を用いることに
より、ヨーク６３の端部から端部に磁界が集中するため、配線とＭＴＪ素子とに合わせず
れが生じるとＭＴＪ素子の磁化の反転が十分に行えない場合が生じてしまう。つまり、ヨ
ーク付き配線を用いることで、配線の合わせずれの許容値が小さくなった。具体的には、
０．２４μｍ幅のＭＴＪ素子の場合、０．１μｍ程度の合わせずれも許容できず、０．０
５μｍ程度以下に合わせずれを抑制することが必須であることが分かった。
【００２５】
第２に、読み出し信号のばらつきが増加した。図５６（ａ）に示すように、ヨークなし配
線では、“０”状態と“１”状態での読み出し信号のばらつきが少なく、“０”、“１”
の判別が十分可能であった。これに対し、図５６（ｂ）に示すように、ヨーク付き配線で
は、“０”状態と“１”状態での読み出し信号のばらつきが増加し、“０”、“１”の判
別が困難になった。具体的には、１σで平均抵抗値に対してのばらつきが、ヨークなし配
線では３％であったのに対し、ヨーク付き配線では概略５％に増加した。
【００２６】
このような読み出し信号のばらつきは、必ずしも書き込み配線とＭＴＪ素子の合わせずれ
と相関があるわけではなく、ランダムに発生することが分かった。この原因は、ヨークの
残留磁化がＭＴＪ素子の磁化の配置を乱し、理想的な“０”状態（固着層と記録層の磁化
が平行）、又は“１”状態（固着層と記録層の磁化が反平行）から、主に記録層の磁化が
傾いているために、“０”、“１”の抵抗値のばらつきが起こっているものと推測してい
る。
【００２７】
第３に、熱擾乱耐性が減少するセルが出現した。６０日程度の放置により、データが“０
”から“１”、又は“１”から“０”に変わる不良ビットが現れた。これは、ヨークなし
配線では１０００個のセルあたり０個だったものが、ヨークな付き配線では１０００個の
セルあたり１０個程度になった。
【００２８】
そこで、書き込み電流の低減に加え、上記見解を考慮して、本発明の実施の形態を以下に
図面を参照して説明する。この説明に際し、全図にわたり、共通する部分には共通する参
照符号を付す。
【００２９】
［第１の実施形態］
第１の実施形態は、ＭＴＪ素子の周囲にヨーク本体部に磁気的に結合したヨークティップ
部を備えた各実施形態の基本となる構造であり、このヨークティップ部はＭＴＪ素子と自
己整合的に形成されている。
【００３０】
図１は、本発明の第１の実施形態に係る磁気記憶装置の平面図を示す。図２（ａ）は、図
１の IIA-IIA線に沿った磁気記憶装置の断面図を示す。図２（ｂ）は、図１の IIB-IIB線に
沿った磁気記憶装置の断面図を示す。
【００３１】
図１、図２（ａ）、（ｂ）に示すように、第１の実施形態に係る磁気記憶装置は、例えば
Ｃｕからなるビット線１９及びワード線１３が互いに異なる方向に延在され、これらビッ
ト線１９及びワード線１３間のビット線１９及びワード線１３の交点に、ＭＴＪ素子１５
が配置されている。そして、ワード線１２の下面及び側面を覆うように第１のヨーク本体
部１２が形成され、ビット線１９の上面及び側面を覆うように第２のヨーク本体部２０が
形成されている。さらに、ＭＴＪ素子１５の周囲には、第１、第２、第３及び第４のヨー
クティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄが形成されている。ここで、第１及び第２
のヨークティップ部１８ａ、１８ｂは、ワード線１３の延在方向におけるＭＴＪ素子１５
の両側面にＭＴＪ素子１５と離間して配置され、第３及び第４のヨークティップ部１８ｃ
、１８ｄは、ビット線１９の延在方向におけるＭＴＪ素子１５の両側面にＭＴＪ素子１５
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と離間して配置されている。
【００３２】
第１及び第２のヨークティップ部１８ａ、１８ｂは、第２のヨーク本体部２０（２０ｂ）
とは接し、第１のヨーク本体部１２とは離間している。尚、第１及び第２のヨークティッ
プ部１８ａ、１８ｂは、第２のヨーク本体部２０と物理的に離間していてもよく、磁気的
に結合（ magnet static coupling）していればよい。ここで、第１及び第２のヨークティ
ップ部１８ａ、１８ｂと第２のヨーク本体部２０とが磁気的に結合しているとは、第１及
び第２のヨークティップ部１８ａ、１８ｂの磁化が、ビット線１９に流れる電流から発生
した磁界によって影響を受けるのではなく、第２のヨーク本体部２０の磁化によって影響
を受けることをいう。尚、第１及び第２のヨークティップ部１８ａ、１８ｂが第２のヨー
ク本体部２０に接している場合は、ビット線１９とワード線１３が電気的に接続すること
を防ぐために、第１及び第２のヨークティップ部１８ａ、１８ｂはワード線１３及び第１
のヨーク本体部１２と電気的に絶縁する必要がある。
【００３３】
一方、第３及び第４のヨークティップ部１８ｃ、１８ｄは、第１及び第２のヨーク本体部
１２、２０と離間しており、第１のヨーク本体部１２と磁気的に結合している。尚、第３
及び第４のヨークティップ部１８ｃ、１８ｄは、第１のヨーク本体部１２に物理的に接し
ていてもよいが、この場合は、ビット線１９とワード線１３が電気的に接続することを防
ぐために、第３及び第４のヨークティップ部１８ｃ、１８ｄはビット線１９及び第２のヨ
ーク本体部２０と電気的に絶縁する必要がある。
【００３４】
第１乃至第４のヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄとＭＴＪ素子１５との
間、第１乃至第４のヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄとワード線１３と
の間には、非磁性膜である例えば絶縁膜１７が形成されている。従って、第１乃至第４の
ヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄは、絶縁膜１７の同一面上に形成され
ている。
【００３５】
また、この絶縁膜１７の膜厚により、第１の距離Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４と第２の距離Ｈ
１，Ｈ２，Ｈ３，Ｈ４は規定されるため、これら第１及び第２の距離Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，
Ｐ４，Ｈ１，Ｈ２，Ｈ３，Ｈ４は全てほぼ等しい距離になる。ここで、第１の距離Ｐ１，
Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４とは、第１乃至第４のヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８
ｄとＭＴＪ素子１５との間の距離をいう。第２の距離Ｈ１，Ｈ２，Ｈ３，Ｈ４とは、第１
乃至第４のヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄとワード線１３（第１のヨ
ーク本体部１２）との間の距離をいう。
【００３６】
また、ＭＴＪ素子１５の長手方向にワード線１３を延在させ、このワード線１３に対して
垂直方向にビット線１９を延在させた場合、ビット線１９の幅をワード線１３の幅より太
くし、ＭＴＪ素子１５と第２のヨーク本体部２０ｂとの間の第３の距離Ｑ１，Ｑ２とＭＴ
