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平成２１年度実施方針 

電子・情報技術開発部 

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 

３．１ 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、第二期は平成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。 

３．２ 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 

３．３ 目標 

ｈｐ４５ｎｍ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Ｃ

ＭＯＳ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２０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：独立行政法人産業技術総合研究所／株式会社東芝） 

ｈｐ３２ｎｍを越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・低リーク電流のシリコン-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

上技術の確立を目指し、主たる研究開発課題を（１）バリスティックＣＭＯＳ基盤技術開発、（２）新

材料バリスティックＣＭＯＳ技術開発とした上で、(独）産業技術総合研究所（産総研）と(株)東芝が

共同で一体的に研究開発に取り組んだ。 

（１） バリスティックＣＭＯＳ基盤技術開発（産総研） 

産総研では、原子レベルの材料・プロセス制御技術および計測解析技術に高いポテンシャル

を有することに基づき、（ⅰ）原子層レベル界面制御によるメタルソース・ドレイン形成技術および

ショットキーバリアハイト制御技術の研究開発、（ⅱ）高駆動力ゲートスタック形成技術開発、

（ⅲ）微細トランジスタ作製プロセス技術開発、（ⅳ）計測・解析技術開発を実施した。また、神戸

大学土屋研究室への再委託研究として、（ⅴ）バリスティックＣＭＯＳトランジスタの特性シミュレ

ーションおよび 適設計技術開発を実施した。 

（ⅰ） 原子層レベル界面制御によるメタルソース・ドレイン形成技術およびショットキーバリアハイ

ト制御技術の研究開発 

ｈｐ３２ｎｍを超える技術領域のＣＭＯＳに適した、均一かつ極浅のメタルソース・ドレインを実現

するために、自己停止作用を有する NiSi2 エピタキシャルメタルソース・ドレイン形成技術の開発

に成功した。また、NiSi2 エピタキシャルメタルソース・ドレイン技術に対して、リンあるいはボロンな

どのドーパントを注入しその後、ソース・ドレイン/Si チャネル界面に高濃度に偏析させることによ

り、Si チャネルの価電子帯あるいは伝導帯に対して、ショットキーバリアハイトを０．１ｅＶ以下に抑

えることに成功した。また、界面欠陥の少ない NiSi2 エピタキシャルメタルソース・ドレインはショット

キーバリアハイト制御の観点から極めて有望な技術であることを示した。電荷移動型ドーピング

技術についてはシャープと共同研究で研究開発に着手し、メタルソース・ドレインのバリアハイト

を０．１ｅＶ以下に連続的に減少させることに成功した。 

（ⅱ） 高駆動力ゲートスタック形成技術開発 

ゲート絶縁膜とチャネル界面の凹凸による界面ラフネス散乱を抑制するために、低 pH フッ酸

エッチングと減圧水素アニーリングを併用し、原子層レベルで Si チャネル表面を平坦化する技

術の開発に成功した。この技術が Si チャネル面として良く用いられる（１００）、（１１０）、（１１１）表

面に対して全く同一のプロセスで平坦化できることを示した。これは Multi-gate ＣＭＯＳなどの

次世代デバイスの開発に向けて極めて有効な技術である。また、高真空酸化による Si の原子層

エッチング技術の開発に成功した。この技術を、Silicon on Insulator（ＳＯＩ）基板の極薄化に応

用し、超平坦界面をもつ層厚３．６ｎｍの極薄ＳＯＩ基板の形成に成功した。 

バリスティックＣＭＯＳ用のゲート絶縁膜の形成技術としては、上記の低 pH フッ酸エッチングと

減圧水素アニーリングの併用により平坦化した Si 表面に対して、高誘電率ゲート絶縁膜の原子

層成長を促進する親水化処理を開発した。これらの技術により等価酸化膜厚ＥＯＴ＝０．６ｎｍを

実現した。 

また、これらのチャネル表面に係る基盤的技術のゲルマニウム（Ge）基板への展開の一環とし

て、Ge チャネルへの極薄 Si(１ｎｍ以下)パッシベーションｐＭＯＳデバイスの開発を行い、良好な

界面特性を得るための指導原理を解明した。 
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（ⅲ） 微細トランジスタ作製プロセス技術開発 

ゲート長３０～４０ｎｍ程度の極微細ＭＯＳＦＥＴの再現性に優れた作製プロセスの構築を進め

た。実効ゲート長３５ｎｍのメタルソース・ドレインの極微細ＣＭＯＳの試作とデバイス動作に成功

するとともに、コンタクト寄生抵抗低減のためのプロセスを開発した。さらに、メタルカーバイド/高

誘電率ゲート絶縁膜界面を用いた閾値電圧制御の有効性を示した。 

（ⅳ） 計測解析技術 

電気計測に関しては、今後のバリスティック効果の検証の要となる低温プローバを導入し、試

作デバイスの特性測定を行った。また、物理評価解析技術については、チャネル領域の局所応

力分布計測技術開発として、共焦点顕微ラマン測定装置を用い、チャネル断面での応力測定

では、断面形成に伴う応力分布の変化が顕著であることを実証した。また、ＳＴＭを用いた真空

ギャップ変調法を利用して、微細ＭＯＳＦＥＴにおいてソース・ドレイン接合深さ、チャネル長の測

定に成功した。 

（ⅴ） バリスティックＣＭＯＳトランジスタの特性シミュレーションおよび 適設計技術開発(再委

託先：神戸大学) 

