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1. 件 名：プログラム名 IT イノベーションプログラム 

 エネルギーイノベーションプログラム 

（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．根拠法 

  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15 条第 1 項第 1 号ハ及び第 2 号 

 

3. 背景及び目的・目標 

（１）背景及び目的 

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、「IT イノベーションプログラム」、「エネルギーイノベーション

プログラム」の一環として実施している。本プロジェクトは、我が国の半導体関連産業(デバイス、装置及び材料)

の国際競争力強化のため、高機能 LSI の実現に不可欠な半導体構造の微細化に対応できる半導体デバイス・

プロセス基盤技術を平成 22 年度までに確立することを目的とする。 

第一期（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。 

第二期（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、第三期として、hp45nm を越える技術領域の技術課題を解決し、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 

    ［委託事業］ 

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  

⑤ EUV光源高信頼化技術開発 

 

（３）目標 

hp45 nm を超える技術領域の課題を解決する。 

Ⅰ． 終目標として、hp45nm を越える技術領域の課題を解決する革新技術としての新構造極限 CMOS トラ

ンジスタ技術、新探究配線技術、特性ばらつきに対し耐性の高いデバイス・プロセス技術を、産業界におけ

る実用化に向けた展開につなげることを目指して開発する。 

Ⅱ．EUV マスク基盤技術および EUV 光源高信頼化技術を開発し、EUV マスク基盤技術については中間目

標（平成 20 年度）として hp45nm、 終目標（平成 22 年度）として hp32nm に対応する技術を確立し、平成

20 年度より開始する EUV 光源高信頼化技術については 終目標（平成 22 年度）として hp32nm に対応

する技術を確立する。 
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4. 実施内容及び進捗（達成）状況 

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

開発を実施した。 

4.1 平成 18～19 年度（委託）事業内容 

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 

（実施体制：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 技術領域の CMOS の高性能化・低消費電力を達成するために、CMOS を構成する NMOS

と PMOS それぞれに 適化した新材料を用いてトランジスタのキャリア伝導特性を向上する技術、および、微

細化に伴う短チャネル効果を抑え、低オフリーク電流を実現するゲート構造を提案･実証した。さらに、上記

各技術に関連した計測技術を開発した。 

平成 19 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 

グローバルひずみ基板の特定軸方向のひずみを緩和させる方法などを用いて、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。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、n チャネルには

電流方向に引っ張りひずみを加えた Si を、p チャネルには電流方向に圧縮ひずみを加えた SiGe を用いて、

(110)チャネル面マルチゲート FET 構造を試作し、(100)プレーナに比較して、約 2～3 倍の移動度向上を実

証した。一軸ひずみ構造(110)チャネル面 NMOS FinFET を 先端プロセスラインで試作し、ひずみによる

移 動 度 向 上 効 果 が短チャネル（ゲート長 約 30nm）においても維 持 できる（移 動 度 が無ひずみ NMOS 

FinFET の 2.6 倍）ことを実証した（PMOS は試作中）。また、チャネル側壁面に高温水素エッチングを施し、

平坦な側面を実現する技術を開発した。さらに、チャネル上面あるいは側面から立体的に酸化濃縮を行っ

たナノワイヤーSiGe あるいは Ge チャネルトランジスタを作製する技術を開発した。 

Ge チャネル MOSFET の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。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

組み合わせなど界面準位終端方法を開発した。さらに、Si の極薄層でパッシベーションを施した Ge 表面上

に LTO SiO2 と TaN 電極からなるゲートスタック構造を形成し、NiGe メタルソースドレインを形成して、ゲート

長 60nm の Ge チャネル MOSFET 試作に成功した。 

(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った。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 に低減した。SGOI 基板の貫

通転位密度を低減できる二段階酸化濃縮法を用いたひずみ SOI-MOSFET においては、ひずみばらつき

に起因した Vth ばらつきが従来手法と比較して半分以下に低減されることを実証した。 

（ⅲ）高移動度チャネル MOSFET におけるデバイス物理明確化 

一軸ひずみ細線トランジスタの表面を、水素サーマルエッチング技術で平坦化することにより、表面ラフ

ネス散乱による移動度を 2.5 倍向上し、室温移動度約 1.9 倍を実現した。また、2 軸引っ張りひずみの印加

により、NMOS においては TDDB（Time Dependent Dielectric Breakdown）信頼性が向上する一方、PMOS

においては NBTI（Negative Bias Temperature Instability）信頼性の僅かな低下が見られることを明らかに

した。 

(ⅳ)トランジスタ構造の高空間分解能計測技術 

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平坦化表

面を作製する技術を開発した。 

原子間力顕微鏡(Atomic Force Microscope、AFM）を用いてラマン散乱光を局所的に励起し、高空間
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分解能のひずみ計測を行う技術を開発した。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、3σ＜0.3 nm の線幅計測精度

で評価できる計測技術を開発した。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した。 

平成１９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 

MIRAI 第二期までに開発した LL-D&A コンセプトを進め 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。また、HfO2 の高速熱処理効果による

EOT 薄膜化により、EOT=0.6ｎm の HfO2 MOS キャパシタの形成に成功した。 

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)を行う処理をサイクルごとに繰り返し行い HfO2 を下地 SiO2 とミキシングさせて、傾斜組成 界面

（CG-IL）構造を形成する、究極の LL-D&A 技術を開発し、この技術によりゲートファーストプロセスで EOT

＝0.49ｎm を達成した。 

HfO2 の結晶相を制御することによって、誘電率がおよそ 40 という従来の倍にあたる世界 高値を達成で

き、極限 EOT 化を期待できる技術を開発した。 

(ⅱ)しきい値電圧制御メタルゲート電極の開発 

実効仕事関数の決定機構に関しては、メタルゲート電極よりも High-k/SiO2 界面ダイポールが主因子で

あることを世界で初めて見出し、その機構解明に重点を置き、徹底的に実験検証を進めた。二層 High-k

堆積技術によって、High-k/SiO2 界面ダイポールの存在、Si 電極の効果、還元雰囲気下でのアニールによ

る酸素欠損の効果、等に関し、電極側と Si 基板側の２つの界面層で起きる現象を明確に区別し、メタル

/High-k 界面にはフェルミレベルピンニングは無いことを定量的に示した。 

さらに、界面層の薄膜化によって特徴的に見られる VFB の低下（ロールオフ）、或いはロールアップが観

測されるという新たな実験事実も発見した。 

(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 

High-kMOSFET の移動度劣化に関しては、従来のダイポール散乱モデルとは決定的に異なり、Si 基板

側界面ダイポール散乱による新しいモデルを提案し、従来のリモートフォノン散乱を否定する事実を実験検

証し、総合的理解を深めた。また、NBTI 及び PBTI などの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た。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）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 