Ｊ素子１５と第１のヨーク本体部１２との間の第４の距離Ｑ３，Ｑ４とをほぼ等しくなる
ようにしてもよい。
【００３７】
また、第１乃至第４のヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄは、それぞれ分
離して形成されている。
【００３８】
第１乃至第４のヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄは、長手方向に向く磁
化容易軸を有している。この磁化容易軸は、二軸異方性であってもよいが、一軸異方性で
ある方が望ましい。これは、第１に、磁化容易軸が一軸異方性である方が、ヨークティッ
プ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄの磁区構造が安定となり、磁気特性の再現性がよく
なり、書き込みの再現性が確保できるからである。第２に、ビット線１９と磁気結合すべ
き第１及び第２のヨークティップ部１８ａ、１８ｂがワード線１３と磁気結合し難くなり
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、またワード線１３と磁気結合すべき第３及び第４のヨークティップ部１８ｃ、１８ｄが
ビット線１９と磁気結合し難くなり、相互干渉を大幅に低減する効果が得られるからであ
る。
【００３９】
第１乃至第４のヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄ及び第１及び第２のヨ
ーク本体部１２、２０は、膜の磁化困難軸方向の抗磁力が５　Ｏｅ（エルステッド）以下
の軟磁性材料を用いるのが好ましい。
【００４０】
第１乃至第４のヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄは、第１及び第２のヨ
ーク本体部１２、２０と異なる材料で形成されることが望ましい。例えば、第１乃至第４
のヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄは、第１及び第２のヨーク本体部１
２、２０よりも透磁率が大きい材料で形成してもよく、この一例としては、前者をＮｉＦ
ｅで形成し、後者をアモルファス－ＣｏＺｒＮｂ、又はＦｅＡｌＳｉで形成すればよい。
また、第１乃至第４のヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄは、第１及び第
２のヨーク本体部１２、２０よりも高い飽和磁束密度を有する材料で形成してもよく、こ
の一例としては、前者をＣｏＦｅ、アモルファス－ＣｏＺｒＮｂ、又はＦｅＮｘ で形成し
、後者をＮｉＦｅで形成すればよい。
【００４１】
ＭＴＪ素子１５は、例えば、Ｔａ／ＰｔＭｎ／ＣｏＦｅ／Ｒｕ／ＣｏＦｅ／ＡｌＯｘ／Ｎ
ｉＦｅ／Ｔａの多層膜からなる。ＭＴＪ素子１５は、磁気記録層と、磁化固着層と、これ
ら磁気記録層と磁化固着層に挟まれたトンネル接合層とからなるシングルジャンクション
構造でもよい。また、ＭＴＪ素子１５は、第１及び第２の磁化固着層と、これら第１及び
第２の磁化固着層に挟まれた磁気記録層と、第１の磁化固着層と磁気記録層とに挟まれた
第１のトンネル接合層と、第２の磁化固着層と磁気記録層とに挟まれた第２のトンネル接
合層とからなるダブルジャンクション構造でもよい。さらに、上記磁化固着層及び磁気記
録層は、単層構造でもよいし、第１の強磁性層と非磁性層と第２の強磁性層とからなる３
層構造でもよい。
【００４２】
上述するシングルジャンクション構造のＭＴＪ素子１５の一例を、図３９（ａ）、（ｂ）
を用いて説明する。図３９（ａ）に示すように、シングルジャンクション構造のＭＴＪ素
子１５は、テンプレート層１０１、初期強磁性層１０２、反強磁性層１０３、強磁性層１
０４′、非磁性層１０７、強磁性層１０４″が順に積層された磁化固着層６０と、この磁
化固着層６０上に形成されたトンネル接合層６２と、このトンネル接合層６２上に自由強
磁性層１０５、接点層１０６が順に積層された磁気記録層６１とで形成されてもよい。ま
た、図３９（ｂ）に示すように、シングルジャンクション構造のＭＴＪ素子１５は、テン
プレート層１０１、初期強磁性層１０２、反強磁性層１０３、強磁性層１０４′、非磁性
層１０７、強磁性層１０４″が順に積層された磁化固着層６０と、この磁化固着層６０上
に形成されたトンネル接合層６２と、このトンネル接合層６２上に強磁性層１０５′、非
磁性層１０７、強磁性層１０５″、接点層１０６が順に積層された磁気記録層６１とで形
成されてもよい。
【００４３】
上述するダブルジャンクション構造のＭＴＪ素子１５の一例を、図４０（ａ）、（ｂ）を
用いて説明する。図４０（ａ）に示すように、ダブルジャンクション構造のＭＴＪ素子１
５は、テンプレート層１０１、初期強磁性層１０２、反強磁性層１０３、基準強磁性層１
０４が順に積層された第１の磁化固着層６０ａと、この第１の磁化固着層６０ａ上に形成
された第１のトンネル接合層６２ａと、この第１のトンネル接合層６２ａ上に形成された
磁気記録層６１と、この磁気記録層６１上に形成された第２のトンネル接合層６２ｂと、
この第２のトンネル接合層６２ｂ上に基準強磁性層１０４、反強磁性層１０３、初期強磁
性層１０２、接点層１０６が順に積層された第２の磁化固着層６０ｂとからなる。また、
図４０（ｂ）に示すように、ダブルジャンクション構造のＭＴＪ素子１５は、テンプレー
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ト層１０１、初期強磁性層１０２、反強磁性層１０３、基準強磁性層１０４が順に積層さ
れ第１の磁化固着層６０ａと、この第１の磁化固着層６０ａ上に形成された第１のトンネ
ル接合層６２ａと、この第１のトンネル接合層６２ａ上に強磁性層１０５′、非磁性層１
０７、強磁性層１０５″の３層構造によって順に積層された磁気記録層６１と、この磁気
記録層６１上に形成された第２のトンネル接合層６２ｂと、この第２のトンネル接合層６
２ｂ上に強磁性層１０４′、非磁性層１０７、強磁性層１０４″、反強磁性層１０３、初
期強磁性層１０２、接点層１０６が順に積層された第２の磁化固着層６０ｂとからなる。
【００４４】
このようなダブルジャンクション構造のＭＴＪ素子１５は、シングルジャンクション構造
のＭＴＪ素子１５よりも、同じ外部バイアスを印加したときのＭＲ（ Magneto Resistive
）比（“１”状態、“０”状態の抵抗の変化率）の劣化が少なく、より高いバイアスで動
作できる。すなわち、ダブルジャンクション構造は、セル内の情報を読み出す際に有利と
なる。
【００４５】
尚、図３９（ａ）、３９（ｂ）、４０（ｂ）において、磁化固着層６０、６０ｂ内の強磁
性層１０４′、非磁性層１０７、強磁性層１０４″からなる３層構造、磁気記録層６１内
の強磁性層１０５′、非磁性層１０７、強磁性層１０５″からなる３層構造を導入するこ
とで、強磁性内部の磁極の発生を抑制し、より微細化に適したセル構造が提供できる。
【００４６】
尚、ＭＴＪ素子１５は、例えば以下の材料を用いて形成してもよい。
【００４７】
磁化固着層６０、６０ａ、６０ｂ及び磁気記録層６１の材料には、例えば、Ｆｅ，Ｃｏ，
Ｎｉ又はそれらの合金、スピン分極率の大きいマグネタイト、ＣｒＯ 2  ，ＲＸＭｎＯ 3 - y  