準バリスティックトランジスタの弾性散乱および非弾性散乱の役割をシミュレーションし、弾性

散乱と非弾性散乱の影響を明らかにした。その結果、１）弾性散乱はゲート長によらずバリスティ

ック効率を低下させる、２）非弾性放出過程は、長チャネルでは、バリスティック効率を低下させる

ものの、極短チャネルでは、後方散乱の抑制が効きバリスティック効率を向上させることを、明ら

かにした。上記知見を基に、ｈｐ３２ｎｍ以降で実現が期待されているメタルソース・ドレイン構造

において、バリスティック効率が向上することを明らかにした。 

（２） 新材料バリスティックＣＭＯS 技術開発（東芝） 

（ⅰ） 高移動度チャネル材料用メタルソース・ドレインの開発 

低抵抗なコンタクト技術の確立していないn-Geに対して、メタルソース･ドレイン技術の開発を

行った。金属の種類や界面近傍に導入する不純物の種類に関して文献調査により絞込みを行

った。その知見を基に、Ge基板上にジャーマナイドショットキーダイオードを形成し、S(硫黄)イオ

ンを注入して接合界面をS原子で終端することによりピニングを解除し、実効ショットキーバリアを

低下させることを試みている。現在、ジャーマナイドに対し種々の条件でSイオン注入を行い、実

効ショットキーバリア低減の見通しを得ている。 

（ⅱ） ひずみ制御によるキャリア移動度向上技術の開発 

ｎチャネルトランジスタに関しては、高い電子移動度を実現するため、Ge 基板上の引張り SiGe

チャネルｎＭＩＳＦＥＴの作製を行った。 も重要なプロセスである、Ge 基板上の高 Ge 組成 SiGe

層の形成実験を完了し、ＭＩＳＦＥＴ用の基板を作製中である。また、ひずみ Si 層上に SiGe エピ

タキシャル層を形成した構造で、チャネル方向のひずみ保持特性を確認した。 

一方、ｐチャネルトランジスタに関しては、正孔移動度を向上させるため、エピ SiGe ストレッサー

が形成されたソース・ドレイン構造を有する Ge/SiGe チャネルトランジスタの作製を進めた。５０％

以上の高 Ge 組成の SiGe エピタキシャル成長の条件を把握した。更に、ストレッサーとして機能

させるため、Fin 構造側壁へのエピタキシャル成長も行い、ストレッサー膜が形成されることを確

認した。 

（ⅲ） 高移動度チャネル表面･界面の制御によるキャリア散乱低減技術の開発 

バルク Ge 基板上で high-k ゲート絶縁膜試料を作製し、電気特性評価･物理分析を行った。

Si の場合に比較し、Ge では high-k 膜形成時の界面層形成が抑制され、ＥＯＴが低めの値にな

ることが分かった。また、界面層に、SrGex（ストロンチウムジャーマナイド）という新規材料を適用

してｐＭＩＳＦＥＴを作製し、Si のユニバーサル移動度に対し、 大で２倍程度の正孔移動度を達

成した（来年度目標の前倒し成果）。この界面層起因のＥＯＴ増加分は高々０．２ｎｍ程度であり、

原理的には０．５ｎｍ程度のＥＯＴ実現も可能であることを示した。 

一方、SiGe-Fin 構造に対する水素アニール実験を行い、表面 Si や Ge 原子の流動によると
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考えられる表面平坦化現象を確認した。 

（ⅳ）高いゲート静電支配力を有する短チャネルトランジスタの試作 

東芝の３００ｍｍラインでの試作ルーチンを確立し、幅２０ｎｍ以下の Fin 形成実証のためのロッ

トをラインに投入した。 

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・高電流密度配線技術の開発（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 

昨年度に局所的に実現したＣＮＴ密度１Ｅ１２／ｃｍ２の高密度成長に関して、下地膜厚の

適化により平面基板全面でも平均で同密度を実現した(＠４５０℃）。前処理技術による触媒微

粒子凝集防止が高密度化へのアプローチとなった。具体的には、熱ＣＶＤ成長時にプラズマ前

処理を導入することにより、懸案であった微粒子の凝集を防ぐことが可能になり、また、その際の

プラズマのガス種により、成長が敏感に影響を受けることも見出した。また、ｉｎ－ｓｉｔｕ ＦＴ－ＩＲ測

定等により、ＣＮＴ形成時の反応機構とＣＮＴの質の間に、大きな相関があることがわかった。 

（ⅱ） ＣＮＴビアインテグレーション技術 

歩留まり対策として選択成長プロセスを利用してビアを試作した。ＣＮＴビア上部配線接続前

のＣＭＰ加 工 の際 、ＣＮＴと基 板 の密 着 性 を高 めるためＣＮＴ間 を絶 縁 物 （ＳＯＤ：Spin-on 

dielectric）で埋める必要があり、昨年度課題であった埋込み特性を改善するためにノンポーラス

タイプのＳＯＤを採用した。更に、ＣＮＴ研磨レートを増やすためにスラリー構造を検討し、新しい

スラリー構造で従来比１．６倍の研磨レート３８２ｎｍ/分を実現した。 

ＣＭＯＳへのＣＮＴプラグ集積化に関して、下地シリサイド電極の特性を劣化させること無くＣＮ

Ｔプラグを低温形成（＠４００℃）することに成功した。 

（ⅲ） 微細ビアによる電気特性評価 

電流密度耐性に関して、あすかラインで作製したφ１６０ｎｍビアへ４５０℃低温成長ＣＮＴを適

用し、電流密度５Ｅ６Ａ／ｃｍ２、室温で２４０時間劣化がないことを実証した。また抵抗値の若干

の変動は見られるが、５００時間まで断線しないことを確認した。より高信頼性化に向けては、ビ

アＣＮＴ高密度化とＣＭＰによるＣＮＴと金属の均一なコンタクト形成が課題となる。 

（２） 横配線を含めた高信頼ローカル配線技術の研究開発 

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形成法の実現へ向けて、Ｃ

ＮＴ束の高密度化については、上述のように平面基板全面で密度１Ｅ１２／ｃｍ２(＠４５０℃）を実

現した。 

（３） ３００ｍｍ対応可能装置方式の研究開発 

低温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

高密度化及び高速化の検討を行った。パルス励起プラズマＣＶＤにおいて、プラズマによる前処

理および成長条件の 適化を進めることにより、成長基板(３インチ)全面で１Ｅ１２／ｃｍ２の高密

度ＣＮＴ成長に成功した。ＴＥＭ観察により、パルス励起プラズマＣＶＤ成長による高密度ＣＮＴ

が中空構造であることを確認した。更には、中空構造を保ちながら９８ｎｍ／分（＠４００℃）の高

速成長を実現した。一方、低温ＣＶＤ成長におけるＣＮＴ高品質化へ向けて、先端放電型リモー

トプラズマＣＶＤを用いた基礎的な検討を行い、無水素雰囲気における成長が高品質化へ繋が

るという指針を得た。 

パルス励起プラズマＣＶＤを用いて微細ビアへの選択成長プロセスを検討し、φ７０ｎｍビアホー

ルへの再現性のよい選択成長を確認した。複数回のプラズマ処理の追加により、ビア内ＣＮＴの

成長密度を向上できることがわかった。更には微細ビア電気特性評価の一環として、ＣＮＴ密度

３Ｅ１１／ｃｍ２を適用したビアを試作し、通電処理後に、φ７０ｎｍでビア抵抗５１Ω（φ１６０ｎｍ換算
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で９．８Ω）を実証した。 