                                   （実施体制：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。そこで原料のカーボンが供給過多にならないよう、供給量の 適化を行い、
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450℃の成長温度で局所的ではあるが１×1012/cm2 以上の高密度成長を実現できた。 

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。また触媒の活性度を計測す

る、QMS 法と In-situ FT-IR 法という新しい計測法を開発した。特に FT-IR 法では、CNT 成長時の原料ガ

スの分解をリアルタイムに計測でき、CNT の成長条件や触媒下地膜の 適化が効率的に行えるようになっ

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。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。さらに、あすかラインから入手の ultra low-k SiOC(k～2.6)を層間膜と

したビアへの CNT 成長に世界で初めて成功した。 

(ⅲ)微細ビアによる電気特性評価 

あすかラインで作製した直径 160nm ビアを用いた試作を開始し、450℃成長 CNT で抵抗値 34Ωを達成

した。これは世界トップの値である。また、高さが 60nm の微小ビアを作製し、電気抵抗の温度依存性がほと

んど無いこと、この抵抗値がチャネル数と量子化抵抗の積とほぼ一致することなどを観測し、450℃の低温

成長 CNT のバリスティック伝導を示唆する結果を世界で初めて得ることに成功した。 

インパクタ方式によって微粒子分級（微粒子の特定サイズのみの分離）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、すでに 40nm 径のビア底へも触媒微粒子が供給できることを

確認している。その後の CVD 成長によって、50nm 径のビアからの CNT 成長を確認した。 

(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 

低温 CVD 成長装置と触媒微粒子装置スケールアップ方式に関する初期検討を行い、300mm 対応可

能な装置方式を絞り込む。CVD 成長方式の検討として、熱 CVD 以外では、各種プラズマ CVD(PECVD)

法による低温成長の検討を行った。触媒金属はサイズ制御したナノ触媒微粒子を共通に使用し、CNT の

品質確認には TEM 観察を用い、温度校正には熱電対を埋め込んだ基板を用いた。プラズマ CVD として

は、LSI プロセスで大面積化実績のあるプラズマ励起方式(表面波型および容量結合型)と、単層 CNT の

配向成長で実績のある先端放電型ラジカル CVD 法による実験を行った。表面波型および容量結合型に

よる低温成長の検討では、これまでに、励起手法によらず、成長基板近傍でのイオン成分抑制と適切なラ

ジカル成分提供により 400℃以下で中空構造を確認(表面波 380℃、容量結合型 370℃)することに成功し

た。一方、先端放電型ラジカル CVD では、マイクロ波を用いてアンテナ先端で局所的な放電を生成し、低

パワー(たとえば 50W）での安定な放電を得ている。電気抵抗を 2μm 径のビアで測定したところ、先端放電

型ラジカル CVD で 16Ω（390℃)、表面波型プラズマ CVD で 72Ω（430℃)と、熱 CVD 成長＠400℃に比

べてまだ 2 桁程高く、密度やコンタクト、ダメージの詳細な評価を行う必要があることが分かった。CNT 密度

は 1011 本/cm2 程度には達している。 

 

 

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）」 

「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) SiON 光導波路と結合させた Si ナノフォトダイオードを持つ光配線基板と Si ナノフォトダイオードの出力

電流により動作する回路を持つ LSI とを貼り合わせた構造を試作した。貼り合わせ部には非 Pb の合金

はんだを用いた。この貼り合わせ構造を用いて、光信号により電子回路を動作させる実験を行った。こ

れは光によるクロック分配の可能性を実証するための基礎実験になっている。信号源として、波長 850 

nm の外部光源を準備した。現段階で 5 GHz 程度の応答が可能なことが実証された。これは、LSI チッ

プレベルの光信号受信実験としては、従来行われてきた研究の数倍の周波数である。 

(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
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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、遅延および消費エネルギーの観点で、光配線が電気配線に優れることが予測された。光配線

で電力遅延積を電気配線の半分以下（配線長 10mm のグローバル配線で 1pJ 以下）にする条件を求

め光配線に関するロードマップを作成した。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。 

(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提案、開発した。さらに、

SiON 光導波路と MMI（多モード干渉）導波路による光の分岐構造および Si ナノフォトダイオードとの組

み合わせからなる独自の光配線層を開発して、外部光源からの光パルスに対する応答の測定を行い、

出力信号の FWHM（半値全幅）は 20 ps という極めて短い値を得た。これは、LSI チップ光配線に用い

るのに十分高速な応答である。 

光変調器では、超小型光変調器用の電気光学セラミクス膜を用いた光導波路の作製およびその電

気光学特性評価を行った。特に、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

調素子の設計を行い、光配線ロードマップ提案の基本データとした。さらに、その設計結果に基づき直

線状の光導波路に光を閉じ込める長円形のリング共振器を接続した構成を検討し、リング共振器の一

部を電気光学材料にした独自構造で高速に電気信号を光信号に変換する変調器の試作を開始し

た。 

（ⅱ)変調器材料量産成膜技術では、上記電気光学材料用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った。特に、LSI プロセスにナノ結晶粒セラミ

