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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁化方向が実質的に一方向に固着された第1の強磁性体膜を有する磁化固着層と，外部
磁界に対応して磁化方向が変化する第２の強磁性体膜を有する磁化自由層と，前記磁化固
着層と前記磁化自由層との間に配置され，絶縁層と，この絶縁層を貫通する強磁性金属部
とを有する複合スペーサ層と，を備える磁気抵抗効果膜と，
　前記磁気抵抗効果膜の膜面に対して垂直方向にセンス電流を通電する一対の電極と，
　前記磁化自由層内に配置され，「０．１＜ｔｍ≦０．５ｎｍ」の厚さtmを有する，非強
磁性元素を含む層と，を具備し，
　前記一対の電極の間に，前記磁化固着層以外の磁化固着層が配置されない，
ことを特徴とする磁気抵抗効果素子。
【請求項２】
　前記非強磁性元素を含む層の上下で，前記磁化自由層の磁化方向が同一である
ことを特徴とする請求項第１に記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項３】
　前記絶縁層と前記非強磁性元素を含む層間の距離dmが，０ｎｍ＜dm＜3ｎｍである
ことを特徴とする請求項第１に記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項４】
　前記非強磁性元素が，Ｈ，Ｃ，Ｎ，Ｏ，Ｆ，Ｌｉ，Ｍｇ，Ａｌ，Ｓｉ，Ｔｉ，Ｖ，Ｃｒ
，Ｍｎ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ｚｒ，Ｙ，Ｎｂ，Ｍｏ，Ｐｄ，Ａｇ，Ｃｄ，Ａｕ，Ｐｔ，Ｐｂ，Ｂ
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ｉ，Ｗ，Ｈｆ，Ｌａ，Ｔａ，Ｂａ，Ｓｒ，Ｒｅ，またはランタノイド系元素である
ことを特徴とする請求項第1に記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項５】
　前記絶縁層が，酸素，窒素，炭素の少なくとも１つを有する
ことを特徴とする請求項第１に記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項６】
　前記強磁性金属部が，Ｆｅ，およびＣｏの少なくとも１つを有する
ことを特徴とする請求項第１に記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項７】
　前記強磁性体膜が，Ｆｅ，およびＣｏからなる合金である
ことを特徴とする請求項第１に記載の磁気抵抗効果素子。
【請求項８】
　請求項１から７に記載のいずれか1項に記載の磁気抵抗効果素子を具備することを特徴
とする磁気ヘッド。
【請求項９】
　磁気的に記録された情報を磁気記録媒体から読み取る請求項8記載の磁気ヘッドを具備
することを特徴とする磁気再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，磁気抵抗効果素子，磁気ヘッド，及び磁気再生装置に関し，より詳細には，
磁気抵抗効果膜の膜面に対して垂直方向にセンス電流を流す磁気抵抗効果素子，これを用
いた磁気ヘッド及び磁気再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　磁気抵抗効果素子（Magnetoresistive effect element）は，磁場センサ，磁気ヘッド
（ＭＲヘッド），ＭＲＡＭ，ＤＮＡ－ＭＲチップなどに用いられているか，その適用が検
討されている（非特許文献１、２参照）。ＭＲヘッドは，磁気再生装置に搭載され，ハー
ドディスクドライブ等の磁気記録媒体からの情報を読み取る。
【０００３】
　スピンバルブ（spin valve）膜を用いて，大きな磁気抵抗効果を実現した例が報告され
ている。スピンバルブ膜は，２層の強磁性層で非磁性層を夾んだサンドイッチ構造の多層
膜である。強磁性層の一方は，反強磁性層からの交換バイアス磁場により，その磁化方向
が固定され，「ピン層」あるいは「磁化固着層」と称される。強磁性層の他方は，外部磁
場（信号磁場等）により，その磁化方向が回転可能であり，「フリー層」あるいは「磁化
自由層」とも称される。非磁性層は，「スペーサ層」あるいは「中間層」と称される。外
部磁界により，これら２つの強磁性層の磁化方向の相対的な角度が変化することで，大き
な磁気抵抗効果が得られる。
　ここで，スピンバルブ膜を用いた磁気抵抗効果素子には，ＣＩＰ（Current-in-Plane）
型と，ＣＰＰ（Current Perpendicular to Plane）型とがある。前者ではスピンバルブ膜
の膜面の平行方向にセンス電流を流し，後者ではスピンバルブ膜の膜面の垂直方向にセン
ス電流を流す。
【０００４】
　近年，Ｎｉ細線同士の微少接合を用いて，高い磁気抵抗変化率の磁気抵抗効果が観測さ
れている（非特許文献３参照）。
　また，この磁気微小結合を三次元構造に展開した磁気抵抗効果素子の開発が進められて
