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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁化の向きが固定されたピン層と、
　第１非磁性層を介して前記ピン層に接続された磁気記録層と
　を備え、
　前記磁気記録層は、
　第１フリー層と、
　前記第１非磁性層に接触し、反転可能な磁化を有する第２フリー層と、
　前記第１フリー層と前記第２フリー層との間に設けられた第２非磁性層と、
　を有し、
　前記第１フリー層は、
　反転可能な磁化を有し前記第２フリー層とオーバーラップする磁化反転領域と、
　前記磁化反転領域の第１境界に接続され、磁化の向きが第１方向に固定された第１磁化
固定領域と、
　前記磁化反転領域の第２境界に接続され、磁化の向きが第２方向に固定された第２磁化
固定領域と
　を含み、
　前記第１方向及び前記第２方向は共に、前記磁化反転領域へ向かう方向、又は、前記磁
化反転領域から離れる方向であり、
　前記第２非磁性層は、少なくとも前記磁化反転領域を覆うように形成され、
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　前記第１フリー層の前記磁化反転領域と前記第２フリー層は、前記第２非磁性層を介し
て磁気的に結合している
　磁気ランダムアクセスメモリ。
【請求項２】
　請求の範囲１に記載の磁気ランダムアクセスメモリであって、
　前記第２非磁性層は、前記第１フリー層の全体を覆うように形成された
　磁気ランダムアクセスメモリ。
【請求項３】
　請求の範囲１に記載の磁気ランダムアクセスメモリであって、
　前記第２非磁性層は、前記第１フリー層と同じ平面形状を有する
　磁気ランダムアクセスメモリ。
【請求項４】
　請求の範囲１乃至３のいずれかに記載の磁気ランダムアクセスメモリであって、
　前記磁化反転領域と前記第２フリー層は、前記第２非磁性層を介して、反強磁性結合し
ている
　磁気ランダムアクセスメモリ。
【請求項５】
　請求の範囲１乃至３のいずれかに記載の磁気ランダムアクセスメモリであって、
　前記磁化反転領域と前記第２フリー層は、前記第２非磁性層を介して、強磁性結合して
いる
　磁気ランダムアクセスメモリ。
【請求項６】
　請求の範囲１乃至３のいずれかに記載の磁気ランダムアクセスメモリであって、
　前記磁化反転領域と前記第２フリー層は、前記第２非磁性層を介して、静磁結合してい
る
　磁気ランダムアクセスメモリ。
【請求項７】
　請求の範囲１乃至６のいずれかに記載の磁気ランダムアクセスメモリであって、
　前記磁化反転領域、前記第１磁化固定領域、及び前記第２磁化固定領域は、同一平面上
に形成された
　磁気ランダムアクセスメモリ。
【請求項８】
　請求の範囲１乃至７のいずれかに記載の磁気ランダムアクセスメモリであって、
　前記磁化反転領域の磁化は、前記第１境界及び前記第２境界のいずれかへ向き、
　前記第１フリー層において、磁壁が前記第１境界及び前記第２境界のいずれかに形成さ
れ、
　データ書き込みは、前記磁壁の移動により行われる
　磁気ランダムアクセスメモリ。
【請求項９】
　請求の範囲１乃至７のいずれかに記載の磁気ランダムアクセスメモリであって、
　第１書き込み動作時、第１書き込み電流が、前記第１磁化固定領域から前記磁化反転領
域を通って前記第２磁化固定領域に流され、前記磁化反転領域において磁壁が前記第２境
界から前記第１境界に移動し、
　第２書き込み動作時、第２書き込み電流が、前記第２磁化固定領域から前記磁化反転領
域を通って前記第１磁化固定領域に流され、前記磁化反転領域において磁壁が前記第１境
界から前記第２境界に移動する
　磁気ランダムアクセスメモリ。
【請求項１０】
　（ａ）第１強磁性層上にエッチングストップ層を形成する工程と、
　（ｂ）前記第１強磁性層と磁気的に結合する第２強磁性層を、前記エッチングストップ
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層上に形成する工程と、
　（ｃ）前記第２強磁性層上に非磁性層を介して第３強磁性層を形成する工程と、
　（ｄ）前記第３強磁性層の磁化の向きを固定する反強磁性層を、前記第３強磁性層上に
形成する工程と、
　（ｅ）所定のマスクを用いることにより、前記エッチングストップ層が露出するまで、
前記反強磁性層、前記第３強磁性層、前記非磁性層、及び前記第２強磁性層をエッチング
する工程と、
　（ｆ）前記第１強磁性層のパターニングにより、フリー層を形成する工程と
　を有し、
　前記フリー層は、反転可能な磁化を有し前記エッチング後の前記第２強磁性層とオーバ
ーラップする磁化反転領域を含み、
　前記（ｆ）工程は、
　（ｆ１）前記フリー層中に、前記磁化反転領域の第１境界に接続され磁化の向きが第１
方向に固定された第１磁化固定領域を形成する工程と、
　（ｆ２）前記フリー層中に、前記磁化反転領域の第２境界に接続され磁化の向きが第２
方向に固定された第２磁化固定領域を形成する工程と
　を含み、
　前記第１方向及び前記第２方向は共に、前記磁化反転領域へ向かう方向、又は、前記磁
化反転領域から離れる方向である
　磁気ランダムアクセスメモリの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００６年１２月６日に出願された日本国特許出願２００６－３２９８１０
に基づいており、優先権の利益を主張する。当該特許出願の開示内容は全て、参照するこ
とによりここに組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、磁気ランダムアクセスメモリ（ＭＲＡＭ：Magnetic Random Access Memory
）に関する。特に、本発明は、スピン注入方式のＭＲＡＭ及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ＭＲＡＭは、高集積・高速動作の観点から有望な不揮発性メモリである。ＭＲＡＭにお
いては、ＴＭＲ（Tunnel MagnetoResistance）効果などの「磁気抵抗効果」を示す磁気抵
抗素子が利用される。その磁気抵抗素子には、例えばトンネルバリヤ層が２層の強磁性層
で挟まれた磁気トンネル接合（MTJ; Magnetic Tunnel Junction）が形成される。その２
層の強磁性層は、磁化の向きが固定されたピン層（pinned layer）と、磁化の向きが反転
可能なフリー層（free layer）である。
【０００４】
　ピン層とフリー層の磁化の向きが“反平行”である場合のＭＴＪの抵抗値（Ｒ＋ΔＲ）
は、磁気抵抗効果により、それらが“平行”である場合の抵抗値（Ｒ）よりも大きくなる
ことが知られている。ＭＲＡＭは、このＭＴＪを有する磁気抵抗素子をメモリセルとして
用い、その抵抗値の変化を利用することによってデータを不揮発的に記憶する。メモリセ
ルに対するデータの書き込みは、フリー層の磁化の向きを反転させることによって行われ
る。
【０００５】
　ＭＲＡＭに対するデータの書き込み方法として、従来、「アステロイド方式」や「トグ