ックス製膜装置を導入することを目的とした、ウエハ洗浄技術の初期的な検討を行い、洗浄方式として

は、圧搾空気と水を用いた二流体洗浄により基板に付着したセラミック粉が確実に除去できることを確

認した（産総研およびアルバックとの共同実施による結果）。 

また、大面積で均一な膜を得るため、製膜部の膜厚をその場測定する膜厚モニターを開発し、面内

膜厚ばらつきが 4%（3σ）になることを確認した。これは LSI チップ光配線用変調器のための PLZT 光導

波路形成には十分小さな値である。 

(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

路の作製および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。

特に、波長 800～850nm 付近では高温の熱処理なしでも OH 基や NH 基による損失が見られないこと

を明らかにした。また、SiON を高屈折率コアとする導波路を試作し、その光導波損失値の値として欧米

で検討されている Si 導波路より一桁小さな 0.2-0.3dB/cm を得た（NTT との共同実施による結果）。量

産に適した光導波路形成技術の確立を目指し、特に i 線露光を用いた平滑な光導波路形成技術開

発を行った。プロセス条件 適化により滑らかな曲線形状を実現し、SiON 導波路の低損失化だけでな

く Si 光導波路としても電子ビーム露光に迫る低伝搬損失 2.6 dB/cm を得た。 

 

 

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 

(実施体制：株式会社半導体先端テクノロジーズ) 

③-1 「ロバストトランジスタに関する技術開発」 

「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の評価 

デバイス特性ばらつきの評価を行なうために、評価すべき特性ばらつきの検討を実施し、新たに特性

ばらつきを検出し得る TEG パターン(特性バラツキ TEG)を設計、TEG マスクを作製した。超大規模
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DMA-TEG により、1 チップあたり 100 万トランジスタの評価ができる TEG を試作した。また、超大規模

DMA-TEG は長い配線長を有するため、MOS トランジスタのオン電流を評価する場合には電圧降下を

引き起こし、所望の電圧が端子にかからない問題があるため、完全分離型(汎用)DMA-TEG を設計した

（1 チップに配置できるトランジスタ数は 16000 個になる）。これら以外にも様々なデバイス特性ばらつきを

評価できる TEG を設計・試作した。 

高速測定技術に関して、並列測定可能な高速測定システム、DMA-TEG アドレスのパラレル選択方

式の採用、測定アルゴリズムの高速化の検討を行い、100 万個のトランジスタの実測が約 2.5 時間と、従

来比 1/10000 と大幅に改善した。 

[2]物理パラメータばらつきの計測 

ゲート長と電気特性の相関を調べるため、デバイス特性ばらつきと、デバイス特性にもっとも敏感に影

響するゲート長の関係に関して評価し、デバイス特性ばらつきはゲート長ばらつきが原因ではないことを

明らかにした。 

  チャネル不純物の間接的な評価として、真空中を通過する参照波とチャネルを通過する物体波からホ

ログラム像を取得し、フーリエ変換することで位相差像を得てチャネルのポテンシャルを計算する電子線

ホログラフィーを用いたチャネルポテンシャルの直接観察を検討した。評価対象に Vth の異なったペアト

ランジスタ を用い得られた位相差像により計算されたポテンシャル像を調べることにより、このペアトラン

ジスタの Vth 差の原因が、メタロジカルなゲート長、並びにチャネル不純物添加量が異なることが原因で

あることを明らかにした。 

  次に、デバイス特性に大きな影響を与えるゲート酸化膜の評価を行った。ゲート長×ゲート幅の広い領

域の酸化膜の膜厚、界面状態で決まるため、デバイス特性を決める広い範囲(たとえば Vth であればゲ

ート幅)で高精度なゲート酸化膜の観察が必要になる。新たにゲート酸化膜厚や界面状態の定量評価

を目的として、TEM アナライザを開発した。界面位置、膜厚情報の定量化を可能とした。 

[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 

デバイス特性ばらつき解析では、特性ばらつきと物理パラメータばらつきとの対応、原因究明を行なう

ために、従来のばらつき評価手法である Pelgrom プロットでは比較困難であったばらつきデータに関して、

新たなばらつき評価標準化手法として、Takeuchi プロット法を開発した。 

[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 

特性ばらつきの基本的なパラメータの分類方法を検討し、回路シミュレーションによる電気的特性ば

らつきの計算機上での再現の実現方法を検討し、超大規模 DMA-TEG の測定結果を SPICE 用パラメ

ータのばらつきへ移植することにより、電気的特性ばらつきの再現を検討することを実施し、超大規模

DMA-TEG の実測結果より求めたオン電流と Vth の両ばらつきデータを使用することにより、σVth に関

して TEG 測定結果と 1％以内の整合性を確認した。 

[5]NMOS、PMOS の特性ばらつき差の解明検討 

Takeuchi プロットを用いて様々なプロセスのデータを解析したところ、プロット傾き BVT は PMOS ではほ

ぼ一定値となり、離散不純物で計算されるばらつき量～1.8 にほぼ一致した。これは PMOS の特性ばら

つきがチャネルの離散不純物分布で決まることを示唆している。一方、NMOS の場合も BVT がほぼ一定

の値に近くなるが、世代により BVT は大きくなること、作製したラインが異なった場合にもそのばらつき度

合いが異なることがわかった。このように PMOS では様々なデバイスで共通である離散不純物による特性

ばらつきが主要因であり、NMOS の場合には世代、作製したデバイスによりその特性ばらつきが異なるこ

とを始めて明らかにした。NMOS、PMOS の特性ばらつき差の解明するため、アトムプローブを用いた半

導体材料の評価技術を確立し、チャネル注入された不純物の 3 次元分布を評価した。 

[6]特性ばらつきに対して耐性の高いデバイス構造を提案し、その基本特性と課題を検討 

 物理パラメータばらつき計測結果を基にしたばらつきモデルを TCAD に導入した。また特性ばらつきが再

現可能である 3D-TCAD シミュレータを開発、これらを用いて物理パラメータの初期感度テーブルを導

出した。 

 

 

③-2 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（耐外部擾乱デバイス技術開

発） 

平成１９年度に以下の研究開発を実施した。 
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ａ）SET によるトランジスタ動作の過渡的特性ばらつきモデリング 

