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平成１９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  

先導研究 

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。 

Ⅰ . 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。 

Ⅱ . 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。 
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3. 実施内容及び進捗（達成）状況 

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 

技術研究組合超先端電子技術開発機構／独立行政法人産業技術総合研究所 

hp32nm～hp22nm 技術領域の低消費電力・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開発するため、主たる研究開発課題を(1)極限性能新構造トラン

ジスタ基盤技術の開発、(2)極限 EOT ゲートスタック基盤技術の開発に分けて実施した。 

(1)極限性能新構造トランジスタ基盤技術の開発 

hp32～hp22nm 技術領域に対応した高性能化・低消費電力を達成するために、新材料や新チャネル

構造を用いた CMOS トランジスタ技術を提案、基本原理を実証し、CMOS トランジスタの有効な技術

選択肢を示す。またトランジスタ構造に関する高空間分解能計測技術の開発を行う。 

平成 18 年度は下記のそれぞれの項目について研究開発を実施した。 

(ⅰ)新チャネル構造 MOSFET のためのプロセス開発と高性能化の実証 

酸化濃縮法技術を特定領域のみに適用する部分濃縮法やメサ分離した領域に適用するメサ濃縮

法を用いて、pMOSFET 素子領域のみに高 Ge 濃度かつ高い結晶品質のひずみ SGOI あるいは GOI を

形成する技術を開発した。更に、特定軸方向のひずみを緩和させる方法などを用いて、チャネル

へ一軸ひずみを導入し、移動度を向上させる技術を開発した。 

    またゲートの静電的支配力を一層向上できるマルチゲート構造のトランジスタの研究開発では、

FinFET に代表されるマルチゲート構造と SiGe、Ge などの新材料と一軸ひずみを組み合わせたデ

バイス構造を試作し、高性能動作を実証した。n チャネルには電流方向に引っ張りひずみを加え

た Si の、p チャネルには電流方向に圧縮ひずみを加えた SiGe の、共に(110)面を採用した FinFET

により、通常の Si を用いた FinFET に比較して、それぞれ約２倍の電流駆動能力を実証した。 

次に、新材料をチャネルに応用する場合の重要課題であるゲート積層構造作製技術の確立を目

指し、Ge MIS界面の表面安定化手法・表面制御技術の開発を行った。具体的には、表面不活性化

手法として、Ge表面の低温での酸化、窒化、及びこれらの組み合わせなどに加え、界面準位終端

方法の探索を行った。窒素ラジカルにより窒化したGe表面上にHfO2高誘電率絶縁膜を積層するこ

とにより、熱的安定性が高く界面準位の少ない（1.8×1011/cm2eV）High-kゲートスタックを形成

することに成功した。 

(ⅱ)新チャネル構造 MOSFET 用基板の高品質化 

新チャネル構造MOSFET用基板の品質向上、特に、転位密度の低減を行い、低貫通転位密度のSGOI

基板を作製する技術を確立した。貫通転位密度が 1x105 cm-2以下となる場合には、転位密度その

ものの計測が困難になるため、正確な計測法の確立もあわせて進めている。表面保護のための予

備酸化を行った後に窒素雰囲気下で昇温し酸素雰囲気に切り替えて酸化濃縮を行う、二段階酸化

濃縮法により、SGOI層中のミスフィット転移の上昇を抑制し、貫通転位を 1x103cm-2に低減させる

ことに成功した。 

(ⅲ)トランジスタ構造の高空間分解能計測技術 

走査トンネル顕微鏡(STM)を用いて、1 nm の空間分解能でトランジスタ領域の不純物分布を計

測する技術の開発を進めている。STM（走査トンネル顕微鏡）を用いて、接合領域の局所ポテンシ

ャルと個々のドナー原子およびアクセプター原子を同時に検出する技術を開発し、ポテンシャル

揺らぎとドーパント原子位置ばらつきの相関の観察に成功した。また、実デバイス構造の所定の

位置で断面を切り出し、STM 計測に必要な原子レベルで平坦化した表面を作製する技術を開発し

た。 

原子間力顕微鏡(Atomic Force Microscope、AFM）のプローブを用いてラマン散乱光を局所的に

励起し、高空間分解能のひずみ計測を行う技術を開発している。ラマン散乱光の、試料とプロー

ブとの相対位置や偏光方向への依存性を計測し、ラマン散乱の励起光および検出光の偏光方向依

存性を利用し、共焦点顕微鏡を用いて光学的な回折限界を超える高い空間分解能を実現できるこ

とを実証した。さらに、CD-AFM 技術を用い、立体構造トランジスタの形状や表面ラフネスを、3

σ＜0.3 nm の線幅計測精度で評価できる計測技術を開発している。立体構造トランジスタチャネ

ルやゲートの側壁ラフネスをサブナノメータ精度で計測するために、高精度のパターン形状計測

用の原子間力顕微鏡(AFM)に探針傾斜機能を搭載した。また、AFM 信号処理回路を新規開発し、検

 - 13 - 



出分解能を 3 pm に向上させた。 

(2)極限 EOT ゲートスタック基盤技術の開発 

等価絶縁膜厚(EOT)が 0.5nm レベルという極限的に薄膜化したゲート絶縁膜における物性及び電

気特性の挙動を調べることによって、hp32nm～hp22nm 技術領域での低消費電力・低待機電力 CMOS

トランジスタに用いる極限薄膜化ゲートスタックの技術選択肢を示す。 

平成１８年度は、下記研究開発を実施した。 

(ⅰ)極限 EOT 実現のためのゲート絶縁膜の開発 

EOT=sub1.0nm を実現する Higher-k 材料を開発する。MIRAI 第二期までに開発した LL-D&A+HiTOA

法のコンセプトを基本にした advanced LL-D&A プロセスと位置づけられる ALL-PURE(Atomic Layer 

Controlled Pulsed REDOX)技術を盛り込んだ新概念成膜装置(実験機)を開発した。本 ALL-PURE 技

術では、アモルファス構造だけでなく、サブナノセミクリスタル集合体からなる高誘電率ゲート

絶縁膜形成も視野に入れて、その物性、リーク電流を含む電気特性に与える影響を検討している。 

原子レベルで平坦化したSi表面を窒素ラジカルを用いて窒化することで、HfAlOx膜堆積および

アニールに伴う界面層成長を抑制し、EOT=0.76nmで、リーク電流密度 2.6x10-2A/cm2を実現した。

また、Layer-by-Layer Deposition and Annealing (LL-D&A) 法を用いて、SiO2上に、膜厚約 0.1nm

のHfO2を堆積し、引き続き、窒素雰囲気中でのRapid Thermal Annealing (RTA)を行う処理を繰り

返し行うことにより、HfO2を下地SiO2とミキシングさせながら拡散させてゆき、傾斜組成界面

（CG-IL）構造を形成した。このHfSiO／シリコン界面組成傾斜層の導入により、シリコン酸化膜

換算膜厚 0.5 nmの高誘電率ゲートスタックを開発し、良好なトランジスタ動作に成功した。 

(ⅱ)しきい値電圧制御メタルゲート電極の開発 

シリコンのバンドエッジ相当の実効仕事関数を持つメタル材料開発及び原子層制御成膜技術の

開発を中心に進めている。実用化に必須で技術難度が高いnMOSFETのゲート電極に主に焦点をあて

て開発した。仕事関数 3.9eV以下を有する金属材料を利用して、HfO2及びHfON膜上で仕事関数

4.1eVを目指している。また、実効仕事関数が高誘電率ゲート絶縁膜とメタルの界面のみでほぼ決

まるということに着目し、High-k膜上へ１原子層レベルで制御したゲート電極成膜技術に着目し

て、MIRAI第二期までに開発した超低圧雰囲気下におけるULP (Ultra Low Pressure)-CVD技術を用

いて、金属原子層膜の形成技術を開発している。 

(ⅲ)高誘電率ゲートスタックにおける信頼性データ集積と不良メカニズムの解明 

NBTI及びPBTIなどのBTI(Bias Temperature Instability)に着目し、信頼性データを蓄積すると

ともに、高誘電率ゲート絶縁膜に起因する劣化メカニズムのモデル化を進めている。これまでに、

高誘電率ゲート絶縁膜の絶縁膜劣化は、支配的 (predominant) キャリアではなく少数側 

(subordinate) キャリアの注入で発生するとのGenerated Subordinate Carrier Injection（GSCI） 

Modelを提案している。このモデルに基づき、絶縁膜材料の種類によらない普遍的な電圧加速係数

を用いる寿命予測モデルを構築し、pMOSおよびnMOS共に実測の寿命値と極めて良い一致を得た。 

 

