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(57)【要約】

（修正有）

【課題】ソース及びドレインにハーフメタルを用いたト
ランジスタを提供する。
【解決手段】一方のスピンに対し金属的スピンバンド構
造を、他方のスピンに対し半導体的スピンバンド構造を
とるハーフメタルからなり、スピン偏極した伝導キャリ
アを注入する強磁性ソースと、注入されたスピン偏極し
た伝導キャリアを受けるハーフメタルからなる強磁性ド
レインと、強磁性ソースと強磁性ドレインとの間に設け
られた半導体層と、強磁性ソースと半導体層との間及び
強磁性ドレインと半導体層との間に設けられた金属層と
、半導体層に対して形成されるゲート電極と、ソース及
びドレインに対して形成された非磁性コンタクトと、を
有し、金属層は、半導体層との界面において、ショット
キー接合を形成し、非磁性コンタクトのフェルミエネル
ギーは、それぞれ強磁性ソース及び強磁性ドレインの半
導体的スピンバンドのバンドギャップ中を横切るトラン
ジスタ。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
強磁性体であって、一方のスピンに対しては金属的なバンド構造（以下、「金属的スピ
ンバンド」と称する。）を、他方のスピンに対しては半導体的又は絶縁体的なバンド構造
（以下、「半導体的スピンバンド」と称する。）をとるハーフメタルからなり、スピン偏
極した伝導キャリアを注入する強磁性ソースと、
該強磁性ソースから注入されたスピン偏極した前記伝導キャリアを受けるハーフメタル
からなる強磁性ドレインと、
前記強磁性ソースと前記強磁性ドレインとの間に設けられた半導体層と、
前記強磁性ソースと前記半導体層との間、及び、前記強磁性ドレインと前記半導体層と
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の間に設けられた金属層と、
前記半導体層に対して形成されるゲート電極と、
前記強磁性ソース及び前記強磁性ドレインに対して形成され、それぞれ非磁性金属また
は非磁性伝導体からなるコンタクト（以下、「非磁性コンタクト」と称する。）と、
を有し、
前記金属層は、前記半導体層との界面において、前記金属的スピンバンドと前記半導体
層との間に障壁が形成されるようにショットキー接合を形成し、
前記非磁性コンタクトのフェルミエネルギーは、それぞれ前記強磁性ソース及び前記強
磁性ドレインの前記半導体的スピンバンドのバンドギャップ中を横切ることを特徴とする
トランジスタ。
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【請求項２】
強磁性体であって、一方のスピンに対しては金属的なバンド構造（以下、「金属的スピ
ンバンド」と称する。）を、他方のスピンに対しては半導体的又は絶縁体的なバンド構造
（以下、「半導体的スピンバンド」と称する。）をとるハーフメタルからなり、スピン偏
極した伝導キャリアを注入する強磁性ソースと、
該強磁性ソースから注入されたスピン偏極した前記伝導キャリアを受けるハーフメタル
からなる強磁性ドレインと、
前記強磁性ソースと前記強磁性ドレインとの間に設けられた半導体層と、
前記強磁性ソースと前記半導体層との間、及び、前記強磁性ドレインと前記半導体層と
の間に設けられた別の半導体層と、
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前記半導体層に対して形成されるゲート電極と、
前記強磁性ソース及び前記強磁性ドレインに対して形成され、それぞれ非磁性金属また
は非磁性伝導体からなるコンタクト（以下、「非磁性コンタクト」と称する。）と、
を有し、
前記金属的スピンバンドは、前記別の半導体層との界面において、前記金属的スピンバ
ンドと前記半導体層との間に障壁が形成されるようにショットキー接合を形成し、
前記非磁性コンタクトのフェルミエネルギーは、それぞれ前記強磁性ソース及び前記強
磁性ドレインの前記半導体的スピンバンドのバンドギャップ中を横切ることを特徴とする
トランジスタ。
【請求項３】
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前記強磁性ソース及び前記強磁性ドレインにおいて、前記半導体層がｎチャネルの場合
、前記金属的スピンバンドと前記半導体層との間に形成された前記障壁の高さより、前記
フェルミエネルギーと前記半導体的スピンバンドの伝導バンド底のエネルギーとの差が大
きく、前記半導体層がｐチャネルの場合、前記金属的スピンバンドと前記半導体層との間
に形成された前記障壁の高さより、前記フェルミエネルギーと前記半導体的スピンバンド
の価電子バンド頂上のエネルギーとの差が大きいことを特徴とする請求項１または２に記
載のトランジスタ。
【請求項４】
前記強磁性ソースと前記強磁性ドレインとの相対的な磁化状態が平行磁化である場合に
、前記強磁性ソースの前記金属的スピンバンドから前記半導体層へ注入された前記伝導キ
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ャリアが前記強磁性ドレインの前記金属的スピンバンドを伝導することができ、
前記強磁性ソースと前記強磁性ドレインとの相対的な磁化状態が反平行磁化である場合
に、前記強磁性ソースの前記金属的スピンバンドから前記半導体層へ注入された前記伝導
キャリアが前記強磁性ドレインにおける前記半導体的スピンバンドによるエネルギー障壁
によって伝導が抑制されることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のトラ
ンジスタ。
【請求項５】
前記強磁性ドレインと前記強磁性ソースとの間にバイアスが印加され、かつ前記ゲート
電極と前記強磁性ソースとの間に、前記半導体層がｎチャネルの場合にはしきい値電圧以
下前記半導体層がｐチャネルの場合にはしきい値電圧以上の電圧が印加された場合、前記
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一方のスピンに対しては前記金属的スピンバンドと前記半導体層との間に形成された前記
障壁によって前記伝導キャリアの前記半導体層への注入が抑制され、前記他方のスピンに
対しては前記半導体的スピンバンドの障壁によって前記伝導キャリアの前記半導体層への
注入が抑制され、
前記強磁性ドレインと前記強磁性ソースとの間にバイアスが印加され、かつ前記ゲート
電極と前記強磁性ソースとの間に、前記半導体層がｎチャネルの場合にはしきい値電圧よ
り大きく前記半導体層がｐチャネルの場合にはしきい値電圧より小さい電圧が印加された
場合、前記一方のスピンに対しては前記伝導キャリアが前記金属的スピンバンドと前記半
導体層との間に形成された前記障壁をトンネルおよび熱放出の少なくとも一方により越え
て前記半導体層に注入され、前記他方のスピンに対しては前記半導体的スピンバンドの障
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壁によって前記半導体層への注入が抑制されることを特徴とする請求項１から４のいずれ
か１項に記載のトランジスタ。
【請求項６】
前記伝導キャリアの伝導型が前記半導体層と同じ場合（以下、「蓄積チャネル型」と称
する。）において、前記伝導キャリアが電子の場合では前記金属的スピンバンドによる前
記金属的スピンバンドと前記半導体層との間に形成された前記障壁は伝導バンド側に生じ
、前記伝導キャリアが正孔の場合では前記金属的スピンバンドによる前記金属的スピンバ
ンドと前記半導体層との間に形成された前記障壁は価電子バンド側に生じることを特徴と
する請求項１から５のいずれか１項に記載のトランジスタ。
【請求項７】
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前記伝導キャリアの伝導型が前記半導体層と異なる場合（以下、「反転チャネル型」と
称する。）における、前記半導体層に反転層が形成されていない場合において、前記伝導
キャリアが電子の場合では前記金属的スピンバンドと前記半導体層との間に形成された前
記障壁は価電子バンド側に生じ、前記伝導キャリアが正孔の場合では前記金属的スピンバ
ンドと前記半導体層との間に形成された前記障壁は伝導バンド側に生じることを特徴とす
る請求項１から５のいずれか１項に記載のトランジスタ。
【請求項８】
前記ハーフメタルの前記半導体的スピンバンドのバンドギャップは前記半導体層のバン
ドギャップより大きいことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載のトランジ
スタ。
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【請求項９】
前記ハーフメタルにおける前記半導体的スピンバンドは前記半導体層に対してエネルギ
ー障壁を形成し、前記伝導キャリアが電子の場合には、少なくとも伝導バンド側にエネル
ギー障壁を生じ、前記伝導キャリアが正孔の場合には、少なくとも価電子バンド側にエネ
ルギー障壁を生じさせることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載のトラン
ジスタ。
【請求項１０】
前記強磁性ソース及び前記強磁性ドレインは、前記半導体層に成長又は堆積により形成
されることを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載のトランジスタ。
【請求項１１】
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前記半導体層におけるキャリアの伝導方向の長さ又は前記強磁性ソースと前記強磁性ド
レインとの間の間隔として定義されるチャネル長として前記半導体層をキャリアがバリス
ティックに伝導できる長さを有するか、又は、前記チャネル長がキャリアのエネルギー緩
和に対する平均自由行程以下であることを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に
記載のトランジスタ。
【請求項１２】
請求項１から１１までのいずれか１項に記載の１つのトランジスタを用いて、前記強磁
性ソースに対する前記強磁性ドレインの相対的な磁化の方向によって情報を記憶し、前記
強磁性ソースと前記強磁性ドレインとの相対的な磁化の方向に依存するトランジスタの伝
達コンダクタンスに基づいて前記トランジスタ内に記憶された情報を検出することを特徴
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とする記憶素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、新規なトランジスタに関し、より詳細には、スピン依存伝達特性を有する電
界効果トランジスタ及びそれを用いた不揮発性メモリに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年の高度情報化社会の発展は目覚しく、特に最近では
急速に民間に広がってきている。

モバイル機器

モバイル機器

を媒介として

という大きな需要は今後の半導体産業
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の要になりうると認識されているが、この対応には半導体集積回路の高速化・低消費電力
化・大容量化といった従来通りの高性能化に加え、情報の不揮発といった新たな要求に応
じる必要が生じる。このような要求に対して、不揮発高密度記録として優れた強磁性体ス
トレージ技術と半導体集積エレクトロニクス技術とを融合させた新しいメモリデバイスが
注目を集めている。このデバイスは磁気ランダムアクセスメモリ（ｍａｇｎｅｔｏｒｅｓ
ｉｓｔｉｖｅ ｒａｎｄｏｍ ａｃｃｅｓｓ ｍｅｍｏｒｙ；以下、「ＭＲＡＭ」と称する
。）と呼ばれ、薄い絶縁性のトンネル障壁を強磁性電極で挟み込んだ構造を持つ強磁性ト
ンネル接合（ｍａｇｎｅｔｉｃ ｔｕｎｎｅｌ ｊｕｎｃｔｉｏｎ；以下「ＭＴＪ」と称す
る）をその記憶素子として用いる（例えば、Ｋ．Ｉｎｏｍａｔａ，