LSI の論理回路部分に中性子線が入射した場合に過渡的にトランジスタの動作状態が変化し、その

変動が回路を伝播して LSI の誤動作を引き起こす確率を評価するために、単体トランジスタレベルから

回路・チップレベルに至る SET の基本的評価フローを構築した。その過程において、従来の TCAD より

計算時間を 1/2～1/3 短縮することができた。また、応答波形のモデル化において nMOS を電流源で置

換する方法がより高精度である等の知見を得た。さらに、正しい誤動作率を求めるためには LSI の回路

各部においてどのような現象を考慮すべきかを明確にした。 

ｂ）HiSIM-RP によるリバースプロファイリングとばらつき推定 

リバースプロファイリング専用コンパクトモデル HiSIM-RP の開発のために、まず、チャネル深さ方向不

純物プロファイルのモデル化を行った。任意のチャネル不純物プロファイルを表面ポテンシャルの関数と

して記述する一般的なモデル化手法を開発した。これは世界初の成果である。また、Halo プロファイル

のモデル化を行い TCAD によるシミュレーションと比較した結果、表面ポテンシャルの Vds 依存性を高精

度に再現出来ており、リバースプロファイリングに適用可能であることを明確にした。 

ｃ）トランジスタ特性のストレス起因レイアウトパターン依存性モデリング 

レイアウトパターン依存性要因の中で、隣接拡散層間距離依存性評価用パターンの電気特性変化

が も顕著であることを示した。隣接拡散層間距離依存性パターンに関しては測定とシミュレーションで

依存性が逆になっていることがわかった。そのため TCAD の応力パラメータをキャリブレーションする手法

を開発し、次いで、キャリブレーションされた TCAD と、レイアウトパターン依存性評価 TEG の測定結果

に基づいてコンパクトストレスモデルの基本形を開発した。65～90nm プロセスの、単純な矩形からなるレ

イアウトパターンに対して、このコンパクトストレスモデルが、Ion に関しては±5%、Vth に関しては±25mV

の精度で実測値を再現出来ることを示した。 

 

 

①～③の先導研究 

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

研究を行った。本先導研究では、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、有用性を高めながら研究を進め、下記の 7 件

のテーマを実施した。 

 

(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 

（実施体制：（独）産業技術総合研究所／（独）物質・材料研究機構） 

hp22nm 世代以降の CMOS の n チャネル材料として注目を集める III-V 族化合物半導体について、良好な

MOS 界面を形成するための条件を明らかにすることによって今後の製造技術開発の指針を得ることを目的と

して研究を行った。（独）物質・材料研究機構の化合物半導体成長ＭＢＥシステムに、（独）産業技術総合研

究 所 が 開 発 し た 下 地 酸 化 を抑 制 でき る High-k 絶 縁 膜 電 子 ビ ー ム蒸 着 装 置 を接 続 す る ことにより、

High-k/III-V 界面構造を原子レベルで作り分けることが可能な実験装置を構築した。HfO2/GaAs をモデル

系として実験を行った結果、As-O 結合を有する界面ではフェルミレベルが弱くピニングされ、Ga-O 結合を有

する界面については GaAs のバンドギャップ内の伝導帯端に近いエネルギー位置に高密度の界面準位が存

在することを示す電気特性が得られた。これらの結果は、従来言われている V 族原子の酸化抑制のみではな

く、伝導帯端近傍の電子状態を支配する III 族原子の結合状態を制御できる絶縁膜形製造装置の必要性を

示唆している。製造装置環境における原子レベル界面制御のためには界面構造をモニタリングする手法が必

要あるため、反射率差分光（RDS）の適用可能性を検討し、RDS が化学組成や熱処理に伴う界面構造変化

に対して充分な感度を持つことを実証した。また、CMOS の p チャネルに Ge が採用される可能性を考慮して、

極薄 Ge 層を界面層として挿入する効果についても検討を行い、Ge 層を挿入するだけではピニングを外すこと

が困難であるという結論を得た。 

 

(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 

（実施体制：東京工業大学） 
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昨年インテルが high-k メタルゲート技術を 45 nm ノードの製品へ導入することに成功したが、これによって、

65nm と比べスイッチングスピードは 20％向上させると同時にゲート絶縁膜のリーク電流を 1/10 に、ソース・ドレ

イン間のリーク電力を 1/5 に減らすことに成功している。このように、high-k メタルゲート技術は集積回路の高

性能化や低消費電力化にとって も基本的な技術である。但しインテルやその他会社が現在開発を行なっ

ている技術は EOT が 1nm であり、ロードマップで記載されている 10 年先の EOT=0.5nm を達成し、世界をリ

ードするためには、今から HfO2 系に代わる新材料の探索を徹底的に行ない、SiOx 系の界面層の無い

high-k ゲート絶縁膜と Si 基板の直接接合構造を実現する必要がある。本研究では、来るべき直接接合構造

を実現するための材料選択とプロセス検討を行い、0.5nm という低 EOT の直接接合トランジスタの動作確認と

特性の解析を行ってきた。その結果、La2O3 膜で 0.48nm の EOT でのトランジスタ動作を確認することに成功し

た。このトランジスタの移動度は未だ 100cm2/Vs ぐらいしか出ていないが、詳細な解析によりこれは High-k/Si

界面の特性は比較的良好で、High-k/メタルゲート界面に起因することが明確になった。また HfO2 膜を改良

するという方向の研究では HfO2 膜の下に La2O3 の薄膜を挿入することにより界面準位の 1010/cm2 台への抑

制と、フラットバンド電圧の調整が可能であることも分かった。これらの先導研究で得られた知見を基に 10 年

後の EOT=0.5nm へ向けて新材料探索の本格的研究開発を開始することが望ましいと考えられる。 

 

(3)新探究伝送線路配線技術に関する先導研究 

                          （実施体制：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

技術の開発を行い、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し実施した。 

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い、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

