
 P01014  
平成２２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 

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 21 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 

シリサイド電極として も一般的に使用されている NiSi について、偏析不純物の濃度とショッ

トキーバリアハイトの関係を調べた。NiSi/Si ダイオードから NiSi のみを選択エッチングする技術

を開発し、これと二次イオン質量分析（SIMS）を組み合わせて検討した結果、偏析した不純物は

Si 界面から深さ 1 nm 以内の極浅い領域に局在していることを突き止めた。さらに NiSi 膜厚が厚

くなるに連れ、接合界面に到達する不純物濃度が減少することを見出した。所望の不純物濃度

を界面に形成するためには、イオン注入条件のみならずシリサイド厚さにも注意して設計するこ

とが必要である。 

界面に偏析した不純物濃度とショットキーバリアハイト変化量の関係を調べ、偏析した不純

物が全て機能してはおらず、電気的に活性な状態にはなっている比率がわずかであることを明

らかにした。シリサイド層の選択や熱処理方法の工夫を通した、活性化効率の向上が不純物偏

析メタルソース･ドレイン技術の性能向上の指針であることを明確にした。 

（ⅱ） 高駆動力ゲートスタック形成技術開発 

高真空酸化による Si の原子層エッチング技術を SOI の薄膜化に応用し、膜厚約 2.5nm の薄

膜 SOI の形成に成功した。また、HfO2/Si 直接接合ゲートスタックの形成において、表面の化学

状態がゲートスタックの性能に支配的な影響を与えること、および界面特性の劣化が初期表面

に残留した Si-H 結合に由来することを明らかにした。そこで、高真空酸化により、ALD による

high-k ゲート絶縁膜堆積に 適化した酸素終端表面を開発した。この手法を用いて界面特性

の良好な HfO2 直接接合ゲートスタックを形成し EOT=0.6nm を達成するとともに、チャネル界面

ラフネス散乱が SiO2/Si と同レベルであることを明らかにした。 
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（ⅲ） 微細トランジスタ作製プロセス技術開発 

前年度に構築した、ゲート長３０～４０ｎｍ程度の、メタルソース・ドレインを有する極微細ＭＯＳ

ＦＥＴの作製プロセスに、メタルゲート電極、HfO2 ゲート絶縁膜を導入し、その動作を確認した。

また、電子線レジストプロセスの 適化とスリミングプロセスの導入により、ゲート長 23 nm の実現

に成功した。さらに、ＳＯＩチャネル層中の NiSi2 の固相エピタキシャル成長を活用して、ゲートエ

ッジに対するメタルソース・ドレインの接合位置を精密に制御できることを見出した。 

（ⅳ） 計測解析技術 

電気計測に関しては、Ge トランジスタ pMOSFET の移動度向上のメカニズムを明らかにした。

Ge トランジスタにおいて、Ge 表面を数原子層の Si で終端することによって、ホール移動度を大き

く向上できることを昨年度報告したが、その移動度向上メカニズムは明らかではなかった。そこで、

様々な温度で移動度や反転層内のキャリア分布を解析することによって、Si/Ge 界面のきわめて

平滑な界面と、Si 原子層によるクーロン散乱の減衰が移動度向上の鍵であることを見出した。ま

た、n チャネルにおいて重要である伝導帯端近傍での界面準位密度(Dit)を精密に評価し、高温

で形成した GeO2/Ge 界面の Dit が非常に小さく、n チャネルに有望であることを明らかにした。 

紫外線励起共焦点顕微ラマン分光法により、Si デバイス構造の応力計測を行った。ラマン信

号の偏光方向依存性と電磁場シミュレーションの結果を解析することにより、光の回折限界を超

える空間分解能で応力分布の評価を行うことに成功した。また、ＳＴＭを用いた真空ギャップ変

調法を利用して、微細ＭＯＳＦＥＴにおけるソース／ドレイン、チャネル領域のポテンシャル分布

測定を行った。測定結果を我々が開発した STM シミュレータによるシミュレーション結果と比較し、

実験データにおけるバイアス電圧の影響を補正することにより、接合の深さ及び急峻性を、評価

することに成功した。 

（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) 

