
NEDO 海外レポート NO.1116, 2016.4.22. 
 

14 
 

(1116-5) 
【電子・情報通信分野】 
 
仮訳 

 
 

ナノエレクトロニクスエンジニアらが 
電力限界を克服したトランジスタを開発(米国) 

カリフォルニア大学サンタバーバラ校のエンジニアらが従来のトランジスタの

基本的な限界を克服して電力損失を 90%超低減 
2015 年 12 月 7 日 

 
トランジスタの切り替え作動時の消

費電力を低減することが、エレクトロニ

クスの発展における主要な課題の一つ

とされてきた。米国・カリフォルニア大

学サンタバーバラ校(UCSB)とライス大

学は、共同で開発した新しいトランジス

タで、わずか 0.1V の電圧でオン・オフ

動作し、最先端のシリコントランジスタ

(MOSFETs)に比して電力損失を 90%超

低減することを実証。この研究結果は、

科学誌『Nature』で発表された。 
 
 MOSFETs は、1970 年代より一般的なエレクトロニクス製品の構成要素となってい

る。しかし、トランジスタ高密度化のこれまで以上の必要性から MOSFETs が微細化

され、そのオン特性の基本的な限界に起因する電力損失が引き起こされるようになった。 
 
 「トランジスタのオン動作の急峻さは、サブスレッショルド・スイング(SS)として

知られるパラメータによって決まります。このパラメータは、MOSFETs では特定の

レベル以下にはなりません。」と UCSB の電子・コンピュータ工学の Kaustav 
Banerjee 教授は説明する。MOSFETs で電流を 10 倍に変えるには、室温下で最低

60mV のゲート電圧の変化が必要である。つまり、現時点のトランジスタ技術はデジ

タル回路全般におけるエネルギー効率向上の可能性を制限しているということだ。 
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 この根本的な限界を打ち破るため、

Banerjee 教授が率いる研究グループはバ

ンド間トンネリングの量子力学現象とい

う新たな手法を採用し、60mV/桁を下回

る SS を有するトンネル電界効果トランジ

スタ(TFET)を開発した。 
 
「オフ時でもソース/チャネルバリアを

超えて拡散する高エネルギーの電子を除

去するために、トランジスタのソース—
チャネル接合を再構築しました。これで

オフ時の電流が極めてわずかになりまし

た。」と Banerjee 教授は説明する。同教

授の Nanoelectronics Research Lab に

は、Deblina Sarkar、Xuejun Xie、
Wei Liu、Wei Cao、Jiahao Kang、
および Stephan Kraemer、そしてライス大学の Yongji Gong および 
Pulickel Ajayan が所属する。 

 
 Banerjee 教授と同僚らの研究は、電力損失によるチップ価格や信頼性への影響で毎

年何十億ドルもの損失を被る世界のエレクトロニクス産業に動機づけられている。「こ

れは携帯電話やラップトップ等のパーソナルデバイスのバッテリー寿命の短縮や、大規

模なデータセンターでのサーバーによる電力の大量消費につながります。」と世界規模

のエネルギー需要を指摘しながら同教授は言い添える。 
 
 TEFTs のチャネル材料としてシリコンやⅢ－Ⅴ族化合物半導体のような従来の半導

体に依存している産業は、「それらの材料が漏れ電流を増加させて SS を低減させる

高密度な表面エネルギー準位を有することから、限界に直面している」と Banerjee 教

授は説明する。  
 
 同大学研究チームが開発した TFET では、いくつかの方法でこの課題を克服してお

り、その中でも主要なものは 2 次元の層状材料である二硫化モリブデン(MoS2)の利用

である。ソース電極として高度にドーピングされたゲルマニウム(Ge)上に配置された、

電荷を運ぶチャネルの役割を担う MoS2 は、たった 1.3nm という理想的な表面と薄さ

をもつ。このような縦型ヘテロ構造が、超極薄(～0.34nm)のファン・デル・ワールスギ
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ャップを通り電荷がGeからMoS2へとトンネリングできる低い障壁の歪みの無いユニ