して実施した。 

 平成 18、19 年度の研究開発において下記成果を得た。 

(ⅰ)伝送線路配線の研究開発（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  

（実施体制：東京大学） 

III-V MOSＦＥＴの電流駆動の理論的検討に関しては、バリスティック輸送下でのオン電流の理論計算から、

電子の有効質量の点でソース端での注入速度とゲート容量がトレードオフの関係になることやＬ点への電子

遷移抑制の観点から、In ベースの半導体の中で極端に有効質量の小さくない InP, InAs, InGaAs, InAsP など

が有望であることが明らかとなった。 

また、Si あるいは絶縁膜上への III-V 族半導体の形成技術に関しては、基板上に形成した絶縁膜に局所

的に開孔したＳｉ領域上に、MBE 法と MOVPE 法の二つの結晶成長手法により、GaAs 及び InGaAs の選択成

長を行った。結果として、(111)面 Si 基板上の微小孔に対し、適切な表面処理を用いて MOVPE を適用するこ

とにより、良好なモフォロジーの InGaAs を得ることに成功した。さらに、III 族原料ガス分圧の制御により、大き

な横方向成長を伴う平面型 InGaAs 結晶と縦方向に成長する六角柱状の InGaAs 結晶が作り分けられること

を初めて見出した。この InGaAs 構造は、InAs に近い組成を持つこと、横方向成長が顕著な成長条件ほど、

Ga 原子の取り込みが多くなることが分かった。 

III-V 化合物半導体の MOS 界面制御・形成技術の研究開発に関しては、InAs 及び InP のバルク基板に

対して、絶縁膜形成前の表面処理を変化させ、いくつかの堆積膜を用いて MIS キャパシタを形成して界面特

性を調べた結果、InP 基板上に Si O2 を EB 蒸着させることで、表面ポテンシャルを大きく変化させることができ

ることが分かった。   
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(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 

（実施体制：名古屋大学） 

技術世代 hp32～hp22 のナノスケール CMOS デバイスにおける閾値電圧ゆらぎの原因の同定と基礎的現

象の解明を目的として、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した。アモルファス合金ゲートに関しては、遷移金属(TM)-Si-N 合金を対

象として、まず遷移金属として Ti を選び、Ti-Si-N の結晶構造、抵抗率および仕事関数の組成依存性と熱処

理に対する安定性を系統的に評価にした。TM-Si-N 合金の結晶化温度は窒素(N)濃度の増加に伴って上

昇する。飽和 N 濃度の Ti-Si-N では 1000℃以上の熱処理後においても多結晶構造を形成しないものの、ア

モルファス層中に微結晶粒(TiN)が析出する。この微結晶粒の形成は、as-grown 膜においても観測されること

がある。微結晶粒の粒径が当該世代のチャネルサイズに比べて十分に小さければ、均一なゲート電極材料と

見なすことも可能である。このようなアモルファス-微結晶粒混合状態では広い温度範囲において抵抗率が変

化せず、これは微結晶粒がほとんど成長しないためと考えられる。しかしながら、このような状態での微結晶粒

の成長速度や核形成速度などはほとんどわかっていない。一方、LaAlO や PrSiO をラジカル窒化処理すると、

Al や Si に優先的に N が結合する。その結果、リーク電流などのばらつきが劇的に小さくなることを見いだして

おり、希土類金属複合酸化膜の特性制御技術として極めて興味深い。本研究の成果は、ゲートスタック構造

における材料選択および界面特性制御において、微細領域での結晶構造や化学結合の形成機構を原子レ

ベルで解明することが必須であることを示している。 

 

(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  

（実施体制：広島大学） 

我々が開発してきたデバイス物理に基づく回路モデル HiSIM を用いて、回路ばらつきの原因になっている

デバイスばらつきを抽出し、回路ばらつきの予測を可能にする。更に回路ばらつきを支配するデバイスばらつ

きを抽出し、デバイス開発への指針を与えることを目的として実施した。この際、チップ間のばらつきと同時に

チップ内のばらつきも抽出する。 

90nm テクノロジーについて HiSIM モデルパラメタ抽出を行い、ウエファ上ばらつきを抽出した。この結果から

HiSIM を用いてデバイスレベルのウエファ上ばらつきが解析可能なことを確認し、リングオシレータの予測性を

確認した。また 65nm テクノロジーの 300nm ウエファを測定し、HiSIM モデルパラメタを抽出して、ウエファ上の

ばらつきを抽出した。180nm テクノロジーを用いて TEG を設計した。この測定値から HiSIM モデルパラメタ抽

出し、ウエファばらつきを抽出した。以上、180nm、90nm、及び 65nm の 3 世代のデバイスばらつきを解析し、

将来におけるばらつき予測の可能性を検討している。 

設計した基本回路の測定がほぼ終わって、一部の回路の不具合を除いて、ばらつき解析に十分対応でき

ることを確認した。HiSIM モデルパラメタを用いて回路ばらつきを解析する作業が進行中である。この結果から

チップ内ばらつき、および回路ばらつきに支配的なデバイスパラメタを明らかにする予定である。 

 

(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

      （実施体制： （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

動作の障害になる可能性が指摘されている。本先導研究ではこれららの課題に関して以下の 2 つの大きな成

果が得られた。 

①金属ガラスを使ったメタルゲート材料の検討とばらつき抑制への効果 

次世代のメタルゲート材料は仕事関数を自由に制御できかつ hp45nm～22nm の世代に対応できるナノ構

造を有していなければならない。そのためには多元合金化による仕事関数制御と結晶粒界の大きさの制御が

必要になる。本研究では、この条件を満たす材料として Ru-Mo-C 系メタルゲートを検討し、非晶質構造を持

ち、メタル/high-k 界面の実効仕事観数を 1.0eV 制御できる材料を発見した。また、ゲート長 30nm をもつ

MOSFET を作製し、その幅を 10μm～100nm まで変化させた場合、多結晶メタルゲートと比較して、そのばら

つきが非晶質化することで 12%ばらつきの抑制に効果があることを実証した。 

②耐酸化、耐還性雰囲気熱処理性能向上のための添加材料の発見 

メタルゲート/ゲート絶縁膜界面には電気二重層が存在し、その電荷量は酸素雰囲気あるいは還元雰囲気

によって大きく影響をうける。本研究では酸化還元雰囲気でも固定電荷量が変化しない緩衝材料として Ce 

O2 の添加が有効であることを見いだした。これは Ce が+3 価と+4 価をもつためで、酸化還元時にこの Ce が自
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らの価数を変化させることで電荷の増減を緩衝するためと考えられる。 