メタルソース・ドレイン構造を有する MOSFET で、バリスティック効率は、チャネルソース端のボ

トルネック形状に依存することを見出した。特に、kT レイヤーと呼ばれるボトルネック障壁の幅が

狭い構造で、バリスティック効率が向上することを明らかにした。また、メタルソース・ドレイン

MOSFET の特性を左右する重要な構造パラメータであるショットキーバリア高さの影響について

検討し、前述したバリスティック効率の向上を実現するには、約 0.15eV 以上のバリア高さが必要

であることを見出した。 

（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 

ひずみSi/SiGe/Geチャネルトランジスタ向けに、不純物偏析ショットキーNiGe、NiSiコンタクト

形成技術を開発し、コンタクト抵抗やオフリーク電流の低減のための指針を得た。これらの技術

を用いたひずみSi/SiGe/Geチャネルトランジスタの試作を実施した。また、偏析ショットキー接合

を有するひずみSiチャネルトランジスタと、通常のpn接合トランジスタとの電気特性評価を実施し

た。 

さらに、立体チャネルトランジスタへメタルソース・ドレインを適用する際のプロセス課題抽出を

行った。その結果、シリサイドの基板垂直方向の形状制御や、Fin形状の熱負荷に対する問題

点などが明らかとなった。 

（ⅱ） ひずみ制御によるキャリア移動度向上技術の開発 

ひずみ SOI 基板を用いた立体チャネルトランジスタについて、ゲート長を 50nm まで微細化し、

ひずみ保持と動作を確認した。また、Ge 中の電子の移動度を 大化するためのひずみ印加方

法に関する解析を行い、バンドギャップ縮小とのトレードオフも考慮した 適解を見出した。また、

このひずみを印加するための SiGe ストレッサー構造を試作し、ひずみ印加効果を実証した。 

（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 

Ge 基板と、その上に形成された high-k ゲート絶縁膜との界面に SrGe（ストロンチウムジャーマ
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ナイド）界面層を形成し、キャリア散乱を低減させる技術の開発を継続して実施した。high-k 膜

/SrGe 膜堆積構造の EOT（等価酸化膜厚）の低減が、この SrGe 界面層を有する Ge チャネル

トランジスタの電気特性に与える影響を系統的に評価した。その結果、移動度劣化やゲートリー

ク増大などの大きな問題がないことが明らかとなり、微細トランジスタへの適用可能性が示され

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試作ラインにおいて、FinFET 用途のメタルソース・ドレイン形成実験、および

Fin 上の SiGe ストレッサーエピ成長実験を実施し、構造とひずみの解析を行った。 

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 

基板全面の成長では、4 段階プラズマ処理という新プロセスを導入し、プラズマ CVD によって、

CNT 成長密度 2E12/cm2 に到達。ビア構造（直径 160nm）での成長では、ビア底の下地金属膜

厚および表面処理の 適化、新たに開発した二元系微粒子触媒を適用し、高品質で密度

1E12/cm2 に到達（単膜では 1.4E12/cm2）。また触媒 Co 膜厚の制御により、CNT の稠密成長か

らグラフェン成長までの制御成長に成功した。なお 2006 年のプロジェクト開始時の平均的 CNT

密度は約 6E11/cm2 であった。 

（ⅱ） ＣＮＴビアインテグレーション技術および微細ビアによる電気特性評価 

微細ビアへの CNT 埋め込みを実現し、作製プロセスを開発した。抵抗については、直径 70nm

のビアで 51Ω、直径 160nm のビアで 10Ωを得た。後者を直径 50nm、高さ 200nm のビアに換算

すると 76Ωとなる。2006 年プロジェクト開始時には、直径 2μm のビア抵抗が 5Ω（510℃の高温

成長では 0.6Ω）であり、これを直径 50nm、高さ 200nm ビアに換算すると 4.3kΩ（520Ω）になる。

従って、抵抗は約 1/56 に改善されたことを意味する。 

電流密度耐性については、CNT ビアの EM 破壊メカニズムを解析し、また CMP 平坦化とコン

タクト改善で EM 耐性の大幅改善を実証。電流密度 4E7A/cm2 で 1000 時間（目標以上）を実証

した。2006 年プロジェクト開始時は、電流密度 2～3.2E6A/cm2 で 100 時間が確認された段階だ

った。ともにばらつきはあるが、EM 耐性は目標を達成し、ビア抵抗は目標と同桁（あと約 1/5）ま

できた。H22 末の目標達成の目処を得た。 

（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で密度２Ｅ１２／ｃｍ２(＠４５０℃）を実現し

た。CNT 高密度化は共通課題であり、その部分は上述の通り成果が出た。 

（３） ３００ｍｍ対応可能装置方式の研究開発 

CNT 密度 1E12/cm2 では、プラズマ CVD 成長で毎分 70nm の CNT 成長に成功。2006 年の

プロジェクト開始時は毎分約 20nm であり、3.5 倍の成長速度を得た。適用世代のビア高は約

100nm、プラグは約 200nm であり、ともに平成 22 年度末までの 終目標である「ウェハ１枚あたり

の CNT ビア・プラグ成長時間 5 分以下」の目標を達成。密度 2E12/cm2 では、毎分 30nm の成

長速度であり、ビアに関して目標達成した。 

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。ナノ結晶粒ＰＬＺＴパター
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ンを形成するエアロゾルデポジション法において、光導波路としての欠陥を減らす新たな原