研究開発項目② 新探究配線技術開発           株式会社半導体先端テクノロジーズ 

②-1 「極限低抵抗配線技術の開発（カーボン配線技術開発）」 

(1)大電流密度微細カーボンナノチューブ（CNT）プラグ(ビア)の研究開発 

(ⅰ)CNT の高密度成長技術 

Co ナノ微粒子を触媒金属に用いることで、400℃の熱 CVD で良質な多層ナノチューブの成長

に成功した。この温度は、ビアに適用された CNT 成長として報告された 低温度であり、CNT

合成温度が、Low-k/Cu 配線プロセスと整合可能な温度領域に入ったことを意味する。また CNT

密度の原理的限界を探るため、分子動力学シミュレーション法による成長中の CNT の熱運動解

析を行い、成長中の CNT 運動が他の CNT への原料到達に影響を与える可能性があることが分か

った。このことは CNT の成長速度制御の重要性を示唆している。また触媒活性度向上に、酸化

系ガスの添加が効果的であることを確認した。 

(ⅱ)CNT ビアインテグレーション技術 

CNT 配線ビアプロセスとして、CNT の化学的機械的研磨（CMP）平坦化プロセスを開発した。

CNT 間の隙間に low-k 膜を埋めこんだ構造で CMP を実施した。CMP 条件としては、通常の酸化

膜 CMP に近いものが適用できることが分かった。これは装置面でも大きなメリットといえる。
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さらに CMP は平坦化のみならず、基板面内のビア抵抗バラツキを大幅に改善し、平均抵抗値も

改善することを３インチ基板実験から確認できた。また触媒微粒子を用いるプロセスでは、コ

ンタクト層として従来の Ti 層に代わり、より耐酸化性の強い TiN 層が有効であることを確認

した。 

(ⅲ)微細ビアによる電気特性評価 

インパクタ方式によって微粒子分級を行い、差動排気によって指向性の高い微粒子ビームを

形成することにより、40nm 径のビア底へも触媒微粒子が供給できることを確認した。さらに、

その後の CVD 成長によって、50nm 径のビアアレーからの CNT 成長を確認した。また 160nm 径ビ

アの電気導通を確認した。 

(2)横配線を含めた高信頼ローカル配線技術の研究開発 

接合ブロックを支点に用いる横方向 CNT 成長法を用いた横配線の形成方法を考案した。 

(3)300mm 対応可能装置方式の研究開発 

各種 CVD 成長方式の検討として、厚木分室の熱フィラメント CVD の他、川崎分室のリモートプ

ラズマ、早大の先端放電ラジカル方式を調査した。いずれも厚木分室の Co ナノ微粒子触媒を共

通に使うことで、方式そのものの比較が行えるようにした。川崎分室の CNT 成長技術の垂直立ち

上げに成功し、表面波プラズマ方式で 430℃での CNT 成長に成功した。プラズマ CVD としては、

はじめて 400℃台の低温プロセスによる CNT ビア作製になる。先端放電型ラジカル方式では、放

射温度計測定ではあるが 370℃の低温成長を確認した。 

 

②-2 「新コンセプトグローバル配線技術の開発（LSI チップ光配線技術開発）」 

「アーキテクチャ、回路・実装技術検討」、「光素子開発（個別光素子、変調器材料量産成膜技術、光配線

導波路基盤技術）の開発」の各項目において以下の成果を得た。 

(1)「アーキテクチャ、回路・実装技術検討」 

(i)光クロック配信の研究開発においては、Si ナノフォトダイオードと SiON 導波路を用いた高速光クロックの

設計を検討し、光クロック配線実証 TEG 回路を設計した。まず、10GHz 程度以上の光クロック光源から

の信号を LSI チップ上で分岐できる低損失光導波路構造の設計・試作、分岐先での導波路とナノフォ

トダイオ－ドとの結合構造のシミュレーションによる数値解析などを行い、光クロック配線 TEG を設計し

た。また光クロック信号を電気回路で評価する、光クロックシステム試作向け電気回路 TEG の設計開発

を行った。現在、電気回路 TEG と光配線 TEG を試作中で貼り合わせて 5 月末に完成予定である。 

(ⅱ)光バスアーキテクチャの研究開発においては、光配線での遅延、光・電気信号の変換効率の検討か

ら、電気信号を光信号に変換する光変調器が、短距離での光伝送導入の決め手になることを明らかに

した。この検討結果によれば、hp32nm から hp22nm の世代においては LSI チップ内レベルの配線にお

いても、遅延、消費電力の観点で、光配線が電気配線に優れることが予測された。具体的な光配線形

態として、光の特性を活かした、波長多重による光接続アーキテクチャの検討、素子チップ貼り合わせ

による光配線回路と LSI 電気回路の具体的な結合形態を提案した。 

(ⅲ）実装・回路技術の開発においては、光導波路と結合するナノフォトダイオード構造を検討し、導波光

がプラズモンアンテナと結合し、フォトダイオードにおいて高い変換効率が得られることが予測される光

配線 TEG の設計が得られた。また、低抵抗ビアを用いた電気回路と光配線 TEG の接続方法の検討を

行い、10GHz 以上の電気信号を通すことが可能な接続方法に目処を得た。 

 (2)「光素子開発（個別光素子、変調器材料量産成膜技術、光配線導波路基盤技術）の開発」 

(ⅰ)光素子開発においては、LSI オンチップに適した光配線材料、光素子の構成の検討、開発を行

った。受光素子においては、低損失光導波路と結合するＳｉナノフォトダイオードの開発を遂行し、

850nm 帯の導波光と高い効率で結合するプラズモンアンテナの設計パラメータの結果を得た。導波路

においては、Si 光導波路より導波損失が一桁程度小さい SiON 光導波路を開発し、この導波路と

Si を用いたフォトダイオードの組み合わせにより、Ge による素子の開発を不要とする構成を

明確化した。光変調器では、超小型光変調用の電気光学セラミクス膜の成膜、評価を行った。

特に、高速応答 PLZT(ジルコン酸チタン酸鉛ランタン）による低消費電力、高速光変調素子の

設計を行った。 

（ⅱ)変調器材料量産成膜技術では、上記強誘電体膜の大面積成膜を可能とする、エアロゾルデポ

ジションによる大面積膜形成の基礎実験を行い、LSI プロセスに装置を導入することを目的と
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した、ウエハ洗浄技術の初期的な検討を行った（産総研およびアルバックとの共同実施によ

る結果）。 

(ⅲ)光配線導波路基盤技術では、光クロック配信のデモシステムの作製に向けた、低損失の SiON 導波

路の作製、基本特性評価を行い、低損失性、分岐特性等の基本特性が良好であることを示した。定量

評価として、SiON を高屈折率コアとする導波路を試作し、その損失値 0.2-0.3dB/cm を得た（NTT

との共同実施による結果）。 

 