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    

(実施体制：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 

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 

平成 18 年度に行った設計に基づいて、EUVL ブランクス全域の位相欠陥検査が可能な検査装置の製

作を推進し、多層膜ミラー光学系、EUV 光源および検査システム機構系について調整・評価を終了した。

高感度検査条件の 適化を目的として、多層膜形成モデルを高度化し、位相欠陥の形状･サイズと検査信

号の関係をシミュレーション解析するとともに、多層膜表面のラフネスがバックグラウンドノイズとして検査信号

に与える影響を評価した。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

術の高度化をさらに進め、位相欠陥のＥＵＶ顕微鏡での観察可否判定がウエハへの転写特性シミュレーシ

ョン結果と整合することを確認した。 

 

② 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を行うために平成 18 年度に導入した小領域 EUV 露光装置(SFET: Small 

Field Exposure Tool）において、hp22nm の L/S パターンおよびｈｐ32nm のホールパターンが解像すること

を確認した。SFET とマスクシミュレーションを用いて吸収体膜厚の 適化検討を行い、吸収体を薄膜化す

ることによって反射型マスク固有のシャドウイング効果が低減できることを確認した。SFET を用いたパターン

転写特性評価結果を活用し、マスクおよびリソグラフィシミュレーションの高度化を推進し、マスクの位相欠

陥サイズ、振幅欠陥サイズならびに欠陥修正誤差の許容値に関する第一次仕様を構築した。  

 

③ EUVL マスクコンタミネーション制御技術の開発 

平成 18 年度に導入したレジストアウトガス評価装置を用いて種々のレジストのアウトガス放出特性を評価

し、SFET での露光に使用するレジストのアウトガス管理基準を策定した。EUV 光によるマスク上のカーボン

堆積現象把握の一環として堆積膜のキャラクタリゼーションを行った。これに基づいてカーボン堆積膜が露

光特性に与える影響評価をシミュレーションによって実施した。カーボン堆積膜の原子状水素によるクリー

ニング技術開発を九州工業大学に再委託し、カーボン堆積膜の除去特性を評価するとともに、原子状水

素がマスク吸収体膜に与える影響を解析･評価する技術の基礎検討を行った。 

 

(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 

① EUVL マスクパターン欠陥検査技術の開発 

プログラム欠陥を作り込んだ欠陥検出感度評価用 EUV マスクを製作し、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 マスクの検査画像コントラストと検査感度の評価を行

い、吸収体の薄膜化によって検査画像コントラスト並びに検査感度が向上することを見出した。検出感度

向上施策の一環として装置の照明系並びに欠陥検出系の検討を行い、超解像照明の有効性を明らかに

した。これらの検討結果と平成 18 年度に定めた一次仕様に基づき、EUVL マスク対応パターン欠陥検査装

置の詳細設計を行うとともに、装置の基本構成部である検出光学系、機構系（ステージ、搬送系）および制

御系の製作を行った。 

 

② EUVL マスクパターン欠陥修正技術の開発 

平成 18 年度に設計・製作した集束イオンビーム（FIB）による欠陥修正要素技術開発試験機を用いて高

選択エッチングガスの検討を行い、酸化性ガスの間欠導入という新規コンセプトによるエッチング方式が垂

直加工に対して有効であることを見出した。修正鏡筒系、欠陥検出系の総合調整を行い、修正加工直後

にその場で修正箇所を観察できるダブルビーム鏡筒の有用性を実証した。FIB による多層膜へのダメージ

評価の一環として、多層膜へのイオン注入に起因する多層膜反射率変化を評価できるシミュレーション手

法を構築し、実験との一致性が良好であることを確認した。高精度ステージﾞを含む修正装置チャンバの超

クリーン化技術開発ならびにナノピンセット技術の要素開発を推進した。 

 

(3)ペリクルレス EUVL マスクハンドリング技術の開発 
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① EUVL マスクの異物フリー搬送・保管技術の開発 

平成 18 年度に導入したマスクハンドリング試験装置 MPE-Tool と異物検査装置を用いて二重ポッド方式

のマスクキャリアの搬送、シッピングおよび保管における発塵評価を行った。1,000 回以上の搬送テストを行

った結果、二重ポッドキャリアを用いた場合には裸マスク搬送に比べて異物付着が約 1 桁少ないことが確認

でき、二重ポッド方式の有効性を実証することができた。シッピングおよび長時間保管においても異物増加

がほとんどないことを確認し、異物フリー搬送の実現に向けた技術指針を得ることができた。マスク裏面に付

着した異物がマスクを保持する静電チャックの特性に与える影響を評価する実験環境を構築した。 

 

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

異物クリーニング技術については、欠陥修正技術開発の一環として開発しているナノピンセット方式を有

力候補の一つと位置づけ、要素技術開発を推進し、良好な異物把持特性が得られることを確認した。レー

ザーアブレーション方式など他の方式についても詳細な調査を実施した。ウェハファブ内におけるマスク異

物検査技術については、平成 18 年度に引き続き、候補技術について技術調査を行い、比較検討を行っ

た。これらの調査を通じて技術課題の抽出を行うとともに許容異物サイズに関するシミュレーションを行い、

第一次仕様を策定した。 

 

4.2 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 19 年度 

① 一般勘定           1,838 2,152  4,570  2,842    2,636   2,987  2,147 

 一般勘定(補正予算)         - 1,779     -     - 

③ 需給勘定            1,604 2,092     -  1,514    1,699   3,343  2,888 

  計          3,442     6,023  4,570  4,356    4,335   6,330  5,035 

 

特許出願(国内+外国)件数： 10   47    63     66      73      60   34 

特許出願(国内のみ)件数： 10   42    44     47      49      33   28 

論文発表数（報）：  14   29    52     56      54      38   48 

学会発表数（報）：  48  174   252    217     227     189   172 

新聞発表数（件）：   8   29    36     36       40     28   42 

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

 