（Ｒ；希土類、Ｘ；Ｃａ，Ｂａ，Ｓｒ）などの酸化物の他、ＮｉＭｎＳｂ，ＰｔＭｎＳｂ
などのホイスラー合金などを用いることが好ましい。また、これら磁性体には、強磁性を
失わないかぎり、Ａｇ，Ｃｕ，Ａｕ，Ａｌ，Ｍｇ，Ｓｉ，Ｂｉ，Ｔａ，Ｂ，Ｃ，Ｏ，Ｎ，
Ｐｄ，Ｐｔ，Ｚｒ，Ｉｒ，Ｗ，Ｍｏ，Ｎｂなどの非磁性元素が多少含まれていてもよい。
【００４８】
磁化固着層６０、６０ａ、６０ｂの一部を構成する反強磁性層１０３の材料には、Ｆｅ－
Ｍｎ，Ｐｔ－Ｍｎ，Ｐｔ－Ｃｒ－Ｍｎ，Ｎｉ－Ｍｎ，Ｉｒ－Ｍｎ，ＮｉＯ，Ｆｅ 2  Ｏ 3  な
どを用いることが好ましい。
【００４９】
トンネル接合層６２、６２ａ、６２ｂの材料には、Ａｌ 2  Ｏ 3  ，ＳｉＯ 2  ，ＭｇＯ，Ａｌ
Ｎ，Ｂｉ 2  Ｏ 3  ，ＭｇＦ 2  ，ＣａＦ 2  ，ＳｒＴｉＯ 2  ，ＡｌＬａＯ 3  などの様々な誘電体
を使用することができる。これらの誘電体には、酸素、窒素、フッ素欠損が存在していて
もよい。
【００５０】
上記のような磁気記憶装置において、データの書き込みの際、第１乃至第４のヨークティ
ップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄは、次のように機能する。つまり、第１及び第２
のヨークティップ部１８ａ、１８ｂは、第２のヨーク本体部２０と磁気的に結合するため
、ビット線１９に通電される書き込み電流により発生する磁束をＭＴＪ素子１５に導く機
能を有する。一方、第３及び第４のヨークティップ部１８ｃ、１８ｄは、第１のヨーク本
体部１２と磁気的に結合するため、ワード線１３に通電される書き込み電流により発生す
る磁束をＭＴＪ素子１５に導く機能を有する。
【００５１】
図３乃至図９は、本発明の第１の実施形態に係る磁気記憶装置の製造工程の断面図を示す
。以下に、第１の実施形態に係る磁気記憶装置の製造方法について説明する。
【００５２】
まず、図３に示すように、絶縁膜１１上に、下面及び両側面が第１のヨーク本体部１２で
覆われたワード線１３が形成される。このワード線１３上に、下部金属層１４及び上部金
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属層１６で挟まれたＭＴＪ素子１５が形成される。
【００５３】
ここで、ワード線１３とＭＴＪ素子１５とは電気的に接続されているが、ワード線１３と
ＭＴＪ素子１５とが電気的に絶縁され、読み出し用のワード線を別に形成してもよい（例
えば図２６（ａ）、（ｂ））。
【００５４】
次に、図４に示すように、上部金属層１６及びワード線１３上にＳｉＮｘ などの絶縁膜１
７が形成され、この絶縁膜１７上にＮｉＦｅなどの磁性膜１８が形成される。
【００５５】
次に、図５に示すように、磁性膜１８が所望の形状にパターニングされる。この際、図１
０に示すような、レジストやＴａなどからなるエッチングマスク２１が用いられ、図１１
に示すような十字形状に磁性膜１８がパターニングされる。
【００５６】
次に、図６に示すように、例えばエッチバックやＣＭＰ（ Chemical-Mechanical Polishin
g）により、ＭＴＪ素子１５上の磁性膜１８及び絶縁膜１７と、上部金属層１６の一部と
が除去される。その結果、図１２に示すように、第１、第２、第３及び第４のヨークティ
ップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄが、ＭＴＪ素子１５と絶縁膜１７の膜厚分だけ離
間して、自己整合的に形成される。
【００５７】
ここで、ＣＭＰを行うよりも、低分子量の平坦化材料などをコーティングしてエッチバッ
クを行う方が、高精度に制御できるため、エッチバックを行う方が望ましい。
【００５８】
次に、図７に示すように、Ｃｕなどからなるビット線１９が形成され、このビット線１９
上にＮｉＦｅなどからなる磁性膜２０ａが成膜される。
【００５９】
次に、図８に示すように、絶縁膜１７、第１、第２、第３及び第４のヨークティップ部１
８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄ、磁性膜２０ａ上に、さらに磁性膜２０ｂが形成される。
【００６０】
次に、図９に示すように、全面をイオンでエッチングし、磁性膜２０ａ及び絶縁膜１７上
などの磁性膜２０ｂが除去される。その結果、ビット線１９の上面及び側面を覆う第２の
ヨーク本体部２０が形成される。
【００６１】
上記第１の実施形態によれば、（１）ＭＴＪ素子１５の周囲に、第１のヨーク本体部１２
に磁気的に結合した第３及び第４のヨークティップ部１８ｃ、１８ｄと、第２のヨーク本
体部２０に磁気的に結合した第１及び第２のヨークティップ部１８ａ、１８ｂが形成され
、（２）これら第１乃至第４のヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄは、Ｍ
ＴＪ素子１５と自己整合的に形成されている。このような（１）（２）の構成により、次
のような効果がそれぞれ得られる。
【００６２】
（１）の構成により、（１－ａ）従来のヨーク付き配線に比べて書き込み電流を１／５倍
に低減でき、（１－ｂ）ディスターブ（半選択セルの誤書き込み）が解消でき、（１－ｃ
）読み出し信号のばらつきを大幅に低減することができる。これら（１－ａ）（１－ｂ）
（１－ｃ）の効果については、以下に具体的に説明する。
【００６３】
（１－ａ）ＭＴＪ素子１５のセル幅が０．４μｍ、ＭＴＪ素子１５のセル長さが１．２μ
ｍ、ＭＴＪ素子１５とワード線１３との間隙が１５０ｎｍのときに、ＭＴＪ素子１５の記
録層に５ｎｍ程度のＮｉＦｅ膜を採用した場合、従来の磁性ヨークなしの配線では、デー
タの書き込みに必要な電流は平均値で１０ｍＡ程度であり、また、図５４に示す従来の磁
性ヨーク付き配線では、データの書き込みに必要な電流は５ｍＡ程度であった。これは、
ワード線１３とＭＴＪ素子１５との間隙がウェハ内でばらついてしまうため、合わせ誤差
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が最大で１５０ｎｍ程度となり、低電流化が困難であるためである。
【００６４】
これに対し、本発明の第１の実施形態では、データの書き込みに必要な電流値を１ｍＡ程
度に低減することができる。これは、ＭＴＪ素子１５とヨークティップ部１８ａ、１８ｂ
、１８ｃ、１８ｄとの間隙を合わせ誤差（５０～１００ｎｍ）程度にすることができ、ヨ
ークティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄを介して、ヨーク本体部１２、２０の磁
束を効率よくＭＴＪ素子１５に導くことが可能となったためである。また、ヨークティッ
プ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄは絶縁膜１７の平面上に形成できるため、良質な磁
性膜１８を形成することができる。このため、磁性膜１８として透磁率の大きな材料を用
いることが可能となり、高周波での書き込み電流を低減することができる。
【００６５】
（１－ｂ）複数のビット線及びワード線がマトリクス状に設けられ、これらビット線及び
ワード線に各交点にＭＴＪ素子が配置された場合、選択されたビット線と選択されたワー
ド線との交点に位置する１つのＭＴＪ素子だけでなく、選択されたビット線及びワード線
の一方の配線上に位置するＭＴＪ素子に対しても、書き込みが行われることがあった。こ
れを、半選択セルの誤書き込み（ディスターブ）という。
【００６６】
これに対し、第１の実施形態によれば、ヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８
ｄを介して、ヨーク本体部１２、２０の磁束を効率よくＭＴＪ素子１５に導くことが可能
となるため、ディスターブ（半選択セルの誤書き込み）を解消することができる。
【００６７】
（１－ｃ）図１４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、従来の磁性ヨーク２０付きの配
線１９を用いた場合、ヨークなし配線を用いた場合に比べて、“０”と“１”の抵抗値の
ばらつきが大きくなることがあった。これは、配線１９の側壁における磁性ヨーク２０の
配線厚さ方向の残留磁化からの漏洩磁束がＭＴＪ素子１５に流入し、完全な“０”、“１
”状態からＭＴＪ素子１５の記録層の磁化が傾いたことによって、ヒステリシス曲線が右
方向へずれてしまい、“０”状態（上下の磁性層の磁化が平行状態）では抵抗値が大きく
なるものが発生し、“１”状態（上下の磁性層の磁化が反平行状態）では抵抗値が減少し
ているものが発生してしまうからである。その結果、従来の磁性ヨーク付き配線を用いた
場合、読み出しエラーが起きることがあった。
【００６８】
これに対し、第１の実施形態の場合、抵抗値のばらつきをヨークなし配線の場合と同等に
することができる。これは、図１５（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、ヨークティッ