いる（特許文献１参照）。特許文献１では３次元方向のナノコンタクトの作成法，つまり
穴あけ法として，ＥＢ（Electron Beam）照射プロセス，ＦＩＢ（Focused Ion Beam）照
射プロセス，ＡＦＭ（Atomic Force Microscope）技術などが開示されている。
【非特許文献１】APPLIED PHYSICS LETTERS 87, 013901 2005



(3) JP 5044157 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

【非特許文献２】IEE Proc.-Circuits Devices Syst, Vol. 152, No. 4, August 2005
【非特許文献３】Phys. Rev. Lett. 82 2923 (1999)
【特許文献１】特開２００３－２０４０９５号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　磁気微少接合点における磁気抵抗効果は磁化の急激な変化によって生じると考えられる
。つまり，磁気微小接合点で形成される磁区を狭くすることが高磁気抵抗効果に繋がる。
磁区幅を狭くする間接的な手法としては，磁気微小接合点の径（複合スペーサ層中の強磁
性金属部の径）を小さくする事が上げられる。しかし，その磁気微小接合点の径を微小に
すると抵抗が過度に大きくなる可能性がある。
【０００６】
　上記に鑑み，本発明は，磁性同士のナノコンタクトを用いた磁気抵抗において，適正な
抵抗値と高い抵抗変化率の両立を図った垂直通電型の磁気抵抗効果素子を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様に係る磁気抵抗効果素子は，磁化方向が実質的に一方向に固着された第
1の強磁性体膜を有する磁化固着層と，外部磁界に対応して磁化方向が変化する第２の強
磁性体膜を有する磁化自由層と，前記磁化固着層と前記磁化自由層との間に配置され，絶
縁層と，この絶縁層を貫通する強磁性金属部とを有する複合スペーサ層と，を備える磁気
抵抗効果膜と，前記磁気抵抗効果膜の膜面に対して垂直方向にセンス電流を通電する一対
の電極と，前記磁化固着層内および前記磁化自由層内の少なくとも一方に配置された非強
磁性元素を含む層と，を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば，磁性同士のナノコンタクトを用いた磁気抵抗において適正な抵抗値と
高い抵抗変化率の両立を図った垂直通電型の磁気抵抗効果素子を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下，図面を参照して，本発明の実施の形態を詳細に説明する。
　図１は，本発明の一実施形態にかかる磁気抵抗効果素子１０の断面を表す模式図である
。
　磁気抵抗効果素子１０は，下電極ＬＥ，上電極ＵＥ，これらの間に配置される積層膜（
磁気抵抗効果膜）を有する。この積層膜は，下地層１１，反強磁性層１２，複合ピン層１
３（ピン層１３１，磁化反平行結合層１３２，ピン層１３３），複合スペーサ層１４，フ
リー層１５，保護層１６を有する。ここで，複合ピン層１３，複合スペーサ層１４，フリ
ー層１５の全体が，スピンバルブ膜である。
【００１０】
　これら下電極ＬＥ及び上電極ＵＥは，スピンバルブ膜の略垂直方向にセンス電流を通電
するためのものである。即ち，磁気抵抗効果素子１０は，センス電流を素子膜面に対して
垂直方向に流すＣＰＰ（Current Perpendicular to Plane）型の素子である。
【００１１】
　下地層１１は，例えば，バッファ層１１ａ，シード層１１ｂの２槽構造とすることがで
きる。バッファ層１１ａは，下電極ＬＥ表面の荒れを緩和したりするための層であり，例
えば，Ｔａ，Ｔｉ，Ｗ，Ｚｒ，Ｈｆ，Ｃｒまたはこれらの合金を用いることができる。シ
ード層１１ｂは，スピンバルブ膜の結晶配向を制御するための層であり，例えば，Ｒｕ，
（ＦｅｘＮｉ１００－ｘ）１００－ｙＸｙ（Ｘ＝Ｃｒ，Ｖ，Ｎｂ，Ｈｆ，Ｚｒ，Ｍｏ，１
５＜ｘ＜２５，２０＜ｙ＜４５）を用いることができる。
【００１２】



(4) JP 5044157 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

　反強磁性層１２は，複合ピン層１３に一方向異方性（unidirectional anisotropy）を
付与して磁化を固着する機能を有する反強磁性材料（例えば，ＰｔＭｎ，ＰｄＰｔＭｎ，
ＩｒＭｎ，ＲｕＲｈＭｎ）が用いられる。
【００１３】
　複合ピン層（磁化固着層）１３は，磁化方向が実質的に固着された強磁性体の膜（ここ
では，ピン層１３１，１３３）を有する。複合ピン層１３は，２つのピン層（磁化固着層
）１３１，１３３，これらの間に配置される磁化反平行結合層１３２から構成される。な
お，この複合ピン層１３に換えて，単一のピン層を用いることもできる。
【００１４】
　磁化反平行結合層１３２の上下のピン層１３１，１３３は，磁化反平行結合層１３２を
介して，磁化の向きが互いに反平行になるように磁気結合している。