 

5. 事業内容 

（１）平成２０年度（委託）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 渡辺久恒氏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。 

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 

（実施体制：独立行政法人産業技術総合研究所／株式会社東芝） 

hp32nm を超える技術領域における低消費電力・低待機電力 CMOS に適した、高電流駆動力・低リー

ク電流シリコン-ゲルマニウム系 CMOS 技術の実現に求められるバリスティック効率向上技術を産業界の

実用化に向けた取り組みと一体的に開発する。 

（１）ソース・ドレイン材料・構造の制御により CMOS の駆動力を高める技術の開発 

①ソース・チャネル界面の電子状態を制御し、キャリア注入速度・キャリア濃度を改善する材料・形成方

法・構造を開発する。 

②ドレイン・チャネル界面での電子状態を制御しキャリア反射を抑える材料・形成方法・構造を開発す

る。 

（２）キャリア輸送特性を向上して CMOS の駆動力を高める技術の開発 

①NMOS と PMOS それぞれに 適化したチャネルの歪みを制御してキャリア速度を向上するための材

料・形成方法・構造を開発する。 

②NMOS と PMOS それぞれに 適化したチャネルの表面・界面ラフネスを改善しキャリア散乱を抑制す
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るための材料・形成方法・構造を開発する。 

③NMOS と PMOS それぞれに 適化したチャネルとソース・ドレインとの界面付近の不純物分布を 適

化しバリスティック効率を向上するための材料・形成方法・構造を開発する。 

（３）微細な低消費電力・高電流駆動力トランジスタによる実証 

（１）・（２）で開発した技術を総合的に組み合わせた上で、微細化に伴う短チャネル効果を抑え、低

オフリーク電流を実現するために、ゲートの静電支配力の高い構造を持つ超低消費電力トランジスタを

作製し低消費電力・高電流駆動力性能実証を行う。 

（４）計測・モデリング技術の開発 

①バリスティック効率向上技術関連の計測技術を開発する。 

②（３）で開発する低消費電力・高電流駆動力トランジスタのモデリング技術を開発する。 

 

研究開発項目② 新探究配線技術開発 

（実施体制：株式会社半導体先端テクノロジーズ） 

hp32nm 以細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。 

（１）極限低抵抗・高電流密度配線技術の開発 

Cu 配線による微細化の課題である配線およびビア・プラグ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し、低消費電力 LSI を実現するため、カーボン材料を使った極限低抵抗・高

電流密度配線技術の開発を行う。 

①LSI 製造プロセスで許容される温度条件でカーボンナノチューブ(CNT)の高密度成長技術を開発す

る。 

②LSI 製造プロセスで許容される温度条件で CNT の高速成長技術を開発する。 

③hp32nm 以細の 300mm ウェハの配線構造へ適用可能性を示すため low-k 材料を用いた配線プロセ

スを開発し、抵抗・信頼性・電流密度などの特性が、その世代の Cu 配線材料に対し優位性があるこ

とを実証する。 

④カーボン材料を用いた横配線技術を開発する。 

（２）新コンセプトグローバル配線技術の開発 

グローバル配線における高周波数信号の信号遅延、クロックスキュー、シグナルインテグリティー(SI)

の問題を解決し、超低消費電力を確立する新コンセプト配線技術である光配線技術を開発する。 

①低消費電力の電気と光信号を変換するオンチップ電気光変調器および導波路結合型受光器を開

発する。 

②波長多重光回路のための導波路、合分波器、受光、および変調素子の多チャンネル集積形成技術

を開発する。必要に応じて光配線内高速信号伝送の評価解析技術を開発する。 

③外部に置かれた多波長光源とオンチップ光回路の集積技術を開発する。 

④光クロック・バスの低消費電力動作を確認し、システム性能を実証する。 

 

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 

（実施体制：株式会社半導体先端テクノロジーズ） 

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。 

（１）構造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 

hp45nm を超える技術領域の LSI の微細化に伴うばらつきに起因する回路誤動作に対処し、製造、設

計歩留まりの向上を図る技術として、構造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を

行う。さらに特性ばらつきに耐性の高いトランジスタ構造を提案する。 

①デバイス特性ばらつきの評価 

経時劣化を含めた特性ばらつき評価に有効な標準 TEG（Test Element Group）を作製し、その TEG

を用いて作製したデバイスの電気特性測定により、デバイス特性ばらつきを解析する。  

②ばらつきの物理原因解明 

①で解析したデバイスの物理計測を行い、特性ばらつきの物理原因を解明する。 

③特性ばらつきモデリング技術の開発 
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②で明らかにした特性ばらつきの物理原因を組み込んだデバイス・製造プロセスモデリング技術を開

発し、素子・回路・プロセス設計に有効なものとする。 

④構造依存ばらつきのモデリング技術 

③のデバイス・製造プロセスモデリング技術により得られる素子ばらつき特性を近似した高速かつ汎

用性の高いデバイスモデル・回路シミュレーション手法を開発し、材料・プロセス・デバイス面から特性ば

らつきに起因する回路動作上の課題に対処できるようにする。この際必要になる、 

④-1 デバイス電気特性のリバースプロファイリングに基づくコンパクトトランジスタモデル、 

④-2 ストレス起因のレイアウトパターン依存性モデル 

についても、併せて開発する。 

⑤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。 

  ⑥計測解析技術の開発 

高精度・高速な電気特性測定によるデバイス特性ばらつき解析技術を開発する。また、ばらつき物

理原因の計測解析技術を開発する。 

（２）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 

①中性子線入射による電荷発生に起因する回路誤動作の物理的理解とモデリング技術の開発 

中性子線入射による電荷発生によって生じるトランジスタおよび回路の異常動作を解析し、中性子

線入射に対して耐性の高いデバイス・プロセス・回路の設計に有効なモデリング技術を開発する。 

②トランジスタノイズに起因する回路誤動作モデリング技術の開発 

静電気放電現象（ESD）などの外部ノイズや電源などの内部ノイズによって生じるトランジスタおよび

回路動作の異常解析し、それらの擾乱に対して耐性の高いデバイス・プロセス・回路設計に有効なモ

デリング技術を開発する。 

 