ル方式」が知られている。これらの書き込み方式によれば、メモリセルサイズにほぼ反比
例して、フリー層の磁化を反転させるために必要な反転磁界が大きくなる。つまり、メモ
リセルが微細化されるにつれて、書き込み電流が増加する傾向にある。
【０００６】
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　微細化に伴う書き込み電流の増加を抑制することができる書き込み方式として、「スピ
ン注入（spin transfer）方式」が提案されている。例えば、特開２００５－９３４８８
号公報、あるいは、Yagami and Suzuki, Research Trends in Spin Transfer Magnetizat
ion Switching，日本応用磁気学会誌，Vol. 28, No. 9, 2004、を参照されたい。スピン
注入方式によれば、強磁性導体にスピン偏極電流（spin-polarized current）が注入され
、その電流を担う伝導電子のスピンと導体の磁気モーメントとの間の直接相互作用によっ
て磁化が反転する（以下、「スピン注入磁化反転：Spin Transfer Magnetization Switch
ing」と参照される）。スピン注入磁化反転の概略を、図１を参照することによって説明
する。
【０００７】
　図１において、磁気抵抗素子は、フリー層１０１、ピン層１０３、及びフリー層１０１
とピン層１０３に挟まれた非磁性層であるトンネルバリヤ層１０２を備えている。ここで
、磁化の向きが固定されたピン層１０３は、フリー層１０１よりも厚くなるように形成さ
れており、スピン偏極電流を作る機構（スピンフィルター）としての役割を果たす。フリ
ー層１０１とピン層１０３の磁化の向きが平行である状態は、データ“０”に対応付けら
れ、それらが反平行である状態は、データ“１”に対応付けられている。
【０００８】
　図１に示されるスピン注入磁化反転は、ＣＰＰ（Current Perpendicular to Plane）方
式により実現され、書き込み電流は膜面に垂直に注入される。具体的には、データ“０”
からデータ“１”への遷移時、電流はピン層１０３からフリー層１０１へ流れる。この場
合、スピンフィルターとしてのピン層１０３と同じスピン状態を有する電子が、フリー層
１０１からピン層１０３に移動する。そして、スピントランスファー（スピン角運動量の
授受）効果により、フリー層１０１の磁化が反転する。一方、データ“１”からデータ“
０”への遷移時、電流はフリー層１０１からピン層１０３へ流れる。この場合、スピンフ
ィルターとしてのピン層１０３と同じスピン状態を有する電子が、ピン層１０３からフリ
ー層１０１に移動する。スピントランスファー効果により、フリー層１０１の磁化が反転
する。
【０００９】
　このように、スピン注入磁化反転では、スピン電子の移動によりデータの書き込みが行
われる。膜面に垂直に注入されるスピン偏極電流の方向により、フリー層１０１の磁化の
向きを規定することが可能である。この時の書き込み（磁化反転）の閾値は電流密度に依
存することが知られている。従って、メモリセルサイズが縮小されるにつれ、磁化反転に
必要な書き込み電流が減少する。メモリセルの微細化に伴って書き込み電流が減少するた
め、スピン注入磁化反転は、ＭＲＡＭの大容量化の実現にとって重要である。
【００１０】
　関連する技術として、スピン注入による磁性体中の磁壁の移動が、特開２００６－７３
９３０号公報及び特開２００５－１９１０３２号公報に記載されている。
【００１１】
　特開２００６－７３９３０号公報に記載された磁気メモリ素子は、第１の磁性層と、中
間層と、第２の磁性層とを有する。第１の磁性層の磁化の方向と第２の磁性層の磁化の方
向との関係に基づいて、情報が記録される。ここで、少なくとも一方の磁性層内に、互い
に反平行磁化となる磁区とそれらの磁区を隔てる磁壁が定常的に形成される。その磁壁を
磁性層内で移動させることにより、隣り合う磁区の位置が制御され、情報の記録が行われ
る。
【００１２】
　特開２００５－１９１０３２号公報に記載された磁気記憶装置は、磁化が固定された磁
化固定層と、磁化固定層上に積層されたトンネル絶縁層と、トンネル絶縁層に積層された
磁化自由層とを備える。磁化自由層は、トンネル絶縁層及び磁化固定層と重なる接合部、
接合部の両端に隣接するくびれ部、及びくびれ部に隣接形成された一対の磁化固定部を有
する。一対の磁化固定部には、互いに反対向きの固定磁化が付与されている。更に、磁気
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記憶装置は、一対の磁化固定部に電気的に接続された一対の磁気情報書き込み用端子を備
える。この一対の磁気情報書き込み用端子により、磁化自由層の接合部、一対のくびれ部
及び一対の磁化固定部を貫通する電流が流れる。
【００１３】
　更に、磁性体中の磁壁の移動は、特開２００５－１５０３０３号公報や、Yamaguchi et
 al., PRL, Vol. 92, pp. 077205-1, 2004、などにも記載されている。
【発明の開示】
【００１４】
　本発明の目的は、スピン注入による磁壁移動（Domain Wall Motion）を用いた新たなＭ
ＲＡＭを提供することにある。
【００１５】
　本発明の他の目的は、スピン注入による磁壁移動を用いたＭＲＡＭにおいて、その磁壁
の移動度を向上させることができる技術を提供することにある。
【００１６】
　本発明の更に他の目的は、スピン注入による磁壁移動を用いたＭＲＡＭに関して、書き
込み特性と読み出し特性を共に向上させることができる技術を提供することにある。
【００１７】
　本発明によれば、スピン注入による磁壁の移動を用いたＭＲＡＭ（磁壁移動型ＭＲＡＭ
）が提供される。本発明に係るＭＲＡＭは、磁化の向きが固定されたピン層と、第１非磁
性層を介してピン層に接続された磁気記録層とを備えている。磁気記録層は、第１フリー
層と、第２フリー層と、第１フリー層と第２フリー層との間に設けられた第２非磁性層と
を有している。第２フリー層は、第１非磁性層に接触しており、また、反転可能な磁化を
有している。つまり、ピン層と第１非磁性層と第２フリー層によって、ＭＴＪが構成され
ている。
【００１８】
　第１フリー層は、磁化反転領域と、第１磁化固定領域と、第２磁化固定領域とを含んで
いる。磁化反転領域は、反転可能な磁化を有し、また、第２フリー層とオーバーラップし
ている。第１磁化固定領域は、磁化反転領域の第１境界に接続されており、その磁化の向
きは第１方向に固定されている。一方、第２磁化固定領域は、磁化反転領域の第２境界に
接続されており、その磁化の向きは第２方向に固定されている。第１方向及び第２方向は
共に、磁化反転領域へ向かう方向、又は、磁化反転領域から離れる方向である。磁化反転
領域の磁化は、第１境界及び第２境界のいずれかへ向く。よって、第１フリー層において
、磁壁が第１境界及び第２境界のいずれかに形成される。
【００１９】
　本発明によれば、第２非磁性層は、少なくとも磁化反転領域を覆うように形成されてい