料粉末製造方法および成膜方式を開発し、光伝播損失を約２ｄＢ／ｍｍに低減した。 

（ⅱ）光変調器高速動作実現のためにＰＬＺＴ変調器の小型化を進めた。Ｓｉ基板上にナノ結晶

粒ＰＬＺＴ光導波路を用いた長さ５００μｍのマッハ・ツェンダー型変調器を試作し、２ＧＨｚ

での電気光変調動作を確認した。さらに、改良したＰＬＺＴを用いた長さ２００μｍ以下の小

型ＰＬＺＴリング変調器を試作し、１０ＧＨｚでの変調動作を確認した。この変調器の電力遅

延積設計値は１０ＧＨｚで４ｐＪ以下、消費電力設計値１４ｍＷ以下であった。 

（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に必要な光回路を小型化するために、オンチップ分波器用に

従来のＳｉＯＮ光導波路に代わりＳｉＮ光導波路を開発した。導波損失は１ｄＢ／１０ｍｍ以下

と十分小さいものであった。ＳｉＮ光導波路を用いて、波長の異なる５波の光信号のマルチ

プレクシングおよびデマルチプレクシングを行うサイズ約０．５ｍｍ２の光合分波器を試作し

た。 

（ⅱ）ＳｉＮ光合分波器の合分波動作温度依存性を低減するアサーマル型合分波器の試作を行

い、その動作を確認した。 

（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）波長多重に対応する光源（光ファイバ）とＳｉＮ光導波路を結合する新しい結合方式（２方向

再結合型）を東北大学との共同実施により開発した。試作したデバイスを用いて、実装時

の位置決めトレランスが比較的大きな±２μｍという値で、実装コスト低減に向いていること

が確認された。 

（ⅱ）小型ＳｉＮ光合分波器と効率よく結合するプラズモンナノフォトダイオードを設計・開発し、量

子効率が２０％であることを確認した。 

（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ＳｉＮ光導波路に

よる合分波器の開発を進め、さらにＳｉＮ光導波路と結合した光配線層を試作し、１配線あ

たりの伝送容量２０Ｇｂｐｓを確認した。 

（ⅱ）Ｓｉ基板上に作成したＰＬＺＴの光変調器により、１波長５Ｇｂｐｓの変調基本動作を確認した。 

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 

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、こ

れを用いたテストデバイスの試作を行った。試作したテストデバイスを用いて、実使用負荷時に

おけるデバイスの経時変化の計測を実施し、１６Ｋ規模で、ストレス印加による特性変動、ストレ

ス解放後の回復現象を実験的に確認した。測定結果は、小規模のアドレス切り替え型ＤＭＡ－

ＴＥＧにより確認した。また、ＳＲＡＭ回路のスタティック・ノイズ・マージンを測定するＤＭＡ－ＴＥ

Ｇを設計し、１６Ｋ個のスタティック・ノイズ・マージンを実測し、そのＳＲＡＭ回路を構成する６個の

トランジスタ(ＮＭＯＳ４個、ＰＭＯＳ２個)の１６Ｋ回路分の単体特性を求めることに成功した。その

他、新規設計した、再委託先のＴＥＧのデバックを完了した。また、平成２１年度の加速資金によ

り、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ために、新材料を導

入したテストデバイス(金属電極材料、高誘電率絶縁膜を含む)の特性ばらつきを評価し、チャネ

ル不純物量に応じてばらつきも低減するという知見を得た。 

（２） ばらつきの物理原因解明 

Ｐｈａｓｅ－１、ならびにＰｈａｓｅ－２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
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評価を実施した。ＰＭＯＳはチャネルの離散不純物分布で計算できるしきい値ばらつきとほぼ等