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）」 

｢低消費電力光変調技術の開発｣、｢ＬＳＩチップ用光波長多重技術｣、｢導波路と高効率で結合

する光源および受光器の開発｣、｢オンチップ光配線技術｣の各項目において下記の結果を得た。 

（１） 「低消費電力光変調技術の開発」 

（ⅰ）ＰＬＺＴ光導波路の伝播損失の低減を産総研と共同で実施した。ＰＬＺＴ導波路内にボイド

状欠陥が発生する要因として原料粉末の粒径ばらつきを調査し、粒径分布を制御すること

で４ｄＢ／ｍｍ以上の損失を生ずる大きな欠陥を無くすることができた。 

（ⅱ）光変調器高速動作実現のため、変調器挿入による光損失の低減を進めた。ＰＬＺＴコアの

まわりのプロセスと構造の改善、および光ファイバとの結合改善等により、リング共振器型

導波路の挿入損失は４０ｄＢ(昨年度) → ２０ｄＢに低減し、リング共振器の動作を確認した。

これらの改善に基づき、垂直印加電極構造を有するＰＬＺＴ光変調器の試作を実施し、長

さ３００μｍの小型変調器において、外部光源からの連続光を電気変調する動特性動作

が得られた。 

（２） 「ＬＳＩチップ用光波長多重技術」 

（ⅰ）ＬＳＩ上オンチップ波長多重を開発目標として、昨年度開発したSiON低損失光導波路を用

いたオンチップ用分波器を設計･試作した。波長８５０ｎｍ近辺のデータ信号２波と、波長７

８０ｎｍ付近のクロック信号１波という不等間隔の波長を合分波する技術として、多モード干

渉とインターリーバ構造を組み合わせた光回路をＮＴＴとの共同実施で開発した。試作した

分波器のクロストークは、７８０ｎｍ帯のクロック１ポートと８５０ｎｍ帯のデータ２ポートとの間が

－１０ｄＢ以下、８５０ｎｍ帯データ２ポート間が－１２ｄＢ以下であり、実用的に十分な分波特

性が得られた。また、上記分波器に入力された１０ＧＨｚパルス光がクロックポートのSiナノフ

ォトダイオードから１０ＧＨｚの電気信号として出力された。 

（ⅱ）上記波長多重光配線チップとＬＳＩチップとの貼り合せ実装を行い、オンチップでの分波信

号伝送特性を評価した。データ信号出力２ポートにおいて、８５０ｎｍ帯の５ＧＨｚ信号２波を

分離し、Siナノフォトダイオードと接続したＬＳＩ回路から出力信号として検出した。これは、Ｌ

ＳＩチップレベルで光波長多重信号伝送を用いた電子回路動作の初めての例である。 

（３） 「導波路と高効率で結合する光源および受光器の開発」 

（ⅰ）外部光源から光ファイバで導かれる約１０μｍの径のレーザ光を、効率良く１μｍ以下の導

波路のコアに結合させる方式の検討を進めた。その結果、実装が困難な端面からの光入

射を避けて、さらに小型化が容易であり、かつ製造・検査コストも考慮した新規な｢垂直結

合方式｣の提案を行うことに決定した。 

（ⅱ）光配線チップとＬＳＩチップとの貼り合せ実装において用いる合金パッドとプラズモン受光器

を小型化することで、伝送容量低減を図り、これまで５ＧＨｚ(昨年度)が 高であった伝達

信号パルスが、１０ＧＨｚまで伝達できることを実証した。 

（４） 「オンチップ光配線技術」 

（ⅰ）波長多重光回路の高集積化を実現するために、ＮＴＴとの共同実施により、新たな材料で

あるSiN導波路の検討を進めた。量産性を考慮したKrF光露光と反応性エッチングによる

導波路加工技術を開発することにより、伝送損失０．１ｄＢ／ｍｍ、曲げ半径１０ｕｍという極

めて良好な値が得られた。これは、昨年度までに開発したSiON光回路のサイズをさらに１

／１０以下に小型化することが可能となることを示すものである。また、このSiN導波路を用

いたサイズ１ｍｍ２以下の４波以上の分波器の設計を行った。 

（ⅱ）上記 SiN 導波路による超小型合分波器と Si ナノフォトダイオード（プラズモンフォトダイオー

ド）との光結合構造の設計検討を、三次元有限差分時間領域（ＦＤＴＤ）法により行った。

従来の SiON と SiN では屈折率が異なるため、SiN に適した新たな設計が必要であることが

判明。結合の物理的メカニズムを明らかにすることで、シミュレーション上量子効率８０％以

上の効率的な受信特性が得られる SiN 導波路結合型の Si ナノフォトダイオードの設計が
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完了した。 

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 「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」 

「デバイス特性ばらつきの評価」、「ばらつきの物理原因解明」、「特性ばらつきモデリング技術の

開発」、「構造依存ばらつきのモデリング技術」、「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」、「計測解析技術の開発」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 