　ピン層１３１，１３３には，強磁性体（例えば，Ｆｅ，Ｃｏ，Ｎｉ，ＦｅＣｏ合金，Ｆ
ｅＮｉ合金）が用いられる。
　磁化反平行結合層１３２は，ピン層１３１，１３３を反強磁性結合するものであり，例
えば，Ｒｕ，Ｉｒ，Ｒｈが用いられる。
【００１５】
　複合スペーサ層１４は，絶縁層１４１，強磁性金属層（強磁性金属部）１４２を有する
。
　絶縁層１４１は，Ａｌ，Ｍｇ，Ｌｉ，Ｓｉ，Ｃａ，Ｓｃ，Ｔｉ，Ｖ，Ｃｒ，Ｍｎ，Ｆｅ
，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ｇａ，Ｓｅ，Ｓｒ，Ｙ，Ｚｒ，Ｎｂ，Ｍｏ，Ｐｄ，Ａｇ，Ｃ
ｄ，Ｉｎ，Ｓｎ，Ｓｂ，Ｂａ，Ｋａ，Ｈｆ，Ｔａ，Ｗ，Ｒｅ，Ｐｔ，Ｈｇ，Ｐｂ，Ｂｉ，
ランタノイド元素の少なくとも一種を含む酸化物，窒化物，酸窒化物，炭化物等から構成
できる。絶縁層１４１には，電流を絶縁する機能を有する材料を適宜に利用できる。
【００１６】
　強磁性金属層１４２は，複合スペーサ層１４の層垂直方向に電流を流す通路（パス）で
あり，Ｆｅ，Ｃｏ，Ｎｉ等の強磁性体または合金からなる金属層を用いることができる。
ピン層１３３の磁化方向と反対の磁場がフリー層１５に印加され，フリー層１５の磁化方
向がその磁場方向に向いた場合，ピン層１３３とフリー層１５の磁化方向が反平行となる
。この場合，磁化方向が異なる２つの強磁性層（複合ピン層１３３，フリー層１５）に強
磁性金属層１４２が夾まれることから，強磁性金属層１４２に磁壁ＤＷが発生する。
【００１７】
　図１に示すように，強磁性金属層１４２の径ｄは，必ずしも層方向に均一ではない（図
１では，下部での幅の方が上部での幅よりも大きい）。この場合，強磁性金属層１４２の
幅ｄの代表値として，層方向での平均値を採用することができる。
【００１８】
　本実施形態では，複合スペーサ層１４の厚さｔに対する径ｄの比率（縦横比）を大きく
する。例えば，厚さｔを１ｎｍ，径ｄを３ｎｍとする（縦横比～３）。ここで，径ｄを大
きく設定しているのは，磁気抵抗素子の抵抗値の増加を防止するためである。
【００１９】
　フリー層（磁化自由層）１５は，外部磁界に対応して磁化方向が変化する強磁性体（例
えば，Ｆｅ，Ｃｏ，Ｎｉ，ＦｅＣｏ合金，ＦｅＮｉ合金）を有する層である。なお，フリ
ー層１５を複数の層が積層された積層構造としても良い。
　保護層１６は，スピンバルブ膜を保護する機能を有する。保護層１６は，例えば，複数
の金属層，例えば，Ｃｕ／Ｒｕの２層構造，Ｃｕ／Ｔａ／Ｒｕの３層構造とすることがで
きる。
【００２０】
（磁壁制限層１７）
　本実施形態では，磁壁制限層１７によって磁壁ＤＷの厚さλを制限することで，抵抗値
自体とその変化率の双方を適切に設定することが容易になる。
　本実施形態では，複合スペーサ層１４の近傍，具体的には，ピン層１３３，フリー層１
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５の一方または双方に，磁壁制限層１７が配置される。この磁壁制限層１７は一層に限定
されるものでは無く，複数層配置されても良い。
【００２１】
　磁壁制限層１７は，非強磁性元素を含む層である。即ち，磁壁制限層１７が強磁性を有
しないことで，強磁性結合の伝達を阻害し，磁壁ＤＷの厚さλを制限している。
　磁壁制限層１７は，複合スペーサ層１４，ピン層１３３間，または複合スペーサ層１４
，フリー層１５間での強磁性結合を弱める。非強磁性元素としては，Ｆｅ，Ｃｏ，Ｎｉ以
外の周期律表にある元素はすべて使用できる。その中でも，例えばＨ，Ｃ，Ｎ，Ｏ，Ｆ，
Ｌｉ，Ｍｇ，Ａｌ，Ｓｉ，Ｔｉ，Ｖ，Ｃｒ，Ｍｎ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ｚｒ，Ｙ，Ｎｂ，Ｍｏ，
Ｐｄ，Ａｇ，Ｃｄ，Ａｕ，Ｐｔ，Ｐｂ，Ｂｉ，Ｗ，Ｈｆ，Ｌａ，Ｔａ，Ｂａ，Ｓｒ，Ｒｅ
，ランタノイド系などの元素が好ましい。この中でも特に好ましいのはＣｕである。
　非強磁性元素磁壁制限層１７は，結晶系，アモルファス系のいずれでも良い。
【００２２】
　図２Ａ～図２Ｃは，複合スペーサ層１４の近傍での磁気抵抗効果素子１０の断面を表す
模式図であり，磁壁制限層１７の役割を説明するためのものである。
　図２Ａ，図２Ｂは，磁壁制限層１７が存在しない場合の複合スペーサ層１４の近傍を表
す。図２Ａでは，複合スペーサ層１４の厚さｔ１と強磁性金属層１４２の直径ｄ１がほぼ
等しい。図２Ｂでは，複合スペーサ層１４の厚さｔ２に対して，強磁性金属層１４２の直
径ｄ２が大きい。
　図２Ｃは，磁壁制限層１７が存在する場合の複合スペーサ層１４の近傍を表す。図２Ｃ
での複合スペーサ層１４の厚さｔ２，強磁性金属層１４２の直径ｄ２は，図２Ｂと同様で
ある。磁壁制限層１７が存在する図２Ｃが本実施形態である．
【００２３】
　既述のように，強磁性金属層１４２に磁壁ＤＷが形成される。ピン層１３３，フリー層
１５の磁化方向が異なることから，ピン層１３３，フリー層１５に挟まれ，強磁性体で構
成される強磁性金属層１４２に磁壁ＤＷが生じる。磁壁ＤＷは，磁区間の境界を意味し，
この中で磁気モーメントの向きが変化している。この磁壁ＤＷは，強磁性金属層１４２自
体のみならず，その周囲に広がる可能性がある。