Ｐｒｅｓｅｎｔ ａ

ｎｄ ｆｕｔｕｒｅ ｏｆ ｍａｇｎｅｔｉｃ ＲＡＭ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

，ＩＥＩＣ
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Ｅ Ｔｒａｎｓ．Ｅｌｅｃｔｒｏｎ．Ｖｏｌ．Ｅ８４−Ｃ，ｐｐ７４０−７４６，２００
１．参照）。
【０００３】
ＭＴＪでは強磁性電極間の相対的な磁化の方向によってトンネル抵抗が異なる。これを
トンネル磁気抵抗（ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ ｍａｇｎｅｔｏｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ；以下「
ＴＭＲ」と称する）効果と呼ぶ。ＴＭＲを用いれば、強磁性体の磁化状態を電気的に検出
することが可能となる。従って、ＭＴＪの存在によって強磁性体による情報の不揮発スト
レージ技術を半導体集積エレクトロニクスに理想的に取り込むことが可能となる。
【０００４】
以下、図１０を参照して従来技術の一例について説明する。図１０に示すように、ＭＲ
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ＡＭのメモリセル１００では、１ビットのメモリセルを、１つのＭＴＪ１０１と１つの金
属−酸化物−半導体電界効果トランジスタ（以下「ＭＯＳＦＥＴ」と称する。）１０３と
により構成する方法が主に用いられる。ＭＴＪ１０１は、第１の強磁性電極１０５と、第
２の強磁性電極１０７と、両者の間に設けられた絶縁体により形成されたトンネル障壁（
絶縁体）１０８とからなるトンネル接合である。
【０００５】
ＭＯＳＦＥＴ１０３のソース（Ｓ）を接地（ＧＮＤ）し、ドレイン（Ｄ）をＭＴＪ１０
１の一方の強磁性電極１０７にプラグＰＬなどを用いて接続する。ＭＴＪ１０１の他方の
強磁性電極１０５はビット線ＢＬに接続し、書き換え用ワード線１１１は、ＭＴＪ１０１
の直上または直下でＭＴＪ１０１及び他の配線と、絶縁膜１１５により電気的に絶縁した
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状態でビット線ＢＬと交差するように配置する。読み出し用ワード線ＷＬはＭＯＳＦＥＴ
１０３のゲート電極Ｇに接続する。
【０００６】
強磁性体では、磁化の方向を不揮発に保持することができるので、ＭＴＪでは強磁性電
極間の相対的な磁化状態を平行磁化または反平行磁化にすることによって、２値の情報を
不揮発に記憶することができる。また、ＭＴＪではＴＭＲ効果によって２つの強磁性電極
間における相対的な磁化状態でトンネル抵抗が異なる。よって、平行磁化、反平行磁化と
いった磁化状態に対応したトンネル抵抗を用いればＭＴＪ内の磁化状態を電気的に検出す
ることができる。
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【０００７】
情報の書き換えは、ＭＴＪ１０１における２つの強磁性電極１０５、１０７の保持力を
変えておくか、一方の強磁性電極の磁化方向を固定しておき、保持力の小さな強磁性電極
または磁化方向の固定されていない強磁性電極を磁化反転させることによって行う。以下
、磁化反転を行う強磁性電極をフリー層、磁化反転を行わない強磁性電極をピン層と呼ぶ
。具体的には、選択セル上で交差するビット線ＢＬと書き換え用ワード線１１１とのそれ
ぞれに電流を流し、それぞれの電流によって誘起される磁界の合成磁界によって選択され
たメモリセル１００内のＭＴＪ１０１の磁化状態を平行磁化または反平行磁化に変化させ
る。この際、選択したセルと同一のビット線ＢＬまたは書き換え用ワード線１１１を有す
る非選択セルが磁化反転しないように、一方の配線のみからの磁界では非選択セルのＭＴ
Ｊ１０１が磁化反転をしないようにそれぞれの配線に流す電流値を設定しておく。情報の
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読出しは、選択セルに接続された読み出し用のワード線ＷＬに電圧を印加してＭＯＳＦＥ
Ｔ１０３を導通させてから、ビット線ＢＬを介して読み出し用の駆動電流をＭＴＪ１０１
に流す。ＭＴＪ１０１では、ＴＭＲ効果によって平行磁化または反平行磁化の磁化状態に
依存してトンネル抵抗が異なるため、読出し用の駆動電流によるＭＴＪ１０１における電
圧降下（以下、「出力電圧」と呼ぶ）を検出すれば磁化状態を判定することができる（Ｋ
．Ｉｎｏｍａｔａ，

Ｐｒｅｓｅｎｔ ａｎｄ ｆｕｔｕｒｅ ｏｆ ｍａｇｎｅｔｉｃ Ｒ

ＡＭ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

，ＩＥＩＣＥ Ｔｒａｎｓ．Ｅｌｅｃｔｒｏｎ．Ｖｏｌ．Ｅ

８４−Ｃ，ｐｐ７４０−７４６，２００１．参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００８】
【特許文献１】特開２００１−２０３３３２号公報
【発明の概要】
【０００９】
ＭＴＪは、トンネル障壁を介して相対する強磁性電極の磁化状態が平行磁化であるか反
平行磁化であるかに対応して２値の抵抗値をとる。この２値の情報のいずれの情報が記憶
されているかを駆動電流で高感度に検出するためには、ＭＴＪ自身のインピーダンス（接
合抵抗）を調節して出力電圧の大きさを最適化する必要がある。
【００１０】
さらに、情報の記憶内容を正確に読み出すために、平行磁化と反平行磁化との２つの磁
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化状態間における出力信号の比を大きくする必要がある。このためには、ＴＭＲ比と呼ば
れるＭＴＪが平行磁化を持つ場合と反平行磁化を持つ場合とのそれぞれにおけるＴＭＲの
変化率を大きくする必要がある。ＴＭＲ比は、強磁性電極のスピン分極率Ｐに依存するが
、ＴＭＲ比を大きくとるためには、Ｐの値が大きな強磁性体を強磁性電極に用いることが
必要である。
【００１１】
また、ＭＴＪにおけるＴＭＲ比は、ＭＴＪに印加するバイアス電圧に強く依存し、バイ
アス電圧とともに急激に減少する。高感度にまたは高速に情報の読出しを行うために大き
な駆動電流をＭＴＪに流すと、ＭＴＪにおける電圧降下が大きくなり、ＴＭＲ比が減少す
る。そこで、ＭＴＪにおける大きな電圧降下が生じてもＴＭＲ比が減少しないように、Ｔ
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ＭＲ比の耐バイアスが必要になる。
【００１２】
ＭＲＡＭは、構造が簡単で、またＭＴＪはナノスケールのサイズまで微細化できること
から、高密度集積化に適したメモリである。数ギガビット以上の高集積度を実現しようと
すると、ＭＯＳＦＥＴのチャネル長は０．１μｍ程度以下となることが予想されるが、こ
のような微細なトランジスタに合わせて微細なＭＴＪを集積化しようとしても、コンタク
ト、多層配線がセル面積を占有するようになり、両者を超高密度に集積することが難しく
なる。従って、より単純な構造を有するメモリセルが望まれる。
【００１３】
本発明は、ソース及びドレインに強磁性体によるショットキー接合を用いた金属−絶縁
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体−半導体電界効果トランジスタ（ＭＩＳＦＥＴ）を提供することを目的とする。加えて
、このトランジスタ単体で１ビットのメモリセルを構成することにより大容量・不揮発性
記憶装置を提供することを目的とする。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の第１の実施の形態によるＭＩＳＦＥＴの概略構成を示す断面図
である。
【図２】図２（Ａ）は、強磁性ソースと強磁性ドレインに強磁性金属を用いた図１の構造
における蓄積ｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴの強磁性ソース／半導体層／強磁性ドレインのエ
ネルギーバンド図である。図２（Ｂ）は、反転ｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴにおける強磁性
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ソース／半導体層／強磁性ドレインのエネルギーバンド図である。
【図３】図３は、本発明の第２の実施の形態によるＭＩＳＦＥＴの構造を示す図であり、
図３（Ａ）は、強磁性ソースと強磁性ドレインにハーフメタルを用いた図１の構造におけ
る蓄積ｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴの強磁性ソース／半導体層／強磁性ドレインのエネルギ
ーバンド図である。図３（Ｂ）は、反転型ｎチャネルＭＩＳＦＥＴにおける強磁性ソース
／半導体層／強磁性ドレインのエネルギーバンド図である。
【図４】図４は、図２（Ａ）のエネルギーバンド構造を有するＭＩＳＦＥＴの動作原理を
示す図であり、図４（Ａ）は平衡状態におけるエネルギーバンド図であり、図４（Ｂ）は
、強磁性ソースと強磁性ドレインが平行磁化の場合においてＶＤＳを印加した場合のエネ
ルギーバンド図であり、図４（Ｃ）は、図４（Ｂ）の状態からさらにＶＧＳを印加した場
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合のエネルギーバンド図であり、図４（Ｄ）は、図４（Ｃ）と同じバイアス下において強
磁性ソースと強磁性ドレインが反平行磁化の場合のエネルギーバンド図である。
【図５】図５は、図２（Ｂ）のエネルギーバンド構造を有するＭＩＳＦＥＴの動作原理を
示す図であり、図５（Ａ）は平衡状態におけるエネルギーバンド図であり、図５（Ｂ）は
、強磁性ソースと強磁性ドレインが平行磁化の場合においてＶＤＳを印加した場合のエネ
ルギーバンド図であり、図５（Ｃ）は、図５（Ｂ）の状態からさらにＶＧＳを印加した場
合のエネルギーバンド図であり、図５（Ｄ）は、図５（Ｃ）と同じバイアス下において強
磁性ソースと強磁性ドレインが反平行磁化の場合のエネルギーバンド図である。
【図６】図６は、図３（Ａ）のエネルギーバンド構造を有するＭＩＳＦＥＴの動作原理を
示す図であり、図６（Ａ）は平衡状態におけるエネルギーバンド図であり、図６（Ｂ）は
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、強磁性ソースと強磁性ドレインが平行磁化の場合においてＶＤＳを印加した場合のエネ
ルギーバンド図であり、図６（Ｃ）は、図６（Ｂ）の状態からさらにＶＧＳを印加した場
合のエネルギーバンド図であり、図６（Ｄ）は、図６（Ｃ）と同じバイアス下において強
磁性ソースと強磁性ドレインが反平行磁化の場合のエネルギーバンド図である。
【図７】図７は、図３（Ｂ）のエネルギーバンド構造を有するＭＩＳＦＥＴの動作原理を
示す図であり、図７（Ａ）は平衡状態におけるエネルギーバンド図であり、図７（Ｂ）は
、強磁性ソースと強磁性ドレインが平行磁化の場合においてＶＤＳを印加した場合のエネ
ルギーバンド図であり、図７（Ｃ）は、図７（Ｂ）の状態からさらにＶＧＳを印加した場
合のエネルギーバンド図であり、図７（Ｄ）は、図７（Ｃ）と同じバイアス下において強
磁性ソースと強磁性ドレインが反平行磁化の場合のエネルギーバンド図である。
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【図８】図８は、本実施の形態によるＭＩＳＦＥＴのソース接地のドレイン電流−電圧特
性の概念図である。
【図９】図９（ａ）は、本実施の形態によるＭＩＳＦＥＴを用いたメモリ回路の一構成例
を示す図である。図９（ｂ）は、図９（ａ）に示すメモリ回路のビット線端に出力端子Ｖ
ｏと、この出力端子Ｖｏから分岐して負荷ＲＬを介し電源電圧ＶＤＤに接続したメモリ回

