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（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） 

「次世代半導体材料・プロセス基盤(MIRAI)プロジェクト」基本計画 
 

電子･情報技術開発部 
１．研究開発の目的・目標・内容 
(１）研究開発の目的 

情報技術がめざましく発展している今日の社会では、情報・知識を、時間や場所の制約を受けず誰もが

自由自在かつ安全に活用できる情報通信環境の実現が望まれている。また、平成 19 年 6 月に改定され

た経済成長戦略大綱において、我が国の国際競争力強化のために注力すべき分野として、情報家電、ロ

ボットなどが挙げられている。このような応用システムの基幹となる半導体 LSI には、一層の高機能化、低

消費電力化が求められている。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して IT イノベーションプログラム及びエ

ネルギーイノベーションプログラムの一環として実施する。 

 

半導体LSIの回路を構成するトランジスタと配線の微細化は、これまで３年で４倍の集積度を実現する

ピッチで進展し、2007 年には、技術世代hp65nm (1)の製品が量産され始めた。情報家電やロボットなどの

システムに求められる高集積化と低コスト化を同時に実現するためには、トランジスタや配線の微細化が引

き続き重要な技術課題である。近年、hp45nmを超える次世代半導体開発のために、海外では産学官連携

の下で、国際半導体技術ロードマップ（ITRS）(2)で示されている技術課題の解決に向け、精力的な取り組

みがなされ、まさにグローバルな開発競争が行われている。また、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）が編纂したNEDO技術ロードマップ(平成１９年版)の中には、我が

国にとって重要な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が示されている。 

 

ITRS 及び NEDO 技術ロードマップに拠れば、LSI の性能向上には、単なる微細化のみならず、革新的

技術の導入が不可欠である。また、微細化およびそれに伴う加工精度向上の要請は、原子数個のレベル

での寸法制御を必要とし、微細化に伴う素子特性のばらつきが集積化の大きな障害となりつつある。これら

の問題を解決するためには、トランジスタや配線を構成する材料、それら材料の成膜･成長・加工のための

物理・化学反応、デバイス・回路動作等の原理に立ち戻って科学的知見を活用した開発を行い、産業技

術へ繋げていくことが必要である。このため、サイエンスとエンジニアリングを融合させた新しいコンセプトに

基づく、産学官が連携した LSI 開発プロジェクトが必要である。本プロジェクトでは、これらの要請を具現化

するとともに、産業界における実用化プロセスインテグレーション技術開発の時期を考慮したタイムリーな

技術開発を行う。産業界は、本プロジェクトの成果を受け継ぐ実用化開発を進め、その技術を活用した競

争力ある製品により半導体産業の国際競争力を強化することが重要である。 

一方、これまで微細化を推進してきた光リソグラフィについても、hp32nm 以細の技術領域では、従来の

                                            
(1) 最新技術で製造された LSI の配線層のピッチで最小のものの 1/2 をハーフピッチ(hp)と呼び、2007 年

ITRS によれば DRAM の第一層金属配線（ビット線）のピッチの 1/2 で示している。ここでは半導体 LSI 技

術レベルの指標として当該 hp を用いる。 
(2) 最新の ITRS は 2007 年版。 

 - 1 - 



微細化手法が限界に達すると予測されており、これに代わる新たなリソグラフィ技術の開発が求められてい

る。波長 13.5nm の極端紫外光（EUV: Extreme Ultra Violet）を用いる EUV リソグラフィ(EUVL)は、マスク

パターンの光学的縮小投影方式であり、従来の半導体製造プロセスとの親和性が高いこと、解像度に充

分な余裕があり、hp32nm 以細の技術領域に適用可能であること等から、次世代リソグラフィの最有力候補

と位置づけられている。現在、国内外でコンソーシアム、企業、大学の連携による強力な取り組みが進めら

れており、その結果、EUV 光源や光学系等の要素技術の開発は大きく進展している。しかしながら、量産

用露光装置の実現に向けては、高出力 EUV 光源における信頼性向上などの課題がある上、マスク技術、

レジスト材料、および各要素技術を統合したリソグラフィシステムにおける露光プロセス等に関しても、まだ

解決すべき課題が多く残されている。特に、EUVL の実用化のためには、高精度・低欠陥マスクの実現が

不可欠であるが、EUVL 用のマスクは従来のフォトマスクとは異なる多層膜構造の反射型マスクであり、難

易度の高い技術開発が必要である。また、個別技術の開発だけでは完結せず、リソグラフィシステムとして

の総合的な取り組みが必要である。このため、産学官連携のもと NEDO の委託事業としての研究開発が

必要である。 

 