第三期前半に作成したＴＥＧマスクの知見をベースに、経時変化を含めた特性ばらつき評価

に有効な標準ＴＥＧ（Test Element Group）を設計し、マスクの作成を行った。実使用負荷時に

おけるデバイスの経時変化の計測は、ストレス印加から測定までの時間が変わること(ストレス解

放後の放置時間中にデバイスの経時変化が回復)を実験的に確認し、この現象を元に超高速

でアドレス切り替えを行うＤＭＡ－ＴＥＧを考案した。従来の経時変化量評価は数百個レベルで

あったが、今回開発した数十Ｋレベルの評価ＴＥＧにより、より高精度な経時変化を含む特性ば

らつきの評価が可能となった。バックアップとして、小規模のアドレス切り替え型ＤＭＡ－ＴＥＧを

設計した。経時変化を評価するＴＥＧ以外には、６４Ｋの完全分離型ＤＭＡ－ＴＥＧの構成見直

し、超大規模ＤＭＡ－ＴＥＧの新規設計、ＳＮＭ－ＴＥＧの設計、回路ＴＥＧの新規設計、再委託

先のＴＥＧの見直しを実施した。 

（２） ばらつきの物理原因解明 

第三期前半に作成した Phase-１マスクを用いて、しきい値ばらつき、ならびに電流ばらつきの

評価を継続し、ばらつきの根本原因を理解するために、Halo 注入なし、長チャネルデバイス、線

形領域での評価を実施した。ｎＭＯＳのチャネル注入にインジウムを用いたロットにて、BVT が２以

下のレベルを初めて実現した。チャネルにボロンを用いたものに対してそのプロファイルがレトロ

グレードになっていること、ボロンよりもその分布のランダム性が高いことがばらつき低減理由と考

えている。 

また、しきい値ばらつきの温度依存性を評価したところ、温度を上げるにしたがい、しきい値ば

らつきは減少することが分かった。この現象は、温度を上げることでチャネルの空乏層が変化す

ることにより発生する。従来の Pelgrom プロット法ではこの温度依存性の標準化は不可能であっ

たが、Takeuchi プロット法に温度の係数を導入し、異なった温度条件でも特性ばらつきの標準

化が可能な手法を開発した。 

（３） 特性ばらつきモデリング技術の開発 

第三期前半で開発した Takeuchi プロット法は、ばらつきの根本原因の解明のための線形領

域におけるばらつきの標準化手法であった。より実用的かつ高精度に向けては、短チャネルデ

バイスにおける飽和領域のばらつきの標準化手法、ならびにより高精度な標準化手法の確立が

重要である。 先端のデバイスではチャネル不純物分布としてレトログレード構造など、チャネル

深さ方向に分布を持たせる構造が主流である。しかしながら、この効果を取り入れたばらつき評

価は従来のばらつき標準化法では不可能であった。今回、新たに、従来の Takeuchi プロット法

を拡張して、チャネルの深さ方向分布を考慮したばらつきの規格化手法を開発し、シミュレーシ

ョンにて高精度化を確認した。 

（４）構造依存ばらつきのモデリング技術 

（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 

平 成 １９年 度 に開 発 した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

HiSIM-RP の Vth 計算機能のプロセススケーラビリティをｈｐ３２ｎｍ， ４５ｎｍ， ６８ｎｍ， ９０ｎｍ

の４世代に渡って検証し、これら全てのプロセス世代において、Vth をＴＣＡＤ比±２０ｍＶの精度

か つ Ｔ Ｃ Ａ Ｄ 比 １ ０ ０ ０ 倍 強 の 計 算 速 度 で 求 め る こ と が 出 来 る こ と を 実 証 し た 。ま た 、 この

HiSIM-RP の Vth 計算機能を用いて Takeuchi プロットを生成する基本的な手法を開発し、長チ

- 6/17 - 



 

ャネルトランジスタにおける Takeuchi プロットの傾きの理論値１．２４が再現出来ることを示した。

更に、従来 Halo, チャネルの各領域に適用していた擬２次元 Gaussian Box 近似を、チャネル方

向のより細かい離散化にも適用可能な、より一般的な形に拡張するとともに、全離散化点で電

流連続方程式と Poisson 方程式を連立させて解くことにより、HiSIM-RP での I-V 特性の計算を

可能にした。また、短チャネル効果やＳ／Ｄの接合深さ依存性を高精度に再現する要となるチャ

ージシェアリングモデルの改良を行い、従来の図形分割的手法から、連続的なモデル式による

表現に変更し、精度を向上させた。 

（４－２） ストレス起因のレイアウトパターン依存性モデル 

ｈｐ７８ｎｍプロセスで試作されたレイアウトパターン依存性ＴＥＧの評価を行ない、平成１９年度

に開発されたコンパクトストレスモデルの、より複雑なレイアウト図形に対する適用可能性を検証

した。その結果、階段状パターンや、凹字型パターン、コの字型パターンといった複雑なレイアウ

ト図形に対しても、現状のコンパクトストレスモデルは Vth を±２０ｍＶ、Ion を±５％の精度で予測

可能であることを実証した。また、隣接拡散層との間にオフセットがある場合には、オフセット長が

ゲート領域を横切る付近で、若干精度を改善する余地のあることが判明した。また、収束電子線

による格子歪の値を再現するようにキャリブレーションを行ったＴＣＡＤを使用した３次元応力シミ

ュレーション結果との比較により、コンパクトストレスモデルから得られる応力値は実際の応力値と

±１００ＭＰａ程度のオーダーで一致していることが確認されるとともに、従来世界的に不明であ

った２次元反転層電子に対する深さ方向のピエゾ抵抗係数が、０．１～０．３ＧＰａ－１の範囲にあ

ることを明らかにした。 

（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 

第三期前半で開発した三次元シミュレーション技術において、新たにゲート多結晶シリコン中

のフェルミ準位ピニング、ゲート電極のラインエッジラフネス、ゲート酸化膜のアトミックラフネスに

よるばらつき計算機能を開発した。これらの機能を用いた特性ばらつきシミュレーションにて、深

さ方向のチャネルプロファイルを考慮することによって、ｐＭＯＳの特性ばらつきは再現可能であ

り、またｎＭＯＳの特性ばらつきも８０％が説明可能であることを示した。 

（６） 計測解析技術の開発 

第三期後半は経時変化ばらつきの評価を実施する。このため、プローバの高温対応により経

時変化の加速評価を行う。また正確な経時変化量を計測するために、ストレス印可とオン・ザ・フ

ライ評価手法を確立し、（１）で開発したＴＥＧ、ならびに（６）で検討している測定手法を用いるこ

とで評価可能であることを机上計算した。さらに取得した大量の測定データを高速に処理できる

ソフトウエアを開発した。 

ばらつき物理原因の計測解析技術に関しては、アトムプローブにより、ゲート電極／ゲート酸

化膜／チャネルシリコンの疑似構造を用いて解析を行った。その結果、ｎＭＯＳのゲート中不純

物はグレインバンダリ、ゲート電極/ゲート酸化膜界面に偏析するが、ｐＭＯＳのゲート不純物は

比較的均一に分布すること、ｐＭＯＳのグレインバンダリ、ゲート電極／ゲート酸化膜界面に偏析

は見られないことを明らかにした。これらの評価結果より、ｎＭＯＳとｐＭＯＳの電気的なゲート酸

化膜厚差はこの不純物の振る舞いで説明できることが明らかとなった。またアトムプローブで得ら

れた原子分布の評価ツールに関しても、現状の附属のソフトウエアの改善が必要と判断し、新た

な解析ソフトウエアを開発した。 

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」 

（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 

平成１９年度に開発した単体トランジスタレベルからチップレベルに至るソフトエラーの一貫シミ

ュレーション手法を、ｈｐ１３０ｎｍプロセスのプリミティブセルライブラリで論理合成された３２ｂｉｔ 

ＭＰＵ ＬＥＯＮに適用して、メモリー部分を除いた論理回路部分のチップレベルでの誤動作率

を評価した。その結果、フリップフロップにおけるＳＥＵ型のソフトエラーレートは余りクロック周波

数に依存しないのに対し、フリップフロップ間の論理回路に生じるＳＥＴ型のソフトエラーレートは

クロック周波数にほぼ比例して増大し、３００ＭＨｚでは、フリップフロップのＳＥＵ型ソフトエラーの
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約１／１０に達することを明らかにした。また、プリミティブセルレベルでのソフトエラーレートの挙