プ部１８ａ、１８ｂの厚さ方向の反磁界係数が非常に大きい（～１）ため、配線側壁の磁
性ヨークの配線厚さ方向の残留磁化の発生を抑制する大きな効果があるためである。一方
、ヨークティップ部１８ａ、１８ｂの形状も配線長さ方向に縦長となっており（アスペク
ト比が大きい）、ヨークティップ部１８ａ、１８ｂの残留磁化はその縦長方向に向くため
、ＭＴＪ素子１５への影響が皆無とすることができ、その結果、ＭＴＪ素子１５の記録層
の磁化の“０”、“１”状態からのが傾きがなくなり、ヒステリシス曲線が右方向へずれ
てしまうことを防止できるからであると考えられる。このように、“０”、“１”状態の
抵抗値のばらつきが抑制でき、読み出しエラーが発生することを防止できる。
【００６９】
（２）の構成により、（２－ａ）書き込み電流を低減しつつ、熱擾乱耐性の悪いセルを解
消でき、（２－ｂ）書き込み電流をさらに低減でき、（２－ｃ）読み出し信号ばらつきを
さらに低減することができる。これら（２－ａ）（２－ｂ）（２－ｃ）の効果については
、以下に具体的に説明する。
【００７０】
（２－ａ）図１６（ａ）に示すように、ＭＴＪ素子１５とヨークティップ部１８ｃ、１８
ｄとの間の距離Ｄは、ＭＴＪ素子１５の形状や幅などにある程度は依存するが、所定の幅
Ｘに高精度に制御する必要がある。図１６（ｂ）に示すように、熱擾乱耐性を高く保つこ
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とを考慮すると距離Ｄは大きい方が望ましいが、書き込み電流の低減を考慮すると距離Ｄ
は小さい方が望ましい。従って、これらの両者の要求を満たすために、距離Ｄは所定の幅
Ｘに制御することが望まれる。
【００７１】
このような状況のもと、第１の実施形態では、絶縁膜１７の膜厚で距離Ｄを決定できるた
め、距離Ｄを所定の幅Ｘに高精度に制御することができる。従って、書き込み電流を低減
しつつ、熱擾乱耐性の悪いセルを解消することができる。
【００７２】
（２－ｂ）第１の実施形態では、ＭＴＪ素子１５とヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、１
８ｃ、１８ｄとを自己整合的に形成することにより、ＭＴＪ素子１５とヨークティップ部
１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄとの合わせずれが防止できる。これにより、ＭＴＪ素子
１５とヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄとの距離Ｄを合わせ誤差に比べ
て格段に近づけることができ、この距離Ｄを２０ｎｍ±１ｎｍ程度に制御することも容易
となる。従って、ヨーク本体部１２、２０の磁束を、ヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、
１８ｃ、１８ｄを介してＭＴＪ素子１５にさらに高効率で導くことが可能となり、０．５
ｍＡ以下の書き込み電流値とすることができる。
【００７３】
（２－ｃ）上述するように、第１の実施形態では、全てのセルでＭＴＪ素子１５とヨーク
ティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄとの距離Ｄを、絶縁膜１７の膜厚で高精度（
±１ｎｍ程度）に制御できる。このため、セルの記録層の磁化を反転させる書き込み電流
値のばらつき（読み出し信号ばらつき）を大幅に低減でき、ディスターブに対する書き込
み電流値のマージンを拡大でき、書き込みディスターブを大きく解消できる。
【００７４】
尚、第１の実施形態における図６の工程において、必ずしも第１乃至第４のヨークティッ
プ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄの表面が平坦になるまで除去する必要はない。例え
ば、図１３に示すように、エッチバック又はＣＭＰにより除去する量を制御することで、
第１乃至第４のヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄの表面に段差部２２を
残してもよい。この場合、上記第１の実施形態における効果を得られるだけでなく、ヨー
クティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄのＭＴＪ素子１５と面する面積を大きくす
ることができるため、ヨーク本体部１２、２０の磁束をさらに効率よくＭＴＪ素子１５に
導くことができ、さらに書き込み電流の低減を図ることができる。
【００７５】
［第２の実施形態］
第２の実施形態は、第１の実施形態におけるヨークティップ部の形状を変形した例である
。第２の実施形態では、上記第１の実施形態と異なる構造についてのみ説明する。
【００７６】
図１７は、本発明の第２の実施形態に係る磁気記憶装置の平面図を示す。図１７に示すよ
うに、第２の実施形態に係る磁気記憶装置は、第１乃至第４のヨークティップ部１８ａ’
、１８ｂ’、１８ｃ’、１８ｄ’がＭＴＪ素子１５に向かって収束する形状となっている
。つまり、第１乃至第４のヨークティップ部１８ａ’、１８ｂ’、１８ｃ’、１８ｄ’に
おいて、ＭＴＪ素子１５に対向する第１の側面の幅が、この第１の側面と反対側の第２の
側面の幅よりも小さくなっており、第１乃至第４のヨークティップ部１８ａ’、１８ｂ’
、１８ｃ’、１８ｄ’の平面形状は台形になっている。
【００７７】
上記第２の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００７８】
さらに、第２の実施形態では、第１乃至第４のヨークティップ部１８ａ’、１８ｂ’、１
８ｃ’、１８ｄ’がＭＴＪ素子１５に向かって収束する形状となっている。このため、ヨ
ーク本体部１２、２０の磁束をさらに効率よくＭＴＪ素子１５に導くことができるため、
さらに書き込み電流の低減を図ることができる。具体的には、第２の実施形態では、第１
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の実施形態の０．６倍程度、書き込み電流を低減することができる。
【００７９】
［第３の実施形態］
第３の実施形態は、第１の実施形態におけるヨークティップ部及びＭＴＪ素子の形状を変
形した例である。第３の実施形態においては、上記第１の実施形態と異なる構造について
のみ説明する。
【００８０】
図１８は、本発明の第３の実施形態に係る磁気記憶装置の平面図を示す。図１８に示すよ
うに、第３の実施形態に係る磁気記憶装置は、ＭＴＪ素子１５’の平面形状を楕円とし、
このＭＴＪ素子１５’の形状に沿って、第１乃至第４のヨークティップ部１８ａ”、１８
ｂ”、１８ｃ”、１８ｄ”の内側面を湾曲させたものである。さらに、第２の実施形態と
同様、第１乃至第４のヨークティップ１８ａ”、１８ｂ”、１８ｃ”、１８ｄ”がＭＴＪ
素子１５’に向かって収束する形状となっている。
【００８１】
上記第３の実施形態によれば、第１及び第２の実施形態と同様の効果を得ることができる
。
【００８２】
さらに、第３の実施形態では、ＭＴＪ素子１５’の平面形状が楕円である。従って、ＭＴ
Ｊ素子１５’の長手方向の端部において磁化の方向がばらつくことを防止できるため、読
み出し信号の抵抗値のばらつきを抑制することができる。
【００８３】
［第４の実施形態］
第４の実施形態は、第２の実施形態におけるヨークティップ部を変形した例である。第４
の実施形態においては、上記第２の実施形態と異なる構造についてのみ説明する。
【００８４】
図１９は、本発明の第４の実施形態に係る磁気記憶装置の平面図を示す。図２０（ａ）は
、図１９の XXA-XXA線に沿った磁気記憶装置の断面図を示す。図２０（ｂ）は、図１９の X
XB-XXB線に沿った磁気記憶装置の断面図を示す。
【００８５】
図１９、図２０（ａ）、（ｂ）に示すように、第４の実施形態に係る磁気記憶装置は、第
２の実施形態において、第２のヨーク本体部２０の側面から突出していた第１及び第２の
ヨークティップ部１８ａ、１８ｂの突出部２３（図２（ａ）参照）を無くしたものである
。従って、第４の実施形態では、第１及び第２のヨークティップ部１８ａ’、１８ｂ’の
外側面が、第２のヨーク本体部２０（２０ｂ）の側面と一致している。
【００８６】
上記第４の実施形態によれば、第１及び第２の実施形態と同様の効果を得ることができる
。
【００８７】
さらに、第４の実施形態では、第１及び第２のヨークティップ部１８ａ’、１８ｂ’の外
側面を、第２のヨーク本体部２０（２０ｂ）の側面と一致させている。これにより、第２
のヨーク本体部２０の磁束をさらに効率よくＭＴＪ素子１５に導くことができるため、さ
らに書き込み電流の低減を図ることができる。具体的には、第４の実施形態では、書き込
み電流値を０．５ｍＡから１０％程度減少させることができる。
【００８８】
尚、第４の実施形態において、第１及び第２のヨークティップ部１８ａ’、１８ｂ’の外
側面を第２のヨーク本体部２０（２０ｂ）の側面と一致させるだけでなく、さらに、第３
及び第４のヨークティップ部１８ｃ’、１８ｄ’の外側面を第１のヨーク本体部１２の側