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 

株式会社半導体先端テクノロジーズ 

「デバイス特性ばらつきの評価」、「物理パラメータばらつきの計測」、「デバイス特性ばらつきと

物理パラメータばらつきの統合解析」、「ばらつきモデルの開発と DFM 手法への組み込み技術の開発」、

「物理パラメータばらつきに対して耐性の高いデバイス開発」の各項目について、以下の成果を得

た。 

(1)デバイス特性ばらつき評価を行う標準 TEG に関して、①6σばらつきを明確化できる世界 大

の超大規模デバイスマトリックスアレイ TEG、②大規模化で問題になるリーク電流を対策した

ソースバイアス型デバイスマトリックスアレイ TEG、③スイッチングトランジスタによる抵抗

の影響を対策した完全分離型デバイスマトリックスアレイ TEG、④プロセスモニタとして用い

るための簡易型ばらつきモニタ TEG を提案・設計し、浅溝素子分離から配線までの 23 層から

成る hp90nm プロセス用 TEG マスクを作成した。 

(2)TEG の大規模化に対応した高速測定システムを導入し、チップ同時測定の導入、ならびに測定

シーケンスを 適化することで測定時間を大幅に短縮できる見通しを得た。 

(3)物理パラメータばらつき計測に関し、ゲート酸化膜の局所膜厚ばらつき評価手法を確立した。

スキャニングキャパシタンスマイクロスコピー、高精度断面透過電子顕微鏡（TEM）と新規に

開発した TEM アナライザを組み合わせ、酸化膜厚の揺らぎを計測可能とした。 

(4)スキャニングキャパシタンスマイクロスコピーを用いたゲート電極の直接観測により、ゲー

ト電極の局所空乏化を直接観察し、グレインとグレイン境界の濃度差を見積る技術を確立した。 

(5)デバイスの応力、PN 接合位置、ならびにチャネル不純物濃度の評価手法に関しても、ダミー

シリコンの評価により、その手法のベンチマーキングを行い、実デバイスでも評価できる見通

しを得た。これらを組み合わせた一貫解析手法を提案し、提供されたデバイスでの検討を開始

した。 

(6)物理パラメータばらつきに強いデバイス構造検討のために、三次元プロセス・デバイスシミ

ュレーターをキャリブレーションし、離散不純物の分布をシミュレータに取り込んだ。離散不

純物分布だけでは Pelgrom プロット（ゲート面積の逆数の平方根に対するしきい値電圧のばら

つき）が再現しないことを示した。 

 

先導研究 

本プロジェクトでは、次世代デバイス・プロセス開発領域において３つの研究開発項目に関する

共通基盤技術開発を行っている。しかし、hp45nm を超えるデバイス・プロセス開発では新しいアイ

デア（動作原理、材料、構造、プロセス等）やそれに付随する科学的知見の拡充が求められている。

そのため平成 18-19 年度に先導研究を行う。本先導研究では、該研究領域でのシーズを発掘し、MIRAI

のプロジェクト体制の中（技術検討会等での成果報告、研究開発に関する技術討議への協力などを

通じて）で、それらの有効性、有用性の研究を進め、MIRAI プロジェクトにおける技術開発に資す

る。 

   平成 18 年 8 月に公募（平成 18 年 8 月 14 日から平成 18 年 9 月 13 日）し、応募のあった 21 件の

提案に対し書類審査委員および NEDO 技術開発機構による審査を経て、下記の 7 件のテーマの採択を

決定し、H18 年度に先導研究を行い、以下の成果を得た。 

(1)化合物半導体を含む non-Si チャネル材料上への High-k 絶縁膜形成技術に関する先導研究 

 （独）産業技術総合研究所／（独）物質・材料研究機構 

本研究では、2015 年（22 nm 世代）以降の CMOS の n チャネル用デバイスとして注目を集め始めて

いる化合物半導体を用いた MISFET について、その実現の鍵となる良好な MIS 構造を形成するための
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本質的な条件を明らかにし、今後の製造技術開発の指針を示すことを目的とする。本事業は独立行

政法人産業技術総合研究所と独立行政法人物質・材料研究機構が共同で行う。 

平成 18 年度は下記の研究開発を実施した。 

・絶縁膜形成装置の製作（実施機関：産業技術総合研究所） 

  電子ビーム蒸着によりHfO2等のHigh-k酸化物薄膜を形成する装置を設計・製作し、物質・材料研

究機構の所有する化合物半導体成長ＭＢＥシステムへ接続した。これと並行して、界面形成モニタ

リングとしての反射率差分光の適用性を検討し、下地半導体の酸化の検出と界面欠陥密度の半定量

的評価が可能であることを示した（H19 年 3 月の応用物理学会にて発表予定）。 

・界面構造の原子レベル制御技術の開発（実施機関：物質・材料研究機構） 

前記絶縁膜形成装置の接続および平成１９年度の界面制御実験が円滑に行えるように、試料搬送

機構の準備とマルチチャンバＭＢＥシステムの整備を行った。 

 

(2)次世代 high-k・メタルゲートスタック技術に関する先導研究  東京工業大学 

本先導研究では Hf系酸化物を 0.7nm以下にまでスケーリング可能とする次世代ゲートスタック

適材料の探索を行う。ゲート酸化膜としては、これまで膨大な蓄積データを有する Hf 系酸化物への

希土類酸化物の添加・積層構造を中心として材料探索を行う。また、メタルゲート電極としてはデ

ュアルメタルを前提とし、メタル、シリサイド、ナイトライドを中心として、探索した high-k に適

した材料の探索とその選定を行い、またその材料における界面構造及び、プロセス 適化の可能性

を検証して、2008 年より始まる実用化研究の為の絞込みを行う。これら材料・プロセスの選定の判

断においてはその世代の集積回路プロセスの選定が大きく影響を及ぼす。high-k 絶縁膜やメタルゲ

ートにおいて、source/drain を先に作るか後で作るかによって、それぞれの材料や界面構造に要求

される耐熱性の基準が異なってくる。また、その世代の集積回路熱工程の低温化のトレンドも予想

しながらプロセスの構築を行う必要がある。本先導研究においては将来の CMOS 集積回路プロセスの

組み立て、熱工程低温化のトレンドも考慮に入れながら材料探索・実用化の研究立案を行っていく。 

  平成 18 年度は下記研究開発を実施した。 

(ⅰ)0.5nmEOT の実現と高耐熱性技術 

HfO2膜とLa2O3膜、Sc2O3膜の多層膜の積層構造のキャパシタ、トランジスタ製作に注力し、膜厚

比を変えた実験、熱処理温度を変えた実験により、高耐熱性をもつ組み合わせを探索した。熱処

理によって膜の相互拡散や反応は XPS、RBS、XRDを駆使した物理分析を行い、高耐熱性をもつ材

料を検討している。 

(ⅱ)移動度劣化抑制技術 

HfO2薄膜とLa2O3薄膜、Sc2O3薄膜の積層・添加構造についてトランジスタの製作を行い、膜厚比

やそれぞれの膜厚を変化した場合の特性への影響を考察した。Split-CVやCharge Pumping法を用

いて移動度と界面準位密度を導出し、移動度劣化の要因を探る。また、物理分析として界面の水

素濃度を測定した。 

(ⅲ)Fermi level pinning の抑制材料の先導研究 

SiO2の界面層を持ったLa2O3薄膜とSc2O3薄膜のキャパシタを製作し、メタル電極の実効的な仕事

関数値を膜厚を変えた実験によって導出し、HfO2薄膜上の場合と比較した。メタル電極にはタン

グステンと窒化タンタルの二種類を検討し、熱処理による変化を確認した。 

 