る。そして、第１フリー層の磁化反転領域と第２フリー層は、第２非磁性層を介して磁気
的に結合している。つまり、磁化反転領域の磁化の向きが変化した場合、その変化に応じ
て、第２フリー層の磁化の向きも変化する。その第２フリー層の磁化の向きとピン層の固
定磁化の向きとの関係によって、データ“０”あるいは“１”が記録される。データの書
き換え時には、第１フリー層の磁化反転領域の磁化の向きを変化させればよい。
【００２０】
　磁化反転領域の磁化の向きの反転は、スピン注入方式により行われる。そのスピン注入
は、第１フリー層内を平面的に流れる書き込み電流により実現可能である。それは、第１
フリー層が上述のような構造を有しているからである。上述の第１フリー層において、第
１磁化固定領域は、ある方向のスピン電子を磁化反転領域に供給する役割を果たしている
。一方、第２磁化固定領域は、逆方向のスピン電子を磁化反転領域に供給する役割を果た
している。よって、第１フリー層内に書き込み電流をデータに応じた方向で流すことによ
って、磁化反転領域の磁化の向きを所望の向きに変えることができる。
【００２１】
　具体的には、第１書き込み動作時、第１書き込み電流が、第１磁化固定領域から磁化反
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転領域を通って第２磁化固定領域に流される。これにより、第２磁化固定領域から磁化反
転領域に向けてスピン注入が行われる。その結果、磁化反転領域において磁壁が第２境界
から第１境界に移動する。一方、第２書き込み動作時、第２書き込み電流が、第２磁化固
定領域から磁化反転領域を通って第１磁化固定領域に流される。これにより、第１磁化固
定領域から磁化反転領域に向けてスピン注入が行われる。その結果、磁化反転領域におい
て磁壁が第１境界から第２境界に移動する。このように、磁壁の移動によってデータ書き
込みが実現される。
【００２２】
　以上に説明されたように、本発明に係る書き込み方式によれば、書き込み電流は、ＭＴ
Ｊを貫通する方向ではなく、第１フリー層内を平面的に流れる。書き込み電流がＭＴＪを
貫通しないため、ＭＴＪにおける第１非磁性層の劣化が抑制される。
【００２３】
　また、書き込み動作時、上述の通り、磁壁は第１フリー層の磁化反転領域中を移動する
。本発明によれば、第２非磁性層は、その磁化反転領域を少なくとも覆うように形成され
ている。この第２非磁性層は、製造プロセス中の酸化やエッチングによるダメージから磁
化反転領域を保護する役割を果たしている。もし、磁化反転領域を覆う第２非磁性層がな
ければ、エッチングの際の反応性ガス、イオン、ラジカルなどによって、磁化反転領域の
表面はダメージを受けてしまう。そうなると、磁化反転領域中で磁壁がスムーズに移動し
なくなる。しかしながら、本発明によれば、第２非磁性層によって、磁化反転領域はダメ
ージから保護される。従って、磁化反転領域における磁壁移動がスムーズに行われる、す
なわち、磁壁の移動度が向上する。結果として、磁壁移動型ＭＲＡＭの信頼性及び歩留ま
りが向上する。
【００２４】
　更に、本発明によれば、磁気記録層は、第１フリー層と第２フリー層を別々に有してい
る。このうち第１フリー層は、磁壁が移動する層であり、書き込み特性（書き込み電流の
大きさなど）に大きく寄与している。一方、第１非磁性層に接触する第２フリー層は、ピ
ン層と共にＭＴＪを構成する層であり、読み出し特性（ＭＲ比など）に大きく寄与してい
る。従って、本発明に係る構造によれば、書き込み特性と読み出し特性をそれぞれ独立に
制御することが可能である。
【００２５】
　例えば、スピン注入方式の場合、磁性層の飽和磁化が小さくなるにつれて、磁化反転に
必要な書き込み電流を低減することができる。一方で、磁性層の飽和磁化が減少すると、
その磁性層の分極率が低下する。その場合、ＴＭＲ効果が減少するため、ＭＲ比が低下し
てしまう。すなわち、ＭＲ比の向上と書き込み電流の低減との間には、一般的にトレード
オフの関係が存在する。しかしながら、本発明によれば、第１フリー層と第２フリー層を
それぞれ独立に設計することが可能である。よって、第１フリー層の飽和磁化を比較的小
さく設計し、第２フリー層の飽和磁化を比較的大きく設計することができる。それにより
、ＭＲ比（読み出しマージン）の増加と書き込み電流の低減とを両立させることが可能と
なる。
【００２６】
　このように、本発明によれば、第１フリー層と第２フリー層の特性を独立して自由にコ
ントロールすることができる。これは、素子設計の自由度の向上を意味し、書き込み特性
と読み出し特性を共に向上させることが可能となる。そして、このメリットは、ＣＰＰス
ピン注入方式では得られない。それは、ＣＰＰスピン注入方式の場合、書き込み特性も読
み出し特性も、トンネルバリヤ層に隣接する強磁性層によって支配されるからである。ま
た、平面的な書き込み電流によるスピン注入方式であっても、フリー層が１層だけの場合
（第２フリー層が無い場合）、上記メリットは得られない。それは、磁壁が移動する第１
フリー層が、同時にＭＴＪの一端となり、書き込み特性と読み出し特性の両方に影響を与
えてしまうからである。
【００２７】
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　本発明によれば、スピン注入による磁壁移動を用いた磁壁移動型ＭＲＡＭが提供される
。その磁壁移動型ＭＲＡＭの製造プロセスにおいて、磁壁が移動する層（磁壁移動層）に
対するダメージが防止される。従って、磁壁移動層における磁壁の移動がスムーズに行わ
れる、すなわち、磁壁の移動度が向上する。結果として、磁壁移動型ＭＲＡＭの信頼性及
び歩留まりが向上する。更に、本発明に係る磁壁移動型ＭＲＡＭによれば、読み出しマー
ジンの増加と書き込み電流の低減とを両立させることが可能となる。すなわち、書き込み
特性と読み出し特性を共に向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、スピン注入方式によるデータ書き込みを説明するための図である。
【図２】図２は、本発明の実施例に係る磁気メモリセルの構造の一例を示す全体図である
。
【図３】図３は、本発明の実施例に係る磁壁移動層の一例を示す平面図である。
【図４】図４は、図３に示された磁壁移動層における磁壁移動を示す概念図である。
【図５】図５は、本発明の実施例に係る磁壁移動層の他の例と、その磁壁移動層における
磁壁移動を示す概念図である。
【図６】図６は、本発明の実施例に係る磁壁移動層の更に他の例を示す平面図である。
【図７】図７は、図６に示された磁壁移動層における磁壁移動を示す概念図である。
【図８】図８は、本発明の実施例に係る磁壁移動層の更に他の例と、その磁壁移動層にお
ける磁壁移動を示す概念図である。
【図９】図９は、本発明の実施例に係る磁気メモリセルの構造の一例を示す側面図である
。
【図１０】図１０は、本発明の実施例に係る磁気メモリセルの構造の他の例を示す側面図
である。
【図１１】図１１は、本発明の実施例に係る磁気メモリセルの構造の更に他の例を側面図
である。
【図１２】図１２は、本発明の実施例に係る磁気メモリセルの製造工程を示す断面図であ