面と一致させてもよい。この場合は、上記第４の実施形態の効果が得られるだけでなく、
さらに、第１のヨーク本体部１２の磁束をさらに効率よくＭＴＪ素子１５に導くことがで
きるため、ワード線１３に流す書き込み電流の低減を図ることができる。
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【００８９】
［第５の実施形態］
第５の実施形態は、第２の実施形態におけるヨーク本体部を変形した例である。第５の実
施形態においては、上記第２の実施形態と異なる構造についてのみ説明する。
【００９０】
図２１は、本発明の第５の実施形態に係る磁気記憶装置の平面図を示す。図２２（ａ）は
、図２１の XXIIA-XXIIA線に沿った磁気記憶装置の断面図を示す。図２２（ｂ）は、図２
１の XXIIB-XXIIB線に沿った磁気記憶装置の断面図を示す。
【００９１】
図２１、図２２（ａ）、（ｂ）に示すように、第５の実施形態に係る磁気記憶装置は、ワ
ード線１３の両側面の第１のヨーク本体部１２を無くし、ビット線１９の両側面の第２の
ヨーク本体部２０を無くしたものである。従って、第５の実施形態では、第１のヨーク本
体部１２はワード線１３の下面のみに形成され、第２のヨーク本体部２０はビット線１９
の上面のみに形成されている。
【００９２】
上記第５の実施形態によれば、第１及び第２の実施形態と同様の効果を得ることができる
。
【００９３】
さらに、第５の実施形態では、ワード線１３及びビット線１９の両側面のヨーク本体部１
２、２０を形成しないため、プロセス数を減少させることができる。
【００９４】
尚、第５の実施形態では、第１及び第２のヨークティップ部１８ａ’、１８ｂ’と第２の
ヨーク本体部２０が、第３及び第４のヨークティップ部１８ｃ’、１８ｄ’と第１のヨー
ク本体部１２が、それぞれ磁気的に結合していれば、ワード線１３及びビット線１９の両
側面のヨーク本体部１２、２０が形成されていなくても、ヨーク本体部１２、２０の磁束
を効率よくＭＴＪ素子１５に導くことは可能である。
【００９５】
［第６の実施形態］
第６の実施形態は、第２の実施形態におけるヨーク本体部を変形した例である。第６の実
施形態においては、上記第２の実施形態と異なる構造についてのみ説明する。
【００９６】
図２３は、本発明の第６の実施形態に係る磁気記憶装置の平面図を示す。図２４（ａ）は
、図２３の XXIVA-XXIVA線に沿った磁気記憶装置の断面図を示す。図２４（ｂ）は、図２
３の XXIVB-XXIVB線に沿った磁気記憶装置の断面図を示す。
【００９７】
図２３、図２４（ａ）、（ｂ）に示すように、第６の実施形態に係る磁気記憶装置は、ワ
ード線１３の下面の第１のヨーク本体部１２を無くし、ビット線１９の上側面の第２のヨ
ーク本体部２０を無くしたものである。従って、第６の実施形態では、第１のヨーク本体
部１２はワード線１３の両側面のみに形成され、第２のヨーク本体部２０はビット線１９
の両側面のみに形成されている。
【００９８】
上記第６の実施形態によれば、第１及び第２の実施形態と同様の効果を得ることができる
。
【００９９】
さらに、第６の実施形態では、ワード線１３の下面及びビット線１９の上面のヨーク本体
部１２、２０を形成しないため、プロセス数を減少させることができる。
【０１００】
［第７の実施形態］
第７の実施形態は、第２の実施形態に読み出し用の選択トランジスタを設けた例である。
第７の実施形態においては、上記第２の実施形態と異なる構造についてのみ説明する。
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【０１０１】
図２５は、本発明の第７の実施形態に係る磁気記憶装置の平面図を示す。図２６（ａ）は
、図２５の XXVIA-XXVIA線に沿った磁気記憶装置の断面図を示す。図２６（ｂ）は、図２
５の XXVIB-XXVIB線に沿った磁気記憶装置の断面図を示す。
【０１０２】
図２５、図２６（ａ）、（ｂ）に示すように、第７の実施形態に係る磁気記憶装置は、Ｍ
ＴＪ素子１５の下層に引き出し用の金属層３２を形成し、コンタクト３３を通して、読み
出しセルの選択用トランジスタ３４に接続している。さらに、ワード線１３とＭＴＪ素子
１５とを絶縁するために、金属層３２とワード線１３との間に絶縁膜３１を形成している
。この構造の場合、ワード線１３は書き込みワード線として機能し、トランジスタ３４の
ゲート電極が読み出しワード線として機能する。
【０１０３】
上記第７の実施形態によれば、第１及び第２の実施形態と同様の効果を得ることができる
。
【０１０４】
さらに、第７の実施形態では、読み出し用の選択トランジスタ３４を設けているため、選
択セルのみに読み出し電流を流すことができる。従って、読み出し信号のＳ／Ｎ比を改善
することができ、読み出し速度を向上することができる。
【０１０５】
尚、第７の実施形態において、読み出し用のスイッチング素子として、トランジスタ３４
の代わりにダイオードを用いることも可能である。
【０１０６】
［第８の実施形態］
第８の実施形態は、第７の実施形態におけるワード線１３とＭＴＪ素子１５とを絶縁させ
ない例である。第８の実施形態においては、上記第１の実施形態と異なる構造についての
み説明する。
【０１０７】
図２７は、本発明の第８の実施形態に係る磁気記憶装置の平面図を示す。図２８（ａ）は
、図２７の XXVIIIA-XXVIIIA線に沿った磁気記憶装置の断面図を示す。図２８（ｂ）は、
図２７の XXVIIIB-XXVIIIB線に沿った磁気記憶装置の断面図を示す。
【０１０８】
図２７、図２８（ａ）、（ｂ）に示すように、第８の実施形態に係る磁気記憶装置は、第
７の実施形態におけるワード線１３とＭＴＪ素子１５とを絶縁させていない構造である。
従って、金属層３２とワード線１３とが接している。
【０１０９】
上記第８の実施形態によれば、第１及び第２の実施形態と同様の効果を得ることができる
。
【０１１０】
さらに、第８の実施形態では、ワード線１３と金属層３２との間に絶縁膜がないため、第
７の実施形態よりも第１のヨーク本体部１２を第３及び第４のヨークティップ部１８ｃ’
、１８ｄ’に近づけることができる。従って、第１のヨーク本体部１２の磁束をさらに効
率よくＭＴＪ素子１５に導くことができるため、さらに書き込み電流の低減を図ることが
できる。
【０１１１】
尚、第８の実施形態において、読み出し用のスイッチング素子として、トランジスタ３４
の代わりにダイオードを用いることも可能である。
【０１１２】
［第９の実施形態］
第９の実施形態は、第８の実施形態における第３及び第４のヨークティップ部が第１のヨ
ーク本体部に接している例である。第９の実施形態においては、上記第８の実施形態と異
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なる構造についてのみ説明する。
【０１１３】
図２９は、本発明の第９の実施形態に係る磁気記憶装置の平面図を示す。図３０（ａ）は
、図２９の XXXA-XXXA線に沿った磁気記憶装置の断面図を示す。図３０（ｂ）は、図２９
の XXXB-XXXB線に沿った磁気記憶装置の断面図を示す。
【０１１４】
図２９、図３０（ａ）、（ｂ）に示すように、第９の実施形態に係る磁気記憶装置は、金
属層３２の形状を変形させることで、第３及び第４のヨークティップ部１８ｃ’、１８ｄ
’を第１のヨーク本体部１２に近づけたものである。従って、第３及び第４のヨークティ
ップ部１８ｃ’、１８ｄ’が第１のヨーク本体部１２に接することができる。
【０１１５】
上記第９の実施形態によれば、第８の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１１６】
さらに、第９の実施形態では、第３及び第４のヨークティップ部１８ｃ’、１８ｄ’が第
１のヨーク本体部１２に接している。従って、第８の実施形態よりも、第１のヨーク本体
部１２の磁束をさらに効率よくＭＴＪ素子１５に導くことができるため、さらに書き込み
電流の低減を図ることができる。
【０１１７】
尚、ＭＴＪ素子１５とトランジスタ３４とを接続するコンタクト３３は、ビット線１９の
外側に配置しているが、ビット線１９の下方に配置してもよい。
【０１１８】
また、第３及び第４のヨークティップ部１８ｃ’、１８ｄ’は、第１のヨーク本体部１２
に必ずしも接する必要はなく、第１のヨーク本体部１２とわずかな隙間があってもよい。
【０１１９】
また、第９の実施形態において、読み出し用のスイッチング素子として、トランジスタ３
４の代わりにダイオードを用いることも可能である。
【０１２０】
［第１０の実施形態］
第１０の実施形態は、読み出し用のスイッチング素子を用いないマトリクス構造のアレイ
で、読み出し専用のワード線を備えた例である。第１０の実施形態においては、上記第２
の実施形態と異なる構造についてのみ説明する。
【０１２１】
図３１は、本発明の第１０の実施形態に係る磁気記憶装置の平面図を示す。図３２（ａ）
は、図３１の XXXIIA-XXXIIA線に沿った断面を含む磁気記憶装置の断面図を示す。図３２