(3)新探究伝送線路配線技術に関する先導研究    東京工業大学 

技術世代 hp32nm～hp22nm に向けた新探究配線技術として、高速・低消費電力オンチップ伝送線路

配線技術の開発を行う。伝送線路配線により、高速・低消費電力なグローバル配線の実現を目指す。 

本研究では、我々が設計試作可能な 0.18μm、0.13μm、および 90nm CMOS プロセスを利用した設

計、試作を行い、高速信号伝送、クロストークロバストネス、ジッタなど現実の LSI に適用すると

きの評価を行う。これらの評価を元に、hp22nm 世代、さらにそれ以降の LSI を視野にいれた伝送線

路配線の有効性を、さらには光配線および無線配線との性能や経済性比較を行い、それぞれの使用

すべき用途を明らかにすることを目的とする。 

 平成 18 年度においては下記項目ごとに実施した。 

(ⅰ)①伝送線路配線の研究開発 
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オンチップ差動線路構造の開発 

・高密度伝送線路配線構造の検討：これまでの１対１伝送、およびクロストークの基本的な検

討に基づき、高密度化可能な線路構造を明示した。 

・分岐配線の検討：実際の LSI で必須となる、伝送線路配線に適用可能な分岐構造や回路を提

示した。 

 (ⅱ)次世代配線技術の比較評価 

カーボンナノチューブ配線、オンチップ光配線、無線配線との性能比較検討を行った。 

 

(4)Si 基板上に形成された高性能Ⅲ-Ⅴ族半導体 MISFET に関する先導研究 東京大学 

技術世代 hp32nm～hp22nm での高い電流駆動力に対する要求に応えることができる素子構造とし

て、高電子移動度 III-V 化合物半導体を Si 基板上の絶縁膜上に形成した III-V-On-Insulator 

(III-V- OI)チャネルを用いた極薄ボディ MISFET あるいは FinFET などのマルチゲート FET を実現す

るために必要な基盤技術開発を行う。 

 平成 18 年度は下記の課題ごとに研究開発を実施した。 

 (ⅰ) III-V 半導体 MIS 界面制御技術・界面形成技術 

  III-V族半導体MIS界面の基本特性の把握と界面準位の起源に関する検討を行うために、まず、

バルクInAsに対して低温絶縁膜形成プロセスを適用し、MIS構造を作製した。InAs上に薄膜Siを形

成した試料に対してプラズマ酸化を施し、絶縁性の高いSiO2/InAs MOS構造を作製することに成功

した。界面制御層としてAl2O3やInAsOｘを挿入したMOS界面ではフェルミレベルピンニングが見ら

れたのに対し、SiO2/InAs直接MOS構造では、CV特性における容量変化が見られ、表面ポテンシャ

ルが変調できることを見出した。 

(ⅱ) Si 上あるいは絶縁膜上への III-V 族半導体形成技術 

MBEを用いたマイクロチャネルエピタキシー（MCE）法に低温バッファー層を組み合わせた二段

階MCE法の検討を進め、低温バッファー層の成長条件の 適化、特に成長レートを低下させること

により結晶性の高いGaAs層を形成できることを見出し、SiO2上にGaAs-O-I層を形成することに成

功した。またMOCVDを用いたMCE法の検討では、Si上にInPバッファーを挿入したInGaAs層の成長に

おいて、成長条件の改善により結晶性を向上した。 

(ⅲ) III-V MIS トランジスタ構造と 適チャネル材料の理論的検討  

  バルク III-V 族化合物半導体をもちいた MOSFET のバリスティック輸送下でのドレイン電流-ド

レイン電圧特性の理論計算を進め、基板濃度の効果を検討した。GaAs では基板濃度の低下により

L 点への電子遷移を抑えられる一方、反転層容量は低下するため、電流駆動力への影響は、ゲー

ト酸化膜厚が厚ければ向上するが、薄い場合には影響が小さくなることを明らにした。 

 

(5)しきい値電圧ゆらぎ制御のためのメタルゲートエンジニアリングに関する先導研究  名古屋

大学 

本研究では、仕事関数制御層としてのアモルファス合金層導入と、希土類金属酸化膜の表面窒化

処理による界面制御技術を検討する。これらにより技術世代 hp32nm～hp22nm で求められるメタルゲ

ート/希土類金属酸化膜/Si(Ge)積層構造における閾値電圧ゆらぎの原因の同定と基礎的現象を解明

する。それら基礎的物性の理解に基づき、デバイス適用可能な仕事関数制御技術（仕事関数変調技

術および仕事関数ゆらぎ抑制技術）を確立する。 

平成 18 年度は下記研究開発を実施した。 

(ⅰ)様々な成膜条件で作製した Ti-Si-N アモルファス合金に対して、結晶化温度および抵抗率を測

定し、それらの組成依存性を明らかにした。これによりメタルゲート電極として利用可能な成膜

条件が明確化できる。 

(ⅱ)成膜後熱処理条件の異なる Ti-Si-N アモルファス合金について仕事関数を測定し、アモルファ

ス合金におけるゲート電極性能の熱的安定性の評価を開始した。 

(ⅲ)Ti-Si-N アモルファス合金と低抵抗金属との積層構造における実効仕事関数の測定し、Ti-Si-N

アモルファス合金の実効仕事関数の膜厚依存性を検証することを目的に同構造を作成した。 
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(6)デバイスばらつきに基づく回路特性ばらつきの予測とデバイス開発へのフィードバック  

広島大学 

デバイスばらつきを回路設計に考慮する方法として、これまではコーナーモデルを用いて設計に

マージンを持たせている。デバイスの特性を 大限利用して回路設計を行う場合に、マージンをと

っていては要求される回路性能を出すことができなくなってきている。そのため、デバイスばらつ

きを直接設計に反映させる方法を開発する。 

 平成 18 年度は下記項目に関する研究を実施した。 

(ⅰ)TEG 設計 

  これまで研究開発してきたチップ間とチップ内ばらつきを分離して抽出できる TEG に加えて、チ

ップ内の位置に依存したばらつきが抽出できるアナログ回路系 TEG を VDEC 提供 0.18μm テクノロジ

ーを用いて設計・試作した。 

これと並行して、MIRAI プロジェクトばらつき評価 TEG（65nm テクノロジー）への提案を行い試

作開始した。 

(ⅱ)デバイスパラメタばらつきの抽出 

ばらつきの抽出には広島大学で開発している高精度モデル HiSIM を用いる。VDEC 提供 0.18μm テ

クノロジーについて、提供を受けた電流―電圧特性から HiSIM のモデルパラメタ抽出を行い、得ら

れた抽出精度から、ばらつきパラメタの抽出が可能であることを明らかにした。 

また、65nm テクノロジーの既存測定値についても提供を受け、これを用いたモデルパラメタ抽出

を行い、HiSIM のモデルの適用可能性を検証した。 

 