る。
【図１３】図１３は、本発明の実施例に係る磁気メモリセルの製造工程を示す断面図であ
る。
【図１４】図１４は、本発明の実施例に係る磁気メモリセルの製造工程を示す断面図であ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　添付図面を参照して、本発明の実施例に係るＭＲＡＭ及びその製造方法を説明する。本
実施例に係るＭＲＡＭは、スピン注入による磁壁移動を用いる「磁壁移動型のＭＲＡＭ」
である。また、本実施例に係るＭＲＡＭは、アレイ状に配置された複数の磁気メモリセル
を有しており、各磁気メモリセルがＭＴＪを有している。
【００３０】
　１．磁気メモリセルの全体構造
　図２は、本実施例に係る磁気メモリセル１（磁気抵抗素子）の構造の一例を示している
。磁気メモリセル１は、磁気記録層４０、トンネルバリヤ層５０、及びピン層６０を有し
ている。トンネルバリヤ層５０は、磁気記録層４０とピン層６０に挟まれている。
【００３１】
　ピン層６０は強磁性層であり、その磁化の向き（orientation）は固定されている。具
体的には、ピン層６０は、トンネルバリヤ層５０に隣接した強磁性体膜を含んでおり、そ
の強磁性体膜の磁化の向き（orientation）は実質的に一方向に固定されている。例えば
、ピン層６０は、強磁性体膜としてＣｏＦｅ膜を含んでいる。例えば、ピン層６０は、Ｃ
ｏＦｅ／Ｒｕ／ＣｏＦｅ／ＰｔＭｎの積層膜である。
【００３２】
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　トンネルバリヤ層５０は、非磁性層である。例えば、トンネルバリヤ層５０は、薄い絶
縁膜である。その絶縁膜として、Ａｌ２Ｏ３膜、ＳｉＯ２膜、ＭｇＯ膜、ＡｌＮ膜が例示
される。またその他に、トンネルバリヤ層５０として、Ｃｕ，Ｚｎ，Ａｕ，Ａｇ，Ａｌな
どの非磁性金属を用いることもできる。
【００３３】
　磁気記録層４０は、トンネルバリヤ層５０を介してピン層６０に接続されている。より
詳細には、磁気記録層４０は、第１フリー層１０、中間層２０、及び第２フリー層３０を
含んでいる。中間層２０は、第１フリー層１０と第２フリー層３０との間に設けられてい
る。このうち、第２フリー層３０がトンネルバリヤ層５０に接触している。
【００３４】
　第１フリー層１０及び第２フリー層３０は、強磁性層であり、反転可能な磁化を有して
いる。第１フリー層１０及び第２フリー層３０は、例えばＮｉＦｅ、ＣｏＦｅ、ＮｉＦｅ
Ｃｏなどの強磁性金属で形成されている。第１フリー層１０及び第２フリー層３０は、添
加物としてＢ、Ｃ、Ｏ、Ｚｒなどの非磁性元素を含んでいても良い。
【００３５】
　一方、中間層２０は、非磁性層であり、例えばＲｕ、Ｃｕ、Ｉｒ、Ｒｈなどの非磁性金
属で形成されている。本実施例において、中間層２０は、第１フリー層１０上に、第１フ
リー層１０の少なくとも一部を覆うように形成されている。この中間層２０は、後述され
る製造プロセス中の酸化やエッチングによるダメージから第１フリー層１０を保護する役
割を果たしている。そのため、中間層２０は、第１フリー層１０の全体を覆うように形成
されることが好ましい。言い換えれば、中間層２０は、ＸＹ平面において、第１フリー層
１０と同じ形状を有していることが好適である。
【００３６】
　第１フリー層１０と第２フリー層３０は、中間層２０を介して磁気的に結合している。
その磁気的結合としては、反強磁性結合（anti-ferromagnetic coupling）、強磁性結合
（ferromagnetic coupling）、静磁結合（static coupling）が挙げられる。その磁気的
結合の種類は、中間層２０の厚さを調整することにより決定される。第１フリー層１０と
第２フリー層３０が磁気的に結合しているため、第１フリー層１０の磁化の向きが変化し
た場合、その変化に応じて、第２フリー層３０の磁化の向きも変化する。
【００３７】
　上述の通り、第２フリー層３０はトンネルバリヤ層５０に接触している。つまり、第２
フリー層３０とトンネルバリヤ層５０とピン層６０によって、ＭＴＪが構成されている。
そのＭＴＪの抵抗値を検出することによって、磁気メモリセル１に記録されたデータが読
み出される。その意味で、第２フリー層３０は「センス層」と参照される場合がある。セ
ンス層としての第２フリー層３０は、磁気メモリセル１の読み出し特性（ＭＲ比など）に
大きく寄与する。
【００３８】
　一方、データの書き込みは、第２フリー層３０の磁化の向きを反転させることにより行
われる。第２フリー層３０の磁化の向きを変えるためには、第１フリー層１０の磁化を反
転させればよい。次節で示されるように、本実施例に係る第１フリー層１０は、磁壁を有
しており、第１フリー層１０における磁化反転は、その磁壁の移動により実現される。そ
の意味で、第１フリー層１０は「磁壁移動層」と参照される場合がある。第１フリー層１
０は、第２フリー層３０の磁化を反転させる役割を果たしており、書き込み特性（書き込
み電流の大きさなど）に大きく寄与する。以下、磁壁移動層としての第１フリー層１０を
詳細に説明する。
【００３９】
　２．磁壁移動層
　２－１．構造例１
　図３は、本実施例に係る第１フリー層１０の構造の一例を示す平面図である。図３に示
されるように、第１フリー層１０は、３つの異なる領域である第１磁化固定領域１１、第
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２磁化固定領域１２、及び磁化反転領域１３を有している。それら第１磁化固定領域１１
、第２磁化固定領域１２、及び磁化反転領域１３は、同一平面（ＸＹ面）上に形成されて
いる。第１磁化固定領域１１及び第２磁化固定領域１２は、Ｙ方向に延びるように形成さ
れている。一方、磁化反転領域１３は、Ｘ方向に延びるように形成されており、第１磁化
固定領域１１と第２磁化固定領域１２との間をつないでいる。第１磁化固定領域１１と磁
化反転領域１３は、第１境界Ｂ１において互いに接続しており、第２磁化固定領域１２と
磁化反転領域１３は、対向する第２境界Ｂ２において互いに接続している。言い換えれば
、図３において、第１、第２磁化固定領域１１、１２、及び磁化反転領域１３は、“Ｕ字
型”、又は、“凹型”に形成されている。
【００４０】
　図３には、各領域の磁化の向きも矢印によって示されている。第１磁化固定領域１１及
び第２磁化固定領域１２の磁化の向きは固定されている。具体的には、第１磁化固定領域
１１の磁化の向きは、＋Ｙ方向に固定されている。その向きは、第１境界Ｂ１から離れる
（Ａｗａｙ）方向である。また、第２磁化固定領域１２の磁化の向きも、＋Ｙ方向に固定
されている。その向きは、第２境界Ｂ２から離れる（Ａｗａｙ）方向である。つまり、第
１磁化固定領域１１と第２磁化固定領域１２は共に、それらの磁化の向きが磁化反転領域
１３から離れるように形成されている。これは、第１磁化固定領域１１の磁化の向きと第
２磁化固定領域１２の磁化の向きが、第１フリー層１０の形状に沿って逆向きであること
を意味する。
【００４１】