【００２４】
　図２Ａでは，絶縁層１４１の厚さｔ１と強磁性金属層１４２の直径ｄ１がほぼ等しい。
このため，磁壁ＤＷの厚さλ１は絶縁層１４１の厚さｔ１とほぼ等しい（λ1～ｄ1～ｔ1
）。
　これに対して，図２Ｂでは，絶縁層１４１の厚さｔ２より強磁性金属層１４２の直径ｄ
２が大きい（ｄ２＞ｔ２）。このとき，磁壁ＤＷの厚さλ２は，強磁性金属層１４２の直
径ｄ２とほぼ等しくなる（λ２～ｄ２）。この結果，複合スペーサ層１４からの磁壁ＤＷ
のはみ出し（周囲への広がり）が大きくなる。
【００２５】
　このように，磁壁ＤＷの厚さλは，絶縁層１４１の厚さｔと強磁性金属層１４２の直径
ｄの双方に依存する。磁壁ＤＷの厚さλを１ｎｍとするには，絶縁層１４１の厚さｔおよ
び強磁性金属層１４２の直径ｄの双方を１ｎｍとすることが必要となる。
　しかし，強磁性金属層１４２の直径ｄを１ｎｍとすると，磁気抵抗効果素子１０の抵抗
の過度の増大が懸念される。
　本実施形態では，ピン層１３３，フリー層１５の一方または双方に，磁壁制限層１７を
配置する。この結果，絶縁層１４１の厚さｔと強磁性金属層１４２の直径ｄの双方を小さ
くしなくても，磁壁ＤＷの厚さλを制限し，抵抗の変化率を向上することができる。本実
施形態の図２Ｃに示すように，磁壁制限層１７によって磁壁ＤＷの厚さλ３を制限するこ
とができる。磁壁制限層１７がピン層１３３内またはフリー層１５内での強磁性結合を弱
めて，磁壁ＤＷの広がりを抑制する。
【００２６】
　本実施形態では，強磁性金属層１４２の径ｄが２ｎｍ≦ｄ≦１０ｎｍの範囲とすること
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が好ましい。
　磁気抵抗の変化率の観点では強磁性金属層１４２の径ｄが有る程度小さいことが望まし
い。一方，磁気抵抗効果素子１０の抵抗の過度の増大を防止するためには，径ｄが有る程
度大きいことが望ましい。また，磁壁制限層１７によって，磁壁ＤＷの厚さλを制限出来
ることから，強磁性金属層１４２の径ｄを有る程度大きくすることが許容される。このよ
うに，磁気抵抗の変化率と抵抗値のバランスから径ｄの適正範囲が決定される。
【００２７】
　また，複合スペーサ層１４から磁壁制限層１７までの距離ｄｍを０＜ｄｍ＜３ｎｍとす
ることが好ましい。但し，強磁性金属層１４２の径ｄ，絶縁層１４１の厚さｔよって，磁
壁ＤＷの広がりは異なるが，磁壁ＤＷの閉じ込めに効果があるより好ましい範囲は０＜ｄ
ｍ≦１．５ｎｍである。
　また，磁壁制限層１７の厚さｔｍは０．１＜ｔｍ＜２ｎｍとするのが好ましい。さらに
より好ましい範囲は０．１＜ｔｍ≦０．５ｎｍである。
【００２８】
（シミュレーションによる検討）
　以下，強磁性金属層１４２の近傍での磁化状態をシミュレーションした結果を説明する
。
Ａ．絶縁層１４１の厚さｔ，強磁性金属層１４２の径ｄの検討
　絶縁層１４１の厚さｔ，強磁性金属層１４２の径ｄの影響を検討した。
　図３Ａは，シミュレーション条件を表す模式図である。ピン層１３３の厚さを４ｎｍ，
フリー層１５の厚さを４ｎｍとし，絶縁層１４１の厚さｔを２ｎｍとしている。
【００２９】
　この条件で強磁性金属層１４２の径ｄを１から３ｎｍまで変化させ，強磁性金属層１４
２内のとその近傍の磁化の角度変化を求めた。
　図３Ｂは，ピン層１３３，強磁性金属層１４２，フリー層１５の厚さ方向の距離Ｚと磁
化の角度変化（Rotation Angle［deg］）の関係を表すグラフである。本図からわかるよ
うに，強磁性金属層１４２の径ｄが１ｎｍの時が磁化の角度変化が最も急峻である。即ち
，径ｄが小さい方が磁化の角度変化が大きく，磁気抵抗が大きくなることが予想される。
【００３０】
　また，絶縁層１４１（強磁性金属層１４２）の厚さｔを変化させ，磁化の角度変化を求
めた。
　図３Ｃは，強磁性金属層１４２の径ｄ（または厚さｔ）と磁化の変化度（Rotation Ang
le Ratio［deg/nm］）の関係を表すグラフである。なお，磁化の変化度は，単位厚さ当た
りの磁化の角度変化の割合を意味する。このシミュレーションでは，次の２通りの結果を
求めた。
（１）径ｄ＝２ｎｍ固定で厚さｔを変化させた場合
（２）径ｄ，厚さｔを同値で変化させた場合
【００３１】
　結果として，厚さｔ，径ｄの双方が１ｎｍの時に，強磁性金属層１４２での磁化の変化
度が大きかった。一方，径ｄを２ｎｍに固定すると，厚さｔを１ｎｍにしても，磁化の変
化度は比較的小さい。つまり，径ｄと厚みｔの双方を小さくするほど，磁化の変化は急峻
となり，磁気抵抗も大きくなると予想される。
【００３２】
　径ｄと厚さｔを等しく１ｎｍとした場合，磁壁ＤＷの厚さλは小さく，磁壁ＤＷが強磁
性金属層１４２からはみ出ていないと想像される（図２Ａ参照）。一方，径ｄを２ｎｍに
固定し，厚さｔを１ｎｍとした場合，磁壁ＤＷの厚さλは大きく，磁壁ＤＷが強磁性金属
層１４２からはみ出ていると想像される（図２Ｂ参照）。このはみ出しの有無が，磁化の
変化度の大小に影響するものと想定される。
【００３３】
Ｂ．複合スペーサ層１４から磁壁制限層１７までの距離ｄｍの検討