(7)メタルゲートを中心とした次世代デバイスにおける特性ばらつきの問題とその解決法に関する

先導研究           （独）物質・材料研究機構 

hp45nm 以降の次世代半導体 LSI では、微細化のために、トランジスタ特性のばらつきが顕在化し

安定した動作を確保できない可能性が指摘されている。デバイスの特性ばらつきの要因のなかで特

に多くの課題を抱えているのがメタルゲートとメタルゲート/ゲート絶縁膜界面である。次世代の低

消費電力デバイス実現を念頭に置いた場合、CMOS 実現のためのメタルゲートの精密な仕事関数制御

と hp32nm～hp22nm 世代に対応する構造制御（粒径制御）、LSI プロセスに必須の酸化雰囲気や還元

雰囲気でのメタルゲート自体特性の安定性、そしてメタルゲート/ゲート絶縁膜界面の安定性の実現

が不可欠である。本先導研究ではこれららの課題に関する研究開発を行う。 

 平成 18 年度では下記研究開発を実施した。 

①メタルゲートのナノ構造制御と仕事関数制御 

物質･材料研究機構のコンビナトリアル手法による材料開発と PEEM などの解析手法、それに共

同研究機関である大阪大学の光電子分光法、C-V 計測などによる、仕事関数に異なる 2 種類の合

金の粒径を第 3 の元素を添加することで粒径を数 nm 以下にし、同時に仕事関数の制御も実現し

hp32nm～hp22nm 世代のゲート幅に対応するメタルゲート材料開発検討した。 

②耐酸化、耐還元性能向上のための添加材料の探索 

物質･材料研究機構を拠点としたコンビナトリアル手法による材料開発と温度可変 C-V 計測装

置と光電子分光装置、それから共同研究機関である筑波大学の第一原理計算をつかった材料予測

による、酸化還元雰囲気でも耐性のある材料を開発するためにメタルゲートあるいはゲート酸化

膜中に酸化還元の緩衝機能をもつ添加物質を探索した。 

③メタルゲート/ゲート絶縁膜界面の制御のための界面設計指針の確立と緩衝材料の探索 

材料予測と界面設計には第一原理計算を用い、共同研究機関である筑波大学と千葉大学におい

て進め、予測された材料の実証は物質・材料研究機構にて行った。 
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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    株式会社半導体先端テクノロジーズ 

(1)高精度・低欠陥 EUVL マスクおよびブランクス技術の開発 

(ⅰ) 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 

MIRAI プロジェクト第 2 期までの研究において有効性が実証された、シュバルツシルド光学系

と 2 次元 CCD センサーからなる暗視野光学系を基に、EUVL ブランクス全域にわたる位相欠陥検出

技術に必要な結像光学系の設計を完了した。あわせて、高速・高精度検出アルゴリズム開発のた

め、検査信号のシミュレーション解析を行った。 

また、EUV 光によるマスク観察技術開発を兵庫県立大学に再委託し、可視化技術の高度化を検

討した結果、マスク上 100nm の L/S（ラインアンドスペース）パターン、及びマスク深さ 2nm の

スクラッチ状欠陥の観察像を取得することに成功した。 

(ⅱ) EUVL マスクおよびブランクスの高品位化技術の開発 

マスクパターンの転写性評価のため、小領域 EUV 露光装置(SFET: Small Field Exposure Tool）

を導入し、hp32nm の L/S パターンの解像を確認した。また、EUV シミュレータを導入し、EUVL マ

スク構造の転写特性に与える影響の評価を開始するとともに、EUVL マスクの欠陥仕様構築の一環

として、EUV 対応のプログラム欠陥マスクを作成した。 

(ⅲ) EUVL マスクコンタミネーション制御技術の開発 

    マスクコンタミネーションの一因であるレジスト材料からのアウトガス評価のため、QMS 方式、

GC-MS 方式の双方を兼ね備えたアウトガス評価装置を導入し、評価を開始した。また、EUV 光照射

による露光装置内のミラーに対するカーボン堆積、及び表面酸化について、真空中の水分・ハイ

ドロカーボンの分圧依存性、並びに光照射エネルギー依存性の技術調査を実施し、その結果を元

に、EUVL マスクに対するコンタミネーションの影響の評価に着手した。 

 

(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 

(ⅰ) EUVL マスクパターン欠陥検査技術の開発 

波長 199nm の DUV 光を検査光源とするフォトマスク欠陥検査装置の反射光学系を用いて、EUVL 

マスクの光学像コントラストの評価を開始し、hp45nm 対応の検査光学系の課題を明らかにした。

また、EUVL マスクのパターン欠陥検査技術開発に必要な検査装置の一次仕様を確定し、設計・製

作に着手した。 

(ⅱ) EUVL マスクパターン欠陥修正技術の開発 

種々の欠陥修正方式を検討し、集束イオンビーム（FIB: Focused Ion Beam）方式を第一候補と

して進めることとした。FIB 鏡筒と SEM 鏡筒のダブルビーム方式の鏡筒を含め、EUVL マスク対応

の欠陥修正装置の一次仕様を確定し、設計・製作に着手した。 

 

(3)ペリクルレス EUVL マスクハンドリング技術の開発 

(ⅰ) EUVL マスクの異物フリー搬送・保管技術の開発 

EUV 露光装置におけるマスク及びマスクキャリアの搬送動作を模擬し、搬送過程における発塵

評価を行うため、マスクハンドリング試験装置(MPE Tool: Mask Protection Engineering Tool)

を新規に製作・導入した。また、50nm レベルのマスク上微小異物を検出するため、異物検査装置

を導入し、46nmΦの標準粒子を 90%以上の確率で検出できることを確認、前述のハンドリング試

験装置をあわせて、搬送動作に伴う発塵評価を開始した。 

   (ⅱ) 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 

ウエハファブ内におけるマスク異物検査の候補技術について技術調査を行い、比較検討した。

その結果、 適な異物検査方式や検査の運用方法の選択は、付着異物のサイズや付着確率に依存

することが明らかになり、技術選択の指針を得た。 

 

 - 20 - 



3. 事業推移 

実績額推移（百万円）：      13 年度    14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 

① 一般会計           1,838 2,152  4,570  2,842    2,636   2,987 

 一般会計(補正予算)         - 1,779     -     - 

③ 石特会計(エネ高)        1,604 2,092     -  1,514    1,699   3,343 

  計          3,442     6,023  4,570  4,356    4,335   6,330 

 

特許出願(国内+外国)件数： 10   45    62     52      57      41 

特許出願(国内のみ)件数： 10   41    43     42      26      16 

論文発表数（報）：  6   76    55     62      53      31 

学会発表数（報）：  47  185   234    162      132    128 

新聞発表数（件）：  8   29    36     36       40      6 

フォーラム等（件）：  1    1     5     3         1      1 

 