　一方、磁化反転領域１３の磁化の向きは反転可能であり、＋Ｘ方向あるいは－Ｘ方向で
ある。磁化反転領域１３の磁化の向きが＋Ｘ方向の場合、すなわち、その磁化が第２境界
Ｂ２へ向いている場合、第１磁化固定領域１１が１つの磁区（magnetic domain）を形成
し、磁化反転領域１３と第２磁化固定領域１２が別の磁区を形成する。つまり、第１境界
Ｂ１に「磁壁（domain wall）」が形成される。一方、磁化反転領域１３の磁化の向きが
－Ｘ方向の場合、すなわち、その磁化が第１境界Ｂ１へ向いている場合、第１磁化固定領
域１１と磁化反転領域１３が１つの磁区を形成し、第２磁化固定領域１２が別の磁区を形
成する。つまり、第２境界Ｂ２に磁壁が形成される。
【００４２】
　本実施例によれば、この磁化反転領域１３が、上記第２フリー層３０とオーバーラップ
している。そして、磁化反転領域１３と第２フリー層３０は、中間層２０を介して磁気的
に結合している。つまり、磁化反転領域１３の磁化の向きが変化した場合、その変化に応
じて、第２フリー層３０の磁化の向きも変化する。その第２フリー層３０の磁化の向きと
ピン層６０の固定磁化の向きとの関係によって、データ“０”あるいは“１”が記録され
る。よって、データの書き換え時には、磁化反転領域１３の磁化の向きを変化させればよ
い。
【００４３】
　磁化反転領域１３の磁化の向きの反転、すなわち、データ書き込みは、スピン注入方式
により行われる。以下、データ書き込みの原理を、図４を参照して説明する。図４におい
て、状態（ａ）の場合、磁化反転領域１３の磁化の向きは－Ｘ方向であり、磁壁ＤＷは第
２境界Ｂ２に存在する。一方、状態（ｂ）の場合、磁化反転領域１３の磁化の向きは＋Ｘ
方向であり、磁壁ＤＷは第１境界Ｂ１に存在する。
【００４４】
　状態（ａ）から状態（ｂ）への遷移時、第１書き込み電流ＩＷ１が、第１磁化固定領域
１１から磁化反転領域１３を通って第２磁化固定領域１２に流れる。この場合、磁化反転
領域１３には、第２磁化固定領域１２から電子（スピン電子）が注入される。注入された
電子のスピンは、磁化反転領域１３の磁気モーメントに影響を及ぼす。その結果、磁化反
転領域１３の磁化の向きは、第２境界Ｂ２の方向へスイッチする。つまり、スピントラン
スファー効果により、磁化反転領域１３の磁化が反転し、その磁化の向きが＋Ｘ方向に変
わる（スピン注入磁化反転）。またこの時、磁壁ＤＷは、電子の移動方向と一致して、磁
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化反転領域１３中を第２境界Ｂ２から第１境界Ｂ１へ移動している。
【００４５】
　一方、状態（ｂ）から状態（ａ）への遷移時、第２書き込み電流ＩＷ２が、第２磁化固
定領域１２から磁化反転領域１３を通って第１磁化固定領域１１に流れる。この場合、磁
化反転領域１３には、第１磁化固定領域１１から電子が注入される。その結果、磁化反転
領域１３の磁化が反転し、その磁化の向きが－Ｘ方向に変わる。またこの時、磁壁ＤＷは
、電子の移動方向と一致して、磁化反転領域１３中を第１境界Ｂ１から第２境界Ｂ２へ移
動している。
【００４６】
　このように、スピン注入による磁化反転が実現される。第１磁化固定領域１１は、ある
方向のスピン電子を磁化反転領域１３に供給する役割を果たしている。一方、第２磁化固
定領域１２は、逆方向のスピン電子を磁化反転領域１３に供給する役割を果たしている。
よって、第１フリー層１０内に書き込み電流をデータに応じた方向で流すことによって、
磁化反転領域１３の磁化の向きを所望の向きに変えることができる。これは、「磁壁の移
動（Domain Wall Motion）」という観点から述べることもできる。つまり、第１フリー層
１０中の磁壁ＤＷは、電子の移動方向に応じて、第１境界Ｂ１と第２境界Ｂ２の間を“シ
ーソーあるいはフローメータ”のように行き来する。磁壁ＤＷは磁化反転領域１３内を移
動しており、磁化反転領域１３を「磁壁移動領域」と呼ぶことも可能である。本実施例に
係る磁気メモリセル１は、磁壁ＤＷの位置によってデータを記憶しているとも言える。
【００４７】
　ここで着目すべきは、スピン注入が、第１フリー層１０内を平面的に流れる電流により
実現されている点である。つまり、書き込み動作において、ＭＴＪを貫通するような書き
込み電流を供給する必要がない。本実施例において、書き込み電流ＩＷ１、ＩＷ２は、Ｍ
ＴＪを貫通する方向ではなく、第１フリー層１０内を平面的に流れる。書き込み電流ＩＷ
１，ＩＷ２がＭＴＪを貫通しないため、ＭＴＪにおけるトンネルバリヤ層５０の劣化が抑
制される。
【００４８】
　２－２．構造例２
　第１磁化固定領域１１と第２磁化固定領域１２の磁化の向きは、図３や図４で示された
方向に限られない。第１磁化固定領域１１の磁化の向きと第２磁化固定領域１２の磁化の
向きは、第１フリー層１０の形状に沿って逆向きであればよい。図５は、第１フリー層１
０の他の例を示している。図５は図４に相当する図であり、重複する説明は適宜省略され
る。
【００４９】
　図５において、第１磁化固定領域１１の磁化の向きは、－Ｙ方向に固定されている。そ
の向きは、第１境界Ｂ１へ向かう（Ｔｏｗａｒｄ）方向である。また、第２磁化固定領域
１２の磁化の向きも、－Ｙ方向に固定されている。その向きは、第２境界Ｂ２へ向かう（
Ｔｏｗａｒｄ）方向である。つまり、第１磁化固定領域１１の磁化と第２磁化固定領域１
２の磁化は、共に磁化反転領域１３へ向かう方向に固定されており、第１フリー層１０の
形状に沿って逆方向を向いている。状態（ａ）において、磁化反転領域１３の磁化の向き
は＋Ｘ方向であり、磁壁ＤＷは第２境界Ｂ２に存在する。一方、状態（ｂ）において、磁
化反転領域１３の磁化の向きは－Ｘ方向であり、磁壁ＤＷは第１境界Ｂ１に存在する。
【００５０】
　状態（ａ）から状態（ｂ）への遷移時、第１書き込み電流ＩＷ１が、第１磁化固定領域
１１から磁化反転領域１３を通って第２磁化固定領域１２に流れる。この場合、磁化反転
領域１３には、第２磁化固定領域１２から電子が注入される。その結果、磁化反転領域１
３の磁化が反転し、その磁化の向きが－Ｘ方向に変わる。電子の移動方向に一致して、磁
壁ＤＷは、第２境界Ｂ２から第１境界Ｂ１へ移動する。一方、状態（ｂ）から状態（ａ）
への遷移時、第２書き込み電流ＩＷ２が、第２磁化固定領域１２から磁化反転領域１３を
通って第１磁化固定領域１１に流れる。この場合、磁化反転領域１３には、第１磁化固定



(11) JP 5146836 B2 2013.2.20

10

20

30

40

50

領域１１から電子が注入される。その結果、磁化反転領域１３の磁化が反転し、その磁化
の向きが＋Ｘ方向に変わる。電子の移動方向に一致して、磁壁ＤＷは、第１境界Ｂ１から
第２境界Ｂ２へ移動する。
【００５１】
　２－３．構造例３
　第１フリー層１０の平面形状は、上述の平面形状に限られない。図６は、第１フリー層
１０の構造の更に他の例を示す平面図である。図６において、第１、第２磁化固定領域１
１、１２、及び磁化反転領域１３は、Ｘ方向に沿って“直線状”に形成されている。第１
磁化固定領域１１の磁化の向きは、－Ｘ方向に固定されている。その向きは、第１境界Ｂ