しく、ＮＭＯＳはこの１．５倍のばらつきを有していることが分かっている。詳細な解析の結果、Ｎ

ＭＯＳのチャネル中に用いたホウ素が、ソース・ドレインエクステンション形成時に再分布すること

によって、横方向に分布を持ち、これがしきい値ばらつきを大きくする原因であることを明らかに

した。チャネルに導入したホウ素の再分布を抑制する炭素の共注入を適用し、離散不純物以外

の要因を抑制できることを示した。 

また、オン電流ばらつきの詳細な解析手法を開発し、オン電流ばらつきの原因が、既知のしき

い値によるもの、オン電流のオンセット電圧の差異によるもの、相互コンダクタンスの差異によるも

のであることを明らかにし、その成分分離手法を開発した。本手法を用いて、オン電流ばらつき

の原因解析に着手した。 

（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

ーション技術を用いた検討により、デバイス特性ばらつきがチャネル不純物のソース・ドレイン方

向の再分布であることを確認し、これを抑制するために、炭素の共注入を適用した。その結果、

離散不純物が原因となる要因以外の特性ばらつきを２０％以上低減できることを示した。 

また、新規に飽和領域のしきい値ばらつき解析のために、線形との差異であるドレイン誘起障

壁低下効果（ＤＩＢＬ：Ｄｒａｉｎ Ｉｎｄｕｃｅｄ Ｂａｒｒｉｅｒ Ｌｏｗｅｒｉｎｇ）のばらつきの評価に着手した。線

形しきい値との相関や、基板濃度との相関の評価を進めた。これにより、飽和領域の特性ばらつ

きのモデリングを進める。 

（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２０年度までに開発した HiSIM-RP により、不純物濃度揺らぎがトランジスタ電気特性に与

える影響を Monte Carlo 法により 1,000 点／秒という超高速度で解析可能であることを実証した。

さらに、この手法を hp130nm デバイスに適用した結果、Halo 濃度がチャネル濃度に比べて非常

に高い場合、長チャネル領域において Vth 揺らぎが Takeuchi プロットのトレンドより大きくなるこ

とを確認した。また、HiSIM-RP を用いたばらつき要因分離手法を考案し、この手法を実現する

ために必要になる 4 つのモデル：S/D 寄生抵抗モデル、Hydro-Dynamic モデル、ゲートリーク電

流モデル、レイアウトパターン依存性モデル、の HiSIM-RP への組み込みを完了した。また、

hp130nm プロセスと hp55nm プロセスによる相対精度 TEG の測定を行い、これらの測定結果に

対して、HiSIM-RP を用いたばらつき要因分離手法を実際に適用した。 

（４－２） ストレス起因のレイアウトパターン依存性モデル 

hp55nm 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２０年度ま

でに開発されたコンパクトストレスモデルが、hp55nm プロセスに対しても、目標精度である Vth 誤

差±20mV、Ion 誤差±5％でトランジスタの電気特性変動を予測可能であることを実証した。こ

れにより、コンパクトストレスモデルは、現時点で量産可能な 先端プロセスである hp55nm を含

む 4 世代のプロセスに対して目標精度を達成していることが実証された。 

（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 

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

シミュレーションを用いて、特性ばらつきの評価を実施した。ＮＭＯＳはＰＭＯＳの約１．５倍のば

らつきを有するが、ソース・ドレイン方向に分布を持つチャネルにより、ばらつきが増加することを

明らかにした。さらに、このシミュレーション技術を用いてオン電流ばらつきの解析を実施し、オン

電流のオンセット電圧の差異によるばらつきが、チャネル中の不純物の離散分布によるパーコレ

ーションで引き起こされていることを明らかにした。 

（６） 計測解析技術の開発 

第三期後半の開発目標である経時変化ばらつきの評価(実施項目①)の実現ために、従来よ

りも１００℃以上の加速評価が可能な高温対応プローバ、ならびに正確・かつ大量な経時変化

量の計測を実現する評価手法（ＴＥＧ、測定システム）を確立し、対応する装置の導入、立ち上
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げを完了した。ミリ秒オーダーの超高速、かつ微小な電流・電圧計測のために、システムのノイズ

が大きな問題となるため、ノイズ対策を施し、電源未投入時レベルまでのノイズ低減を達成した。

導入した新しいシステムを用いて、経時変化ばらつきを計測し、１６Ｋデバイスの経時変化量を

計測することに成功した。 

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、半導体中の不純物の

三次元分布の解析を行っている。電気的な解析により、ソース・ドレインエクステンション注入に

より、チャネル不純物の分布が変化していることが明らかになっている。このため、ソース・ドレイン

エクステンション構造を有するデバイス構造を用いてチャネル不純物の三次元分布の解析を行

った。実デバイス構造評価は、シリコン基板にゲート酸化膜、ゲート電極、ゲート側壁絶縁膜、金

属シリサイド、層間絶縁膜が形成されており、通常の手法での観察は不可能である。このため、

試料の準備手法を確立し、デバイス構造でのチャネル不純物、ソース・ドレインエクステンション

注入不純物、ハロー注入不純物の観察に成功した。 

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 20 年度までに開発した SET 一貫シミュレーション技術を使用して、hp130nm から hp78nm