4. 事業内容 

（１）平成１９年度事業内容 

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

の研究開発を実施する。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 

技術研究組合超先端電子技術開発機構／独立行政法人産業技術総合研究所 

平成 19 年度は上記それぞれの項目で、次の研究開発を行う。 

(1)極限性能新構造トランジスタ基盤技術の開発 

(ⅰ)新チャネル構造 MOSFET のためのプロセス開発と高性能化の実証 

SiGe 結晶をチャネルに利用したマルチゲート構造において、平成 18 年度に提案し課題を抽出し

た素子構造と製造プロセスを改良し、その高性能特性を実証する。更に、FinFET の面方位、チャネ

ル方向、一軸ひずみなどを 適化して、新しい Complementary FinFET 構造の提案と実証を進める。

さらに平成 18 年度に開発したゲート積層構造作製技術とメタル SD 技術とを総合して、新材料チャ

ネルメタル SD CMOS 実現のための道筋をつける。 

(ⅱ)新チャネル構造 MOSFET 用基板の高品質化 

高品質のひずみチャネル層を形成できる構造である Ge/SiGe 基板上の薄膜ひずみ Ge/SiGe 層を形

成するために、Ge/SiGe 基板上の Ge/SiGe 層エピタキシャル成長プロセスを確立し、高品質のひず

み Si、SiGe、Ge エピタキシャル基板を実現する。 

(ⅲ)高移動度チャネル MOSFET におけるデバイス物理明確化 

キャリアの輸送現象に関しては、一軸ひずみを含めて、結晶ひずみが移動度やキャリア速度に与

える影響とその物理的起源を定量的に明らかにする。さらに、実用化の際に重要となる素子信頼性

に関して、酸化膜信頼性、ホットキャリア信頼性に与えるひずみや Ge の影響の検討を行う。具体的

には、ひずみや Ge の存在による界面特性やゲート酸化膜の変化や、バンドギャップの縮小に伴うイ

ンパクトイオン化の増大が、種々の信頼性に影響を与えるかどうかを実験的に調べ、信頼性物理の

観点でのキーパラメータを明確化することを目標とする。 

(ⅳ)トランジスタ構造の高空間分解能計測技術 

走査トンネル顕微鏡(STM)を用いた高空間分解能の不純物分布計測技術では、測定に用いる STM

探針表面の調製法と STM 計測シミュレーションに基づく解析法を開発し、実際に微細トランジスタ

に適用して、有効性を実証する。近接場ラマン顕微鏡による応力計測技術では、平成 18 年度に開発

した技術を総合して、立体構造チャネルを含む微細トランジスタ開発に適用可能な高空間分解能を

持つ局所ラマン散乱スペクトル計測装置を開発し、50 nm の空間分解能と 0.01%のひずみ計測分解能

で二次元マッピングが行えることを実証する。さらに高精度で CD 計測可能な原子間力顕微鏡による

形状・ラフネス計測技術を発展させ、トランジスタの微細化や立体化に対応できる三次元形状計測

技術としての有効性を実証する。 

(2)極限 EOT ゲートスタック基盤技術の開発 
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(ⅰ)EOT=～0.5nm 技術開発 

EOT=～0.5nm を目標として、平成 18 年度の実施項目（ⅰ）で開発したゲート絶縁膜形成装置を活

用し、極限 EOT 成膜技術開発を行う。また、平成 18 年度に開発した EOT=sub1.0nm の Higher-k 材料

開発の成果をもとに、新装置を用いて界面層制御した、高誘電率ゲート絶縁膜のスタック構造形成

技術を開発する。 

(ⅱ)しきい値電圧制御メタルゲート電極の開発 

実効仕事関数制御技術の開発に関しては、平成 18 年度に開発した nMOSFET のゲート電極材料と

pMOSFET のゲート電極材料の合金化による仕事関数制御を検討する。また、プロセス耐性の点から、

これらの電極上に窒化物導電体や多結晶シリコンを積層する技術に関しても開発を推進する。 

(ⅲ)高誘電率ゲートスタックにおける信頼性データ集積と不良メカニズムの解明 

信頼性予測技術開発については、平成 18 年度に集積した NBTI 及び PBTI、温度加速係数、電圧加

速係数等の信頼性データを蓄積し、EOT～sub1.0nm 領域での高誘電率ゲートスタックの信頼性予測

を可能とする。また、EOT～sub1.0nm 領域でのゲートリーク電流機構の解析においてはゲート絶縁

膜に加えられる電位差だけでは記述できない電極間ケミカルポテンシャル差等に起因した電流の寄

与を考慮する必要があるため、このモデル化も進める。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

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 

②-1 「極限低抵抗配線技術の開発（カーボン配線技術開発）」 

銅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、CNT を使った極限低抵抗配線技術の開発を目指す。CNT ビアを、

LSI に適用可能なプロセスで形成する技術を開発するとともに、微細化可能性を検証し、その課題を

明確化することにより、hp32nm に相当する技術領域で要求されるビアの特性を満たしうることを目指

す。これらの目標を達成するため、下記の開発を行う。 

(1)大電流密度微細 CNT プラグ(ビア)の研究開発 

(ⅰ)low-k 層間絶縁膜と組み合わせた CNT ビアの形成技術を開発する目処を得る。 

(ⅱ)hp32 に相当する技術領域で銅ビア以上の電気伝導度と 大電流密度耐性を達成するための中

間目標として、直径 0.15μm 以下のビアで下記のように目標を設定する。 

1)ビア抵抗の平均値が 20Ω以下を実証する目処を得る。 

2) 大電流密度が 5×106A/cm2以上を実証する目処を得る。 

3)層間絶縁膜としてシリコン酸化膜などを利用して、直径 50nm の CNT ビアにおいて電気導通を確

認し、50nm ビアでの開発課題を明確化する。 

(2) 横配線を含めた高信頼ローカル配線技術の研究開発 

(ⅰ)電極形成法を検討し、 適なレイアウト方式を目指す。 

(3) 300mm 対応可能装置方式の研究開発 

(ⅰ)低温成長装置方式検討と触媒装置スケールアップ検討を行い、300mm 対応可能な装置方式を決

定する。 

 

②-2 「新コンセプトグローバル配線技術の開発（LSI チップ光配線技術開発）」 

(1)「アーキテクチャ、回路・実装技術検討」  
(ⅰ)光クロック配信の開発  

光クロック配信方式の基本的な回路設計、評価の検証に目処をつけ、具体的には、光素子開発と

あわせ、評価用 LSI チップとの組み合わせから、速度、消費電力などの諸特性の評価を行い、電気

を用いた場合に比べた優位性を明確にすることに目処をつける。10GHz 超の光クロック配信実証を

行う際に必要となる全ての光素子の設置面積、帯域、消費電力等の、必要とされる仕様の明確化に
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目処をつける。  
(ⅱ)光バスアーキテクチャの開発  

光素子の開発、検討とあわせ、光バスアーキテクチャの電気信号による信号伝達と比べた優位性

を、光の特徴を活かした信号伝達手法の検討も含めて、明確化することに目処をつける。  
(ⅲ)実装・回路技術の開発  

本研究開発によって明確化する素子のパラメータを用い、光と電気を接続する部分の技術仕様を

明確化し、光配線と電気配線との位置関係や外部光源との接続についての量産対応基盤技術開発を

検討する。  
(2)光素子（個別光素子、変調器材料量産成膜技術、光配線導波路基盤技術）の開発  
(ⅰ)個別光素子の開発  

受光素子に関しては、ナノフォトダイオードの効率をあげる手法、構造を検討し、光配線におけ

る実動作を可能とすることに目処をつける。光変調器に関しては、その変調特性の速度を高速化す

る手法、構造の検討を行い、光配線における実動作を可能とすることに目処をつける。  
(ⅱ)変調器材料量産成膜技術の開発  

装置基盤技術部分の試作開発を通した、クリーンルーム対応エアロゾルデポジション法装置のプ

ロトタイプ実現に向けた装置技術の明確化に目処をつける。  
(ⅲ)光配線導波路基盤技術の開発  

光素子と光学的に結合する光配線導波路の初期試作の遂行に目処をつけ、また紫外線露光による

高屈折率系微小光導波構造の作製と特性評価を実施し、紫外線露光による微小光導波路作製の可能

性に目処をつける。 

 