１から離れる（Ａｗａｙ）方向である。また、第２磁化固定領域１２の磁化の向きは、＋
Ｘ方向に固定されている。その向きは、第２境界Ｂ２から離れる（Ａｗａｙ）方向である
。つまり、第１磁化固定領域１１の磁化と第２磁化固定領域１２の磁化は、共に磁化反転
領域１３から離れる方向に固定されており、逆方向を向いている。磁化反転領域１３の磁
化の向きは反転可能であり、＋Ｘ方向あるいは－Ｘ方向である。
【００５２】
　図７は、磁化反転領域１３における磁化反転を示している。状態（ａ）において、磁化
反転領域１３の磁化の向きは－Ｘ方向であり、磁壁ＤＷは第２境界Ｂ２に存在する。一方
、状態（ｂ）の場合、磁化反転領域１３の磁化の向きは＋Ｘ方向であり、磁壁ＤＷは第１
境界Ｂ１に存在する。
【００５３】
　状態（ａ）から状態（ｂ）への遷移時、第１書き込み電流ＩＷ１が、第１磁化固定領域
１１から磁化反転領域１３を通って第２磁化固定領域１２に流れる。この場合、磁化反転
領域１３には、第２磁化固定領域１２から電子が注入される。その結果、磁化反転領域１
３の磁化が反転し、その磁化の向きが＋Ｘ方向に変わる。電子の移動方向に一致して、磁
壁ＤＷは、第２境界Ｂ２から第１境界Ｂ１へ移動する。一方、状態（ｂ）から状態（ａ）
への遷移時、第２書き込み電流ＩＷ２が、第２磁化固定領域１２から磁化反転領域１３を
通って第１磁化固定領域１１に流れる。この場合、磁化反転領域１３には、第１磁化固定
領域１１から電子が注入される。その結果、磁化反転領域１３の磁化が反転し、その磁化
の向きが－Ｘ方向に変わる。電子の移動方向に一致して、磁壁ＤＷは、第１境界Ｂ１から
第２境界Ｂ２へ移動する。
【００５４】
　２－４．構造例４
　図８は、第１フリー層１０の更に他の例を示している。図８は図７に相当する図であり
、重複する説明は適宜省略される。
【００５５】
　図８において、第１磁化固定領域１１の磁化の向きは、＋Ｘ方向に固定されている。そ
の向きは、第１境界Ｂ１へ向かう（Ｔｏｗａｒｄ）方向である。また、第２磁化固定領域
１２の磁化の向きは、－Ｘ方向に固定されている。その向きは、第２境界Ｂ２へ向かう（
Ｔｏｗａｒｄ）方向である。つまり、第１磁化固定領域１１の磁化と第２磁化固定領域１
２の磁化は、共に磁化反転領域１３へ向かう方向に固定されており、逆方向を向いている
。状態（ａ）において、磁化反転領域１３の磁化の向きは＋Ｘ方向であり、磁壁ＤＷは第
２境界Ｂ２に存在する。一方、状態（ｂ）において、磁化反転領域１３の磁化の向きは－
Ｘ方向であり、磁壁ＤＷは第１境界Ｂ１に存在する。
【００５６】
　状態（ａ）から状態（ｂ）への遷移時、第１書き込み電流ＩＷ１が、第１磁化固定領域
１１から磁化反転領域１３を通って第２磁化固定領域１２に流れる。この場合、磁化反転
領域１３には、第２磁化固定領域１２から電子が注入される。その結果、磁化反転領域１
３の磁化が反転し、その磁化の向きが－Ｘ方向に変わる。電子の移動方向に一致して、磁
壁ＤＷは、第２境界Ｂ２から第１境界Ｂ１へ移動する。一方、状態（ｂ）から状態（ａ）
への遷移時、第２書き込み電流ＩＷ２が、第２磁化固定領域１２から磁化反転領域１３を
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通って第１磁化固定領域１１に流れる。この場合、磁化反転領域１３には、第１磁化固定
領域１１から電子が注入される。その結果、磁化反転領域１３の磁化が反転し、その磁化
の向きが＋Ｘ方向に変わる。電子の移動方向に一致して、磁壁ＤＷは、第１境界Ｂ１から
第２境界Ｂ２へ移動する。
【００５７】
　２－５．磁化の固定
　磁化固定領域１１、１２の磁化を固定する手法としては、様々考えられる。例えば、磁
化固定領域１１、１２の近傍に、磁性体で作製されたピニング層（図示されない）が設け
られる。そのピニング層と磁化固定領域１１、１２との静磁結合により、磁化が固定され
る。また、ピニング層は、磁化固定領域１１、１２に密着するように設けられてもよい。
その場合、交換結合により磁化が固定される。
【００５８】
　また、磁気異方性を利用することにより磁化が固定されてもよい。例えば、図３～図５
に示された構造の場合、第１磁化固定領域１１及び第２磁化固定領域１２の長手方向はＹ
方向であり、磁化反転領域１３の長手方向はＸ方向である。従って、磁化固定領域１１、
１２は、等しい向きの磁気異方性（magnetic anisotropy）を有し、磁化反転領域１３は
、それら磁化固定領域１１、１２と異なる向きの磁気異方性を有する。よって、初期アニ
ール工程において、＋Ｙ方向あるいは－Ｙ方向の磁場が印加されるとよい。その結果、磁
化固定領域１１、１２の磁化の向きは、磁気異方性によって＋Ｙ方向あるいは－Ｙ方向に
保持される。この場合、ピニング層を設ける必要がなく、好適である。すなわち、図３～
図５に示された“Ｕ字状”の形状は、磁化固定の観点から言えば、好ましい形状である。
【００５９】
　３．磁気記録層
　本実施例に係る磁気記録層４０において、第１フリー層１０の磁化反転領域１３と第２
フリー層３０は、中間層２０を介して磁気的に結合している。その磁気的結合としては、
反強磁性結合、強磁性結合、静磁結合が挙げられる。その磁気的結合の種類は、中間層２
０の厚さを調整することにより決定される。
【００６０】
　３－１．反強磁性結合
　図９は、反強磁性結合の場合の磁気メモリセル１を概略的に示す側面図である。図９に
おいて、磁化反転領域１３と第２フリー層３０は、中間層２０を介して反強磁性結合して
いる。よって、第２フリー層３０の磁化の向きは、磁化反転領域１３の磁化の向きの逆に
なる。
【００６１】
　図９において、ピン層６０の磁化の向きは、－Ｘ方向に固定されている。データ「０」
は、第２フリー層３０の磁化の向きが－Ｘ方向の場合に対応付けられている。この時、磁
化反転領域１３の磁化の向きは＋Ｘ方向である。一方、データ「１」は、第２フリー層３
０の磁化の向きが＋Ｘ方向の場合に対応付けられている。この時、磁化反転領域１３の磁
化の向きは－Ｘ方向である。ＭＴＪの抵抗値は、データ「１」の場合の方がデータ「０」
の場合よりも大きくなる。
【００６２】
　データ書き込み時、第１フリー層１０内で書き込み電流が平面的に流される。その結果
、第２節で示されたように、磁化反転領域１３の磁化の向きが反転する。それに応じて、
第２フリー層３０の磁化の向きも反転する。データ読み出し時、読み出し電流は、ピン層
６０と第２フリー層３０との間を流れるように供給される。例えば、読み出し電流は、ピ
ン層６０から、トンネルバリヤ層５０、第２フリー層３０、中間層２０、及び磁化反転領
域１３を経由して、第１磁化固定領域１１と第２磁化固定領域１２のいずれかへ流れる。
その読み出し電流あるいは読み出し電位に基づいて、ＭＴＪの抵抗値が検出され、第２フ
リー層３０（センス層）の磁化の向きがセンスされる。
【００６３】
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　３－２．強磁性結合
　図１０は、強磁性結合の場合の磁気メモリセル１を概略的に示す側面図である。図１０