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　複合スペーサ層１４から磁壁制限層１７までの距離ｄｍの影響を検討した。
　図４Ａ，図４Ｂはそれぞれ，磁壁制限層１７を挿入した場合と挿入しない場合における
磁化の空間的な分布のシミュレーション結果を表す図である。ここでは，強磁性金属層１
４２の径ｄを２ｎｍ，その厚みを２ｎｍとし，ピン層１３３とフリー層１５の磁化方向を
反平行としている。図４Ａでは，複合スペーサ層１４から磁壁制限層１７までの距離ｄｍ
を０．５ｎｍとした。
　図４Ａ，図４Ｂから判るように，磁壁制限層１７を挿入することで，磁壁ＤＷの厚さλ
が制限される。
【００３４】
　図５は，複合スペーサ層上面からの距離Ｚと外部磁界方向の磁化との関係のシミュレー
ション結果を表すグラフである。グラフの横軸が複合スペーサ層１４からの距離Ｚを，グ
ラフの縦軸が外部磁化方向での磁化の大きさをそれぞれ表す。図５では，フリー層１５内
での磁化の動きのみを示している．ここで，磁壁制御層１７の挿入距離ｄｍを変化させて
いる。距離ｄｍを１．２５ｎｍから０ｎｍと小さくするに従い，磁化の変化が急峻になる
ことが判る。最終的に，挿入距離ｄｍを０ｎｍとした時には，強磁性金属層１４２とフリ
ー層１５との磁気的結合は完全に切れている．
【００３５】
　図５の結果から磁化の最大変化量と挿入距離ｄｍとの関係を求める． ここでは磁化が
連続的に変化しない跳び成分は除いた。その結果を図６に示す．
　図６は，磁壁制限層１７の位置（複合スペーサ層１４から磁壁制限層１７までの距離ｄ
ｍ）と磁化の最大変化量（図中最大磁化と記載）の関係を表すグラフである。この最大磁
化は，前述のように磁化の跳びを除外して算出している。
　本図で示されるように，０．５ｎｍまでは距離ｄｍが小さくなるにつれて最大磁化が大
きくなる。しかしながら，距離ｄｍが０．５ｎｍより小さくなると，最大磁化は急激に減
少する。これは，距離ｄｍが有る程度小さくなると，前述の磁化の跳びが大きくなること
に起因する。このように，複合スペーサ層１４から磁壁制限層１７までの距離ｄｍが０．
５ｎｍのとき磁化の変化が最大となる。そして，このときに磁気抵抗の変化率も大きくな
ると予想される。
【００３６】
（磁気抵抗効果素子１０の製造方法）
　以下，磁気抵抗効果素子１０の製造方法の一例を説明する。
　図７は，磁気抵抗効果素子１０の製造工程の一例を表すフロー図である。
　基板上に，下電極ＬＥ，下地層１１，反強磁性層１２，複合ピン層１３，複合スペーサ
層１４，フリー層１５，保護層１６，上電極ＵＥを順に形成する。通常，減圧下で，この
形成がなされる。
【００３７】
（１）下電極ＬＥ～反強磁性層１２の形成（ステップＳ１１）
　基板（図示せず）上に，下電極ＬＥを微細加工プロセスによって形成する。下電極ＬＥ
上に，下地層１１，反強磁性層１２を順に成膜する。
【００３８】
（２）複合ピン層１３（磁壁制限層１７を含む）の形成（ステップＳ１２）
　反強磁性層１２上に磁壁制限層１７を含む複合ピン層１３を形成する。即ち，ピン層１
３１，磁化反平行結合層１３２，ピン層１３３を順に成膜する。ピン層１３３の成膜の途
中（あるいは成膜に先立って），磁壁制限層１７を形成する。ピン層１３３の構成材料，
磁壁制限層１７の構成材料，ピン層１３３の構成材料と，順に成膜材料を切り換えること
で，ピン層１３３中に磁壁制限層１７を挿入することができる。
【００３９】
（３）複合スペーサ層１４の形成（ステップＳ１３）
　次に，複合スペーサ層１４を形成する。
　複合スペーサ層１４を形成するには，以下のような方法を用いる。ここでは，Ａｌ2Ｏ3
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からなる絶縁層１４１中に金属結晶構造を有するＦｅからなる強磁性金属層１４２を含む
複合スペーサ層１４を形成する場合を例に説明する。
【００４０】
　１）ピン層１３３上またはピン層１３３自体に，強磁性金属層１４２の供給源となる第
1の金属層（例えば，Ｆｅ）を成膜した後，第1の金属層上に絶縁層１４１に変換される第
２の金属層（例えば，Ａｌ）を成膜する。
　第２の金属層に希ガス（例えばＡｒ）のイオンビームを照射して前処理（イオントリー
トメント）を行う。イオントリートメントの結果，第２の金属層中に第1の金属層の一部
が侵入した状態になる。このようにして，第２の金属層中に侵入した第1の金属層の構成
材料が強磁性金属層１４２となる。
【００４１】
　２）次に，酸化ガス（例えば，酸素を含む希ガス）を供給して第２の金属層を酸化し，
絶縁層１４１を形成する。このとき，強磁性金属層１４２が酸化され難い条件を選択する
。この酸化により，第２の金属層がＡｌ２Ｏ３からなる絶縁層１４１に変換される。この
結果，Ａｌ２Ｏ３からなる絶縁層１４１とＦｅからなる強磁性金属層１４２とを有する複
合スペーサ層１４が形成される。ここでの酸化法としては強磁性金属層１４２が酸化され
ない条件であればその方法は限定されない。イオンビーム酸化法，プラズマ酸化法，イオ
ンアシスト酸化法等いずれも使用可能である。なお，酸化処理に換えて，窒化処理，炭化
処理を選択することも可能である。
【００４２】