へプロセススケーリングを行った場合に、SET がどのような影響を受けるかを評価した。その結果、

プロセススケーリングによって中性子入射時の二次イオンによって発生する電荷の収集量が増

加し、より SET が顕著になることが判明した。電荷収集量の増大の主たる原因は、基板抵抗が

増大して寄生バイポーラ効果が顕著になるためであり、中でも、とりわけウェルコンタクト幅の減

少によるウェルコンタクト部の寄生抵抗の増大の影響が大きく、電荷収集量の増大の原因の

40%以上を占めていることが明らかになった。また、hp130nm プロセスを使用して SET 検証用

TEG を設計・試作し、カナダ TRIUMF において同 TEG への中性子照射実験を行なった。SET

一貫シミュレーション技術による計算結果では、サブ 100psec の SET パルスが大部分を占めるこ

とが予測されていたが、従来から提案されていた SET パルス検出回路ではサブ 100psec パルス

の高精度な検出は不可能であり、実際にもごくわずかのパルスしか検出されていなかった。今回

の実験では、新規に考案した検出回路を使用することにより、サブ 100psec のパルスを高精度か

つ高効率で検出することが可能になり、サブ 100psec の SET パルスが発生量の大部分を占めて

いることが実験的に確認された。また、SET パルスの定量的な発生頻度に関しても、実験値は

SET 一貫シミュレーション技術による予測値の約 1.5 倍の値であることが確認され、SET 一貫シミ

ュレーション技術が実際の製品 LSI 設計に適用可能な非常に良い精度を有していることが実証

された。 

（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て、hp130nm プロセスならびに hp55nm プ

ロセスによる TEG の設計、試作、評価を行なった。その結果、i)CDM 放電時にパッケージを介し

てチップに流れる電流量はパッケージのタイプとサイズに対して強い相関があり、等価放電源を

各パッケージタイプ毎にモデル化出来る可能性のあること、ii)チップ内の CDM 耐圧を決定して

いるクリティカルポイントは、ディジタル回路ブロックとアナログ回路ブロックの異電源間のインター

フェース部分であり、CDM 耐圧はそれぞれの回路ブロックの面積に比例する形で付随している

寄生容量の大きさに強く依存していること、を明らかにした。また、従来から CDM 耐圧試験方法

として標準化されている空中放電とリレー放電の２つの方式を比較検討した結果、両者の放電

時の等価回路的性質の違いにより、測定される耐圧が被評価回路によって異なることを明らか

にした。 

（２－２） アナログ回路における外部擾乱のインパクト 

hp130nm プロセスで試作した、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 の測定評価を行なった。その結果、増幅率一定で設計した差動増幅

器の差動入力トランジスタのフィンガー数を増すと、基板ノイズ感度が増加することが判明した。

このことは、差動入力トランジスタのミスマッチ改善のためにフィンガー数を増すと、そのトレード
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オフとして差動増幅器が基板ノイズの影響を受け易くなる可能性を示唆しており、回路とデバイ

ス全体を見据えて複数の要因を同時に 適化する設計手法の重要性が改めて明らかになった。

また、「その場評価」TEG 技術の普遍性確認のための hp90nm プロセスによる TEG 試作と、「そ

の場評価」TEG に搭載する要素回路をアレイ化して評価するための hp130nm プロセスによる

TEG 試作も行った。 

 

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 

TDI(Time Delay Integration)モードを用いて EUV 光によるブランクス全域の位相欠陥検査に初

めて成功した。TDI モードにおける位相欠陥検出感度と擬似欠陥数の関係を明確化し、ブランクス

全域検査における欠陥検出率向上のための指針を得た。信号ノイズの低減アルゴリズムを開発し、

位相欠陥検査装置に実装することにより、欠陥検出率が向上することを確認した。吸収体パターン

が存在するときにも暗視野光学系による位相欠陥検出が可能であることを実証した。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、CCD の改良およびスキャン照明法の採

用により明視野観察画像の像質および解像度が向上することを確認した。 

（１－２） EUVL マスクおよびブランクスの高品位化技術の開発 

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製造プロセスがマスク平坦度に及ぼす影響を明らかにした。転写

レジストパターンのラフネスから欠陥の影響を分離して評価する手法（積算計測法）を吸収体パタ

ーンの欠陥転写性評価に適用し、hp32nm 微細加工技術に対応する EUVL マスクの許容欠陥サイ

ズの仕様を構築した。吸収体パターン付きプログラム位相欠陥の転写性評価を推進し、位相欠陥

が転写像に与える影響が、露光におけるフォーカス位置、ならびに欠陥の吸収体パターンに対す

る位置に大きく依存することを実証した。 

（１－３） EUVL マスクコンタミネーション制御技術の開発 

様々な種類のレジストに対して GC-MS 法によるアウトガスの成分解析を行い、保護基と酸発生

剤を嵩高なものにすることが低アウトガス化に有効であることを明らかにした。露光装置で使用され

たマスクに堆積されたカーボンコンタミネーション膜が、斜め方向から入射される EUV 光の日向･日

陰に対して非対称性であること、ならびにマスク近傍の電磁場計算に基づくモデル化によって現象

が再現できることを明らかにした。オゾンにエチレンガスを添加する酸化系クリーニング手法を評価

し、高速除去性能と Si キャップに対する耐性を確認した。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、Ru 薄膜上のカーボンコンタミ膜のクリ