標準化調査 

国際競争力強化や実用化に資するべく、MIRAI プロジェクトの研究開発成果である半導体トランジスタ

モデルの標準化を進める。 

 

 

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    

（実施体制：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 

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 

平成１９年度までに設計･製作した多層膜位相欠陥検査装置の高感度検査条件を得るための 適化調

整を行い、hp45nm 微細加工技術に対応する EUVL ブランクスの位相欠陥検査技術を構築する。明視野

光学系によるマスク観察に係る要素技術の高度化･高性能化を図り、マスクパターン形状やプロセス誘起

欠陥等を EUV 光により解析・評価する技術の実現に向けた技術指針を策定する。 

② EUVL マスクおよびブランクスの高品位化技術の開発 

高性能 EUV 露光装置によるマスク転写性の高精度・高効率評価、ならびに高精度なマスク･リソグラフィ

シミュレーション解析に基づき、hp45nm 微細加工技術に対応する EUVL マスクの材料、断面構造およびフ

レーム部構造の 適化検討を推進するとともに、マスクおよびブランクスの許容欠陥に係る仕様を構築す

る。 

③ EUVL マスクコンタミネーション制御技術の開発 

マスクおよびレジスト材料の露光評価、レジスト材料のアウトガス放出特性評価、露光装置内の残存ハイ

ドロカーボン量の解析･評価、ならびにカーボン堆積膜の除去技術の基礎検討に基づいて、マスクコンタミ

ネーション制御技術の構築に向けた技術指針を策定する。 

（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 

フォトマスク欠陥検査技術の改変・高度化に基づいた EUVL マスクパターン欠陥検査装置の製作･総合

調整を行い、hp45nm 微細加工技術に対応する EUVL マスクに必要な欠陥検出感度を有する Die-to-Die
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欠陥検査技術を構築する。 

② EUVL マスクパターン欠陥修正技術の開発 

集束イオンビーム方式による EUVL マスクパターン欠陥修正装置の製作･総合調整を行い、hp45nm 微

細加工技術に対応する高精度・低ダメージ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するととも

に、マスクへの異物付着現象を解析することによって、hp45nm 微細加工技術において要求される異物フリ

ー搬送・保管技術の実現に向けた技術指針を構築する。 

② ウェハファブ内 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技術およびクリーニング技術に関する候補技術の調査検討を継続するとともに、

マスクの露光評価を通じて異物付着現象の解析･評価を行い、hp45nm 微細加工技術において要求される

レベルの技術を実現するための指針を構築する。 

 

研究開発項目⑤ EUV 光源高信頼化技術開発 

（実施体制：技術研究組合極端紫外線露光システム技術開発機構） 

EUV 光源起因の汚染物質に対するマスク、ミラーへの影響評価技術の開発を行い、併せて、集光光学系

などにおける汚染物質の拡散・流出防止技術等の清浄化技術、マスク汚染低減技術を開発する。 

（１）光源起因マスク、ミラーの汚染評価技術の開発 

光源側より発生する燃料デブリや除去用ガス等による露光光学系側のマスク、ミラーへの影響を評価する

技術について、ミラー反射率測定や各種の表面分析手法等を駆使して開発し、評価を行う。 

（２）集光光学系などの清浄化技術の開発 

マスク、ミラーへの汚染抑制対策としての汚染源となる燃料デブリ等の拡散・流出防止技術、燃料回収技

術とともに、集光系構成部材等の熱管理技術の開発を行う。 

 

 

（２）平成２０年度事業規模 

一般勘定 1,425 百万円 （継続） 

需給勘定 2,384 百万円 （継続） 

                事業規模については、変動があり得る。 

 

6. 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。 

平成 19 年度は第３期の前半（H18～19 年度）として、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について中間評価を実施し、評価結果を第３期の後半（H20～22 年度）の研究計画に反映させ

た。 
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さらに、平成 20 年度中において、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 20 年度

までの研究進捗、国内外におけるリソグラフィ技術の研究動向などを総合的に見極め、研究開発項目④につい

て中間評価を行う。 

 

（3）基本計画の変更に伴う公募 

   平成 19 年度末の中間評価および国内外の情勢変化を鑑み、基本計画のうち下記の研究開発項目の見直し、

一部追加を平成 20 年 3 月に行った。それに伴い 4 月に公募を行い、5 月に実施者を決定した。 

  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（見直し） 

②新探究配線技術開発（見直し） 

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（見直し） 

  Ⅱ．次世代半導体露光プロセス基盤技術開発 

⑤EUV 光源高信頼化技術開発（追加） 

 

（4）複数年度契約の実施 

平成 20 年度から 21 年度の複数年度契約を行う。 

 

7.年間スケジュール 

平成 20 年 3 月 6 日  部長会附議 

3 月 11 日  運営会議附議 

 3 月    公募開始 

                4 月    継続分の限度額変更契約 

          5 月        契約・助成審査委員会 

        5 月    採択通知 

        6 月    採択分の契約 

        12 月    中間評価（研究開発項目④） 

 平成 21 年 2 月      契約変更（研究開発項目④） 
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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） 
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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  

 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 

 

【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 

共同実施：シャープ株式会社、 再委託：神戸大学 

 株式会社東芝  

【研究実施場所】 

Ａ．株式会社東芝 

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．株式会社東芝． 

 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 

【研究開発項目】 

② 新探求配線技術開発 

Ａ．株式会社半導体先端テクノロジーズ 

共同実施：早稲田大学、産総研、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：東京大学、 共同実施：広島市立大学、東北大学、広島大学、神戸大学 

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、九州工業大 

 技術研究組合極端紫外線露光システム技術開発機構  
 

【研究実施場所】 

Ａ．技術研究組合極端紫外線露光システム技術開発機構 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 11-1 

【研究開発項目】 

⑤ EUV光源高信頼化技術開発 

Ａ．技術研究組合極端紫外線露光システム技術開発機構 

再委託：米国イリノイ大学 