　また上記１），２）に替えて，以下の１）’，２）’を適用可能である。
　１）’ピン層１３３上またはピン層１３３自体に，強磁性金属層１４２の供給源となる
第１の金属層（例えば，Ｆｅ）を成膜する。その後，第１の金属層上に絶縁層１４１に変
換される第２の金属層（例えば，Ａｌ）を成膜する。第２の金属層の成膜後，酸化ガス（
例えば，酸素を含む希ガス）を供給して第２の金属層を酸化し，絶縁層１４１‘を形成す
る。この酸化法には，限定されず，イオンビーム酸化法，プラズマ酸化法，イオンアシス
ト酸化法，自然酸化法等いずれも使用可能である。なお，酸化処理に換えて，窒化処理，
炭化処理を選択することも可能である。
【００４３】
　２）’次に絶縁層１４１‘に希ガス（例えばＡｒ）のイオンビームを照射して後処理（
イオントリートメント）を行う。イオントリートメントの結果，絶縁層１４１’に第１の
金属層が侵入した状態になる。この結果，Ａｌ２Ｏ３からなる絶縁層１４１とＦｅからな
る強磁性金属層１４２とを有する複合スペーサ層１４が形成される。
【００４４】
（４）フリー層１５（磁壁制限層１７を含む）の形成（ステップＳ１４）
　複合スペーサ層１４上に磁壁制限層１７を含むフリー層１５を形成する。フリー層１５
の成膜の途中（あるいは成膜に先立って），磁壁制限層１７を形成する。フリー層１５の
構成材料，磁壁制限層１７の構成材料，フリー層１５の構成材料と，順に成膜材料を切り
換えることで，フリー層１５中に磁壁制限層１７を挿入することができる。
【００４５】
（５）保護層１６，上電極ＵＥの形成（ステップＳ１５）
　フリー層１５の上に，保護層１６，上電極ＵＥを順に形成する。
（６）熱処理（ステップＳ１６）
　作成された磁気抵抗効果素子１０に磁界中で熱処理することで，複合ピン層１３の磁化
方向を固着させる。
【００４６】
（実施例１）
　磁気抵抗効果素子１０の実施例１を説明する。実施例１では，以下の膜構成を有する磁
気抵抗効果素子１０を作成した。
　・下地層１１：Ｔａ［５ｎｍ］／ＮｉＦｅＣｒ［７ｎｍ］
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　・反強磁性層１２：ＰｔＭｎ［１５ｎｍ］
　・ピン層１３１：Ｃｏ９Ｆｅ１［３．３ｎｍ］
　・磁化反平行結合層１３２：Ｒｕ［０．９ｎｍ］
　・ピン層１３３：Ｆｅ５Ｃｏ５［２ｎｍ］／Ｃｕ［ｘ　ｎｍ］／Ｆｅ５Ｃｏ５［０．５
ｎｍ］
　・複合スペーサ層１４：Ａｌ酸化物／ＦｅＣｏ金属層
　Ａｌ［１ｎｍ］を成膜，イオントリートメント後にＡｒイオンの存在下で酸化処理をし
た。
　・フリー層１５：Ｆｅ５Ｃｏ５［０．５ｎｍ］／Ｃｕ［ｘ　ｎｍ］／Ｆｅ５Ｃｏ５［２
ｎｍ］
　・保護層１６：Ｃｕ［１ｎｍ］／Ｔａ［２ｎｍ］／Ｒｕ［１５ｎｍ］
　ここで，ｘを０．３，０．６とし，2種類の素子を作成した。
　作成した磁気抵抗効果素子１０を磁界中において，２７０℃で１０時間ほど熱処理した
。
【００４７】
　以上のように，実施例１では，ピン層１３３（Ｆｅ５Ｃｏ５［２．５ｎｍ］）およびフ
リー層１５（Ｆｅ５Ｃｏ５［２．５ｎｍ］）の双方に，磁壁制限層１７（Ｃｕ［ｘ　ｎｍ
］）を挿入している。また，ピン層１３３およびフリー層１５のいずれでも，複合スペー
サ層１４からの磁壁制限層１７の距離ｄｍを０．５ｎｍとした。
【００４８】
（実施例２）
　磁気抵抗効果素子１０の実施例２を説明する。実施例２では，以下の膜構成を有する磁
気抵抗効果素子１０を作成した。
　・下地層１１：Ｔａ［５ｎｍ］／ＮｉＦｅＣｒ［７ｎｍ］
　・反強磁性層１２：ＰｔＭｎ［１５ｎｍ］
　・ピン層１３１：Ｃｏ９Ｆｅ１［３．３ｎｍ］
　・磁化反平行結合層１３２：Ｒｕ［０．９ｎｍ］
　・ピン層１３３：Ｆｅ５Ｃｏ５［２．５ｎｍ］
　・複合スペーサ層１４：Ａｌ［１ｎｍ］を成膜後，イオントリートメントをした後にＡ
ｒイオンの存在下で酸化処理をした。
　・フリー層１５：Ｆｅ５Ｃｏ５［０．５ｎｍ］／Ｃｕ［ｘ　ｎｍ］／Ｆｅ５Ｃｏ５［２
ｎｍ］（ｘ：０．３，０．６，０．９）
　・保護層１６：Ｃｕ［１ｎｍ］／Ｔａ［２ｎｍ］／Ｒｕ［１５ｎｍ］
　ここで，ｘを０．３，０．６，０．９とし，３種類の素子を作成した。
　作成した磁気抵抗効果素子１０を磁界中において，２７０℃で１０時間ほど熱処理した
。
【００４９】
　以上のように，実施例２では，フリー層１５（Ｆｅ５Ｃｏ５［２．５ｎｍ］）のみに，
磁壁制限層１７（Ｃｕ［ｘ　ｎｍ］）を挿入している。また，複合スペーサ層１４からの
磁壁制限層１７の距離ｄｍを０．５ｎｍとした。
【００５０】
（比較例1）
　磁気抵抗効果素子１０の比較例を説明する。比較例では，実施例１，２での磁壁制限層
１７を有しない磁気抵抗効果素子を作成した。なお，比較例は，磁壁制限層１７の有無を
除き，実施例１，２と変わるところがないので，詳細な説明を省略する。
【００５１】
　図８は，実施例１，２，および比較例に係る磁気抵抗効果素子の磁気抵抗のＭＲ比の測
定結果を表すグラフである。このグラフの横軸，縦軸はそれぞれ，磁壁制限層１７の厚さ
（Ｃｕの厚さ），ＭＲ（magneto-resistive）比［％］を表す。ＭＲ比は，磁気抵抗効果