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 

第三期の目標を達成するために、平成 18 年度に設計した TEG マスクを用い、以下の開発を行う。 

(1)デバイス特性ばらつきの評価 

平成 18 年度に作成したばらつき評価ＴＥＧマスクを用い、hp90nm プロセスを用いたチップ試作を

行う。その試作により得られたチップの特性ばらつきの解析により、下記の目標を達成することを目

指す。 

(ⅰ)物理パラメータの測定方法の確立とそれに必要な標準的なテストパターンの検討。 

(ⅱ)デバイス特性ばらつきの安定的な測定方法の検討とそれに必要な標準的なテスト素子あるいは回

路の検討。 

(ⅲ)デバイス特性バラツキ測定において統計的に高精度な測定とするため、１チップあたり 10,000 個

以上のデバイスを超高速測定する技術を検討。 

(2)物理パラメータばらつきの計測 

試作したチップを用いて、平成 18 年度に開発した電気的特性ばらつきの発生要因となる物理パラ

メータばらつき（不純物分布ばらつき、薄膜膜厚ばらつき、界面準位・電荷ばらつき、結晶・多結

晶の結晶性ばらつき）の直接測定を実施し、物理パラメータばらつきの抽出・解析を検討する。さ

らに、多数評価によるばらつき計測の高精度化を検討し、(3)デバイス特性ばらつきと物理パラメー

タばらつきの統合解析の拡充を図る。また、必要に応じて、原因工程に改善アイテムをフィードバ

ックすることでその改善を検討する。 

(3)デバイス特性ばらつきと物理パラメータばらつきの統合解析 

トランジスタの電気特性を決定付ける、チャネル長、幅などの物理的寸法、不純物濃度の分布、

各種膜厚などの物理的な基本的パラメータのばらつきを解析するための TEG の評価結果と、ばらつ

きに対応する物理パラメータの計測・解析結果の相関解析および、特性感度シミュレーションを行

い、ばらつきの要因となるプロセスパラメータを抽出する技術を開発する。これにより、特性ばら

つきの要因分離がなされ、物理パラメータの特性ばらつきインパクトが定量化される。この特性ば

らつきインパクト表を用いて、特性ばらつき低減のためのプロセス改善の優先順位と目標値を決め

ることができる。特性ばらつきを引き起こす物理パラメータばらつきの要因分離と原因究明を行う

技術検討を行い、総合解析技術の骨格を開発する。 

(4)ばらつきモデルの開発と DFM 手法への組み込み技術の開発 

上記研究開発項目(1, 2, 3)の結果を SPICE 用パラメータのばらつきへ移植することにより、電気
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的特性ばらつきの再現に検討する。また、より詳細なばらつきのモデル化とタイミング検証等への

適用検討を行う。 

(5)物理パラメータばらつきに対して耐性の高いデバイス開発 

物理パラメータばらつきに対して耐性の高いデバイス構造候補を数多く挙げ、その性能、短チャ

ネル効果、ばらつき耐性等をシミュレーションにより検討する。シミュレーションの結果を総合的

に判断することにより、hp32nm～hp22nm の技術領域におけるトランジスタの技術選択肢を用途に合

わせて検討する。また、一部のデバイス構造については単体トランジスタを実際に試作し、シミュ

レーション結果と比較することによりシミュレーションの精度を高める。 

 (6)外部擾乱依存の特性ばらつきの物理的理解とモデリング技術の開発 

回路動作の障害となる特性ばらつきは、動作環境などの様々な外部擾乱によって生じており、個々

の擾乱によるトランジスタおよび回路動作の特性ばらつきを解析し、様々な擾乱(SER、ESD)に対し、

デバイス・プロセス・回路設計に有効なモデリング技術を開発する。 

 

先導研究 

 H19 年度においても下記のように先導研究を実施する。 

(1)化合物半導体を含む non-Si チャネル材料上への High-k 絶縁膜形成技術に関する先導研究 

 （独）産業技術総合研究所／（独）物質・材料研究機構 

平成１９年度は下記研究開発を実施する。 

・界面層の構造（とくに下地の化合物半導体の酸化状態や、界面に挿入した極薄 Ge 層の原子層数）

の異なる MIS 構造を作り分ける技術を確立する。 

・界面準位密度をSiO2/Si界面と同等な 1010 cm-2eV-1台にまで低減するための界面構造を同定し実現

する。 

・平成２０年度以降に non-Si チャネル上へ CVD/ALD ベースの絶縁膜製造技術の研究開発を進めにあ

たっての指針を提示する。 

 

(2)次世代 high-k・メタルゲートスタック技術に関する先導研究  東京工業大学 

  平成 19 年度は下記研究開発を実施する。 

(ⅰ)0.5nmEOT の実現と高耐熱性技術 

引き続き積層膜の検討として、HfO2膜との組み合わせとしてY2O3膜やCeO2膜などを検討する。前

年度で得られた結果と共にトランジスタを製作し、EOTが 0.5nmで動作するトランジスタを製作す

る。また、探し得た高耐熱性膜を用いたトランジスタでもEOTが 1nm以下となる領域での動作を確

認する。 

(ⅱ)移動度劣化抑制技術 

Y2O3薄膜やCeO2薄膜などの希土類酸化物まで検討する材料の範囲を広げ、移動度劣化を抑制で

きる材料の組み合わせを探索する。探索した材料の超高分解能TEM観察を行い、界面ラフネスや微

結晶の情報を得る。そして、第一原理計算による理論的アプローチから、この材料の組み合わせ

でなぜ移動度劣化が抑制できるか、そのメカニズムを説明する。 

(ⅲ)Fermi level pinning の抑制材料の先導研究 

Pt, Ta, Nb, Pd, TiN, Ru までメタル材料を拡大し検討を行う。これらの結果に基づき、ナノ

界面理論構築を目指す。 

 

(3)新探究伝送線路配線技術に関する先導研究    東京工業大学 

平成 19 年度においては下記項目ごとに実施する 

(ⅰ)①伝送線路配線の研究開発 

１．オンチップ差動線路構造の開発 

・技術世代に応じた 適な高密度伝送線路構造の検討 

・高密度配線構造・分岐配線の検討：高密度かつ分岐可能な線路構造、回路方式を世代毎に明

確化する。 

２．超低消費電力（インパルス方式）差動伝送線路 駆動・受動回路の開発 

３．hp65nm～hp22nm における配線スケーリングの検討 
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(ⅱ)次世代配線技術の比較評価 

カーボンナノチューブ配線、オンチップ光配線、無線配線との性能比較検討を行い、 終的に

それぞれの利用すべき用途を、技術世代毎に定量的に明示する。 

 

(4)Si 基板上に形成された高性能Ⅲ-Ⅴ族半導体 MISFET に関する先導研究 東京大学 

平成 19 年度は下記の課題ごとに研究開発を行う。 

(ⅰ) III-V 半導体 MIS 界面制御技術・界面形成技術 

    III-V 族半導体あるいはその上に堆積した極薄 Si や Al などに対して、プラズマ酸化・オゾン

酸化・プラズマ窒化などの低温絶縁膜形成プロセスを施して作製した MIS 構造に対し、XPS など

による MIS 界面構造の物理評価や電気評価を行って、III-V 族半導体 MIS 界面の基本特性と界面

準位の起源に関する検討を行うと共に、低界面準位を実現できる界面制御技術、界面形成技術を

提案する。 

(ⅱ) Si 上あるいは絶縁膜上への III-V 族半導体形成技術 

MOCVDとMBEを用い、マイクロチャネルエピタキシー法により、Si開口部からIII-Vエピ層を成長

させ、これをシードとして横方向成長させることによりSiO2上にIII-V-O-I構造を作製する方法を

検討する。 

(ⅲ) III-V MIS トランジスタ構造と 適チャネル材料の理論的検討  

    III-V 族化合物半導体の電子反転層サブバンド構造計算をベースとして、III-V-O-I 構造の

MOSFET の電流駆動力の計算を行い、 適な材料系あるいは III-V-O-I 膜厚などの検討を行う。 

 

(5)閾値電圧ゆらぎ制御のためのメタルゲートエンジニアリングに関する先導研究  名古屋大学 

平成 19 年度は下記研究開発を実施する。 

(ⅰ) 希土類金属酸化膜の表面窒化処理に関して、誘電率およびリーク電流の窒素濃度依存性を明

らかにし、誘電率 15 以上を確保可能で、800℃程度の熱処理においても膜特性が安定である窒素

濃度範囲を明確にする。 

(ⅱ)アモルファス合金ゲート(TM-Si-N)/希土類金属酸窒化膜積層構造におけるを有する MOS キャ

パシタの電気的特性を評価し、同構造におけるアモルファス合金ゲート電極の実効的仕事関数の

組成依存性を明らかにする。 

3.アモルファス合金ゲート(TM-Si-N)/希土類金属酸窒化膜積層構造における、アモルファス合金ゲ

ート電極の実効的仕事関数の熱的安定性を明らかにする。 

 