（ｂ）は、図３１の XXXIIB-XXXIIB線に沿った磁気記憶装置の断面図を示す。
【０１２２】
図３１、図３２（ａ）、（ｂ）に示すように、第１０の実施形態に係る磁気記憶装置は、
複数のＭＴＪ素子１５が、金属層４０及びコンタクト４１を介して、読み出し用のワード
線４２が接続されている。ここで、ワード線１３及びビット線１９が書き込み配線として
機能する。また、ＭＴＪ素子１５とワード線１３を絶縁させるため、ワード線金属層４０
はワード線１３と離間して形成されている。さらに、第３及び第４のヨークティップ部１
８ｃ’、１８ｄ’は、第１のヨーク本体部１２に接している。尚、ＭＴＪ素子１５は、ビ
ット線１９には接しているが、ワード線１３とは離間している。
【０１２３】
上記第１０の実施形態によれば、第１及び第２の実施形態と同様の効果を得ることができ
る。
【０１２４】
さらに、第１０の実施形態では、第３及び第４のヨークティップ部１８ｃ’、１８ｄ’が
第１のヨーク本体部１２に接している。従って、第１のヨーク本体部１２の磁束をさらに
効率よくＭＴＪ素子１５に導くことができるため、さらに書き込み電流の低減を図ること
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ができる。
【０１２５】
［第１１の実施形態］
第１１の実施形態は、第１の実施形態における磁気記憶装置の製造方法において、磁性膜
のパターニングに絶縁膜マスクを用いる例である。
【０１２６】
図３３乃至図３４は、本発明の第１１の実施形態に係る磁気記憶装置の製造工程の断面図
を示す。以下に、第１１の実施形態に係る磁気記憶装置の製造方法について説明する。こ
の第１１の実施形態では、上記第１の実施形態に係る磁気記憶装置の製造方法と同様の工
程は説明を簡略化する。
【０１２７】
まず、図１乃至図４に示すように、第１の実施形態と同様に、ワード線１３上に下部金属
層１４及び上部金属層１６に挟まれたＭＴＪ素子１５が形成される。その後、絶縁膜１７
及び磁性膜１８が順に形成される。
【０１２８】
次に、図３３に示すように、磁性膜１８上に絶縁膜からなるマスク層５０が形成される。
【０１２９】
次に、図３４に示すように、マスク層５０が十字形状にパターニングされ（図３５参照）
、このパターニングされたマスク層５０を用いて磁性膜１８が加工される。
【０１３０】
次に、例えばエッチバックやＣＭＰにより、ＭＴＪ素子１５上のマスク層５０、磁性膜１
８及び絶縁膜１７と、上部金属層１６の一部とが除去される。その結果、図６及び図１２
に示すように、第１、第２、第３及び第４のヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、
１８ｄが、ＭＴＪ素子１５と絶縁膜１７の膜厚分だけ離間して、自己整合的に形成される
。その後は、第１の実施形態と同様の工程が行われる。
【０１３１】
上記第１１の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１３２】
［第１２の実施形態］
第１の実施形態における磁気記憶装置の製造方法では、ヨークティップ部の外側面をパタ
ーニングした後、内側面をパターニングするのに対し、第１２の実施形態では、ヨークテ
ィップ部の内側面をパターニングした後、外側面をパターニングする。
【０１３３】
図３６乃至図３８は、本発明の第１２の実施形態に係る磁気記憶装置の製造工程の断面図
を示す。以下に、第１２の実施形態に係る磁気記憶装置の製造方法について説明する。こ
の第１２の実施形態では、上記第１の実施形態に係る磁気記憶装置の製造方法と同様の工
程は説明を簡略化する。
【０１３４】
まず、図３６に示すように、第１の実施形態と同様に、ワード線１３上に下部金属層１４
及び上部金属層１６に挟まれたＭＴＪ素子１５が形成される。その後、絶縁膜１７及び磁
性膜１８が順に形成される。
【０１３５】
次に、図３７に示すように、例えばエッチバックやＣＭＰにより、ＭＴＪ素子１５上の磁
性膜１８及び絶縁膜１７と、上部金属層１６の一部とが除去される。
【０１３６】
次に、図３８に示すように、磁性膜１８がパターニングされる。これにより、第１、第２
、第３及び第４のヨークティップ部１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄが、絶縁膜１７の膜
厚分だけＭＴＪ素子１５と離間して、自己整合的に形成される（図１２参照）。その後は
、第１の実施形態と同様の工程が行われる。
【０１３７】
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上記第１２の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１３８】
さらに、第１２の実施形態では、第１の実施形態のプロセスに比べて、プロセス中におけ
る基板上の段差の発生を小さくできるので、プロセスの制御性が向上する。具体的には、
図３７の工程において、上部金属層１６の残存膜厚の制御性を向上でき、図３８の工程に
おいて、ヨークティップ部１８ａ、１８ｂの外側エッジの加工精度を向上できる。
【０１３９】
［第１３の実施形態］
第１の実施形態等では、第１の距離Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４の全てがほぼ等しかったが、
第１３の実施形態では、Ｐ１，Ｐ２をＰ３，Ｐ４よりも短くしたものである。
【０１４０】
図４１は、本発明の第１３の実施形態に係る磁気記憶装置の平面図を示す。図４１に示す
ように、第１３の実施形態では、ＭＴＪ素子１５の長手方向の両側に配置された第１及び
第２のヨークティップ部１８ａ、１８ｂを、ＭＴＪ素子１５の長手方向に対して垂直方向
の両側に配置された第３及び第４のヨークティップ部１８ｃ、１８ｄよりも、ＭＴＪ素子
１５に近づけたものである。つまり、以下の式（２）の関係を満たす構造となっている。
【０１４１】
Ｐ１，Ｐ２＜Ｐ３，Ｐ４…（２）
尚、この場合、Ｐ１とＰ２が等しくても異なっていてもよく、Ｐ３とＰ４も等しくても異
なっていてもよい。
【０１４２】
このような構造は、例えば、次のような方法で形成すればよい。上記図４に示す絶縁膜１
７を形成する工程において、絶縁膜１７をスパッタリングで形成する際にビット線１９の
延在方向（ＭＴＪ素子１５の長手方向に対して垂直方向）に基板を動かすことで、ＭＴＪ
素子１５の第１及び第２のヨークティップ部１８ａ、１８ｂに対向する側面は、ＭＴＪ素
子１５の第３及び第４のヨークティップ部１８ｃ、１８ｄに対向する側面よりも絶縁膜１
７が付着し難くなる。このようにスパッタリングを行えば、Ｐ１，Ｐ２に値する膜厚をＰ
３，Ｐ４に値する膜厚よりも薄くなるように、絶縁膜１７の膜厚を調整することも可能で
ある。
【０１４３】
上記第１３の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１４４】
さらに、第１３の実施形態では、ＭＴＪ素子１５の長手方向に、より強い磁気異方性を確
保でき、ヨークティップを付与することにより、熱擾乱耐性が小さくなるという懸案を回
避することができる。
【０１４５】
尚、第１３の実施形態と同様の効果を得る手段として以下のような方法も考えられる。例
えば、第１及び第２のヨークティップ部１８ａ、１８ｂのアスペクト比を、第３及び第４
のヨークティップ部１８ｃ、１８ｄのアスペクト比よりも小さくすればよい。つまり、第
１及び第２のヨークティップ部１８ａ、１８ｂは例えば正方形にし、第３及び第４のヨー
クティップ部１８ｃ、１８ｄはＭＴＪ素子１５の長手方向に延びた長方形にするとよい。
【０１４６】
［第１４の実施形態］
第１の実施形態等では、距離Ｑ１，Ｑ２，Ｑ３，Ｑ４の全てがほぼ等しかったが、第１４
の実施形態では、Ｑ１，Ｑ２をＱ３，Ｑ４よりも短くしたものである。
【０１４７】
図４２は、本発明の第１４の実施形態に係る磁気記憶装置の平面図を示す。図４２に示す
ように、第１４の実施形態では、ＭＴＪ素子１５の長手方向の両側に配置された第２のヨ
ーク本体部２０ｂを、ＭＴＪ素子１５の長手方向に対して垂直方向の両側に配置された第
１のヨーク本体部１２よりも、ＭＴＪ素子１５に近づけたものである。つまり、以下の式
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（３）の関係を満たす構造となっている。
【０１４８】
Ｑ１，Ｑ２＜Ｑ３，Ｑ４…（３）
尚、この場合、Ｑ１とＱ２が等しくても異なっていてもよく、Ｑ３とＱ４も等しくても異
なっていてもよい。
【０１４９】
上記第１４の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１５０】
さらに、第１４の実施形態では、第１３の実施形態と同様に、ＭＴＪ素子１５の長手方向
に、より強い磁気異方性を確保でき、ヨークティップを付与することにより、熱擾乱耐性
が小さくなるという懸案を回避することができる。
【０１５１】
［第１５の実施形態］
第１５の実施形態では、第１乃至第４のヨークティップ部を分離しない例である。