路である。図９（ｃ）は、図９（ｂ）に示したメモリセルの静特性と動作点を示す図であ
る。
【図１０】図１０は、一般的なＭＲＡＭに用いられるメモリセルの構造を示す断面図であ
る。
【図１１】図１１は、本発明の各実施の形態によるメモリセル構造の一例であり、強磁性

10

ソースを共通にした構成例を示す図である。
【図１２】図１２は、本発明の第３の実施の形態によるＭＩＳＦＥＴの構造例を示すエネ
ルギーバンド図である。
【図１３】図１３は、本発明の第４及び第５の実施の形態によるＭＩＳＦＥＴの構造例を
示すエネルギーバンド図であり、図１３（Ａ）は、ソース／ドレインにｎ型強磁性半導体
を用い、ソース／ドレイン間に真性半導体を用いたＭＩＳＦＥＴの構造例を、図１３（Ｂ
）は、ソース／ドレインにｎ型強磁性半導体を用い、ソース／ドレイン間にｐ型半導体を
用いたＭＩＳＦＥＴの構造例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】

20

本発明に係る金属−絶縁体−半導体電界効果トランジスタ（以下、「ＭＩＳＦＥＴ」と
称する。）は、強磁性体からなるソースに対するドレイン（以下、それぞれ、「強磁性ソ
ース」、「強磁性ドレイン」と称する。）の相対的な磁化の方向として情報を記憶し、こ
の相対的な磁化方向に依存する伝達特性を利用して記憶された情報を読み出す。従って、
本発明に係るＭＩＳＦＥＴを用いると、トランジスタ単体で１ビットの不揮発性メモリセ
ルを構成できることから、高速・大容量の不揮発性メモリを実現することが可能となる。
【００１６】
まず、本発明の第１の実施の形態によるＭＩＳＦＥＴについて図面を参照しつつ説明を
行う。
【００１７】
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図１は、本発明の第１の実施の形態によるＭＩＳＦＥＴの断面構造を示す図である。図
１に示すように、本実施の形態によるＭＩＳＦＥＴは、一般的なＭＩＳＦＥＴ（例えばＳ
ｉＭＯＳＦＥＴなど）と同様のゲート電極７と、ゲート絶縁膜１１と、非磁性の半導体層
１からなるＭＩＳ構造と、非磁性の半導体層１との間でショットキー接合を形成する強磁
性体からなるソース（強磁性ソース）３とドレイン（強磁性ドレイン）５とを有している
。強磁性ソースおよび強磁性ドレインには、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｏ、パーマロイ、ＣｏＦｅ合
金（Ｃｏ１−ｘＦｅｘ）、ＣｏＦｅＢ合金（Ｃｏ１−ｘ−ｙＦｅｘＢｙ）などの強磁性金
属や、Ｃｏ２ＭｎＳｉなどのホイスラーアロイ（Ｈｅｕｓｌｅｒ ａｌｌｏｙ）、ＣｒＯ
２、Ｆｅ３Ｏ４（Ｍａｇｎｅｔｉｔｅ）、せん亜鉛鉱型のＣｒＡｓ、ＣｒＳｂ、ＭｎＡｓ

などのハーフメタルを用いることができる。また、強磁性金属的なバンド構造を有する強

40

磁性半導体やハーフメタルとなるバンド構造を有する強磁性半導体を用いることもできる
。強磁性ソース３と強磁性ドレイン５は、強磁性体を非磁性の半導体層１上にエピタキシ
ャル成長又は堆積により形成する。或いは、熱拡散またはイオン注入などの方法により非
磁性の半導体層１中に磁性原子を導入することによって形成しても良い。また、図中の強
磁性ソースと強磁性ドレイン上に示した矢印は磁化方向を示す。尚、ゲート絶縁膜として
は、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３や、高誘電率材料であるＨｆＯ２などを用いることができる。
【００１８】
本実施の形態によるＭＩＳＦＥＴでは、非磁性の半導体層（または半導体基板）１と同
じ伝導型のキャリアを伝導キャリアとすることが可能であり、或いは、非磁性の半導体層
１と反対の伝導型のキャリアを誘起して伝導キャリアとすることもできる。ここでは、便
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宜上、前者を蓄積チャネル型と称し、後者を反転チャネル型と称する。ｎチャネルのＭＩ
ＳＦＥＴを構成する場合には、蓄積チャネル型ではｎ型半導体を、反転チャネル型ではｐ
型半導体を用いる。同様に、ｐチャネルのＭＩＳＦＥＴの場合には、蓄積チャネル型では
ｐ型半導体を用い、反転チャネル型ではｎ型半導体を用いる。以後、ｎチャネルの蓄積チ
ャネル型を蓄積ｎチャネル型と称し、ｎチャネルの反転チャネル型を反転ｎチャネル型と
称する。ｐチャネルに対しても、ｎチャネルの場合と同様に蓄積ｐチャネル型、反転ｐチ
ャネル型と呼ぶ。
【００１９】
また、実際のチャネルの有無に関わらず、ゲート絶縁膜／半導体界面の直下の半導体領
域をチャネル領域と呼ぶ。以下、強磁性ソースと強磁性ドレインとに強磁性金属を用いた
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場合と、ハーフメタルを用いた場合とのそれぞれにおける蓄積ｎチャネル型と反転ｎチャ
ネル型トランジスタのエネルギーバンド構造について説明する。尚、以下において詳細な
説明は省略するが、同様にして蓄積ｐチャネル型と反転ｐチャネル型のＭＩＳＦＥＴを構
成できる。本発明では、エンハンスメント型及びデプレッション型のＭＩＳＦＥＴを構成
することができるが、以下ではエンハンスメント型について述べる。また本来

スピン

といった用語はスピン角運動量に関連して用いる用語であるが、以下ではアップスピンを
有する電子を単にアップスピンなどと呼ぶようにキャリアの意味でも用いる。
【００２０】
図２（Ａ）及び図２（Ｂ）は、強磁性体として強磁性金属を用いた場合のエネルギーバ
ンド図であり、図３（Ａ）及び図３（Ｂ）は、強磁性体として、ハーフメタルを用いた場
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合のエネルギーバンド図である。
【００２１】
図２（Ａ）は、強磁性ソース及び強磁性ドレインに強磁性金属を用いた場合の、蓄積ｎ
チャネル型ＭＩＳＦＥＴのチャネル領域近傍におけるエネルギーバンド構造を示す図であ
る。強磁性ソース３と強磁性ドレイン５は、非磁性のｎ型半導体層１と強磁性金属（３，
５）とをショットキー接合することによって形成する。図２（Ａ）における強磁性ソース
３およびドレイン５上に示した実線とｎ型半導体層１上に示した点線は、フェルミエネル
ギーＥＦを表す。ＥＧは半導体のバンドギャップを表す。
【００２２】
ＥＣとＥＶは、それぞれ半導体層１の伝導バンドの底と価電子バンドの頂上を表す。Ｅ
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Ｆ、ＥＣ、ＥＶ、ＥＧは、以下の図でも同様の意味で用いる。φｎは強磁性金属とｎ型半

導体とのショットキー接合の障壁高さである。すなわち、フェルミエネルギーＥＦと接合
界面におけるｎ型半導体層１の伝導体底ＥＣとのエネルギー差を表す。また、強磁性ソー
ス３と強磁性ドレイン５のフェルミエネルギー上に示した矢印は多数スピンの向きを表し
、上向きであればアップスピン、下向きであればダウンスピンを表す。また、少数スピン
の表示は省略している。以下、強磁性金属を用いる場合では同様にして多数スピンの向き
をバンド図上に表示する。
【００２３】
図２（Ｂ）は、強磁性ソースと強磁性ドレインとに強磁性金属を用いた場合の、反転ｎ
チャネル型ＭＩＳＦＥＴのチャネル領域近傍におけるバンド構造を示す図である。強磁性
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金属からなる強磁性ソース３及び強磁性ドレイン５とｐ型半導体層１とが、ショットキー
接合を形成している。φｐは強磁性金属とｐ型半導体層１とのショットキー接合の障壁高
さであり、フェルミエネルギーＥＦと接合界面におけるｐ型半導体層の価電子バンド頂上
ＥＶとのエネルギー差である。φｎは、フェルミエネルギーＥＦと接合界面におけるｐ型
半導体層の伝導バンド底ＥＣとのエネルギー差を表す。
【００２４】
次に、本発明の第２の実施の形態によるＭＩＳＦＥＴについて図面を参照しつつ説明を
行う。
【００２５】
図３（Ａ）は、本実施の形態によるＭＩＳＦＥＴであって、強磁性ソースと強磁性ドレ
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インとにハーフメタルを用いた場合における蓄積ｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴのチャネル領
域近傍におけるバンド構造を示す図である。ハーフメタルは、一方のスピンに対しては金
属的なバンド構造（以下、「金属的スピンバンド」と称する。）をとるが、もう一方（他
方）のスピンに対して半導体（絶縁体）的となるバンド構造（以下、「半導体的スピンバ
ンド」と称する。）を有する。すなわち、ハーフメタルでは、一方のスピンに対しては途
中まで占有されたバンドを有し、他方のスピンに対しては完全に満たされたバンド（価電
子バンド）がバンドギャップによって空のバンド（伝導バンド）と分離している。従って
、フェルミエネルギーＥＦは、一方のスピンの金属的スピンバンドを横切るが、他方のス
ピンに対してはバンドギャップ中を横切り、キャリアの伝導は、金属的スピンバンドに属
10

