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平成１８年度実施方針 
電子・情報技術開発部 

1. 件 名：プログラム名 高度情報通信機器・デバイス基盤プログラム  
（大項目） 次世代半導体材料・プロセス基盤（MIRAI）プロジェクト 

 
2. 背景及び目的・目標 

（１）背景 

本プロジェクトは、科学技術基本計画（平成 13 年 3 月閣議決定）における国家的・社会的課題に

対応した研究開発の重点分野である情報通信分野、並びに分野別推進戦略（平成 13 年 9 月総合科学

技術会議）における重点分野である情報通信分野に位置づけられ、情報化社会における共通基盤とな

る半導体 LSI 技術について情報通信機器の高機能化、低消費電力化等の要求を満たす次世代のシステ

ム LSI 等の基盤技術開発を行うことを目的とした「高度情報通信機器・デバイス基盤プログラム」の

一環として実施している。 

第１期（平成 13 年度から平成 15 年度）は、hp65nm の技術課題の解決を目標に研究開発を行った。 

第２期（平成 16 年度から平成 17 年度）は、hp45nm 及びそれ以細の技術課題の解決を目標に研究開

発を行った。当初、第２期は平成 19 年度末までに hp45nm 及びそれ以細の技術課題解決と共に、関連

するコンソーシアムあるいは参加企業の協力を得てインテグレーション課題抽出とその課題解決を

図るとしていた。しかし、技術の実用化を加速するため、hp45nm 向け技術については平成 18 年度以

降に関連コンソーシアム等において一元的に実用化に向けてモジュール開発を行うこととする。 

平成 18 年度から平成 22 年度は、第 3 期として、超低消費電力のシステム LSI の実現のために必要

な技術開発を行う。 

 

（２）実施項目 

Ⅰ. 次世代半導体材料・プロセス基盤技術開発 

① 新構造極限 CMOS トランジスタ関連技術開発 

② 新探究配線技術開発 

③ 特性ばらつきに対し耐性の高いデバイス・プロセス技術開発 

Ⅱ. 次世代半導体露光プロセス基盤技術開発 

④ 次世代マスク基盤技術開発 

 

（３）目標 

hp45 nm を超える技術領域の課題を解決する。 

① hp45nm を超える技術領域の課題を解決する革新的基盤技術を開発し、半導体 LSI 実現に向けて

のデバイス･プロセス技術選択肢を提示する。 

② EUV マスク基盤技術を開発し、平成 20 年度に hp45nm、平成 22 年度に hp32nm に対応する技術を

確立する。 

 
3. 事業内容 

（１）平成 18 年度事業内容 

株式会社半導体先端テクノロジーズ渡辺 久恒代表取締役社長をプロジェクトリーダーとし、平
成 18 年度は、以下の研究開発に着手する。実施体制については、別紙を参照のこと。 
Ⅰ. 次世代半導体材料・プロセス基盤技術開発 

研究開発項目① 新構造極限 CMOS トランジスタ関連技術開発 

hp32nm～hp22nm の技術領域における低消費電力・低待機電力 CMOS トランジスタに適した、高駆動

力・低リーク CMOS トランジスタ基盤技術を、産業界の実用化に向けた取り組みと一体的に開発する。 

低ゲートリーク電流と高駆動力・低オフリーク電流の両立と閾値電圧制御を実現するために、極限薄膜

化高誘電率ゲート絶縁膜およびメタルゲートからなるゲートスタック技術を開発する。 

上記各技術を組み合わせた高性能 CMOS 基盤技術を開発する。併せて、関連計測技術、モデリング
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技術、信頼性評価技術を開発する。 

