
 
1: 日大理工・院・電子 2 : 日大理工・教員・電子 

 

Pocket構造による pチャネルトンネル FETの出力特性改善に関する検討 

Study on Improvement of Output Characteristics of p-ch Tunnel FET by introdicing Pocket Structure 

○大西尚征 1，藤井陸功 1,呉研 2,高橋芳浩 2 

*Naoyuki Onishi1, Riku Fujii1, Yan Wu2, Yoshihiro Takahashi2  

 

Abstract: Tunnel FET (TFET) is one of the steep-slope transistors which are similar to fabrication process 

MOSFET. It was reported that the gentle slope of output characteristics of n-ch TFET could be improved by 

introducing pocket structure. In this study, we discuss the electrical characteristics of p-ch TFET with pocket 

structure. 

 

1.序論 

PC やスマートフォンの急速な発展は LSI の高集積化, 低消費電力化によって進められてきた．また

近年普及が進んでいる IoT デバイスにおいても,環境発電による微弱電力での動作が求められている.

しかし,現在ロジック CMOS LSI に用いられる MOSFET では, 室温における S.S (Subthreshold slope) 値

が 60 mV/dec.という原理的な限界を有することから, 更なる電源電圧の低下は困難である．オフ状態の

電流値を上げずに電源電圧・しきい値電圧を下げるためには S.S 値が小さい,すなわちオフ状態から急

峻な立ち上がりを持ってオン状態へと移行できる Steep-slope transistor の実現が求められている． 

トンネル FET (TFET)は，Steep-slope transistor の中でも MOSFET に作製工程が近く,強い放射線環境下

で使用した場合でも寄生バイポーラ効果の影響を受けないといった特徴を持つ .しかし ,TFET は

MOSFET に比べ,ID-VD特性の立ち上がりが緩やかであり,CMOS 回路に適用した際にスイッチング時間

の増大を招く.この現象はドレイン電圧の変化によってチャネルポテンシャルが変化してしまうことが

原因であると考えられている. 我々はこれまでに ID-VD 特性改善を目的に，TFET の Source-Body 界面

への Pocket 構造の導入[3]について検討した結果，n チャネル型 TFET において ID-VD立ち上がり特性の

立ち上がりが急峻になることを確認した[4]．そこで今回は，p チャネル型 TFET における Pocket 構造

導入効果について，デバイスシミュレーションを用いて検討した． 

 

2.デバイスシミュレーション 

Fig.1 に Pocket 構造を有する pチャネ

ル型 TFET (p-TFET) の計算モデルを示

す．チャネル長 LChannel= 20 nm, ポケット

長 LPocket= 2 nm，酸化膜厚 0.6 nm，Body

厚さ 10nm のダブルゲート型デバイスで

ある．また不純物濃度は，Pocket 領域 NP 

= 5x1019cm-3，Body 領域 NB = 5x1019 cm-3，

Drain 領域 ND = 1x1019 cm-3とし，Source 

領域 (Ns) を 5x1019 〜 1x1021 cm-3 の範囲で変化させた．なお，CMOS への適用を考慮し，しきい値電

圧が –0.25V（n-TFET では+0.25V）となるよう電極金属の仕事関数を調整した．なお本研究において，

しきい値電圧とはドレイン電流が 1×10-8A となるゲート電圧と定義した．上記の構造の電気的特性を，

Synopsys 社 Sentaurus TCAD 2 次元シミュレーターを用いて評価した． 

Figure 1.  Cross section of p-ch Si TFET 
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3.結果及び考察 

Fig. 2 に，ゲート電圧 VG  = 1.0V（ON 状態）におけ

る p-TFET の ID-VD特性（NS依存性）を示す．NS = 5×1020 

cm-3の条件で電流値は最大となった．また Fig. 3 には,

各最大電流で規格化した特性を示す．これにより，

Source の不純物濃度を高くすると急峻な立ち上がり特

性が得られることがわかる．これらの結果は n-TFETと

同様であった． 

Fig. 4 に，VG = –1V, VD = –1.3V におけるドレイン電

流値（Fig.2 における最大電流値）の Ns 依存性を示す．

同図には， VG = +1V, VD = +1.3V での n-TFET におけ

る結果も併せて示す．先に示した通り，p-TFET では NS 

= 1×1020 cm-3 において電流は最大になるものの，n-FET

では 5×1020 cm-3において最大と，異なる条件となって

いることがわかった．この原因の一つとして，両デバ

イスのしきい値電圧の調整のために行った金属の仕事

関数の変化が考えられるが，詳細については現在検討

中である． 

 

4.結言 

今回，Pocket 構造を用いて p チャネル型デバイスを

構成し，ID-VD立ち上がり特性の改善について検討を行

った結果，P チャネル型においても,n チャネル型同様,

立ち上がり特性が改善されることを確認できた.今後

は Pocket の長さ，デバイス各部の濃度の等，各パラメ

ータの精査を行い，動作速度の更なる改善を目指す． 
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Figure 3. Ns dependence of ID-VD curves 

of p-TFET with pocket structure 

(Normalized by maximum current) 

 

Figure 2. Ns dependence of ID-VD curves 

of p-TFET with pocket structure 

Figure 4. Ns dependence of maximum drain 

current of n- and p-TFETs with pocket 

structure 
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