する一方のスピンのみが担うことになる。
【００２６】
図３（Ａ）において、強磁性ソース３ａおよび強磁性ドレイン５ａ上中央に示した実線
はハーフメタルにおけるフェルミエネルギーＥＦである。すなわち、ＥＦは、金属的スピ
ンバンドのフェルミ面となる。また、ＥＦの上下に示した実線ＥＣＨＭ、ＥＶＨＭは、そ
れぞれ、半導体的スピンバンドにおける伝導バンドの底および価電子バンドの頂上を表す
。ＥＧＨＭは、ハーフメタル（３ａ・５ａ）の半導体的スピンバンドのバンドギャップを
表す。ハーフメタル（３ａ・５ａ）を用いて蓄積ｎチャネル型のＭＩＳＦＥＴを形成する
場合には、ハーフメタル（３ａ・５ａ）における金属的スピンバンドとｎ型半導体層１と
が、障壁高さφｎのショットキー接合を形成する必要がある。また、この接合によって、
ハーフメタル（３ａ・５ａ）における半導体的スピンバンドにおける伝導バンドの底は、

20

ｎ型半導体層１の伝導バンドの底よりも高いエネルギーを有し、界面において、エネルギ
ー不連続ΔＥＣを形成するようにすることが好ましい。
【００２７】
エネルギー不連続ΔＥＶは、ハーフメタル（３ａ・５ａ）における半導体的スピンバン
ドの価電子バンド頂上のエネルギーと接合界面におけるｎ型半導体層１における価電子バ
ンド頂上のエネルギーとのエネルギー差である。以下でも、同様にハーフメタルを強磁性
ソース３ａと強磁性ドレイン５ａとに用いた場合に、半導体的スピンバンドにおける伝導
バンドおよび価電子バンドの半導体層１との接合界面におけるエネルギー不連続量を、そ
れぞれΔＥＣとΔＥＶとする。
30

【００２８】
また、図中には、ハーフメタルからなる強磁性ソース３ａと強磁性ドレイン５ａに接合
された非磁性コンタクト３ｂ・５ｂのフェルミエネルギーも示してある。従って、図１の
強磁性ソース３は、ハーフメタルを用いた場合では、強磁性ソース３ａと非磁性コンタク
ト３ｂからなる。強磁性ドレインについても同様である。また、以下で強磁性金属又はハ
ーフメタルの指定なく強磁性ソース３又は強磁性ドレイン５と記述する場合は強磁性ソー
ス３ａと強磁性ドレイン５ａを含むものとする。φｎ

は、この非磁性コンタクト３ｂ・

５ｂのフェルミエネルギーＥＦとハーフメタル（３ａ・５ａ）における半導体的スピンバ
ンドにおける伝導バンドＥＣＨＭとのエネルギー差である。
【００２９】
図３（Ｂ）に、強磁性ソースと強磁性ドレインとにハーフメタルを用いた場合の反転ｎ

40

チャネル型ＭＩＳＦＥＴのチャネル領域近傍におけるバンド構造を示す。
【００３０】
強磁性ソース３ａと強磁性ドレイン５ａとは、ｐ型半導体層１とハーフメタルの金属的
スピンバンドとをショットキー接合することによって形成する必要がある。φｐは、ハー
フメタル（３ａ・５ａ）における金属的スピンバンドとｐ型半導体層１とのショットキー
接合の障壁高さである。φｎは、ハーフメタル（３ａ・５ａ）におけるフェルミエネルギ
ーＥＦと接合界面におけるｐ型半導体層１の伝導体底ＥＣとのエネルギー差を表す。また
、ハーフメタル（３ａ・５ａ）の半導体的スピンバンドにおける伝導バンドの底は、ｐ型
半導体層１の伝導体の底に比べてエネルギーが高く、界面において、ΔＥＣのエネルギー
不連続を生じていることが好ましい。
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【００３１】
またφｎ

及びφｐ

は、それぞれ、フェルミエネルギーとハーフメタル（３ａ・５ａ

）における半導体的スピンバンドの伝導バンドの底ＥＣＨＭ及び価電子バンドの頂上ＥＶ
ＨＭ

との差である。

【００３２】
以下に、上述した本実施の形態による各ＭＩＳＦＥＴの動作原理について図面を参照し
て説明を行う。本実施の形態によるＭＩＳＦＥＴにおいて、強磁性ソースはチャネルにス
ピンを注入するスピンインジェクタとして機能し、また、強磁性ドレインはチャネルに注
入された伝導キャリアのスピンの向きを電気信号として検出するスピンアナライザとして
機能する。本実施の形態によるＭＩＳＦＥＴでは、上述のように強磁性ソースと強磁性ド

10

レインとに、強磁性金属を用いることもできるし、ハーフメタルを用いることも可能であ
る。さらに、ソースとドレインの一方が強磁性金属、他方がハーフメタルでも良い。
【００３３】
以下、強磁性ソースに対する強磁性ドレインの相対的な磁化の方向が同方向である場合
を平行磁化とし、これらの相対的な磁化方向が互いに反対方向の場合を反平行磁化とする
。また、ＭＩＳＦＥＴのチャネル長は、スピンの緩和距離より十分短いものとし、また、
ゲート電圧によるＲａｓｈｂａ効果を無視する。
【００３４】
図４（Ａ）から図４（Ｄ）までを参照して強磁性ソースと強磁性ドレインとに強磁性金
属を用いた蓄積ｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴの動作原理を説明する。図４（Ａ）は平衡状態

20

におけるエネルギーバンド図であり、図２（Ａ）に対応する図である。
【００３５】
図４（Ａ）の平衡状態から、強磁性ソース３とゲート電極７との間にバイアスＶＧＳを
ＶＧＳ＝０として、強磁性ソース３と強磁性ドレイン５との間にバイアスＶＤＳを印加す
ると、ＶＤＳを強磁性ソース３のショットキー接合と強磁性ドレイン５のショットキー接
合とで分圧し、図４（Ｂ）に示すようなポテンシャルとなる。強磁性ドレイン５のショッ
トキー接合は順バイアスされており、チャネル中央部の伝導帯の底から見たドレイン側シ
ョットキー接合の障壁高さは減少（または消失）するが、強磁性ソース３のショットキー
接合は、逆バイアスされており、チャネル中央部の伝導帯の底から見たソース側ショット
キー接合では障壁高さが増加する。このとき、ＶＤＳは、強磁性ソース３のフェルミエネ

30

ルギーＥＦがソース側ショットキー障壁のバンド端を横切るように印加するが、トンネル
効果による電流はほとんど生じない程度の大きさのバイアスである。すなわち、ソース側
ショットキー接合界面から強磁性ソース３のフェルミエネルギーとこのショットキー障壁
のバンド端とが交差するまでの距離ｄは、強磁性ソース３からチャネルにキャリアのトン
ネル効果が生じない程度に十分厚い。ソース側のショットキー接合は逆バイアスされてい
るため、強磁性ソース３から高さφｎの障壁を熱的に乗り越えるキャリアによるショット
キー接合の逆方向飽和電流程度の電流が生じるが、φｎを適切に選定することによりこの
電流成分を十分に抑制し、小さくすることが可能である。従って、ＶＧＳ＝０ではＭＩＳ
ＦＥＴは遮断状態となる。
40

【００３６】
次に、ゲート電極７（図１）に３バイアスＶＧＳ（＞０）を印加すると、ゲート電極７
から強磁性ソース３に向かう電気力線によって、ソース側ショットキー障壁近傍の電界が
強められ、図４（Ｃ）に示すようにショットキー障壁の障壁幅が減少する（図中のｄ

）

。従って、強磁性ソース３の伝導電子は、このポテンシャル障壁をトンネル効果によって
透過してゲート絶縁膜１１直下のチャネル領域に注入される。この際、強磁性ソース３か
らは多数スピンと少数スピンが注入されるが、多数スピンのキャリア密度が少数スピンよ
りも大きいため注入電子はスピン偏極する。注入電子のスピン偏極率は強磁性ソース３の
フェルミエネルギー近傍におけるスピン分極率に依存し、このスピン分極率が大きいほど
注入電子のスピン偏極率は大きい。
【００３７】
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以下、スピン偏極した電子をスピン偏極電子と呼ぶ。スピン偏極電子の多数スピンおよ
び少数スピンは、それぞれ強磁性ソース３の多数スピンおよび少数スピンと平行である。
チャネルに注入されたスピン偏極電子は、ＶＧＳによってゲート絶縁膜／半導体界面に引
き付けられながら，ＶＤＳによって強磁性ドレイン５のショットキー障壁界面まで輸送さ
れる。強磁性ソース３と強磁性ドレイン５とが平行磁化を持つ場合では、スピン偏極電子
の多数スピンと少数スピンは、それぞれ強磁性ドレイン５の多数スピンと少数スピンとに
平行である。従って、強磁性ドレイン５に注入されたスピン偏極電子は、スピン依存散乱
をほとんど受けることなく強磁性ドレイン５を伝導して強磁性ドレインに流れ込む電流と
なる（以下、この電流を「ドレイン電流」と称する。）。特に、強磁性ソース３と強磁性
ドレイン５とが平行磁化の場合に、ある定められたドレイン電流の生じるＶＧＳをしきい

10

値ＶＴとする。
【００３８】
一方、強磁性ソース３と強磁性ドレイン５とが反平行磁化を持つ場合では、チャネルに
注入されたスピン偏極電子のうち多数スピンは、強磁性ドレイン５の多数スピンと反平行
である（図４（Ｄ））。よって、チャネルのスピン偏極電子は、強磁性ドレイン５におい
てスピン依存散乱による電気抵抗を生じる。従って、ＭＩＳＦＥＴが同一バイアス下にあ
っても、反平行磁化の場合ではこのスピン依存散乱によって平行磁化の場合に比べてドレ
イン電流が減少する。すなわち、強磁性ソース３と強磁性ドレイン５との間の相対的な磁
化状態が平行磁化を持つ場合の伝達（相互）コンダクタンスに比べて、反平行磁化を持つ
場合の伝達コンダクタンスは小さくなる。また、チャネル長がキャリアのエネルギー緩和