研究開発項目② 新探究配線技術開発 

hp32nm～hp22nm の技術領域の集積回路に適した配線基盤技術を、産業界の実用化に向けた取り組

みと一体的に開発する。具体的には、 

（１）極限低抵抗配線技術の開発 

Cu 配線による微細化の課題である配線およびビアにおける比抵抗上昇、エレクトロマイグレーション

による信頼性低下を解決するため、例えばカーボンナノチューブ(CNT)等の新材料を使った極限低抵

抗配線技術の開発を行う。 

（２）新コンセプトグローバル配線技術の開発 

Cu 配線における、信号遅延、クロックスキュー、シグナルインテグリティー(SI)の問題を解決する新コ

ンセプト配線技術として、例えば、光や RF(高周波)を媒体にした配線技術等の開発を行う。 

研究開発項目③ 特性ばらつきに対し耐性の高いデバイス・プロセス技術開発 

hp45nm を超える技術領域の集積回路の特性ばらつきに対処する技術を、産業界の実用化に向けた

取り組みと一体的に開発する。具体的には、 

（１）特性ばらつきの物理的理解とモデリング技術の開発 

微細デバイス試作評価で得られた特性ばらつきを、電気特性計測や物理計測、統計的なマクロ解

析や微細構造のミクロ解析などから多面的に解析する。これらの解析を統合して、トランジスタ設計・回

路設計・プロセス設計に有効な、特性ばらつきを考慮したデバイス・製造プロセスモデリング技術を開発

する。併せて、必要な微細構造計測技術・解析手法等を開発する。 

（２）特性ばらつきに対して耐性の高いデバイス基盤技術の開発 

特性ばらつきに対して耐性の高いデバイスを提案・実証する。一例として、ウエハプロセス終了後に、

特性ばらつきを補償可能な素子が考えられる。 

 

Ⅱ. 次世代半導体露光プロセス基盤技術開発 

研究開発項目④ 次世代マスク基盤技術開発 

（１）高精度・低欠陥 EUVL マスクおよびブランクス技術の開発 

① EUV 光を用いたマスクおよびブランクスの検査・解析技術の開発 

6 インチブランクス全域にわたり、EUV 光によって位相欠陥を検出する技術、およびマスク上のパター

ン形状、位相欠陥、プロセス誘起欠陥、コンタミネーション起因欠陥等を EUV 光により解析・評価する

技術を開発する。 

② EUVL マスクおよびブランクスの高品位化技術の開発 

ブランクスの位相欠陥検査、および高性能 EUV 露光装置によるマスクの転写性評価を通じ、ブラン

クスやマスクの材料・構造・作製プロセスを最適化することによって、高品位マスク技術を確立する。 

③ EUVL マスクコンタミネーション制御技術の開発 

真空中に残存する水分やハイドロカーボンに起因するコンタミネーションよって引き起こされる反射率

低下を抑制する技術を開発する。また、コンタミネーションの除去技術を開発する。 

（２）EUVL マスクパターン欠陥検査技術および欠陥修正技術の開発 

① EUVL マスクパターン欠陥検査技術の開発 

従来のフォトマスク欠陥検査技術を改変・高度化することにより、hp45nm 微細加工技術向け EUVL

マスク欠陥検査技術を開発する。hp32nm 微細加工技術に対しては、前記 hp45nm 向け開発技術の高

度化、あるいは電子ビーム技術等、新たな技術の開発により対応することを検討する。 

② EUVL マスクパターン欠陥修正技術の開発 

多層膜へのダメージ抑制と修正精度の二つの視点から、集束イオンビーム方式、電子ビーム方式、

メカニカル方式など複数の候補技術を比較・検討し、最適な方式を見極めて、hp45nm～hp32nm 微細

加工技術に対応できる欠陥修正技術を開発する。 

（３）ペリクルレス EUVL マスクハンドリング技術の開発 

① EUVL マスクの異物フリー搬送・保管技術の開発 

マスクを格納・保持するキャリア、露光装置内でのキャリア搬送、キャリアからのマスクの着脱、キャリア

洗浄などについて評価・解析を行い、最適な搬送・保管方式を見極め、異物フリー搬送・保管技術を
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確立する。 

② ウエハファブ内 EUVL マスク異物検査技術およびクリーニング技術の開発 

ウエハファブ内でマスク上の異物を検査する技術、および検出された異物をクリーニングする技術を

開発する。 

 