素子に外部磁界を加えたときの抵抗変化率を意味する。実線，破線のグラフがそれぞれ，
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実施例１，２に対応する。また，磁壁制限層１７の厚さが０ｎｍの場合が比較例に相当す
る。
【００５２】
　本図に示されるように，磁壁制限層１７の挿入によって，ＭＲ比が増大する。磁壁制限
層１７の厚さを０．３ｎｍとしたとき，実施例１，２それぞれでのＭＲ比は５．３％，４
．７％と，比較例でのＭＲ比２．６％と比べて，2倍程度以上となった。この時のＲＡは
１～１．５Ωμｍ２であった。
　実施例１でのＭＲ比が実施例２でのＭＲ比より大きいのは，複合スペーサ層１４の両側
に磁壁制限層１７を挿入することで，複合スペーサ層１４の両側で磁壁ＤＷを制限したこ
とに依ると考えられる。
　磁壁制限層１７の厚さを０．３ｎｍより大きくした場合，ＭＲ比が低下する。磁壁制限
層１７の厚さが０．９ｎｍでは磁壁制限層１７を挿入しない比較例と同様のＭＲ比となっ
た。
【００５３】
（実施例３）
　磁気抵抗効果素子１０の実施例３を説明する。実施例３では，以下の膜構成を有する磁
気抵抗効果素子１０を作成した。
　・下地層１１：Ｔａ［５ｎｍ］／Ｒｕ［２ｎｍ］
　・反強磁性層１２：ＰｔＭｎ［１５ｎｍ］
　・ピン層１３１：Ｃｏ９Ｆｅ１［３．３ｎｍ］
　・磁化反平行結合層１３２：Ｒｕ［０．９ｎｍ］
　・ピン層１３３：Ｆｅ５Ｃｏ５［２．２ｎｍ］／Ｃｕ［０．５ｎｍ］／Ｆｅ５Ｃｏ５［
０．３ｎｍ］
　・複合スペーサ層１４：Ａｌ［１ｎｍ］を成膜後，イオントリートメントをした後にＡ
ｒイオンの存在下で酸化処理をした。
　・フリー層１５：Ｆｅ５Ｃｏ５［０．３ｎｍ］／Ｃｕ［０．５ｎｍ］／Ｆｅ５Ｃｏ５［
２．２ｎｍ］
　・保護層１６：Ｃｕ［１ｎｍ］／Ｔａ［２ｎｍ］／Ｒｕ［１５ｎｍ］
　作成した磁気抵抗効果素子１０を磁界中において，２７０℃で１０時間ほど熱処理した
。
実施例３の素子のＲＡは０．６Ωμｍ２であった。またこの時のＭＲ値は２５０％を観測
した。　
【００５４】
（実施例４）
　磁気抵抗効果素子１０の実施例４を説明する。実施例４では，以下の膜構成を有する磁
気抵抗効果素子１０を作成した。
　・下地層１１：Ｔａ［５ｎｍ］／Ｒｕ［２ｎｍ］
　・反強磁性層１２：ＰｔＭｎ［１５ｎｍ］
　・ピン層１３１：Ｃｏ９Ｆｅ１［３．３ｎｍ］
　・磁化反平行結合層１３２：Ｒｕ［０．９ｎｍ］
　・ピン層１３３：Ｆｅ５Ｃｏ５［１．５ｎｍ］／Ｃｕ［０．３ｎｍ］／Ｆｅ５Ｃｏ５［
１ｎｍ］
　・複合スペーサ層１４：Ａｌ［０．７ｎｍ］を成膜後，イオントリートメントをした後
にＡｒイオンの存在下で酸化処理をした。
　・フリー層１５：Ｆｅ５Ｃｏ５［１ｎｍ］／Ｃｕ［０．３ｎｍ］／Ｆｅ５Ｃｏ５［１．
５ｎｍ］
　・保護層１６：Ｃｕ［１ｎｍ］／Ｔａ［２ｎｍ］／Ｒｕ［１５ｎｍ］
　作成した磁気抵抗効果素子１０を磁界中において，２７０℃で１０時間ほど熱処理した
。
実施例４の素子のＲＡは０．４Ωμｍ２であった。またこの時のＭＲ値として２００％が
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観測された。
【００５５】
（磁気ヘッド）
　図９および図１０は，本発明の実施形態に係る磁気抵抗効果素子を磁気ヘッドに組み込
んだ状態を示している。図９は，磁気記録媒体（図示せず）に対向する媒体対向面に対し
てほぼ平行な方向に磁気抵抗効果素子を切断した断面図である。図１０は，この磁気抵抗
効果素子を媒体対向面ＡＢＳに対して垂直な方向に切断した断面図である。
【００５６】
　図９および図１０に例示した磁気ヘッドは，いわゆるハード・アバッテッド（hard abu
tted）構造を有する。磁気抵抗効果膜２０は上述した積層膜である。磁気抵抗効果膜２０
の上下には，下電極ＬＥと上電極ＵＥとがそれぞれ設けられている。図９において，磁気
抵抗効果膜２０の両側面には，バイアス磁界印加膜４１と絶縁膜４２とが積層して設けら
れている。図１０に示すように，磁気抵抗効果膜２０の媒体対向面には保護層４３が設け
られている。
【００５７】
　磁気抵抗効果膜２０に対するセンス電流は，その上下に配置された下電極ＬＥ，上電極
ＵＥによって矢印Ａで示したように，膜面に対してほぼ垂直方向に通電される。また，左
右に設けられた一対のバイアス磁界印加膜４１により，磁気抵抗効果膜２０にはバイアス
磁界が印加される。このバイアス磁界により，磁気抵抗効果膜２０のフリー層１５の磁気
異方性を制御して単磁区化することによりその磁区構造が安定化し，磁壁の移動に伴うバ
ルクハウゼンノイズ（Barkhausen noise）を抑制することができる。
　磁気抵抗効果膜２０のＳ／Ｎ比が向上しているので，磁気ヘッドに応用した場合に高感
度の磁気再生が可能となる。
【００５８】
（ハードディスクおよびヘッドジンバルアセンブリー）
　図９および図１０に示した磁気ヘッドは，記録再生一体型の磁気ヘッドアセンブリに組
み込んで，磁気記録再生装置に搭載することができる。
　図１１は，このような磁気記録再生装置の概略構成を例示する要部斜視図である。すな
わち，本実施形態の磁気記録再生装置１５０は，ロータリーアクチュエータを用いた形式