20

に対する平均自由行程以下であれば、チャネル内をキャリアがバリスティックに伝導する
ため、トンネル磁気抵抗効果と類似の磁気抵抗効果が期待できる。この場合では平行磁化
と反平行磁化における伝達コンダクタンスの変化はより大きくなる。
【００３９】
図５（Ａ）から図５（Ｄ）までは、強磁性金属をソース３とドレイン５に用いた反転ｎ
チャネル型のＭＩＳＦＥＴの動作原理を示す図である。平衡状態から（図５（Ａ））、Ｖ
ＧＳ＝０の状態でＶＤＳ（＞０）を印加すると、図５（Ｂ）に示すように強磁性ソース３

が順バイアスされ、強磁性ドレイン５が逆バイアスされる。チャネル領域がｐ型であるた
め、強磁性ドレイン５から正孔が注入されれば電流が生じるが、強磁性ドレイン５の逆バ
イアスされたショットキー接合によって正孔はほとんど注入されない。熱的にφｐを乗り

30

越えた正孔によるショットキー接合の逆方向飽和電流程度の小さな電流が生じるが、φｐ
を適切に選べば、この電流を十分に小さくできる。従って、ＶＧＳ＝０の場合ではＭＩＳ
ＦＥＴは遮断状態となる。
【００４０】
ゲート電極７（図１）にデバイス構造から決まるあるしきい値ＶＴ以上のＶＧＳ（＞Ｖ
Ｔ）を印加すると、ゲート絶縁膜／半導体界面に電子が誘起され反転層が形成される（従

って、反転チャネル型と蓄積チャネル型ではしきい値ＶＴの定義が異なるが、便宜上、い
ずれの場合でも、しきい値をＶＴと記載する）。このとき、チャネル領域における強磁性
ソース３および強磁性ドレイン５のそれぞれの接合界面では、反転層の電子に対して障壁
高さφｎの障壁が形成されるが、ＶＤＳによって強磁性ドレイン５の接合および強磁性ソ

40

ース３の接合は図５（Ｃ）のようにバイアスされる。
【００４１】
上述のように、十分に大きなφｐを選んでおけば、φｎ（＝ＥＧ−φｐ）は小さく、強
磁性ソース３から熱放出によってスピン偏極電子がチャネルに注入される。また、強磁性
ソース３からキャリアを熱放出できるほどφｎが小さくなくない場合でも、蓄積チャネル
型と同様に強磁性ソース３側のショットキー障壁をトンネルして強磁性ソース３からチャ
ネルにスピン偏極電子を注入することも可能である。
【００４２】
チャネルに注入されたスピン偏極電子は、ＶＤＳによって強磁性ドレイン５側のショッ
トキー障壁界面まで輸送される。強磁性ソース３と強磁性ドレイン５とが平行磁化を持つ
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場合では、スピン偏極電子の多数スピンと少数スピンとは、それぞれ強磁性ドレイン５の
多数スピンと少数スピンとに対して平行である。従って、平行磁化の場合では、蓄積チャ
ネル型の場合と同様に、強磁性ドレイン５に注入されたスピン偏極電子はスピン依存散乱
をほとんど受けることなく強磁性ドレイン５を伝導してドレイン電流となる。
【００４３】
一方、図５（Ｄ）に示すように、強磁性ソース３と強磁性ドレイン５とが反平行磁化を
持つ場合では、チャネルに注入されたスピン偏極電子の多数スピンは強磁性ドレイン５の
多数スピンと反平行である。従って、スピン偏極電子は強磁性ドレイン５でスピン依存散
乱による電気抵抗を生じる。よって、反転チャネル型でも、強磁性ソース３と強磁性ドレ
イン５との間の相対的な磁化状態に基づきＭＩＳＦＥＴの伝達コンダクタンスが変化する

10

。すなわち、同一バイアス下であっても、強磁性ソース３と強磁性ドレイン５とが反平行
磁化の場合には平行磁化の場合に比べてドレイン電流は小さくなる。また、蓄積チャネル
型の場合と同様に、チャネル長がキャリアのエネルギー緩和に対する平均自由行程以下で
あれば、トンネル磁気抵抗効果と類似の磁気抵抗効果が期待できるため、平行磁化と反平
行磁化における伝達コンダクタンスの変化はより大きくなる。
【００４４】
次に、強磁性体としてハーフメタルを用いた場合について説明する。図６（Ａ）から図
６（Ｄ）までを参照して、ハーフメタルを強磁性ソースと強磁性ドレインに用いた場合の
蓄積ｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴの動作原理を説明する。図６（Ａ）は平衡状態におけるエ
20

ネルギーバンド図であり、図３（Ａ）に対応する図である。
【００４５】
図６（Ｂ）は、ＶＧＳ＝０の状態で、ＶＤＳ（＞０）を印加した場合のポテンシャル形
状を示す図である。以下では、図６（Ｂ）に示すように、強磁性ソース３ａの金属的スピ
ンバンドに属するスピンをアップスピンとし、半導体的スピンバンドに属するスピンをダ
ウンスピンとする。金属的スピンバンドに属するアップスピンに対しては、半導体層１と
の接合界面において、障壁高さφｎのショットキー接合が形成されるため、ＶＤＳはソー
ス側ショットキー接合とドレイン側ショットキー接合とによって分圧される。従って、強
磁性ドレイン５ａのショットキー接合は順バイアスされ、強磁性ソース３ａのショットキ
ー接合は逆バイアスされる。このとき、ＶＤＳは、強磁性ソース３ａのフェルミエネルギ
ーＥＦがソース側ショットキー障壁のバンド端を横切るように印加するが、ショットキー
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接合の障壁幅ｄは強磁性ソース３ａの金属的スピンバンドからアップスピンがトンネルし
ない程度に厚くしておく。すなわち、ＶＧＳ＝０の状態では、強磁性ソース３ａの金属的
スピンバンドのアップスピンはチャネル領域へのトンネル注入が抑制されている。また、
ショットキー接合の障壁高さφｎを熱的に乗り越えることによって生じるショットキー接
合の逆方向飽和電流としてアップスピンがチャネル領域に注入できるが、φｎの値を適切
に選ぶことによりこの電流値を十分に小さくできる。
【００４６】
一方、ダウンスピンを有する強磁性ソース３ａの半導体的スピンバンドのバンドギャッ
プにより、強磁性ソース３ａの半導体的スピンバンドと非磁性コンタクト３ｂとの間に障
壁高さφｎ

のエネルギー障壁が形成される。強磁性ソース３ａの半導体的スピンバンド

40

には伝導キャリアが存在しないことから、ダウンスピンが半導体層１に注入されるために
は、非磁性コンタクト３ｂからダウンスピンが強磁性ソース３ａの半導体的スピンバンド
をトンネルするか、熱的に障壁を乗り越えなければならない。強磁性ソース３ａの膜厚を
十分に厚くし、かつ、非磁性金属電極３ｂから見たエネルギー障壁の障壁高さφｎ

を十

分な高さに選べば、ダウンスピンがチャネル領域に注入される確率は極めて低くできる。
、キャリアの注入は生じない。従って、ＶＧＳ＝０の状態では、アップスピン及びダウン
スピンによる電流はほとんど生じず、ＭＩＳＦＥＴは遮断状態となる。
【００４７】
次に、図６（Ｃ）に示すように、ゲート電極７（図１）にバイアスＶＧＳ（＞０）を印
加すると、ゲート電極７（図１）から強磁性ソース３ａに向かう電気力線によって、ソー
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ス側ショットキー障壁近傍の電界が強められ、強磁性ソースにおける金属的スピンバンド
に対するショットキー障壁の障壁幅が減少する（図６（Ｃ）中のｄ

参照）。従って、強

磁性ソース３ａの金属的スピンバンドからアップスピンはこのショットキー障壁をトンネ
ルしてゲート絶縁膜直下の半導体層１のチャネル領域に注入される。この際、ダウンスピ
ンに対しては強磁性ソース３ａの半導体的スピンバンドによる障壁高さφｎ

のエネルギ

ー障壁によって非磁性コンタクト３ｂからダウンスピンはほとんど注入されない。従って
、ハーフメタルにより形成される強磁性ソース３ａは、選択的にアップスピンのみを注入
する。
【００４８】
チャネルに注入されたアップスピンは、ＶＤＳによって強磁性ドレイン５ａ側のショッ

10

トキー障壁界面まで輸送される。強磁性ソース３ａと強磁性ドレイン５ａとが平行磁化を
持つ場合では、注入されたアップスピンは強磁性ドレイン５ａの金属的スピンバンドのス
ピンと平行である。従って、強磁性ドレイン５ａに注入されたアップスピンは、スピン依
存散乱をほとんど受けることなく強磁性ドレイン５ａを伝導して、ドレイン電流となる。
特に、強磁性ソース３ａと強磁性ドレイン５ａとが平行磁化を持つ場合に定められたある
ドレイン電流の生じるＶＧＳをＶＴと定義する。
【００４９】
一方、図６（Ｄ）に示すように、強磁性ソース３ａと強磁性ドレイン５ａとが反平行磁
化を持つ場合には、チャネルに注入されたアップスピンは強磁性ドレイン５ａの金属的ス
ピンバンドのスピンと反平行となり、半導体的スピンバンドのスピンと平行となる。従っ

20

て、チャネルに注入されたアップスピンは、強磁性ドレイン５ａを障壁高さΔＥＣのエネ
ルギー障壁として感じる。このチャネルのアップスピンがトンネルできないように、また
は、熱的にこの障壁を乗り越えることができないように、強磁性ドレイン５ａの膜厚とΔ
ＥＣとを選んでおけば、非磁性ソース電極３ｂから注入されたアップスピンは強磁性ドレ
イン５ａをほとんど伝導することができない。よって、ドレイン電流はほとんど生じない
。従って、強磁性ドレイン５ａにおけるハーフメタルは金属的スピンバンドのスピンと平
行なスピンのみを通過させ、反平行のスピンを通過させない。
【００５０】
ハーフメタルからなる強磁性ソース３ａからは、極めてスピン偏極率の高いスピン偏極
電子をチャネルに注入することができ、また、ハーフメタルにより形成された強磁性ドレ

30

イン５ａのスピン選択率は極めて大きいため、強磁性ソース３ａと強磁性ドレイン５ａ間
の相対的な磁化状態が反平行磁化の場合には平行磁化の場合に比べてドレイン電流は非常
に小さくなる。従って、ハーフメタルを用いた場合では、通常の強磁性金属を用いた場合
に比べて強磁性ソース３ａと強磁性ドレイン５ａとの相対的な磁化状態が平行磁化である
場合と反平行磁化である場合のそれぞれにおけるドレイン電流の比を極めて大きくするこ
とができる。
【００５１】
次に、ハーフメタルを強磁性ソースと強磁性ドレインとに用いた反転ｎチャネル型ＭＩ
ＳＦＥＴの動作原理について図７（Ａ）から図７（Ｄ）までを参照して説明する。以下で
も、ハーフメタルにより形成された強磁性ソース３ａの金属的スピンバンドに属するスピ