ーニングにおける反応素過程を明らかにした。 

（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 20 年度までに得られた知見を基に、Die-to-Die 方式において、P 偏光照明を用いるか、

あるいは波長 199nm の DUV 光に対する吸収体の反射率を４％に低減することによって、hp32nm

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達成できることを実証した。

Die-to-Database 方式における参照画像作成機能の開発を進め、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達成するとともに hp32nm 対応への課題を抽出した。欠

陥検査のさらなる高感度化を目指した P 偏光/S 偏光同時検査技術を実現するための装置改造を

実施した。 

（２－２） EUVL マスクパターン欠陥修正技術の開発 

FIB によるカーボン堆積プロセスを用いた白欠陥修正プロセスを構築し、その有効性を SFET に
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よる転写性評価によって実証するとともに、カーボン堆積膜厚が不足すると修正箇所の転写特性

が劣化することを明らかにした。有機金属による堆積膜は、EUV 露光中に付着するカーボンコンタ

ミネーションを除去する水素ラジカル処理に対して耐性があることを確認した。さらなる高精度･低ダ

メージ欠陥修正を実現するために低加速電圧下で微小ビームを形成できる短焦点型スリム FIB 鏡

筒を開発するとともに、新イオン源の設計･製作を行った。 

（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 

EUVL マスクを静電チャックした際に分極によってマスク面に表面電荷が現われること、表面電

荷で発生する電界が異物付着を生じさせる原因になること、対策としてマスクの表・裏面を電気的

に接地することが有効であることを実験によって明らかにした。二重ポッド型キャリアのインナーケー

スのメタル化等の改良によって、マスク搬送一回あたりの異物付着数がこれまでの半分以下の

0.002 個という良好な防塵特性を達成するとともに、真空排気特性が大幅に改善することを確認し

た。極めてまれにしか生じない異物付着現象の計測における高精度･高信頼性検査条件を理論

的に明らかにした。これらの成果を基に hp32nm 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指針を策定した。 

（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 

マスク表面の異物クリーニング技術の有力候補と位置付けているナノピンセット方式において、

プローブ開閉機構および対象物センシング機構を高度化し、40nmφ模擬異物の把持・移動が可

能なことを確認した。マスク裏面の異物クリーニング方式の調査･実験検討を行い、有力技術の絞

込みを行った。マスクへの異物付着確率と異物検査の頻度が生産効率および製品歩留まりに与え

る影響を考察し、ファブ内における異物検査およびクリーニングの運用に関する指針を策定した。 

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 

平成２０年度で製作したマスク、ミラー汚染･損傷評価装置の反射率測定精度を評価・改善し、

さらにＸ線電子分光装置で光源に起因するコンタミネーションの特定性能を検討した。反射率の測

定精度の目標値１％を実現すべく、光源、光学系、信号処理につき、改善を図り、０．８％以下の

測 定精 度を実 現した。また、平 成２０年 度に製 作 したレーザ融 合型ＤＰＰ(ＬＡ－ＤＰＰ: Laser 

Assisted-Discharge Produced Plasma)模擬光源によるデブリ評価実験装置とこの損傷評価装置を

組み合わせて加速試験の基本検討を実験とシミュレーションによって実施した。 

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。中間集光点（ＩＦ：Intermediate 

Focus）以降における高感度計測法として、光電子増倍管を用いたＳｎ原子のＬＩＦ計測装置を開

発し、Ｓｎ原子の検出感度性能の評価を行った。ＩＦ位置において、要求されるＳｎ検出感度が得ら

れることを確認した。 

（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、前年度までの検討を踏まえ、デブリ発生の更なる低減と高効率

捕獲のため、①高精度Ｓｎ均一塗布技術、②高速イオンデブリ低減ダブルレーザトリガー方式およ

び③高デブリ捕獲率 DMT（Debris Mitigation Tool）技術の開発を提案し、開発を進めた。また、Ｉ

Ｆ位置でのコンタミネーション流入防止のためにはガスカーテン(亜音速)が有効であることを見出し

た。 

ＬＰＰ（Laser Produced 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と中性Ｓｎ原子による汚染対策技術の開発を行った。前年度に設計し