(6)デバイスばらつきに基づく回路特性ばらつきの予測とデバイス開発へのフィードバック  

広島大学 

 平成 19 年度は下記項目に関する研究を実施する。 

(ⅰ)抽出デバイスパラメタばらつきの信頼性評価 

  VDEC 試作 TEG を入手次第、電流―電圧特性を HiSIM シミュレーション結果と比較し、既存の測定

値を用いて準備しているモデルパラメタが今回の TEG にも有効か検討し、必要なら改良する。 

  試作 TEG による電流―電圧特性のばらつき測定を行い、HiSIM を用いたチップ間ばらつきモデル

を作成する。更にノイズ等による微視的現象の物理計測のばらつき結果から、ばらつきモデルの妥

当性を検証する。 

基本アナログ回路を用いたチップ間ばらつきとチップ内ばらつきの分離を実施する。これから、

チップ内ばらつきモデルを構築する。 

(ⅱ)デバイス特性ばらつきの評価 

 開発する HiSIM のばらつきモデルを用いて、デバイスレベルの特性ばらつきを評価し、様々の測

定値ばらつきを再現していることを検証する。 

試作したアナログ回路系 TEG の測定値から、チップ内ばらつきのメカニズムを解明し、チップ内

ばらつきの詳細なモデル化を実施する。 

(ⅲ)回路特性ばらつき予測の実現 

開発したばらつきモデルを用いてリングオシレータなどの基本回路について実測ばらつきの再現

性を検討する。 
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得られた知見をもとにばらつき予測手段の可能性について検討する。特にチップ内ばらつきを考

慮した場合に増大すると予想されるシミュレーション時間の短縮方法について考察する。 

 

(7)メタルゲートを中心とした次世代デバイスにおける特性ばらつきの問題とその解決法に関する

先導研究           （独）物質・材料研究機構 

平成 19 年度は下記研究開発を実施する。 

(ⅰ)メタルゲートのナノ構造制御と仕事関数制御 

仕事関数を制御する材料を探索し、その結晶粒径を数 nm、できれば非晶質化してナノスケール

のゲート幅に対応させる材料開発を進める。 

(ⅱ)耐酸化、耐還元性能向上のための添加材料の探索 

酸化還元雰囲気でも電気特性が影響を受けない自己補償能力をもつゲートスタック用の材料開

発も進める。 

(ⅲ)メタルゲート/ゲート絶縁膜界面の制御のための界面設計指針の確立と緩衝材料の探索 

 

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    株式会社半導体先端テクノロジーズ 

（１）高精度・低欠陥 EUVL マスクおよびブランクス技術の開発 

(ⅰ)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 

EUVL ブランクスの位相欠陥検出技術については、検査装置本体を製作・導入し、高感度検査条  

件の最適化に着手する。また、EUV 光によるマスク観察技術に関して、観察された欠陥の転写特性

を評価するとともに、明視野光学系によるマスク観察にかかる要素技術の高度化･高性能化を図る。 

(ⅱ)EUVL マスクおよびブランクスの高品位化技術の開発 

EUV 露光装置によるマスクの転写性評価、並びにシミュレーション評価を通じ、EUVL マスク構造（材  

質、反射率、寸法、構造など）の最適化、及び EUVL マスク仕様（寸法、欠陥、平坦性、反射率、裏

面異物など）の規格化を図る。 

(ⅲ)EUVL マスクコンタミネーション制御技術の開発 

マスクコンタミネーション管理技術を検討する。特に、レジスト材料からのアウトガスに関して、その管 

理基準を明確化する。また、コンタミネーションの除去技術に関して、その指針を得ることを目指す。 

（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 

(ⅰ)EUVL マスクパターン欠陥検査技術の開発 

EUV 対応のマスクパターン欠陥検査装置全体の設計を完了させ、基本構成部として、特に反射光  

学系、欠陥検出系、並びにステージ系を開発する。 

(ⅱ)EUVL マスクパターン欠陥修正技術の開発 

EUV 対応のマスクパターン欠陥修正装置に関して、基本構成部である修正鏡筒系、欠陥検出系、  

並びに 3 次元対応ステージ系の開発を行う。 

（３）ペリクルレス EUVL マスクハンドリング技術の開発 

(ⅰ)EUVL マスクの異物フリー搬送・保管技術の開発 

マスクハンドリング試験装置および異物検査装置を用いたマスク搬送過程の発塵評価を継続し、マ  

スクへの異物付着現象を解析することにより、異物フリー搬送の実現に向けた技術的指針を得る。 

(ⅱ)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 

ファブ内マスク異物検査の方式に関する検討を継続するとともに、ファブ内異物除去方式に関する

技術調査を行う。技術課題の抽出を通して、仕様の確定を図る。 

 

（２）平成１９年度事業規模 

一般会計 1,824 百万円 （継続） 

石特会計（エネ高） 2,350 百万円 （継続） 
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5. その他重要事項 

（1）実施体制 

研究開発責任者としてプロジェクトリーダーを置き、そのリーダシップのもとに研究開発を実施す

る。 

 

（2）運営・管理 

本研究開発については、平成 13 年 11 月に産学の有識者を構成メンバーとし、プロジェクトの運営

に関して審議する「次世代半導体プロジェクト企画調整会議（平成 16 年度第 2 回会議<開催：平成 17

年 2 月 24 日>から運営会議を企画調整会議に名称変更）」を、また平成 14 年度 4 月には産学の専門家

を中心とした進捗確認・助言の場として「次世代半導体プロジェクト技術委員会」を設置している。 

平成 16 年度は、企画調整会議を 2 回(平成 16 年 5 月 21 日、平成 17 年 2 月 24 日)、技術委員会を 3

回(平成 16 年 9 月 29 日、12 月 24 日、平成 17 年 3 月 11 日)、開催した。 

平成 15 年度は第１期（H13～15 年度）の 終年度として中間評価を実施し、評価結果を第２期（H16

～19 年度）の研究計画に反映させた。 

平成 17 年度は第２期（H16～17 年度）の 終年度として中間評価を実施し、評価結果を第３期（H18

～22 年度）の研究計画に反映させた。 

さらに、関連コンソーシアム＜つくば半導体コンソーシアム＞の進展、平成 19 年度の研究進捗、国

内外におけるエマージング技術の研究動向などを総合的に見極め、研究開発項目①-③について平成

19 年度中に中間評価を行う。 

 

（3）基本計画の変更に伴う公募 

  半導体 LSI では、微細化と共にトランジスタ特性ばらつきが顕著になってきており、課題解決の重

要性は急速に増大している。この課題に対し基本計画の研究開発項目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」の中で、「２．研究開発の具体的内容」を定め、トランジスタ構造

依存の特性ばらつきに対する半導体材料・プロセス・デバイスからの対処を Selete に委託し平成 18

年度より実施している。しかし平成 18 年度以降、急速に外部擾乱依存の特性ばらつきに起因したソフ

トエラーの根本的対応が求められており、基本計画を一部変更（具体的内容の追加）し、外部擾乱依

存の特性ばらつきへの対応の拡充を図る。それに伴い平成 19 年 3 月に部分追加公募を行い、実施者を

決定し、19 年度事業を実施する。 

事業規模 188 百万円 （事業規模については、多少の変動があり得る。） 

 

（4）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。 

 

（5）年間スケジュール 

平成 19 年 2 月 部長会附議 

  運営会議附議 

 3 月 部分追加公募 

      4 月 継続分の限度額変更契約 

      5 月 部分追加分の採択通知 

      6 月 部分追加分の契約 

      7 月 中間評価 

 

（注）事業規模については、変動があり得る。 
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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 

再委託：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  

ＮＥＤＯ 
指示・協議

委託  

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 

 委託先（Ｈ１９年度公募により決定）  
【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
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