の装置である。同図において，磁気ディスク２００は，スピンドル１５２に装着され，図
示しない駆動装置制御部からの制御信号に応答する図示しないモータにより矢印Ａの方向
に回転する。本実施形態の磁気記録再生装置１５０は，複数の磁気ディスク２００を備え
てもよい。
【００５９】
　磁気ディスク２００に格納する情報の記録再生を行うヘッドスライダ１５３は，薄膜状
のサスペンション１５４の先端に取り付けられている。ヘッドスライダ１５３は，上述し
たいずれかの実施形態に係る磁気抵抗効果素子を含む磁気ヘッドをその先端付近に搭載し
ている。
　磁気ディスク２００が回転すると，ヘッドスライダ１５３の媒体対向面（ＡＢＳ）は磁
気ディスク２００の表面から所定の浮上量をもって保持される。あるいはスライダが磁気
ディスク２００と接触するいわゆる「接触走行型」でもよい。
【００６０】
　サスペンション１５４はアクチュエータアーム１５５の一端に接続されている。アクチ
ュエータアーム１５５の他端には，リニアモータの一種であるボイスコイルモータ１５６
が設けられている。ボイスコイルモータ１５６は，ボビン部に巻かれた図示しない駆動コ
イルと，このコイルを挟み込むように対向して配置された永久磁石および対向ヨークから
なる磁気回路とから構成される。
　アクチュエータアーム１５５は，スピンドル１５７の上下２箇所に設けられた図示しな
いボールベアリングによって保持され，ボイスコイルモータ１５６により回転摺動が自在
にできるようになっている。
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　図１２は，アクチュエータアーム１５５から先のヘッドジンバルアセンブリーをディス
ク側から眺めた拡大斜視図である。すなわち，アセンブリ１６０は，アクチュエータアー
ム１５５を有し，アクチュエータアーム１５５の一端にはサスペンション１５４が接続さ
れている。サスペンション１５４の先端には，上述したいずれかの実施形態に係る磁気抵
抗効果素子を含む磁気ヘッドを具備するヘッドスライダ１５３が取り付けられている。サ
スペンション１５４は信号の書き込みおよび読み取り用のリード線１６４を有し，このリ
ード線１６４とヘッドスライダ１５３に組み込まれた磁気ヘッドの各電極とが電気的に接
続されている。図中１６５はアセンブリ１６０の電極パッドである。
　本実施形態によれば，上述の磁気抵抗効果素子を含む磁気ヘッドを具備することにより
，高い記録密度で磁気ディスク２００に磁気的に記録された情報を確実に読み取ることが
可能となる。
【００６２】
（その他の実施形態）
　本発明の実施形態は上記の実施形態に限られず拡張，変更可能であり，拡張，変更した
実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の一実施形態にかかる磁気抵抗効果素子の断面を表す模式図である。
【図２Ａ】複合スペーサ層の近傍での磁気抵抗効果素子の断面を表す模式図である。
【図２Ｂ】複合スペーサ層の近傍での磁気抵抗効果素子の断面を表す模式図である。
【図２Ｃ】複合スペーサ層の近傍での磁気抵抗効果素子の断面を表す模式図である。
【図３Ａ】シミュレーション条件を表す模式図である。
【図３Ｂ】強磁性金属層の近傍での厚さ方向の距離と磁化の角度変化の関係を表すグラフ
である。
【図３Ｃ】複合スペーサ層の径または厚さと磁化の変化度の関係を表すグラフである。
【図４Ａ】磁壁制限層を挿入した場合の磁化の空間的な分布を表す図である。
【図４Ｂ】磁壁制限層を挿入しない場合の磁化の空間的な分布を表す図である。
【図５】距離－磁化特性を表すグラフである。
【図６】磁壁制限層の位置と最大磁化の関係を表すグラフである。
【図７】磁気抵抗効果素子の製造工程の一例を表すフロー図である。
【図８】磁気抵抗効果素子の磁気抵抗のＭＲ比の測定結果を表すグラフである。
【図９】本発明の実施形態に係る磁気抵抗効果素子を磁気ヘッドに組み込んだ状態を示す
図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る磁気抵抗効果素子を磁気ヘッドに組み込んだ状態を示
す図である。
【図１１】磁気記録再生装置の概略構成を例示する要部斜視図である。
【図１２】アクチュエータアームから先のヘッドジンバルアセンブリーをディスク側から
眺めた拡大斜視図である。
【符号の説明】
【００６４】
 １０…磁気抵抗効果素子，１１…下地層，１２…反強磁性層，１３…複合ピン層，１３
１，１３３…ピン層，１３２…磁化反平行結合層，１４…複合スペーサ層，１４１…絶縁
層，１４２…強磁性金属層，１５…フリー層，１６…保護層，１７…磁壁制限層，ＬＥ…
下電極，ＵＥ…上電極
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【図４Ａ】



(14) JP 5044157 B2 2012.10.10

【図４Ｂ】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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