た磁場とミラー配置を基本とする清浄化の各要素技術を、ＣＯ２レーザ生成Ｓｎプラズマ光源と組み

合わせて、総合的に実証するための試験装置を製作した。磁場により収束したＳｎイオンに付いて

は、Ｓｎの回収機構の検討と設計を行った。中性Ｓｎによる集光ミラー汚染の対策として、Ｓｎ原子の
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発生低減とイオン化の技術開発を行った。具体的には、Ｓｎ原子の発生低減を目指した、小径Ｓｎ

ドロップレットターゲットとプレパルス照射技術の開発を実施した。またＳｎ原子のイオン化のため、レ

ーザ共鳴吸収によるイオン化の基礎実験と実用化検討を行った。更に集光ミラー表面に堆積した

Ｓｎの除去技術に関しては、ＬＰＰ用直入射コレクタへのクリーニング適用検討を行った。コンタミネ

ーション流入防止に関しては、流入防止機構の設計を進めた。 

（２－２） 高出力対応熱管理技術の開発 

β 機レベルのＬＡ-ＤＰＰ実機に搭載した斜入射コレクタの温度上昇を実測し、コレクタの熱変形

とＩＦ変動に関するシミュレーション技術を確立した。 

ＬＰＰ光源用の直入射コレクタについては、高耐熱で捕集立体角の大きな除熱機構付きコレクタ

の熱シミュレーションと試作を実施した。コレクタの熱応力変形とＩＦ位置でのＥＵＶ集光像への影響

をシミュレーションにより評価し、高出力光源に適用可能であることを示した。 

（２－３） IF 変動防止技術の開発 

ＩＦ特性の変動を防止する技術を、ＩＦ特性の変化を高速で補償する自動アライメントアルゴリズ

ムの開発と新案(変動ライブラリ)の創出により、確立した。また、光源側に設置することによってもＩＦ

での角度分布が判るモニタ装置を考案し、同等の変動評価が可能であることを示した。 

（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、光源高信頼化の技術開発を優先的に行う光源手法を選択するため

の「光源選択評価基準」に基づき、ＬＰＰおよびＤＰＰ光源の進捗状況を比較検討した。 

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 21 年度

一般勘定 1,838 3,931 4,317 2,842 2,636 2,987 2,147 1,369 961

需給勘定 1,604 2,092 0 1,472 1,699 3,343 2,888 2,384 3,388

計 3,442 6,023 4,317 4,314 4,335 6,330 5,035 3,781 4,349

    

特許出願（国内外）件数 10 47 63 66 73 60 34 37 67

特許出願（国内のみ）件数 10 42 44 47 49 33 28 27 41

論文発表数（報） 14 29 52 56 54 38 48 47 45

学会発表数（報） 48 174 252 217 227 189 172 171 124

新聞発表数（件） 8 29 36 36 40 28 42 5 4

フォーラム等（件） 1 1 5 3 1 1 1 12 6
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５． 事業内容 

５．１ 平成２２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 

  SiGe 選択エピタキシャル成長に基づくソース・ドレイン形成技術およびメタルソース・ドレイン形成

技術を開発し、微細ＣＭＯＳデバイスプロセスへ適用して、電流駆動力向上を実証する。 

（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 

トランジスタのチャネルにひずみＳｉ、ＳｉＧｅ、Ｇｅを導入する技術、および高移動度と低ＥＯＴを両立

できるゲートスタック形成プロセス技術を開発し、微細ＣＭＯＳデバイスプロセスへ適用して、電流駆

動力向上を実証する。 

（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バリスティック輸送現象が発現する微細ゲート長のシリコン-ゲルマニウム

系 MOS トランジスタを作製し、バリスティック効率を導出する。本テーマの開発成果を用いていない

トランジスタとの比較で、OFF 電流を揃えた条件で ON 電流が 1.15 倍以上となること、ならびに

ON 電流をそろえた条件での消費電力が 80%以下となることを示す。また、開発されたトランジスタ

素子特性が、高い再現性で得られることを実用化の観点から示す。 

（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確立する。 

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確立する。 

 

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な標準ＴＥＧを用いてデバイス試作、評価を実施し、

経時変化を含むデバイス特性ばらつきのプロセス依存性を定量的に明らかにする。Ｈ２１年度に

試作した新材料を導入したテストデバイス(金属電極材料、高誘電率絶縁膜を含む)の特性ばら

つきを解析し、特性ばらつきに与える影響に関しての知見、ならびに改善手法の指針を示す。 

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を実施したウエハを用いて、デバイスばらつきの物理的

な評価を実施し、デバイス特性ばらつきとその経時変化の物理原因を定量的に明らかにし、そ

の改善手法に関する指針を示す。 

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用

い、静的なデバイス特性ばらつきの再現検討、特にＮＭＯＳのばらつきを再現するための指針を
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示す。また、Ｈ２１年度に試作した新材料を導入したテストデバイス(金属電極材料、高誘電率絶