40

ンをアップスピンとし、半導体的スピンバンドに属するスピンをダウンスピンとする。
図７（Ａ）は、平衡状態におけるエネルギーバンド図であり、図３（Ｂ）に対応する。Ｖ
ＧＳ＝０の状態でＶＤＳを印加した場合、半導体層１がｐ型半導体であるため、ドレイン

側から正孔が注入されればＭＩＳＦＥＴに電流が生じるが、強磁性ドレイン５ａにおける
ハーフメタルの金属的スピンバンドによるショットキー接合が逆バイアスされ、正孔の注
入が抑制されている。但し、ショットキー接合の逆方向飽和電流程度の電流は生じるが、
φｐを適切に選定することによってこの電流を十分に小さくできる。
【００５２】
また、強磁性ドレイン５ａの半導体的スピンバンドによるエネルギー障壁φｐ

によっ

てドレイン側非磁性コンタクト５ｂからも、正孔の注入は抑制されている。従って、図７

50

(14)

JP 2013‑16854 A 2013.1.24

（Ｂ）に示す場合にはＭＩＳＦＥＴは遮断状態となる。
【００５３】
ゲート電極にしきい値ＶＴ以上のＶＧＳを印加すると、ゲート絶縁膜／半導体界面に電
子が誘起され反転層が形成される（従って、反転チャネル型と蓄積チャネル型ではＶＴの
定義が異なる）。この際、図７（Ｃ）に示すように反転層と強磁性ソース３ａおよび強磁
性ドレイン５ａのそれぞれの接合界面では、ハーフメタルの金属的スピンバンドによる障
壁高さφｎの障壁が形成される。
【００５４】
ＶＤＳの印加によって強磁性ドレイン５ａおよび強磁性ソース３ａの接合は図７（Ｃ）
に示すようにバイアスされる。十分大きなφｐを選んでおけば、φｎ（＝ＥＧ−φｐ）は

10

小さく、強磁性ソース３ａの金属的スピンバンドから熱放出によってアップスピンがチャ
ネルに注入される。また、強磁性ソース３ａからアップスピンを熱電子注入できるほどφ
ｎが小さくない場合でも、蓄積チャネル型と同様にトンネル注入によって強磁性ソース３

ａの金属的スピンバンドからチャネルへアップスピンを注入することも可能である。一方
、強磁性ソース３ａの半導体スピンバンドによってダウンスピンは、ほとんど注入されな
い。
【００５５】
チャネルに注入されたアップスピンは、ＶＤＳによってドレイン側の接合界面まで輸送
される。強磁性ソース３ａと強磁性ドレイン５ａとが平行磁化を持つ場合は、チャネルに
注入されたアップスピンは強磁性ドレイン５ａにおける金属的スピンバンドのスピンと平

20

行である。従って、アップスピンは強磁性ドレイン５ａの金属的スピンバンドを伝導して
ドレイン電流となる。
【００５６】
図７（Ｄ）に示すように、強磁性ソース３ａと強磁性ドレイン５ａとが反平行磁化を持
つ場合には、チャネルに注入されたアップスピンは強磁性ドレイン５ａの金属的スピンバ
ンドのスピンとは反平行であり、強磁性ドレイン５ａの半導体的スピンバンドと平行であ
る。従って、チャネルに注入されたアップスピンは強磁性ドレイン５ａを障壁高さΔＥＣ
のエネルギー障壁として感じる。チャネルのアップスピンがトンネルできないように、ま
たは、熱的に障壁高さΔＥＣのエネルギー障壁を乗り越えることができないように、強磁
性ドレイン５ａの膜厚とΔＥＣとを選定しておけば、ドレイン電流成分はほとんど生じな

30

い。
【００５７】
従って、強磁性ドレイン５ａにおけるハーフメタルは金属的スピンバンドのスピンと平
行なスピンのみを通過させることから、強磁性ソース３ａと強磁性ドレイン５ａとの間の
相対的な磁化状態により伝達コンダクタンスを制御することができる。すなわち、強磁性
ソース３ａと強磁性ドレイン５ａとが反平行磁化を持つ場合には平行磁化の場合に比べて
ドレイン電流は小さくなる。
【００５８】
上述の強磁性金属またはハーフメタルによる強磁性ソース（３又は３ａ）および強磁性
ドレイン（５又は５ａ）を有するＭＩＳＦＥＴにおいて、半導体層１をアンドープの半導
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体又は真性半導体に置き換えることもできる。この場合に生じる強磁性金属と半導体との
接合で生じる障壁構造はショットキー障壁と異なるが、この障壁構造によっても同様のＭ
ＩＳＦＥＴの動作を期待できる。 このＭＩＳＦＥＴでは、チャネル領域を真性半導体で
構成しているため、チャネル領域における不純物散乱の影響がなく、伝導キャリアに関し
て大きな移動度を期待することができる。特に、ナノスケールの短チャネルのＭＩＳＦＥ
Ｔでは、高速化に有効なキャリアのバリスティック伝導も期待できる。また、このＭＩＳ
ＦＥＴでは、極微細化した低しきい値のＭＩＳＦＥＴを高密度に集積化した場合において
も、しきい値のバラツキは本質的に生じないという利点がある。さらに、真性半導体から
なるチャネルは、ＳＯＩ構造にも適する。従って、真性半導体をチャネル領域に用いるこ
とにより、本発明のＭＩＳＦＥＴ及びこれを用いた不揮発性メモリ（後述）の性能を一層
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向上させることができる。
【００５９】
次に、本発明の第３の実施の形態によるＭＩＳＦＥＴについて図面を参照しつつ説明を
行う。本実施の形態によるＭＩＳＦＥＴにおいては、強磁性ソースと強磁性ドレインとは
、所望の障壁高さとなる薄い金属層と半導体層とのショットキー接合を形成し、この金属
層の上に強磁性金属やハーフメタルを形成している。図１２は、本実施の形態によるＭＩ
ＳＦＥＴの構造例を示すエネルギーバンド図である。図１２に示すように、本実施の形態
によるＭＩＳＦＥＴは、強磁性金属２３及び２５をソースとドレインにそれぞれ用い、半
導体層２１と強磁性金属２３及び２５とのそれぞれの界面に障壁高さを制御するための薄
い金属層２３ａ、２５ａを導入した構造を有している。所望のバリア高さφｎを得られる

10

金属２３ａ、２５ａと半導体層２１とのショットキー接合をまず形成し、この金属層２３
ａ、２５ａの上にそれぞれ強磁性金属層２３、２５を形成する。この金属層２３ａ、２５
ａの具体的材料としては、Ｓｉを半導体層２１とした場合に、ＥｒＳｉｘ、ＰｔＳｉｘな
どのシリサイドを用いることが考えられる。
【００６０】
尚、上記強磁性金属層２３、２５のそれぞれを、第２の実施の形態において説明したハ
ーフメタルに置き換えた構造、すなわち、ハーフメタルによる強磁性ソースと強磁性ドレ
インとを有するＭＩＳＦＥＴを用いても、図１２の構造と同様にショットキー障壁高さを
制御することが可能である。この構造に関しても、本発明の範疇に入るものである。或い
は、強磁性金属又はハーフメタルと、半導体層と、の界面に、強磁性金属又はハーフメタ

20

ルとの間に所望のショットキー障壁高さの得られる別の半導体を挿入しても良い。或いは
、ショットキー障壁高さの制御のために、強磁性金属又はハーフメタルと、半導体層と、
の界面に金属／半導体ヘテロ構造を挿入しても良い。
【００６１】
以上の手法を用いることにより、半導体層と強磁性金属またはハーフメタルとの間のシ
ョットキー高さを考慮せずに、強磁性ソースと強磁性ドレインとの材料を自由に選択でき
る。
【００６２】
次に、本発明の第４の実施の形態によるＭＩＳＦＥＴについて図面を参照しつつ説明を
行う。上記第１から３までの実施の形態においては、強磁性金属又はハーフメタルによる
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ショットキー接合を用いて強磁性ソースと強磁性ドレインとを構成したＭＩＳＦＥＴつい
て説明したが、本実施の形態によるＭＩＳＦＥＴは、強磁性ソースと強磁性ドレインとに
強磁性半導体を用いた構造を有している。このようにすることで、ショットキー接合を用
いなくても、第１から３の実施の形態によるＭＩＳＦＥＴと同様の特性を得ることが期待
できる。
【００６３】
例えば、図１３（Ａ）に示すように、チャネル領域として真性半導体３１を用い、真性
半導体３１上にゲート絶縁体４１とゲート（電極）３７とを積層した構成を有するＭＩＳ
ＦＥＴにおいて、強磁性ソース３３と強磁性ドレイン３５とをｎ型の強磁性半導体とすれ
ば、上記ＭＩＳＦＥＴ（例えば図２（Ａ））と同様の特性が期待できるｎチャネルのＭＩ

40

ＳＦＥＴを構成することができる。尚、ｐチャネルのＭＩＳＦＥＴを形成する場合には、
強磁性ソースと強磁性ドレインとをｐ型の強磁性半導体とすれば良い。
【００６４】
次に、本発明の第５の実施の形態によるＭＩＳＦＥＴについて図面を参照しつつ説明を
行う。本実施の形態によるＭＩＳＦＥＴは、強磁性半導体と半導体とのｐｎ接合を用いて
強磁性ソースと強磁性ドレインとを構成する（この場合では、ＭＩＳＦＥＴは反転チャネ
ル型として動作する）。例えば、図１３（Ｂ）に示すように、ｎ型の強磁性半導体をソー
ス５３とドレイン５５とに用い、チャネル領域を含む半導体層５１をｐ型半導体とすれば
良い。この場合も、ｐ型半導体層５１上に、ゲート絶縁膜６１と、ゲート（電極）５７と
、を積層する。同様にｐ型の強磁性半導体をソースとドレインとに用いてチャネル領域を
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ｎ型半導体としても良い。
【００６５】
本発明の第４又は第５の実施の形態において説明したように、強磁性半導体によって強
磁性ソースと強磁性ドレインとを構成する場合でも、ドレインにおけるスピン依存散乱に
よって、ドレイン電流はソースとドレインとが平行磁化と反平行磁化の場合で異なる。ま
た、チャネル長がキャリアのエネルギー緩和に対する平均自由行程以下であれば、キャリ
アのバリスティック伝導に基づき、トンネル磁気抵抗効果と類似のスピン依存伝導が得ら
れ、このような場合には、平行磁化と反平行磁化とにおける伝達コンダクタンスの変化を
大きくすることができる。
【００６６】