ークなソース—チャネル接合、そして広いトネリング領域を提供している。 
 
 「私たちのアイデアの核心は、3 次元と 2 次元の材料を組み合わせて独特なヘテロ構

造を作り、両材料の優れた点を利用したことです。3 次元構造の高度なドーピング技術

が超極薄で純粋なインターフェイスを持つ 2 次元材料層と結びついて、ゲートで容易に

調節できる効率的な量子力学的トンネリング障壁を手に入れたのです。」と Banerjee
教授の研究室の博士課程に在籍し、本研究の論文の筆頭著者である Dablina Sarkar は
説明する。 
 
 Banerjee 教授は「私たちが開発したのは、現時点で最も薄いチャネルを持つサブサ

ーミオニック・トランジスタです。」と説明する。この原子レベルの薄さの層状半導体

チャネルトンネル FET (または ATLAS-TFET)は、4 桁のドレイン電流でサブサーミオ

ニック SS (室温下で～30mV/桁)を達成した唯一の平面構造 TFET であり、極めて低い

0.1V のドレイン—ソース電圧でそれを達成した唯一のトランジスタである。  
 
 本研究論文の共同著者であるライス大学の Ajayan 化学・生体分子工学教授は次のよ

うにコメントしている。「今回の開発は、従来の材料では達成不可能なデバイス性能を

可能にする 2 次元の原子層材料のユニークさを示す素晴らしい実例だ。おそらく、一連

の新デバイス開発における最初のブレイクスルーであり、誰もが 2 次元材料を使ったデ

バイス構築をするようになるだろう。」 
 
 パデュー大学、Mark Lundstrom 電子・コンピュータ工学教授は「本研究は、低電圧

のロジックトランジスタ研究における主要な進捗を示すもの。ドレイン電流が 4 桁増で

のサブサーマル作動を実証したことは見事であり、オン電圧値も最先端を行くものだ。

今後の道のりは長いものの、本研究は長い間研究されてきた低電圧デバイスを実現する

2 次元材料の可能性を実証するものだ。」とコメントしている。 
 
 Banerjee 教授の研究チームの博士課程に在籍し、本研究論文の共同著者である Wei 
Cao は「私たちは、ITRS の要件を満たす急峻な SS の最も重要な測定基準を達成した。

私たちが開発したトランジスタは、バイオセンサーやガスセンサー等、急峻な SS が主

要要件である分野を含んだ多様な低電力消費アプリケーションで利用することができ

る。性能を向上させれば、このトランジスタのアプリケーション範囲はさらに広がるだ

ろう。」と説明している。 
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 マンチェスター大学、物理学教授の Konstantin Novoselov 博士は「本研究は 2 次元

材料をエレクトロニクスでの実際のアプリケーションへとさらに近づける重要な一歩

である。トンネル電界効果トランジスタでの 2 次元材料利用はまだ始まったばかりであ

り、この研究論文はこのようなデバイスの特性のさらなる向上において、この研究分野

をさらに強力に後押しするものだ。」とコメントしている。同博士は、2010 年のグラ

フェン発見によるノーベル物理学賞受賞者の一人である。 
 
 2012 年に AFOSR プログラムのマネージャーとして本研究の資金調達に携わったリ

ーハイ大学、James Hwang 電子工学教授は次のようにコメントしている。「当時、イ

ンターバンド・トンネルトランジスタの設計に 2 次元材料を利用するアイデアを

Banerjee 教授から初めて聞いたときに、その利点と超低電圧エレクトロニクスでの測

り知れない可能性は理解していた。Banerjee 教授のビジョンが実現したのを知って喜

んでいる。」 
 
 
関連リンク：  

Nature publication 
Flat transistor defies the limit (Nature News) 
 
メディア連絡先：  
Kaustav Banerjee 
kaustav@ece.ucsb.edu 
(805) 893-3337 
 
 
 
      翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 松田 典子） 

 
出典：本資料は米国・カリフォルニア大学サンタバーバラ校(University of California, 
Santa Barbara (UCSB))の以下の記事を翻訳したものである。 
“Nanoelectronics Engineers Develop Transistor that Overcomes Fundamental 
Power Limitations”  
http://engineering.ucsb.edu/news/869/   
(Used with Permission of the University of California, Santa Barbara) 
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