動を詳細に調査し、ｈｐ１３０ｎｍプロセスにおいては、ゲート幅を増加させた際の駆動能力増大

によるセル反転抑制効果が、面積増大による中性子入射率増大効果を上回るため、ゲート幅の

大きいプリミティブセルを使用することがＳＥＴ型ソフトエラーの抑制には有効であることを明らか

にした。更に、ＳＥＴ検証用ＴＥＧの回路仕様の検討を行い、ＳＥＴパルス幅の発生確率と伝播過

程でのパルス消失率を考慮してＳＥＴパルス発生に使用するプリミティブ素子チェーンの規模と

構成を決定するとともに、発生した微小幅のパルスを時間的に拡幅して測定可能な新規回路を

考案した。 

（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 

（２－１） 耐ＥＳＤ技術開発 

ＣＤＭ型ＥＳＤ耐圧決定のメカニズム解明を目的としたｈｐ６５ｎｍプロセスによるＴＥＧを設計し

試作投入した。また、ＶＦ－ＴＬＰ装置とＣＤＭテスタの立ち上げを行い、これらの評価装置を使

用して既存のｈｐ６５ｎｍプロセスによるＥＳＤＴＥＧの評価を行なった結果、ＴＬＰパルス立ち上がり

時間が急峻になると断熱モード破壊が起こりやすくなること、立ち上がり時間が０．１ｎｓの場合に

ＴＬＰ破壊電流とＣＤＭ耐圧に相間があることが明らかになり、これらの結果からｈｐ６５ｎｍ以降の

プロセスでは、Diode スタックタイプがＣＤＭ耐圧を向上させる入力保護として 適であることが

判明した。 

（２－２） アナログ回路における外部擾乱のインパクト 

アナログ回路における素子ばらつきとノイズ感度の関係をその場評価するためのＴＥＧに搭載

する要素回路の仕様決定と設計を行った。ノイズの影響を調べる要素回路として完全対称型の

差動入力増幅器を採用し、この回路の入力オフセット電圧、同相信号除去比、電源電圧除去

比をオンチップモニタで測定するとともに、回路を構成するトランジスタの電気特性を、パッドを

介して外部の半導体パラメータアナライザで測定する構成とした。また、既存ＴＥＧの評価結果よ

り、オンチップモニタの入力オフセット電圧のＤＣキャリブレーションと増幅率のＡＣキャリブレーシ

ョンによってオンチップモニタの出力オフセットばらつきを±２ｍＶ以下に押さえ込むことが出来、

オンチップモニタによって被測定回路の微小特性変動を精度良く測定出来ることが検証され

た。 

標準化調査 

(実施体制：国立大学法人広島大学) 

我が国半導体産業の国際競争力強化に資するべく、標準化団体 Compact Modeling Council(Ｃ

ＭＣ)標準化会議において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

HiSIM2 の標準化を以下のとおり推進した。次回ＣＭＣ標準化会議（Los Angeles: ３／２６，２７）での

標準化認定投票に向けて、さらなるモデル改良と評価サポートを進める。 

（１） ＣＭＣ会議における標準化推進 

３Ｑ０８ＣＭＣ会議（成田：２００８／９／１５， １６）において 広島大学は、ＣＭＣが定めたＮＧＭ

Ｍ (next generation ＭＯＳＦＥＴ model)要求仕様に関して、IBM から提供された９０ｎｍテクノロジ

の測定データを用いて評価した結果を発表し、「HiSIM2 はＣＭＣ次世代ＭＯＳＦＥＴ標準モデルの

要求仕様を満たす」ことを報告した。同時に、２００５年評価時にＰＳＰ陣営から指摘された評価項

目について改善結果を報告した。その結果、広島大学から HiSIM２４３ソースコード、およびモデル

パラメータをＣＭＣメンバーに提供し、４Ｑ０８ＣＭＣ会議でのＣＭＣメンバーの評価結果が良好であ

れば、認定投票を実施することとなった。 

４Ｑ０８ＣＭＣ会議（San Francisco：２００８／１２／１１，１２）において 国内５社、海外２社のＣＭＣ

メンバーから HiSIM243 の評価結果が発表され審議が行なわれた。国内５社から HiSIM243 は商用

シミュレータで良好な結果を得たことが報告された。しかし ＰＳＰ陣営の海外２社からモデル単体

の精度に不備があるとの評価結果が発表された。これに対しては、ＥＤＡベンダーの協力を得てＱ

Ａテストを行い、再度評価用コードをリリースする。 
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（２） ＣＭＣメンバーへのサポート 

①モデル評価サポート 

３Ｑ０８ＣＭＣ会議以後、HiSIM243 ソースコード、およびモデルパラメータをＣＭＣメンバーに提

供するとともに、その評価をサポートした。本モデルに関する潜在問題の洗い出しを実施し、改

善結果をＣＭＣ ウェブサイトに掲載する。 

②HiSIM フォーラム２００８開催 (広島大：２００８／９／１７) 

ＣＭＣメンバー及び関係者を招き、HiSIM の研究開発状況を紹介するセミナーを広島大学に

て実施した。HiSIM モデルの理解と研究者・技術者間の交流促進を図った。 

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 

（１－１） 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年度に完成させたブランクス位相欠陥検査装置のモジュール（多層膜ミラー光学系、Ｅ

ＵＶ光源および機構系）の組立て・調整を行い、作成したプログラム位相欠陥の中で も小さい高

さ１．５ｎｍ、幅６０ｎｍの欠陥が静止画像取得モードおよびＴＤＩ (Time Delay Integration)モードに

おいて検出できることを確認した。これらの実験検証結果を基にｈｐ４５ｎｍ微細加工技術に対応す

る位相欠陥検査技術を構築した。ＥＵＶ光による明視野マスク観察技術開発を兵庫県立大学に再

委託し、観察像の画質向上を図り、暗視野検査では検出しにくい吸収体パターンに挟まれた多層

膜部分の反射率劣化が明瞭に観察できることを実証し、ＥＵＶ光を用いた明視野観察がマスクパタ

ーンの露光転写特性評価に有効であることを明らかにした。 

（１－２） ＥＵＶＬマスクおよびブランクスの高品位化技術の開発 

マスク転写性評価実験の高精度化の一環として、小領域ＥＵＶ露光装置(ＳＦＥＴ: Small Field 

Exposure Tool）の光源の中間集光点における角度分布特性の向上を図った。シャドウウィング効

果が低減できる薄膜吸収体の実用化に不可欠な、隣接ショットからのかぶり露光を抑制するマスク

フレーム部の構造を考案するとともに、作成プロセスを開発し、その有効性をＳＦＥＴによって実証し

た。高精度マスクおよびリソグラフィシミュレーション解析に基づいて、ｈｐ４５ｎｍ微細加工技術に対

応するマスクおよびブランクスの許容欠陥サイズ、ならびに欠陥修正誤差等の仕様を構築した。マ

スクパターン欠陥については、ＳＦＥＴによる転写実験によりシミュレーション結果の妥当性を検証し

た。 

（１－３） ＥＵＶＬマスクコンタミネーション制御技術の開発 

三種類（圧力上昇法、ＧＣ－ＭＳ法、ＱＭＳ法）のレジストアウトガス評価手法それぞれの検出特

性を明らかにし、用途によって使い分ける運用方法を確立した。平成１９年度までにモデルコンタミ

ネーション膜を用いて確立した分析手法を用いて、ＳＦＥＴでの長時間露光によって堆積した照明

系ミラー上のカーボンコンタミネーション膜の分析を行い、密度、炭化度などの膜特性を明らかにし

た。カーボンコンタミネーション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、熱ダメージを抑制できる水素源を開発するとともに、原子状水素によるクリーニングではマ