10

第４及び第５の実施の形態によるＭＩＳＦＥＴに用いる強磁性半導体としては、Ｓｉ、
Ｇｅ、ＳｉｘＧｅ１−ｘ、ＳｉＣなどの半導体にＭｎやＣｒなどの遷移金属元素や希土類
元素を導入したものが考えられる。
【００６７】
次に、上記各実施の形態によるＭＩＳＦＥＴの出力特性例について説明する。図８はＶ
ＧＳをパラメータとしたドレイン電流ＩＤのＶＤＳ依存性を示す図である。本実施の形態

によるＭＩＳＦＥＴでは、強磁性ソース３および強磁性ドレイン５に強磁性金属又はハー
フメタルのいずれを用いた場合でも、また反転チャネル型と蓄積チャネル型のいずれの場
合においても、ゲート電極７に対してデバイス構造から決まるあるしきい値ＶＴ以下の電
圧を印加した場合ではＭＩＳＦＥＴは遮断状態である。これは強磁性ソース３と強磁性ド
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レイン５の相対的な磁化状態によらない。
【００６８】
ゲート電極７に対してしきい値以上の電圧Ｖｌ（＞ＶＴ）を印加すれば、トランジスタ
を導通状態にすることができる。このとき、強磁性ソース３に対する強磁性ドレイン５の
相対的な磁化状態によって、強磁性ソース３と強磁性ドレイン５間に生じるドレイン電流
ＩＤの大きさが異なる。すなわち、同一バイアス下であっても平行磁化の場合ではドレイ
ン電流ＩＤが大きく（図中のＩＤ↑↑）、反平行磁化の場合ではドレイン電流ＩＤが小さ
い（図中のＩＤ↑↓）。この特徴を換言すれば、ＭＩＳＦＥＴの伝達（相互）コンダクタ
ンスを強磁性ソース３と強磁性ドレイン５との間の磁化状態で制御することと等価である
。したがって、本実施の形態のＭＩＳＦＥＴは、ゲート電極７に印加する電圧によりドレ
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イン電流ＩＤを制御できるとともに、強磁性ソース３に対する強磁性ドレイン５の相対的
な磁化状態に依存する伝達コンダクタンスを合わせ持つ。
【００６９】
強磁性体では、外部から保磁力以上の磁場が印加されない限り磁化の方向を保持するこ
とができる。このため、本実施の形態によるＭＩＳＦＥＴでは、強磁性ソースと強磁性ド
レインとの相対的な磁化状態を平行磁化または反平行磁化にすることによって２値の情報
を記憶することができる。
【００７０】
また、上記ＭＩＳＦＥＴは、上述のように、ドレイン電流の大きさ、または、伝達コン
ダクタンスの大きさに基づいて、強磁性ソースと強磁性ドレインとの間の相対的な磁化状
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態を電気的に検出することができる。従って、上記ＭＩＳＦＥＴは、１つのＭＩＳＦＥＴ
により１ビットの不揮発性メモリセルを構成することができる。
【００７１】
図９（ａ）は、本実施の形態によるＭＩＳＦＥＴを用いたメモリ回路の一構成例を示す
図である。図９（ａ）に示すメモリ回路では、ＭＩＳＦＥＴを多数マトリクス状に配置し
、ソース端子Ｓを接地してドレイン端子Ｄとゲート端子Ｇとをそれぞれ読み出し用ビット
線ＢＬと読み出し用ワード線ＷＬとに接続している。また、書き換え用ワード線と書き換
え用ビット線を、上記ＭＩＳＦＥＴ上で他の配線と電気的に絶縁した状態で交差するよう
に配置する。この書き換え用ワード線と書き換え用ビット線として、上記の読み出し用ビ
ット線ＢＬと読み出し用ワード線ＷＬとを併用しても良い。図９（ａ）は、併用した場合
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のセル構成を示す図である。図９（ａ）の場合では、ＭＩＳＦＥＴ単体でメモリセルを構
成できるとともに、配線に関しても非常に単純な構成にすることができる。
【００７２】
従来の構成によるＭＲＡＭのメモリセルは、１つのＭＴＪと１つのＭＩＳＦＥＴと４本
の配線（図１０参照）の構成を有しており、ＭＴＪおよび書き換え用ワード線の存在によ
ってソースを隣り合ったセルで共用してセル面積を小さくするなどの工夫が困難であった
。これに対して、本実施の形態によるメモリセルでは、図９（ａ）に示すように、１つの
ＭＩＳＦＥＴと３本の配線のみの最も単純な構成でメモリセルを構成することができるた
め、微細化に適したレイアウトを容易に構成することができる。
10

【００７３】
例えば、２つの本実施の形態によるＭＩＳＦＥＴの強磁性ソースを１つの強磁性ソース
で共通とした構造を形成することも可能である。図１１は、共通ソース構成を有するメモ
リセルの断面構造例を示す図である。図１１に示すメモリセル構造は、互いに隣接する第
１ＭＩＳＦＥＴと第２ＭＩＳＦＥＴと、第１ＭＩＳＦＥＴのゲート電極Ｇ１と第２ＭＩＳ
ＦＥＴのゲート電極Ｇ２とを共通接続するワード線ＷＬと、第１ＭＩＳＦＥＴの第１の強
磁性ドレインＤ１と接続する第１ビット線ＢＬ１と、第２の強磁性ドレインＤ２と接続す
る第２ビット線ＢＬ２と、第１及び第２ＭＩＳＦＥＴに共通の強磁性ソースＳと、これを
接地する配線とを有する。上記構造を用いると、ソースを共通とするために、さらに高密
度化に適したセル構成となる。

20

【００７４】
以下、図９（ａ）を用いて、メモリセルの動作を説明する。上述した書き換え／読み出
し用ビット線および書き換え／読み出し用ワード線をそれぞれ共用する場合として、単に
、それぞれビット線ＢＬ、ワード線ＷＬと呼ぶ。情報の書き換えは、本実施の形態による
ＭＩＳＦＥＴにおける強磁性ソース３または強磁性ドレイン５の保持力を変えておくか一
方の磁化方向を固定しておき、強磁性ソース３に対する強磁性ドレイン５の相対的な磁化
方向を平行磁化または反平行磁化にすることによって行うことができる。例えば、平行磁
化または反平行磁化の磁化状態を

０

または

１

の２値の情報に対応させる。具体的

には、選択したメモリセル上で交差するビット線ＢＬとワード線ＷＬとに電流を流し、そ
れぞれの配線に流れる電流によって誘起される磁界の合成磁界によって選択されたメモリ
セルの保持力の小さな強磁性体または磁化方向の固定されていない強磁性体の磁化を反転
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させて情報を記憶する。この際、選択したセルと同一のビット線ＢＬ又はワード線ＷＬに
接続している非選択セルが磁化反転しないようにするため、一方の配線のみからの磁界で
は磁化反転を生じないようにそれぞれの配線に流す電流値を設定しておく。
【００７５】
情報の読み出しは、選択セルに接続されたワード線ＷＬに電圧を印加して本実施の形態
によるＭＩＳＦＥＴを導通させてから、ビット線ＢＬにドレイン電圧を印加してドレイン
電流ＩＤの大きさを検出する。本実施の形態によるＭＩＳＦＥＴでは、強磁性ソースと強
磁性ドレインとの相対的な磁化状態が平行磁化の場合では伝達コンダクタンスが大きく、
大きなＩＤを生じるが、反平行磁化の場合では伝達コンダクタンスが小さくＩＤも小さい
。従って、ＩＤの大きさに基づき、強磁性ソースと強磁性ドレインとの相対的な磁化状態

40

を検出することができる。また、プリチャージによって必要なバイアスを加えても検出を
行っても良い。
【００７６】
通常のＭＴＪにおいて、平行磁化における電流は両強磁性電極における多数スピンの状
態密度間のトンネルと少数スピンの状態密度間のトンネルによって生じ、反平行磁化の場
合では少数スピンの状態密度から多数スピンの状態密度へのトンネルと多数スピンの状態
密度から少数スピンの状態密度へのトンネルによって生じる。従って、平行磁化および反
平行磁化の場合に流れる電流に少数スピンによる電流成分が含まれるため、平行磁化と反
平行磁化とのそれぞれの場合における電流の比は、容易には大きくできない。
【００７７】
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一方、本実施の形態によるハーフメタルを強磁性ソースと強磁性ドレインとに用いたＭ
ＩＳＦＥＴでは、ハーフメタルと半導体層との接合によって強磁性ソースでは金属的スピ
ンバンドに属する一方のスピンのみをチャネルに注入することができ、さらに、強磁性ド
レインでは金属的スピンバンドのスピンと平行なスピンのみをチャネルから取り出しドレ
イン電流とすることができる（以下、このハーフメタルによる作用を「スピンフィルタ効
果」と称する。）。
【００７８】
従って、本実施の形態によるハーフメタルを強磁性ソースと強磁性ドレインに用いたＭ
ＩＳＦＥＴでは、平行磁化と反平行磁化とのそれぞれの場合における電流の比（ドレイン
電流比）は、ＭＴＪの場合における電流比に比べて大きくすることができる。よって、本