縁膜を含む)にＴａkｅｕｃｈｉプロットを適用し、汎用性を高めた標準化手法を開発する。 

④構造依存ばらつきのモデリング技術 

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、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、についても、併せて開発する。これに関しては、ｉ）ゲート幅方向のモデ

ル化手法の開発、ｉｉ）モデル精度の向上、を実施する。 

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 

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、新材料を導入し

たデバイスを含む、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。また、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し、特性ばらつきに対して耐性の高いデバイ

ス構造を提案する。 

⑥計測解析技術の開発 

実施項目②に必要な計測、解析手法の確立を行う。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、電気特性を評価した実デバイス構造に適用し、ばらつきと不純物分

布の関係を明らかにし、ばらつき改善の指針を示す。 

（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、hp32nm 以細でのシリコン・プレーナ型 CMOS における SET の影響予測を示す。

また、SET によるソフトエラー率を 1～10FIT 以下に抑えるための設計指針を確立する。 

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。 

ＥＳＤに関しては、CDM 破壊現象のメカニズムを解明すると共に、JEDEC クラス 4（1000V）の

CDM 耐圧を満たす解決策を提示し、その有用性を示す。 

また、電源ノイズに関しては、アナログ回路の基板結合感度を考慮した、デバイスサイズ選択と

レイアウト構造の決定指針を示す。 

 

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 

欠陥検出率の向上を目指した信号ノイズ低減化技術を開発し、hp32nm 微細加工技術に対応する EUVL

ブランクの位相欠陥検査技術を確立する。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

の基盤を構築する。 

（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 マスク材料および構造の 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確立する。 
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（１－３） EUVL マスクコンタミネーション制御技術の開発 

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、ならびにコンタミネーション膜のクリーニング技術の基

礎検討を継続し、hp32nm 微細加工技術に対応するマスクコンタミネーション制御技術の基盤を構築する。 

（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 

平成 21 年度までに構築した hp32nm 微細加工技術に対応する Die-to-Die 検査技術を基に、波長

199nm の DUV 光による EUVL マスクパターン欠陥検査技術を高度化し、hp32nm 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-Database 検査技術を確立する。 

（２－２） EUVL マスクパターン欠陥修正技術の開発 

欠陥修正箇所の光学特性、洗浄耐性ならびに転写性の評価を継続するとともに、低ダメージ化、高精度

化を実現するのに 適な FIB 鏡筒およびイオン源技術の開発を推進し、hp32nm 微細加工技術に対応する

EUVL マスクのパターン欠陥修正技術の基盤を構築する。 

（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、マスクへの異物

付着および離脱現象の解明、ならびに付着異物の分析を継続することによって、hp32nm 微細加工技術にお

いて要求される異物フリー搬送・保管技術を確立する。 

（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ならびに実験検討を行い、

hp32nm 微細加工技術において要求される当該技術の仕様ならびに運用指針を策定する。 

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） 

ＩＦ出力１８０Ｗで光源を１年間動作させた場合においても、マスクあるいはミラーの 大反射率低

下が１０％以下となる汚染量を明示できる評価技術を開発し、この汚染評価技術を用いて、ＩＦ出力１

８０Ｗで光源を１年間動作させた場合においても、マスクあるいはミラーの 大反射率低下が１０％以

下となる汚染量制御を実現できる高信頼化技術を開発する。 

（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年度および平成２１年度に反射率測定精度を向上させたマスク、

ミラー汚染･損傷評価装置を用いて、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年度お

よび平成２１年度に開発・改良した清浄化技術に係る装置と、平成２２年度に開発した汚染評価技

術を組み合わせた総合的検討を進め、デブリ発生の低減、デブリの高捕獲率技術を確立する。ま

た、IF 変動のシミュレーション技術を活用し、高出力対応熱管理技術の開発を集大成する。 

５．２ 平成２２年度事業規模 

一般勘定 665 百万円（継続） 

需給勘定 1453 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 

６．１ 評価 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ」という）は、技術的及び
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政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義並びに将来の産業への波及

効果等について、外部の専門家及び有識者による研究開発の事後評価を平成２３年度に実施す

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

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、評価結果を第三期後半（平成 21～22 年度）の研究計画に反映さ

せた。 

平成 21 年度は、産業技術政策動向等を勘案して基本計画の見直しを行った結果、研究開発項

目②を当該年度末で終了することとした。 

６．３ 複数年度契約の実施 

研究開発項目①、③、⑤については平成 20 年度から 22 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 18 年度から 22 年度の複数年度契約を行う。 

７． 実施方針の改定履歴 

（１）平成 22 年 3 月 制定 
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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） 
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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 

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】 

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、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 