（２）平成１８年度事業規模 

Ⅰ. 次世代半導体材料・プロセス基盤技術開発 

①一般会計 3,000 百万円 
Ⅱ. 次世代半導体露光プロセス基盤技術開発 

②石特会計（エネ高） 3,000 百万円 

計 6,000 百万円 

（注）事業規模については、多少の変動があり得る。 
 

 
4. その他重要事項 

（1）開発は委託により行う。なお、必要に応じて外部有識者に意見聴取を行う。 

 

（2）運営・管理 

研究開発全体の管理・執行に責任と決定権を有する NEDO 技術開発機構は、経済産業省及び

プロジェクトリーダと密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本研究

開発の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。また、必要に応じて、外部有識

者の意見を運営管理に反映させる。 

 

（3）複数年度契約の実施 

平成 18 年度から 19 年度の複数年度契約を行う。 

 

（4）年間スケジュール 

平成 18 年 5 月中旬 委託業務実施計画受理 

平成 18 年 5 月下旬 契約 
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（別紙）事業実施体制の全体図 

 

「次世代半導体材料・プロセス基盤技術開発」実施体制（第三期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 独立行政法人産業技術総合研究所  

【研究実施場所】 

Ａ．独立行政法人 産業技術総合研究所 

 茨城県つくば市小野川16-1 つくば西事業所 

 茨城県つくば市東1-1-1 つくば中央第４事業所 

 茨城県つくば市梅園1-1-1 つくば中央第２事業所 

Ｂ．ASET川崎分室 

川崎市幸区小向東芝町１番地 

 

【研究開発項目】 

① 新構造極限CMOSトランジスタ関連技術開発 

Ａ．独立行政法人 産業技術総合研究所 

Ｂ．ASET 川崎分室 

 

 技術研究組合超先端電子技術開発機構  
 
【研究実施場所】 

Ａ．独立行政法人 産業技術総合研究所 

茨城県つくば市小野川16-1 つくば西事業所 

茨城県つくば市東1-1-1 つくば中央第４事業所 

茨城県つくば市梅園1-1-1 つくば中央第２事業所 

Ｂ．ASET川崎分室 

川崎市幸区小向東芝町１番地 

 

【研究開発項目】 

① 新構造極限CMOSトランジスタ関連技術開発 

Ａ．独立行政法人 産業技術総合研究所 

Ｂ．ASET川崎分室 

＜企業名＞ 

・沖電気工業株式会社 ・ローム株式会社  

・セイコーエプソン株式会社 ・ソニー株式会社 

・東京エレクトロン株式会社 ・株式会社東芝 

・株式会社日立国際電気 ・富士通株式会社 

・松下電器産業株式会社    ・株式会社ルネサステクノロジ 

・シャープ株式会社        ・日本電気株式会社 

共同実施：名古屋大、東大、神戸大、京都大、物材機構、東大 

プロジェクトリーダー  
株式会社半導体先端テクノロジーズ  
代表取締役社長  
渡辺 久恒  

指示・協議

委託  

ＮＥＤＯ 

共同研究

株式会社半導体先端テクノロジーズ 

 

【研究実施場所】 

Ａ．株式会社半導体先端テクノロジーズ  茨城県つくば市小野川 16-1 

Ｂ．Selete 川崎分室    川崎市幸区小向東芝町１番地 

Ｃ．Selete 厚木分室    厚木市森の里若宮 10-1 

Ｄ．Selete つくば御幸が丘分室  つくば市御幸が丘 34 

【研究開発項目】 

② 新探究配線技術開発 

Ａ．株式会社半導体先端テクノロジーズ 

Ｂ．Selete川崎分室 

Ｃ．Selete厚木分室 

Ｄ．Seleteつくば御幸が丘分室 

再委託：早稲田大、 共同実施：産総研、アルバック、NTT 

 

③ 特性ばらつきに対し耐性の高いデバイス・プロセス技術開発 

Ａ．株式会社半導体先端テクノロジーズ 

再委託：東大、産総研、 共同実施：広島市立大 

 

④ 次世代マスク基盤技術開発 

Ａ．株式会社半導体先端テクノロジーズ 

再委託：兵庫県立大 


