世界初の超微細 III-V/Ge CMOS トランジスタ
高性能異種チャネル CMOS への新たな道筋
研究の経緯
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とから（図1）
、n/pMOSFET の閾値制御の点で

今回開発した技術を用いた次世代高性能
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CMOSトランジスタを実用化することにより、
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InGaAs および Ge のバンドラインアップ
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図 2 ゲート長 50 nm の InGaAs nMOSFET の
断面写真
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● 用語説明

＊＊ゲートラスト法：ソース
/ ドレイン領域を先に形成し
た後で、ゲート絶縁膜とゲー
ト電極部分を最後に形成する
MOSFET の作製方法。
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2011 年 6 月 12 日「 世 界
初 の 次 世 代 高 性 能 III-V/Ge
CMOS トランジスタの実現」
＊ CMOS：Complementary
(相補型) MOSの略号。
nチャ
ネル MOSFET と p チャネル
MOSFET という、オンオフ
動作が相互に逆転するタイプ
のトランジスタを直列につな
いだ素子。集積回路での信号
処理を行う上での最も基本的
な回路である。

今後の予定
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図 3 ゲート長 100 nm の InGaAs/Ge n/pMOSFET
の電流電圧特性