スク吸収体へのダメージが極めて小さいことを明らかにした。 

（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 

（２－１） ＥＵＶＬマスクパターン欠陥検査技術の開発 

平成１８年度から設計･製作を進めてきた波長１９９ｎｍのＤＵＶ光によるＥＵＶＬマスクパターン欠

陥検査装置の総合調整を行い、ｈｐ４５ｎｍ微細加工技術に対応するＥＵＶＬマスクに必要な欠陥

検査感度をＤｉｅ－ｔｏ－ｄｉｅ方式において達成した。Ｐ偏光照明が検査画像コントラストおよび欠陥

検出感度の向上に有効であることを実証した。さらに本装置を用いて、吸収層の反射率低減が検

査画像コントラストおよび欠陥検出感度の向上に大きく寄与することを明らかにした。マスクパター

ン欠陥検出特性評価シミュレーション技術を高度化することによって、上記の実験結果を理論的に
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裏付けるとともに、ＤＵＶ光によるマスクパターン欠陥検査技術がｈｐ３２ｎｍ以細に対して拡張できる

ことを明らかにした。 

（２－２） 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(FIB)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、

これを用いて、平成 19 年度にコンセプトを検証した酸化性ガスによる修正加工プロセスを 適化し、

サイドエッチのない凸欠陥修正加工プロセスを構築した。FIB による欠陥修正における EUVL マス

クへのダメージを抑制するためには、加速電圧の低減、バッファ層の厚膜化、および照射量の低

減が有効であることをシミュレーションならびにダメージ層の観察実験によって明らかにした。これら

の知見およびプロセスの有効性を SFET による転写実験によって実証した。凹欠陥に対する FIB に

よるカーボン膜堆積プロセスを開発した。ＦＩＢ方式に絞り込むことによってｈｐ４５ｎｍ微細加工技術

に対応するＥＵＶＬマスクの欠陥修正技術を前倒して構築することができた。 

（３） ペリクルレスＥＵＶＬマスクハンドリング技術の開発 

（３－１） ＥＵＶＬマスクの異物フリー搬送・保管技術の開発 

異物検査装置とＦＩＢ／ＳＥＭ型マスク分析装置のデータリンク機能を導入し、これまで困難であ

ったマスク上の微小異物のＳＥＭ観察および分析手法を構築した。二重ポッド型キャリアのインナ

ーケースの材質が真空チャンバーの排気特性に強く影響することを確認し、メタル化が必要である

ことを明らかにした。マスクに付着した異物は真空中では離脱しにくいことを実験的に明らかにした。

ＥＵＶＬマスクの裏面異物の許容規格策定の一環として静電チャック吸着時に裏面異物がマスク平

面度に及ぼす影響をシミュレーションおよび実験によって明らかにした。これらの知見を基に、ｈｐ４

５ｎｍ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

築した。 

（３－２） 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 

平成１９年度に引き続き、異物検査技術および異物クリーニング技術について技術調査を行っ

た。異物クリーニン技術の有力候補と位置づけているナノピンセット方式については、平成１９年度

に実験検証した大気中稼動用ナノピンセット技術を高度化し、真空中で動作可能な真空対応ナノ

ピンセットの設計・製作を行い、良好な異物把持特性が得られることを確認した。技術調査および

実験結果に基づいて技術選択の指針を構築した。 

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) 

（１） 光源起因マスク、ミラーの汚染評価技術の開発 

基準用ＥＵＶ光源と光学系からなる反射率測定装置と汚染物質の表面分析が可能なエックス

線電子分光装置を備えたマスク、ミラー汚染・損傷評価装置を開発した。また、平成１４～１９年度

に実施した「極端紫外線（ＥＵＶ）露光システム開発」プロジェクトで開発したレーザ融合型ＤＰＰ

（Discharge Produced Plasma）実験装置を活用し、中間集光点（ＩＦ：Intermediate Focus Point）を

通して照明系側に流入する物質の分析技術の開発を行い、質量分析器により流入物質が特定で

きることを確認した。 

さらに光源側から発生する燃料デブリ流入の計測技術として、レーザ誘起蛍光法（ＬＩＦ：Laser 

Induced Fluorescence）を用いた Sn 計測技術の開発を進めた。発光点近傍の Sn 原子のＬＩＦ計測

を行い、固体 Sn ターゲットプラズマから発生する Sn 原子のイメージを時間分割で観測した。ＩＦ以

降における高感度計測のために、フォトンカウンティングを用いた Sn 原子のＬＩＦ計測装置の検討と

導入を行った。 

（２） 集光光学系などの清浄化技術の開発 

（２－１） 清浄光源モジュール技術の開発 

レーザ融合型ＤＰＰ光源では、発生する粒状 Sn デブリを補足するための可動式フォイルトラップ

を製作し、補足効果を確認した。また、ＩＦ点から照明系側へのコンタミネーション流入防止技術と

して差動排気とガスカーテンの開発を行い、質量分析器を用いたガス分析などにより、コンタミネー
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ション流入防止効果を確認した。平成２１年度における清浄光源モジュール技術の開発を進める