10

実施の形態によるＭＩＳＦＥＴを用いれば，上記メモリ回路において容易に磁化状態を検
出することができる。
【００７９】
また、強磁性金属を用いて強磁性ソースと強磁性ドレインを構成する場合でも、ゲート
バイアスによるソース側ショットキー障壁に発生する強い電界の効果によって、強磁性ソ
ースから注入するキャリアのスピン分極率（スピン注入効率）を強磁性金属のスピン分極
率以上に増大できる可能性がある。この効果を用いれば，平行磁化と反平行磁化のそれぞ
れの場合におけるドレイン電流の比をＭＴＪにおける電流比に比べて大きくできる可能性
がある。
【００８０】
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また、ＭＴＪではＴＭＲ比がバイアス電圧とともに急激に減少するため、回路に必要な
バイアス下ではＴＭＲ比が大きく減少してしまう問題もあった。これに対して、本実施の
形態によるＭＩＳＦＥＴでは、強磁性金属によるスピン依存散乱またはハーフメタルによ
るスピンフィルタ効果を用いているためＭＴＪのようなバイアス依存性は原理的に存在し
ない。従って、回路に必要なバイアス下で大きなドレイン電流比を実現できる。
【００８１】
図９（ｂ）は、図９（ａ）に示すメモリ回路のビット線端に出力端子Ｖｏと、この出力
端子Ｖｏから分岐して負荷ＲＬを介し電源電圧ＶＤＤに接続したメモリ回路である。図９
（ｃ）に、図９（ｂ）に示したメモリセルの静特性と動作点を示す。ここでは、負荷とし
て純抵抗を用いているが、トランジスタによる能動負荷を用いても良い。図９（ｃ）に示
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すように、情報の読出し時にはＭＩＳＦＥＴのゲート電極にゲート電圧ＶＧＳを印加し、
ビット線ＢＬに負荷抵抗ＲＬを介して電源電圧ＶＤＤを印加すれば、負荷抵抗ＲＬによる
動作点は、強磁性ソースと強磁性ドレインとの間の磁化状態に応じて図９（ｃ）中の負荷
直線上を動き、平行磁化と反平行磁化との場合の出力信号Ｖｏはそれぞれ図中のＶｏ↑↑
とＶｏ↑↓となる。それぞれの出力信号の絶対値および比（Ｖｏ↑↑／Ｖｏ↑↓）は，Ｒ
Ｌ、ＶＤＤなどの外部回路のパラメータにより最適化することができる。例えば、負荷直

線の傾きを調整する（この場合には小さくする）ことにより、ドレイン電流比ＩＤ↑↑／
ＩＤ↑↓が小さい場合でも大きな出力信号比を得ることができる。従って、本実施の形態
による記憶回路では、所望の大きさの出力信号を得ることができるという利点を有する。
【００８２】
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以上、説明したように、本発明の実施の形態による強磁性ソースと強磁性ドレインとを
備えたＭＩＳＦＥＴによれば、ドレイン電流をゲート電圧で制御できるトランジスタとし
て機能を備えるとともに、その伝達（相互）コンダクタンスを強磁性ソースと強磁性ドレ
インとの相対的な磁化の向きによって制御できるという特徴的な特性を併せ持つ。強磁性
ソースと強磁性ドレイン間の相対的な磁化の向きはエネルギーを供給しなくても前の状態
を保持することができるいわゆる不揮発性の性質を有する。従って、この相対的な磁化の
向きによって２値の情報を不揮発性に記憶することができる。さらに、上述の伝達特性を
用いれば、この相対的な磁化の向きを電気的に検出することができる。すなわち、上記Ｍ
ＩＳＦＥＴは、１つのトランジスタのみで１ビットの不揮発性メモリセルを構成すること
ができる。従って、本実施の形態によるＭＩＳＦＥＴを用いれば、不揮発性メモリセルの
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構成を単純にできるため、不揮発性記憶回路の速度及び集積度を向上させることができる
という利点がある。
【００８３】
以上、本発明の実施の形態に沿って説明したが、本発明はこれらに制限されるものでは
ない。その他、種々の変更、改良、組み合わせが可能なことは当業者に自明であろう。例
えば、本明細書内において説明したいずれのＭＩＳＦＥＴも、本明細書内で説明した記憶
素子、記憶回路に適用できることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
強磁性金属又はハーフメタルを用いたショットキー接合による強磁性ソースと強磁性ド
レインとを備えた本発明のＭＩＳＦＥＴによれば、強磁性ソースに対する強磁性ドレイン
との相対的な磁化の向きによって２値の情報を記憶することができるとともに、この相対
的な磁化の向きを電気的に検出することができる。従って、上記ＭＩＳＦＥＴを用いれば
、１つのトランジスタのみで１ビットの不揮発性メモリセルを構成することができるため
、高速かつ高集積密度の不揮発性記憶回路の実現が可能になる。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成24年10月22日(2012.10.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
強磁性体であって、一方のスピンに対しては金属的なバンド構造（以下、「金属的スピ
ンバンド」と称する。）を、他方のスピンに対しては半導体的又は絶縁体的なバンド構造
（以下、「半導体的スピンバンド」と称する。）をとるハーフメタルからなり、スピン偏
極した伝導キャリアを注入する強磁性ソースと、
該強磁性ソースから注入されたスピン偏極した前記伝導キャリアを受けるハーフメタル
からなる強磁性ドレインと、
前記強磁性ソースと前記強磁性ドレインとの間に設けられた半導体層と、
前記半導体層に対して形成されるゲート電極と、
前記強磁性ソース及び前記強磁性ドレインに対して形成され、それぞれ非磁性金属また
は非磁性伝導体からなるコンタクト（以下、「非磁性コンタクト」と称する。）と、
を有し、
前記金属的スピンバンドと前記半導体層との間に障壁が形成され、
前記非磁性コンタクトのフェルミエネルギーは、それぞれ前記強磁性ソース及び前記強
磁性ドレインの前記半導体的スピンバンドのバンドギャップ中を横切ることを特徴とする
トランジスタ。
【請求項２】
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前記強磁性ソースと前記半導体層との間、および、前記強磁性ドレインと前記半導体層
との間に、金属層または別の半導体層を具備することを特徴とするトランジスタ。
【請求項３】
前記強磁性ソース及び前記強磁性ドレインにおいて、前記半導体層がｎチャネルの場合
、前記金属的スピンバンドと前記半導体層との間に形成された前記障壁の高さより、前記
フェルミエネルギーと前記半導体的スピンバンドの伝導バンド底のエネルギーとの差が大
きく、前記半導体層がｐチャネルの場合、前記金属的スピンバンドと前記半導体層との間
に形成された前記障壁の高さより、前記フェルミエネルギーと前記半導体的スピンバンド
の価電子バンド頂上のエネルギーとの差が大きいことを特徴とする請求項１または２に記
載のトランジスタ。
【請求項４】
前記強磁性ソースと前記強磁性ドレインとの相対的な磁化状態が平行磁化である場合に
、前記強磁性ソースの前記金属的スピンバンドから前記半導体層へ注入された前記伝導キ
ャリアが前記強磁性ドレインの前記金属的スピンバンドを伝導することができ、
前記強磁性ソースと前記強磁性ドレインとの相対的な磁化状態が反平行磁化である場合
に、前記強磁性ソースの前記金属的スピンバンドから前記半導体層へ注入された前記伝導
キャリアが前記強磁性ドレインにおける前記半導体的スピンバンドによるエネルギー障壁
によって伝導が抑制されることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のトラ
ンジスタ。
【請求項５】
前記強磁性ドレインと前記強磁性ソースとの間にバイアスが印加され、かつ前記ゲート
電極と前記強磁性ソースとの間に、前記半導体層がｎチャネルの場合にはしきい値電圧以
下前記半導体層がｐチャネルの場合にはしきい値電圧以上の電圧が印加された場合、前記
一方のスピンに対しては前記金属的スピンバンドと前記半導体層との間に形成された前記
障壁によって前記伝導キャリアの前記半導体層への注入が抑制され、前記他方のスピンに
対しては前記半導体的スピンバンドの障壁によって前記伝導キャリアの前記半導体層への
注入が抑制され、
前記強磁性ドレインと前記強磁性ソースとの間にバイアスが印加され、かつ前記ゲート
電極と前記強磁性ソースとの間に、前記半導体層がｎチャネルの場合にはしきい値電圧よ
り大きく前記半導体層がｐチャネルの場合にはしきい値電圧より小さい電圧が印加された
場合、前記一方のスピンに対しては前記伝導キャリアが前記金属的スピンバンドと前記半
導体層との間に形成された前記障壁をトンネルおよび熱放出の少なくとも一方により越え
て前記半導体層に注入され、前記他方のスピンに対しては前記半導体的スピンバンドの障
壁によって前記半導体層への注入が抑制されることを特徴とする請求項１から４のいずれ
か１項に記載のトランジスタ。
【請求項６】
前記伝導キャリアの伝導型が前記半導体層と同じ場合（以下、「蓄積チャネル型」と称
する。）において、前記伝導キャリアが電子の場合では前記金属的スピンバンドによる前
記金属的スピンバンドと前記半導体層との間に形成された前記障壁は伝導バンド側に生じ
、前記伝導キャリアが正孔の場合では前記金属的スピンバンドによる前記金属的スピンバ
ンドと前記半導体層との間に形成された前記障壁は価電子バンド側に生じることを特徴と
する請求項１から５のいずれか１項に記載のトランジスタ。
【請求項７】
前記伝導キャリアの伝導型が前記半導体層と異なる場合（以下、「反転チャネル型」と
称する。）における、前記半導体層に反転層が形成されていない場合において、前記伝導
キャリアが電子の場合では前記金属的スピンバンドと前記半導体層との間に形成された前
記障壁は価電子バンド側に生じ、前記伝導キャリアが正孔の場合では前記金属的スピンバ
ンドと前記半導体層との間に形成された前記障壁は伝導バンド側に生じることを特徴とす
る請求項１から５のいずれか１項に記載のトランジスタ。
【請求項８】
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前記ハーフメタルの前記半導体的スピンバンドのバンドギャップは前記半導体層のバン
ドギャップより大きいことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載のトランジ
スタ。
【請求項９】
前記ハーフメタルにおける前記半導体的スピンバンドは前記半導体層に対してエネルギ
ー障壁を形成し、前記伝導キャリアが電子の場合には、少なくとも伝導バンド側にエネル
ギー障壁を生じ、前記伝導キャリアが正孔の場合には、少なくとも価電子バンド側にエネ
ルギー障壁を生じさせることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載のトラン
ジスタ。
【請求項１０】
前記強磁性ソース及び前記強磁性ドレインは、前記半導体層に成長又は堆積により形成
されることを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載のトランジスタ。
【請求項１１】
前記半導体層におけるキャリアの伝導方向の長さ又は前記強磁性ソースと前記強磁性ド
レインとの間の間隔として定義されるチャネル長として前記半導体層をキャリアがバリス
ティックに伝導できる長さを有するか、又は、前記チャネル長がキャリアのエネルギー緩
和に対する平均自由行程以下であることを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に
記載のトランジスタ。
【請求項１２】
請求項１から１１までのいずれか１項に記載の１つのトランジスタを用いて、前記強磁
性ソースに対する前記強磁性ドレインの相対的な磁化の方向によって情報を記憶し、前記
強磁性ソースと前記強磁性ドレインとの相対的な磁化の方向に依存するトランジスタの伝
達コンダクタンスに基づいて前記トランジスタ内に記憶された情報を検出することを特徴
とする記憶素子。
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