【０１５２】
図４３は、本発明の第１５の実施形態に係る磁気記憶装置の平面図を示す。図４３に示す
ように、第１５の実施形態では、ヨークティップ部１８’（斜線部）は、ＭＴＪ素子１５
の周囲を囲むように連続的に形成されている。
【０１５３】
この場合、ヨークティップ部１８’のＭＴＪ素子１５の長手方向の両側面側に位置する第
１の部分は、第２のヨーク本体部２０と磁気的に結合し、ヨークティップ部１８’のＭＴ
Ｊ素子１５の長手方向の垂直方向における両側面側に位置する第２の部分は、第１のヨー
ク本体部１２と磁気的に結合していることが望ましい。
【０１５４】
このような構造は、例えば、次のような方法で形成すればよい。まず、上記図４に示すよ
うに、絶縁膜１７上にＮｉＦｅなどの磁性膜１８が形成される。次に、上記図５に示すよ
うに、磁性膜１８の外側面が所望の形状にパターニングされる。この際、磁性膜１８は、
レジストやＴａなどからなるエッチングマスクが用いられ、図４４に示すような四角形に
パターニングされる。その後、例えばエッチバックやＣＭＰにより、ＭＴＪ素子１５上の
磁性膜１８及び絶縁膜１７と、上部金属層１６の一部とが除去される。その結果、図４３
に示すように、ＭＴＪ素子１５を囲むヨークティップ部１８’が、ＭＴＪ素子１５と絶縁
膜１７の膜厚分だけ離間して、自己整合的に形成される。
【０１５５】
上記第１５の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１５６】
さらに、第１５の実施形態では、磁性膜１８の外側面をパターニングする際、十字形状よ
りも簡単な四角形状のマスクを用いて行うため、マスクの形成が容易となる。また、ヨー
クティップ部を分離する第１の実施形態に比べて、マスクとＭＴＪ素子１５などの合わせ
ずれの考慮すべき事項を減らすことができるため、磁性膜１８のパターニングも容易とな
る。
【０１５７】
［第１６の実施形態］
第１６の実施形態では、第１乃至第４のヨークティップ部を積層構造にした例である。
【０１５８】
図４５乃至図５０は、本発明の第１６の実施形態に係る磁気記憶装置の製造工程の断面図
を示す。以下に、第１６の実施形態に係る磁気記憶装置の製造方法について説明する。
【０１５９】
まず、図４５に示すように、絶縁膜１１上に、下面及び両側面が第１のヨーク本体部１２
で覆われたワード線１３が形成される。このワード線１３上に、下部金属層１４とＭＴＪ
素子１５と上部金属層１６とからなるＭＴＪ材料層７０が形成される。このＭＴＪ材料層
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７０上に第１の材料層７１が形成され、この第１の材料層７１上にレジスト７２が形成さ
れる。ここで、第１の材料層７１としては、例えば、ＳｉＯｘ，ＡｌＯｘ，ＳｉＮｘがあ
げられる。その後、レジスト７２がＭＴＪ素子１５の形状にパターニングされる。
【０１６０】
次に、図４６に示すように、パターニングされたレジスト７２をマスクとして用いて、例
えばＲＩＥなどで第１の材料層７１が選択的にエッチングされる。その後、レジスト７２
は剥離される。
【０１６１】
次に、図４７に示すように、ＭＴＪ材料層７０及び第１の材料層７１上に第２の材料層７
３が形成され、この第２の材料層７３上に第３の材料層７４が形成される。ここで、第２
の材料層７３は第１の材料層７１と異なる材料を用いることが望ましく、第３の材料層７
４は第１の材料層７１と同じ材料を用いることが望ましい。これは、後の図４９の工程を
考慮して、第１及び第３の材料層７１，７４と第２の材料層７３とでエッチング選択比を
大きくとるためである。従って、第２の材料層７３としては、例えば、Ｓｉ，Ａｌ，Ｔａ
があげられ、第３の材料層７４としては、例えば、ＳｉＯｘ，ＡｌＯｘ，ＳｉＮｘがあげ
られる。次に、第３の材料層７４上にレジスト７５が形成され、このレジスト７５が例え
ばＣＭＰなどで平坦化される。
【０１６２】
次に、図４８に示すように、エッチバック又はＣＭＰでレジスト７５、第２及び第３の材
料層７３，７４が平坦化され、第１の材料層７１の表面が露出される。
【０１６３】
次に、図４９に示すように、例えばＲＩＥなどで、第１及び第３の材料層７１，７４間の
露出した第２の材料層７３が選択的にエッチングされる。このように、第２の材料層７３
のみを選択エッチングして除去することで、第２の材料層７３の膜厚Ａ分だけ隙間を設け
ることができる。従って、このような方法で行えば、フォトリソグラフィの解像限界以下
のパターニングが行える。
【０１６４】
次に、図５０に示すように、第１乃至第３の材料層７１，７３，７４をマスクとして、Ｍ
ＴＪ材料層７０がエッチングされる。これにより、同じ積層構造からなるＭＴＪ素子１５
とヨークティップ部１８’が形成される。
【０１６５】
その後は、隙間に絶縁膜が埋め込まれ、ヨークティップ部１８’の外側面のパターニング
が行われる。そして、ビット線１９と、このビット線１９の上面及び側面を覆う第２のヨ
ーク本体部２０が形成される。尚、ヨークティップ部１８’を第１の実施形態のように勿
論分離してもよい。
【０１６６】
以上のような製造方法で形成された磁気記憶装置は、ＭＴＪ素子１５とヨークティップ部
１８’が同じ材料でワード線１３に接して配置されている。ヨークティップ部１８’は、
ＭＴＪ素子１５の積層構造と同様に、図３９（ａ）（ｂ）、図４０（ａ）（ｂ）のような
磁性層からなる積層構造であってもよい。また、ヨークティップ部１８’の下面又は上面
に反強磁性層が設けられていてもよい。
【０１６７】
また、ヨークティップ部１８’は、第１のヨーク本体部１２に物理的に接している。従っ
て、ビット線１９とワード線１３が電気的に接続することを防ぐために、ヨークティップ
部１８’はビット線１９及び第２のヨーク本体部２０と電気的に絶縁する必要がある。
【０１６８】
上記第１６の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１６９】
さらに、第１６の実施形態では、ヨークティップ部１８’の積層構造体をＭＴＪ素子１５
と同じ材料で代用すれば、ヨークティップ部１８’とＭＴＪ素子１５とを同時に形成でき
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るため、工程数が大幅に削減できる。また、ヨークティップ部１８’の積層構造体を軟磁
性膜と反強磁性膜を積層した構造とすると、その磁区構造を完全な単磁区状態とすること
ができ、書き込みの再現性を完璧なものとすることができる。
【０１７０】
尚、第１及び第２のヨーク本体部１２，２０を、第１６の実施形態におけるヨークティッ
プ部１８’と同様に、磁性層からなる積層構造にしてもよい。
【０１７１】
その他、本発明は、上記各実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を
逸脱しない範囲で、種々に変形することが可能である。例えば、図２（ａ）、（ｂ）にお
いて、下部金属層１４又は上部金属層１６をダイオード層に変更し、このダイオード層を
読み出し用のスイッチング素子として使用してもよい。
【０１７２】
さらに、上記実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件
における適宜な組み合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示され
る全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で
述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この
構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
【０１７３】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、書き込み電流の低減を図ることが可能な磁気記憶装
置及びその製造方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る磁気記憶装置の平面図を示す。
【図２】図２（ａ）は、図１の IIA-IIA線に沿った磁気記憶装置を示す断面図、図２（ｂ
）は、図１の IIB-IIB線に沿った磁気記憶装置を示す断面図。
【図３】本発明の第１の実施形態に係わる磁気記憶装置の製造工程を示す断面図。
【図４】図３に続く、本発明の第１の実施形態に係わる磁気記憶装置の製造工程を示す断
面図。
【図５】図４に続く、本発明の第１の実施形態に係わる磁気記憶装置の製造工程を示す断
面図。
【図６】図５に続く、本発明の第１の実施形態に係わる磁気記憶装置の製造工程を示す断
面図。
【図７】図６に続く、本発明の第１の実施形態に係わる磁気記憶装置の製造工程を示す断
面図。
【図８】図７に続く、本発明の第１の実施形態に係わる磁気記憶装置の製造工程を示す断
面図。
【図９】図８に続く、本発明の第１の実施形態に係わる磁気記憶装置の製造工程を示す断