ための模擬レーザ融合型ＤＰＰデブリ評価実験装置を平成２０年度に製作した。コレクタのクリーニ

ングについて、ハロゲンプラズマクリーニング法による各種汚染サンプルのクリーニング実験を米国

イリノイ大学に再委託した。また、クリーニング評価のため、その場（In-situ）での反射率測定法を

確立した。 

ＬＰＰ（Laser Induced Plasma）光源では、集光光学系などの保護、および清浄化技術として磁

場によるイオン制御技術の開発と中性 Sn 原子のイオン化の基礎データの収集を行った。Sn ドロッ

プレットターゲットと高出力 CO2 レーザを用いた磁場実験を行い、ファラデーカップによるイオン計

測とサンプルミラーによる Sn 汚染を評価した。イオン計測により、磁束方向にイオンが収束している

ことを確認した。これらのデータを基に実ミラー用磁石の仕様を検討した。中性 Sn 原子のイオン化

については、ＥＣＲ（電子サイクロトロン共鳴）イオン化の基礎実験を行った。ファラデーカップによる

イオン計測により、固体 Sn ターゲットプラズマから発生する Sn 原子のＥＣＲイオン化を確認した。 

（２－２） 高出力対応熱管理技術の開発 

ＤＰＰ光源対応の斜入射コレクタについては、平成１４～１９年度に実施した「極端紫外線（ＥＵ

Ｖ）露光システム開発」プロジェクトで製作したＩＦ実証機を用いて蓄積した温度実測データを基礎

として、シミュレーションによるＤＰＰ用斜入射コレクタの熱解析を行い、コレクタへの熱負荷条件と

温度分布、熱変形・熱応力の関係を明らかにした。また、高出力ＤＰＰ用コレクタの除熱（熱管理）、

並びにデブリシールド装置の除熱について有用な知見を得た。 

ＬＰＰ光源対応の直入射コレクタについては、ＥＵＶ光源の高出力動作時のコレクタへの入熱に

よる熱変形のシミュレーション解析と除熱機構付きコレクタの試作を行った。計測データに基づいて、

高出力動作時のコレクタへの入熱量を算出し、この入熱量によるコレクタの熱応力変形とＩＦ位置

でのＥＵＶ集光像への影響を評価した。この手法により有効な冷却機構の仕様を決定し、直入射

コレクタの試作を進めた。 

（２－３） ＩＦ変動防止技術の開発 

平成１４～１９年度に実施した「極端紫外線（ＥＵＶ）露光システム開発」プロジェクトで製作した

ＤＰＰ光源ＩＦ特性評価用光源を活用して、ＩＦ変動防止技術の開発を行った。実験、または光源追

跡法による光学シミュレーションによって、ＤＰＰ用コレクタの姿勢、およびコレクタの温度上昇とＩＦ

特性との関係を明らかにした。また、ＩＦ変動補償のためのコレクタ自動アライメントアルゴリズムの開

発を行った。さらにＩＦ照度分布モニタ装置を製作し、その機能実証を行った。 

（３） ＥＵＶ光源高信頼化技術の有効性を実証する光源方式 

露光装置メーカと光源メーカとの協議により、光源方式を見極めるために必要な項目、基準を

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 20 年度  

一般勘定 1,838 2,152 4,317 2,842 2,636 2,987 2,147 1,397 

一般勘定（補正） 0 1,779 0 0 0 0 0 0 

需給勘定 1,604 2,092 0 1,472 1,699 3,343 2,888 2,384 

計 3,442 6,023 4,317 4,314 4,335 6,330 5,035 3,781 

    

特許出願（国内外）件数 10 47 63 66 73 60 34 37 

特許出願（国内のみ）件数 10 42 44 47 49 33 28 27 

論文発表数（報） 14 29 52 56 54 38 48 47 

学会発表数（報） 48 174 252 217 227 189 172 171 

新聞発表数（件） 8 29 36 36 40 28 42 5 

フォーラム等（件） 1 1 5 3 1 1 1 12 
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５． 事業内容 

５．１ 平成２１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キャリア注入速度・キャリア濃度やキャリア反射を改善するために、ＳｉＧｅ選択エピタキシャル成長

技術およびメタルソース・ドレイン技術を開発し、微細ＣＭＯＳデバイスプロセスへ適用する。 

（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 

①キャリア速度を向上するために、高キャリア移動度のひずみＳｉ、ＳｉＧｅ、Ｇｅをチャネルに導入した

トランジスタの試作・評価を行う。 

②キャリア散乱を抑制するために、高キャリア移動度チャネル材料に適したゲートスタック形成プロ

セスを開発し、高移動度と低ＥＯＴとの両立を図る。 

③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した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、短チャネル素子において行う。これによってバリスティックＣＭＯＳに適したプロセス開発を行

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） 

（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。ＣＮＴの局所成長密度として３×１０１２本／ｃｍ２ を達成する。 

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。基板１枚あたりの

ＣＮＴビア・プラグ成長時間５分以下、微粒子形成・堆積時間５分以下を達成する目処を得る。 

③ｈｐ３２ｎｍ以細の技術領域の配線構造に求められる金属層の特性を満たしたＣＮＴ成長・プロセ

ス技術を開発する。ＣＮＴ配線信頼性評価・解析技術を開発し、ＣＮＴビア・プラグ構造の 適

化を実施して、抵抗・信頼性の特性が、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。プラグ直径１６０ｎｍ、高さ２００ｎｍにおいて抵抗２Ω、電流密度１×１０７Ａ／ｃｍ２で５００時

間耐性を実証する。 

④横方向配線要素技術のための横方向制御、高密度成長（３×１０１２本／ｃｍ２）、縦横配線の接

合技術を確立する目処を得る。 

 

（２）新コンセプトグローバル配線技術の開発 
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①低消費電力光変調技術の開発 

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を開発する。 

ＰＬＺＴ導波路を用いた長さ５０μｍの超小型変調器を試作し、ＧＨｚ台での電気光変調動作

を確認する。また、変調器の消費電力が１００ｍＷ以下となることを確認する。 

②ＬＳＩチップ用光波長多重技術 

波長多重光回路のための要素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。 

本開発では、オンチップ波長多重技術に適した小型合分波器のために、コアの屈折率が１．

８以上となる高屈折率差ＳｉＮ導波路を開発する。 

③導波路と高効率で結合する光源および受光器の開発 

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。 

本開発では、実装を容易にする光結合器の方式を検討するとともに、プラズモンナノフォトダ

イオードの量子効率向上を達成する。 

④オンチップ光配線技術 

光クロック・バスの低消費電力動作に向けて、ＳｉＮ導波路による超小型合分波器と結合した

プラズモンフォトダイオードを有する光配線層を用いた光多波長信号分波動作を確認する。 

⑤温度特性改善開発 

オンチップ電気光変調器および波長多重合分波器の温度特性の改善技術を開発する。 

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） 

（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 

経時変化を含む特性ばらつきを評価可能とする標準ＴＥＧを用いたデバイス試作、評価を実

施し、経時変化を含むデバイス特性ばらつきの解析手法を確立する。さらに、新材料を導入した

テストデバイス(金属電極材料、high-k 絶縁膜を含む)を試作し、新材料の導入による特性ばら

つきに与える影響に関しての知見を得る。 

②ばらつきの物理原因解明 

デバイス特性ばらつきの電気的評価、デバイスばらつきの物理的評価、ならびに電気的なスト

レスに起因する経時変化の解析を実施し、デバイス特性ばらつきとその経時変化の物理原因を

解明する。 

③特性ばらつきモデリング技術の開発 

デバイス特性ばらつきと特性の経時変化の物理原因を組み込んだデバイス・プロセスシミュレ

ーション技術を開発し、離散不純物が原因となる要因以外による特性ばらつきを２０％以上低減

できる手法を開発する。 

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。 

④－１に関しては、ｉ）ＨｉＳＩＭ－ＲＰを用いたばらつき原因推定用アプリケーション技術開発と

ばらつき成分分離手法開発、ｉｉ）新規プロセス条件でのばらつき成分予測手法の検討とｈｐ６５ｎ

ｍ実トランジスタの解析、を実施する。 
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また、④－２に関しては、ｉ）ｈｐ６５ｎｍプロセスにおけるコンパクトストレスモデルの精度検証、ｉ