において、磁化反転領域１３と第２フリー層３０は、中間層２０を介して強磁性結合して
いる。よって、第２フリー層３０の磁化の向きは、磁化反転領域１３の磁化の向きと同じ
になる。
【００６４】
　図１０において、ピン層６０の磁化の向きは、－Ｘ方向に固定されている。データ「０
」は、第２フリー層３０の磁化の向きが－Ｘ方向の場合に対応付けられている。この時、
磁化反転領域１３の磁化の向きは－Ｘ方向である。一方、データ「１」は、第２フリー層
３０の磁化の向きが＋Ｘ方向の場合に対応付けられている。この時、磁化反転領域１３の
磁化の向きは＋Ｘ方向である。ＭＴＪの抵抗値は、データ「１」の場合の方がデータ「０
」の場合よりも大きくなる。
【００６５】
　データ書き込み時、第１フリー層１０内で書き込み電流が平面的に流される。その結果
、第２節で示されたように、磁化反転領域１３の磁化の向きが反転する。それに応じて、
第２フリー層３０の磁化の向きも反転する。データ読み出しは、上述の方法と同様の方法
で行われる。
【００６６】
　３－３．静磁結合
　図１１は、静磁結合の場合の磁気メモリセル１を概略的に示す側面図である。図１１に
おいて、磁化反転領域１３と第２フリー層３０は、反強磁性結合も強磁性結合もしていな
い。磁化反転領域１３と第２フリー層３０は、磁壁からの漏れ磁場によって、互いに磁気
的に結合している。よって、第２フリー層３０の磁化の向きは、磁化反転領域１３の磁化
の向きの逆になる。
【００６７】
　図１１において、ピン層６０の磁化の向きは、－Ｘ方向に固定されている。データ「０
」は、第２フリー層３０の磁化の向きが－Ｘ方向の場合に対応付けられている。この時、
磁化反転領域１３の磁化の向きは＋Ｘ方向である。一方、データ「１」は、第２フリー層
３０の磁化の向きが＋Ｘ方向の場合に対応付けられている。この時、磁化反転領域１３の
磁化の向きは－Ｘ方向である。ＭＴＪの抵抗値は、データ「１」の場合の方がデータ「０
」の場合よりも大きくなる。
【００６８】
　データ書き込み時、第１フリー層１０内で書き込み電流が平面的に流される。その結果
、第２節で示されたように、磁化反転領域１３の磁化の向きが反転する。それに応じて、
第２フリー層３０の磁化の向きも反転する。データ読み出しは、上述の方法と同様の方法
で行われる。
【００６９】
　４．製造方法
　次に、本実施例に係る磁気メモリセル１の製造工程の一例を説明する。
【００７０】
　まず、図１２に示されるように、シード層５の上に、上記第１フリー層１０としての第
１強磁性層１０が形成される。シード層５は、第１強磁性層１０の形成時の結晶成長をコ
ントロールするための層である。シード層５の材料としては、電気抵抗の高い材料が用い
られる。第１強磁性層１０としては、ＮｉＦｅ、ＣｏＦｅ、ＮｉＦｅＣｏなどの強磁性金
属層が例示される。第１強磁性層１０は、添加物としてＢ、Ｃ、Ｏ、Ｚｒなどの非磁性元
素を含んでいても良い。
【００７１】
　次に、第１強磁性層１０の上に、中間層２０が形成される。中間層２０は、非磁性層で
あり、例えばＲｕ、Ｃｕ、Ｉｒ、Ｒｈなどの非磁性金属で形成されている。この中間層２
０の厚さは、第１フリー層１０と第２フリー層３０との間の所望の磁気的結合を実現する
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ように設計される。尚、後述されるように、中間層２０は、酸化やエッチングによるダメ
ージから第１強磁性層１０を保護する役割を果たす。
【００７２】
　次に、中間層２０上に、上記第２フリー層３０としての第２強磁性層３０が形成される
。第２強磁性層３０としては、ＮｉＦｅ、ＣｏＦｅ、ＮｉＦｅＣｏなどの強磁性金属層が
例示される。第２強磁性層３０は、添加物としてＢ、Ｃ、Ｏ、Ｚｒなどの非磁性元素を含
んでいても良い。
【００７３】
　次に、第２強磁性層３０上に、非磁性層であるトンネルバリヤ層５０が形成される。例
えば、トンネルバリヤ層５０は、薄い絶縁膜である。その絶縁膜として、Ａｌ２Ｏ３膜、
ＳｉＯ２膜、ＭｇＯ膜、ＡｌＮ膜が例示される。またその他に、トンネルバリヤ層５０と
して、Ｃｕ，Ｚｎ，Ａｕ，Ａｇ，Ａｌなどの非磁性金属を用いることもできる。
【００７４】
　次に、トンネルバリヤ層５０上に、上記ピン層６０としての第３強磁性層６０が形成さ
れる。第３強磁性層６０としては、ＣｏＦｅ膜が例示される。更に、第３強磁性層６０上
に、その第３強磁性層６０の磁化の向きを固定するための反強磁性層７０が形成される。
更に、反強磁性層７０上にキャップ層７５が形成される。このようにして、図１２に示さ
れる積層構造が得られる。
【００７５】
　次に、図１３に示されるように、フォトリソグラフィ技術により、所定のパターンを有
するマスク８０が上記積層構造上に形成される。続いて、そのマスク８０を用いたエッチ
ングが実行される。エッチングとしては、例えば、反応性ガスエッチング（ＲＩＥ）ある
いはイオンミリングが行われる。また、そのエッチングにおいて、中間層２０が「エッチ
ングストップ層」として用いられる。つまり、中間層２０が露出するまで、キャップ層７
５、反強磁性層７０、第３強磁性層６０、トンネルバリヤ層５０、及び第２フリー層３０
が順番にエッチングされる。
【００７６】
　上述の通り、書き込み動作時、磁壁ＤＷは、第１フリー層１０の磁化反転領域１３中を
移動する。もし、エッチングの際の反応性ガス、イオン、ラジカルなどによって、磁化反
転領域１３の表面がダメージを受けたら、磁化反転領域１３中で磁壁がスムーズに移動し
なくなる。本実施例によれば、エッチングストップ層２０（中間層２０）によって、第１
強磁性層１０はダメージから保護される。従って、書き込み動作時、磁化反転領域１３に
おける磁壁移動はスムーズに行われる、すなわち、磁壁の移動度が向上する。
【００７７】
　次に、中間層２０及び第１強磁性層１０のパターニングが行われる。その結果、本実施
例に係る第１フリー層１０の構造が得られる（図２～図８参照）。中間層２０は、第１フ
リー層１０と同じ平面形状を有していてもよい。上記理由から、中間層２０は、少なくと
も第１フリー層１０の磁化反転領域１３を覆っていることが好適である。更に、第１フリ
ー層１０の第１磁化固定領域１１及び第２磁化固定領域１２の磁化の向きが固定される。
磁化の固定は、既出の第２－５節で述べられた通りである。
【００７８】
　次に、図１４に示されるように、層間絶縁膜８５が全面に形成され、ＣＭＰ（Chemical
 Mechanical Polishing）が行われる。続いて、キャップ層７５に到達するようにビアホ
ールが形成され、そのビアホールに金属を埋め込むことによってビア９０が形成される。
更に、ビア９０に接続される上部電極９５が形成される。このようにして、本実施例に係
る磁気メモリセル１が作製される。
【００７９】
　５．効果
　本実施例に係る磁壁移動型ＭＲＡＭの書き込み方式による効果は、次の通りである。
【００８０】
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　まず、アステロイド方式と比較して、優れたメモリセルの選択性が確保される。アステ