面図。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係わる図５の工程で用いられるエッチングマスクの
平面図。
【図１１】本発明の第１の実施形態に係わる磁性膜の図５の工程におけるパターニング後
の形状を示す平面図。
【図１２】本発明の第１の実施形態に係わる磁性膜の図６の工程におけるパターニング後
の形状を示す平面図。
【図１３】図５に続く、本発明の第１の実施形態に係わる磁気記憶装置の他の製造工程を
示す断面図。
【図１４】図１４（ａ）は従来技術による磁気記憶装置を示す平面図、図１４（ｂ）は従
来技術によるヒステリシス曲線を示す図、図１４（ｃ）は従来技術による読み出し信号を
示す図。
【図１５】図１５（ａ）は本発明の第１の実施形態に係る磁気記憶装置を示す平面図、図
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１５（ｂ）は本発明の第１の実施形態に係るヒステリシス曲線を示す図、図１５（ｃ）は
本発明の第１の実施形態に係る読み出し信号を示す図。
【図１６】図１６（ａ）は本発明の第１の実施形態に係る磁気記憶装置を示す断面図、図
１６（ｂ）は本発明の第１の実施形態に係る書き込み電流及び熱擾乱耐性と距離Ｄとの関
係を示す図。
【図１７】本発明の第２の実施形態に係る磁気記憶装置を示す平面図。
【図１８】本発明の第３の実施形態に係る磁気記憶装置を示す平面図。
【図１９】本発明の第４の実施形態に係る磁気記憶装置を示す平面図。
【図２０】図２０（ａ）は、図１９の XXA-XXA線に沿った磁気記憶装置を示す断面図、図
２０（ｂ）は、図１９の XXB-XXB線に沿った磁気記憶装置を示す断面図。
【図２１】本発明の第５の実施形態に係る磁気記憶装置を示す平面図。
【図２２】図２２（ａ）は、図２１の XXIIA-XXIIA線に沿った磁気記憶装置を示す断面図
、図２２（ｂ）は、図２１の XXIIB-XXIIB線に沿った磁気記憶装置を示す断面図。
【図２３】本発明の第６の実施形態に係る磁気記憶装置を示す平面図。
【図２４】図２４（ａ）は、図２３の XXIVA-XXIVA線に沿った磁気記憶装置を示す断面図
、図２４（ｂ）は、図２３の XXIVB-XXIVB線に沿った磁気記憶装置を示す断面図。
【図２５】本発明の第７の実施形態に係る磁気記憶装置を示す平面図。
【図２６】図２６（ａ）は、図２５の XXVIA-XXVIA線に沿った磁気記憶装置を示す断面図
、図２６（ｂ）は、図２５の XXVIB-XXVIB線に沿った磁気記憶装置を示す断面図。
【図２７】本発明の第８の実施形態に係る磁気記憶装置を示す平面図。
【図２８】図２８（ａ）は、図２７の XXVIIIA-XXVIIIA線に沿った磁気記憶装置を示す断
面図、図２８（ｂ）は、図２７の XXVIIIB-XXVIIIB線に沿った磁気記憶装置を示す断面図
。
【図２９】本発明の第９の実施形態に係る磁気記憶装置を示す平面図。
【図３０】図３０（ａ）は、図２９の XXXA-XXXA線に沿った磁気記憶装置を示す断面図、
図３０（ｂ）は、図２９の XXXB-XXXB線に沿った磁気記憶装置を示す断面図。
【図３１】本発明の第１０の実施形態に係る磁気記憶装置を示す平面図。
【図３２】図３２（ａ）は、図３１の XXXIIA-XXXIIA線に沿った断面を含む磁気記憶装置
を示す断面図、図３２（ｂ）は、図３１の XXXIIB-XXXIIB線に沿った磁気記憶装置を示す
断面図。
【図３３】図４に続く、本発明の第１１の実施形態に係わる磁気記憶装置の製造工程を示
す断面図。
【図３４】図３３に続く、本発明の第１１の実施形態に係わる磁気記憶装置の製造工程を
示す断面図。
【図３５】本発明の第１１の実施形態に係わる磁気記憶装置において、マスクをパターニ
ングした後の平面図。
【図３６】図３に続く、本発明の第１２の実施形態に係わる磁気記憶装置の製造工程を示
す断面図。
【図３７】図３６に続く、本発明の第１２の実施形態に係わる磁気記憶装置の製造工程を
示す断面図。
【図３８】図３７に続く、本発明の第１２の実施形態に係わる磁気記憶装置の製造工程を
示す断面図。
【図３９】図３９（ａ）、（ｂ）は、本発明の各実施形態に係わるシングルジャンクショ
ン構造のＭＴＪ素子を示す断面図。
【図４０】図４０（ａ）、（ｂ）は、本発明の各実施形態に係わるダブルジャンクション
構造のＭＴＪ素子を示す断面図。
【図４１】本発明の第１３の実施形態に係わる磁気記憶装置を示す平面図。
【図４２】本発明の第１４の実施形態に係わる磁気記憶装置を示す平面図。
【図４３】本発明の第１５の実施形態に係わる磁気記憶装置を示す平面図。
【図４４】本発明の第１５の実施形態に係わる磁気記憶装置において、磁性膜の外周のパ
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ターニング後の形状を示す平面図。
【図４５】本発明の第１６の実施形態に係わる磁気記憶装置の製造工程を示す断面図。
【図４６】図４５に続く、本発明の第１６の実施形態に係わる磁気記憶装置の製造工程を
示す断面図。
【図４７】図４６に続く、本発明の第１６の実施形態に係わる磁気記憶装置の製造工程を
示す断面図。
【図４８】図４７に続く、本発明の第１６の実施形態に係わる磁気記憶装置の製造工程を
示す断面図。
【図４９】図４８に続く、本発明の第１６の実施形態に係わる磁気記憶装置の製造工程を
示す断面図。
【図５０】図４９に続く、本発明の第１６の実施形態に係わる磁気記憶装置の製造工程を
示す断面図。
【図５１】従来技術による磁気記憶装置を示す斜視図。
【図５２】図５２（ａ）は従来技術による磁気記憶装置のデータの書き込みを示す図、図
５２（ｂ）は従来技術による磁気記憶装置のデータの読み出しを示す図。
【図５３】従来技術による磁気記憶装置の微細化に伴うスイッチング磁界の関係を示す図
。
【図５４】従来技術によるヨーク付き磁気記憶装置を示す斜視図。
【図５５】図５５（ａ）は従来技術によるヨークなし配線の磁気記憶装置を示す断面図、
図５５（ｂ）は従来技術によるヨーク付き配線の磁気記憶装置を示す断面図。
【図５６】図５６（ａ）は従来技術によるヨークなし配線の磁気記憶装置の読み出し信号
を示す図、図５６（ｂ）は従来技術によるヨーク付き配線の磁気記憶装置の読み出し信号
を示す図。
【符号の説明】
１１、１７、３１…絶縁膜、
１２…第１のヨーク本体部、
１３…ワード線、
１４…下部金属層、
１５、１５’…ＭＴＪ素子、
１６…上部金属層、
１８…磁性膜、
１８’…ヨークティップ部、
１８ａ、１８ａ’、１８ａ”…第１のヨークティップ部、
１８ｂ、１８ｂ’、１８ｂ”…第２のヨークティップ部、
１８ｃ、１８ｃ’、１８ｃ”…第３のヨークティップ部、
１８ｄ、１８ｄ’、１８ｄ”…第４のヨークティップ部、
１９…ビット線、
２０、２０ａ、２０ｂ…第２のヨーク本体部、
２１…エッチングマスク、
２２…段差部、
３２、４０…金属層、
３３、４１…コンタクト、
３４…トランジスタ、
４２…読み出しワード線、
５０…マスク層、
６０、６０ａ、６０ｂ…磁化固着層、
６１…磁気記録層、
６２、６２ａ、６２ｂ…トンネル接合層、
７０…ＭＴＪ材料層、
７１…第１の材料層、

10

20

30

40

50

(27) JP 3959335 B2 2007.8.15



７２、７５…レジスト、
７３…第２の材料層、
７４…第３の材料層、
１０１…テンプレート層、
１０２…初期強磁性層、
１０３…反強磁性層、
１０４、１０４′、１０４″…基準強磁性層、
１０５、１０５′、１０５″…自由記録層、
１０６…接点層、
１０７…非磁性層。 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】
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【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】

【 図 ３ ６ 】

【 図 ３ ７ 】

【 図 ３ ８ 】

【 図 ３ ９ 】
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【 図 ４ ０ 】 【 図 ４ １ 】

【 図 ４ ２ 】 【 図 ４ ３ 】
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【 図 ４ ４ 】 【 図 ４ ５ 】

【 図 ４ ６ 】

【 図 ４ ７ 】

【 図 ４ ８ 】

【 図 ４ ９ 】

【 図 ５ ０ 】
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【 図 ５ １ 】 【 図 ５ ２ 】

【 図 ５ ３ 】

【 図 ５ ４ 】

【 図 ５ ５ 】
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【 図 ５ ６ 】
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