ｉ）複雑なレイアウト図形に対応するコンパクトストレスモデルの精度検証、ｉｉｉ）ストレス依存型不

純物拡散モデルの開発、を行なう。 

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 

デバイス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として、プレーナ型デバ

イス試作によるばらつき耐性を実測するとともに、プレーナ型を含む種々のデバイス構造につい

て、デバイス性能、短チャネル効果、ばらつき耐性等を評価できるシミュレーションによりばらつき

耐性を比較検討する。 

⑥計測解析技術の開発 

実施項目①、ならびに実施項目②に必要な計測、解析手法の確立を行う。経時変化ばらつ

き評価手法として、３σ以上の経時変化ばらつきが計測可能、ならびに高温領域での評価が可

能な手法を開発し、その効果を検証する。また、半導体中の不純物分布の解析手法であるアト

ムプローブ技術を実デバイス構造に適用し、ばらつき差の原因解明、改善手法に関しての指針

を得る。 

（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。 

本開発では、ＳＥＴ検出ＴＥＧの照射実験結果との比較によるＳＥＴシミュレーションシステムの

予測精度検証と、将来のトレンド予測を行う。 

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。 

ＥＳＤに関しては、ＴＥＧ測定データに基づいた各種特性の統計的分析を行う。 

また、電源ノイズに関しては、「ばらつき」と「ノイズ」がアナログ回路に及ぼす影響について解

析を行う。 

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） 

平成２０年度までに確立したｈｐ４５ｎｍ微細加工に対応するＥＵＶマスク技術を高度化し、本年度は、

プロジェクトの 終目標であるｈｐ３２ｎｍ微細加工技術に対応する技術の確立にむけた指針を策定

する。 

（１） 高精度・低欠陥ＥＵＶＬマスクおよびブランクス技術の開発 

（１－１） 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 

位相欠陥検査技術の高感度・高速検査を行う条件の 適化検討を行う。それにより、ｈｐ３２ｎｍ

微細加工技術に対応する位相欠陥検査技術の実現に向けた課題の抽出を行い、 終目標達成

への方針を明確化する。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･高性能化検

討を継続し、ｈｐ３２ｎｍ微細加工技術に対応するＥＵＶＬマスクおよびブランクスのＥＵＶ光による解

析・評価技術の実現に向けた技術指針を策定する。 

（１－２） 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の転写性評価、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、ｈｐ３２ｎｍ微細加工技術に対応するＥＵＶＬマスク材料、構造の 適化検

討を進める。さらに、マスクおよびブランクスの許容欠陥仕様を明らかにする。 

（１－３） ＥＵＶＬマスクコンタミネーション制御技術の開発 
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レジスト材料のアウトガス放出特性評価、カーボンコンタミネーション量と露光装置内の残存ハイ

ドロカーボン量およびＥＵＶ光強度との依存関係の評価・解析を通じて、コンタミネーション堆積現

象の解明を行う。さらにコンタミネーション膜の除去技術の基礎検討を継続し、コンタミネーション制

御技術の方向性を明らかにする。 

（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 

（２－１） ＥＵＶＬマスクパターン欠陥検査技術の開発 

マスクに意図的に作り込んだ欠陥の検出実験を通して、ｈｐ３２ｎｍ微細加工技術に必要な欠陥

検出感度を有する Die-to-Die 方式ならびに Die-to-Database 方式の実現に向けた課題を明らか

にする。また、その結果を基にマスクパターン欠陥検査技術の高度化を推進する。 

（２－２） ＥＵＶＬマスクパターン欠陥修正技術の開発 

ｈｐ３２ｎｍ微細加工技術に必要な欠陥修正精度の達成に向け、ＦＩＢ方式でのパターン欠陥修

正によるダメージ低減技術を確立するとともに、黒欠陥、白欠陥修正部の光学特性評価、転写性

評価を進める。 

（３） ペリクルレスＥＵＶＬマスクハンドリング技術の開発 

（３－１） 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、付着異

物の分析を継続することにより、マスクへの異物付着現象の解明を行う。さらに上記現象解明を通

じて、ｈｐ３２ｎｍ微細加工に向けたマスクハンドリング技術開発の方向性を明らかにする。 

（３－２） 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 

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し、

ｈｐ３２ｎｍ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策定する。 

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、ミラー汚染低減技術

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 

光源側から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、平成２０年度に開発した装置、並びに手法を用いて、高精度化、改良

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、集光系構成部材等の熱管理技術、及び、長寿命化技術について、平成２０年度に

開発した装置と組み合わせた評価、並びに効果の検証を行う。さらに、各要素技術を総合的に実

証するための設備を導入する。 

（３）ＥＵＶ光源高信頼化技術の有効性を実証する光源方式 

平成２０年度に策定した光源方式を見極めるための項目、基準（光源仕様）に基づき、平成２１

年度末時点に光源評価を実施し、高信頼化技術開発を主体的に進める光源方式を選択する。 

５．２ 平成２１年度事業規模 

一般勘定                  ９６１百万円（継続） 

需給勘定                 ３１０３百万円（継続） 

事業規模については、変動があり得る。 
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６． その他重要事項 

６．１ 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。 

６．２ 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１

７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年度は第一期（平成１３～１５年度）の 終年度として中間評価を実施し、評価結果を第二

期（平成１６～１９年度）の研究計画に反映させた。 

平成１７年度は第二期（平成１６～１７年度）の 終年度として中間評価を実施し、評価結果を第三

期（平成１８～２２年度）の研究計画に反映させた。 

平成１９年度は第三期の前半（平成１８～１９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、評価結果を第三期の後半

（平成２０～２２年度）の研究計画に反映させた。 

平成２０年度は、平成１９年度に実施した中間評価、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を見直しと追加を行い公募により実施者を決定した。 

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） 

さらに、平成２０年度は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実施した。 

６．３ 複数年度契約の実施 

研究開発項目①、②、③、⑤については平成２０年度から２１年度の複数年度契約を行い、研究開

発項目④については平成２１年度から２２年度の複数年度契約を行う。 

７． 年間スケジュール 

平成２１年 ３月 ５日  部長会附議 

       ４月    継続分の限度額変更契約 

       ７月    補正予算に伴う限度額変更契約 

 

８．実施方針の改訂履歴 

（１）平成２１年３月 制定 

（２）平成２１年７月 事業内容及び事業規模変更 

（３）平成２１年８月 共同実施先の追加 

（４）平成２１年９月 事業規模変更 
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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(MIRAI)プロジェクト」実施体制（第三期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 新探究配線技術開発 

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、東北大学 

共同実施：広島市立大学、広島大学、神戸大学、東北大学 

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 

 