ロイド方式の場合、書き込み磁界の閾値のばらつきが、２次元メモリセルアレイにおける
メモリセルの選択性を低下させる。しかしながら、スピン注入方式によれば、書き込み電
流が対象メモリセルだけに作用する。従って、ディスターバンスが大幅に低減される。す
なわち、選択書き込み性が向上する。
【００８１】
　また、アステロイド方式やトグル方式と比較して、書き込み電流のスケーリング性が向
上する。アステロイド方式やトグル方式の場合、メモリセルサイズにほぼ反比例して、磁
化反転領域の磁化を反転させるために必要な反転磁界が大きくなる。つまり、メモリセル
が微細化されるにつれて、書き込み電流が増加する傾向にある。しかしながら、スピン注
入方式によれば、磁化反転の閾値は電流密度に依存する。メモリセルサイズが縮小される
につれて電流密度は増加するので、メモリセルの微細化に伴い書き込み電流を低減するこ
とが可能である。言い換えれば、メモリセルサイズが縮小されても、書き込み電流を大き
くする必要がなくなる。その意味で、書き込み電流のスケーリング性が向上する。このこ
とは、大容量のＭＲＡＭを実現にとって重要である。
【００８２】
　また、アステロイド方式やトグル方式と比較して、電流磁界変換効率が増加する。アス
テロイド方式やトグル方式の場合、書き込み電流はジュール熱で消費される。電流磁界変
換効率を向上させるためには、フラックスキーパーやヨーク構造といった書き込み専用配
線を設ける必要があった。これは、製造プロセスの複雑化や配線インダクタンスの増加を
招く。しかしながら、スピン注入方式によれば、書き込み電流が、スピントランスファー
に直接寄与する。従って、電流磁界変換効率が増加する。これにより、製造プロセスの複
雑化や配線インダクタンスの増加が防止される。
【００８３】
　更に、ＣＰＰ（Current Perpendicular to Plane）方式のスピン注入方式と比較して、
ＭＴＪ（トンネルバリヤ層５０）の劣化が抑制される。ＣＰＰ方式の場合、書き込み電流
は膜面に垂直に注入される。データ書き込み時の書き込み電流は、読み出し電流よりもは
るかに大きく、その大電流がトンネルバリヤ層５０を破壊する恐れがあった。しかしなが
ら、本実施例に係る書き込み方式によれば、読み出し時の電流経路と書き込み時の電流経
路が分離されている。具体的には、データ書き込み時、書き込み電流ＩＷ１，ＩＷ２は、
ＭＴＪを貫通せず、第１フリー層１０の面内を流れる。データ書き込み時、大電流をＭＴ
Ｊ膜面に垂直に注入する必要がない。従って、ＭＴＪにおけるトンネルバリヤ層５０の劣
化が抑制される。
【００８４】
　更に、メモリセルの微細化に伴い、書き込み速度が増加する。それは、本実施例におい
て、データ書き込みが第１フリー層１０内の磁壁移動によって実現されるからである。メ
モリセルサイズが縮小されることは、磁壁ＤＷの移動距離が小さくなることを意味する。
従って、メモリセルサイズの縮小に伴い、書き込み速度が増加する。
【００８５】
　また、本実施例に係る磁壁移動型ＭＲＡＭの磁気記録層４０は、磁気的に結合した複数
（２以上）のフリー層を含んでいる。そのような構造による効果は、次の通りである。
【００８６】
　書き込み動作時、磁壁は第１フリー層１０の磁化反転領域１３中を移動する。本実施例
によれば、中間層２０は、その磁化反転領域１３を少なくとも覆うように形成されている
。この中間層２０は、製造プロセス中の酸化やエッチングによるダメージから磁化反転領
域１３を保護する役割を果たしている。もし、磁化反転領域１３を覆う中間層２０がなけ
れば、エッチングの際の反応性ガス、イオン、ラジカルなどによって、磁化反転領域１３
の表面はダメージを受けてしまう。そうなると、磁化反転領域１３中で磁壁がスムーズに
移動しなくなる。しかしながら、本実施例によれば、中間層２０によって、磁化反転領域
１３はダメージから保護される。従って、磁化反転領域１３における磁壁移動がスムーズ
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頼性及び歩留まりが向上する。
【００８７】
　更に、本実施例によれば、磁気記録層４０は、第１フリー層１０と第２フリー層３０を
別々に有している。このうち第１フリー層１０は、磁壁が移動する磁壁移動層であり、書
き込み特性（書き込み電流の大きさ）などに大きく寄与している。一方、トンネルバリヤ
層５０に接触する第２フリー層３０は、ピン層６０と共にＭＴＪを構成するセンス層であ
り、読み出し特性（ＭＲ比など）に大きく寄与している。従って、本実施例に係る構造に
よれば、書き込み特性と読み出し特性をそれぞれ独立に制御することが可能である。
【００８８】
　例えば、書き込み特性が主に第１フリー層１０によって支配されるため、その第１フリ
ー層１０の材料として、書き込み特性を高めるような材料（ＮｉＦｅなど）を用いること
ができる。一方、読み出し特性が主に第２フリー層３０によって支配されるため、その第
２フリー層３０の材料として、読み出し特性を高めるような材料（ＣｏＦｅ、ＣｏＦｅＢ
など）を用いることができる。
【００８９】
　また、スピン注入方式の場合、磁性層の飽和磁化が小さくなるにつれて、磁化反転に必
要な書き込み電流を低減することができる。一方で、磁性層の飽和磁化が減少すると、そ
の磁性層の分極率が低下する。その場合、ＴＭＲ効果が減少するため、ＭＲ比が低下して
しまう。すなわち、ＭＲ比の向上と書き込み電流の低減との間には、一般的にトレードオ
フの関係が存在する。しかしながら、本実施例によれば、第１フリー層１０と第２フリー
層３０をそれぞれ独立に設計することが可能である。よって、第１フリー層１０の飽和磁
化を比較的小さく設計し、第２フリー層３０の飽和磁化を比較的大きく設計することがで
きる。それにより、ＭＲ比（読み出しマージン）の増加と書き込み電流の低減とを両立さ
せることが可能となる。
【００９０】
　このように、本実施例によれば、第１フリー層１０と第２フリー層３０の特性を独立し
て自由にコントロールすることができる。これは、素子設計の自由度の向上を意味し、書
き込み特性と読み出し特性を共に向上させることが可能となる。そして、このメリットは
、ＣＰＰスピン注入方式では得られない。それは、ＣＰＰスピン注入方式の場合、書き込
み特性も読み出し特性も、トンネルバリヤ層に隣接する強磁性層によって支配されるから
である。また、平面的な書き込み電流によるスピン注入方式であっても、フリー層が１層
だけの場合（第２フリー層３０が無い場合）、上記メリットは得られない。それは、磁壁
が移動する第１フリー層１０が、同時にＭＴＪの一端となり、書き込み特性と読み出し特
性の両方に影響を与えてしまうからである。
【００９１】
　本実施例によれば、上述の効果が同時に得られる。高集積・高速動作・低消費電力のＭ
ＲＡＭを実現するために、本実施例に係る技術は極めて有用である。
【００９２】
　以上、本発明の実施例が添付の図面を参照することにより説明された。但し、本発明は
、既出の実施例に限定されず、要旨を逸脱しない範囲で当業者により適宜変更され得る。
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