本プロジェクトでは、平成 13 年度から平成 17 年度までに、hp65nm～hp45nm のデバイスに必要な高誘

電率ゲート絶縁膜材料・計測・解析技術、及び低誘電率層間絶縁膜材料・計測・解析技術を中心として、

将来のデバイス・プロセス技術に必要となるトランジスタ形成に必要な技術、ウェハ・マスク関連計測技術、

及びデバイス回路構成技術等の開発を行ってきた。その成果の内、実用化開発に移行できるものは、平

成 17 年度末に関連コンソーシアムを含めた産業界に移転され、実用化に向けた開発が展開されている。 

平成 18 年度からは、半導体の微細化に関しては、hp45nm を超えるデバイス実現に必要な革新的基盤

技術を、産業界において自ら実用化に向けた展開を図る際の判断ができる水準まで技術開発を行い、技

術選択肢として提示することを目的として、新構造極限 CMOS トランジスタ関連技術、新探究配線技術、

及び特性ばらつきに対し耐性の高いデバイス・プロセス技術の開発を行ってきた。 

 

新構造極限 CMOS トランジスタ関連技術については、新構造トランジスタと極限 EOT（Equivalent 

Oxide Thickness）ゲートスタックの技術についてのサイエンスの深堀と実証が一定の段階に達したことから、

平成 19 年度末に関連コンソーシアムを含めた産業界に成果を移転して開発を終了するとともに、平成 20

年度から新たに、hp32nm を越える技術領域で顕在化するキャリアのバリスティック輸送現象の総合的な最

適化を図るバリスティック CMOS 技術開発に取り組む。新探究配線技術は hp32nm 以細の技術領域で、

また、特性ばらつきに対し耐性の高いデバイス・プロセス技術は hp45nm を超える技術領域で消費電力や

信頼性の課題を解決する革新的技術であることが示され、また産業界においてプロジェクト終了時に自ら

実用化に向けた展開を図る期待が大きい技術であると判断されることから、平成 22 年度までの具体的な

成果達成目標を設定して技術開発を行う。 

 

また、EUVL に関しては、hp32nm 以細に適用できる高精度・低欠陥 EUVL 用マスクの技術基盤確立を

目的とする。具体的には EUVL 用マスクの解析・評価技術、コンタミネーション制御技術、欠陥検査技術、

欠陥修正技術、及びペリクルレスハンドリング技術等の開発を行う。平成 20 年度からは、hp32nm 以細に

適用できる EUV 光源の高信頼化技術の開発を行う。具体的には、光源起因マスク、ミラーの汚染評価技

術、集光光学系などの清浄化技術を開発する。 

 

本技術の確立により、情報通信機器、情報家電、ロボットなどの高機能化、低消費電力化、高信頼性化

 - 2 - 



の要求を満たすシステムＬＳＩ実現など、将来幅広い産業分野で利用される共通基盤技術の形成が見込ま

れる。これにより、電子情報通信分野での新規産業創出に資するのみならず、広範な分野で利用される共

通基盤技術の形成に資する。 

当該研究開発事業は、次の条件のもとで実施する。 

・ 技術的革新性により競争力を強化できること。 

・ 研究開発成果を新たな製品・サービスに結びつける目途があること。 

・ 比較的短期間で新たな市場が想定され、大きな成長と経済波及効果が期待できること。 

・ 産業界も資金等の負担を行うことにより、市場化に向けた産業界の具体的な取り組みが示されてい

ること。 

なお、適切な時期に、実用化・市場化状況等について検証することとする 

 

（２）研究開発の目標 

第１期（平成 13 年度から平成 15 年度）： hp65nm の技術課題の解決。 

第２期（平成 16 年度から平成 17 年度）： hp45nm の技術課題の解決。 

第３期（平成 18 年度から平成 22 年度）： hp45nm を超える技術課題の解決。 

Ⅰ．hp45nm を超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

平成 20 年度に hp45nm、平成 22 年度に 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平成 22 年度に hp32nm に対応する技術を確立する。 

なお、目標の詳細については、別紙の研究開発計画を参照のこと。 

プロジェクトを通して得られた基礎データ等の共通基盤となる知見は、プロジェクト実施期間中にデータ

を体系的に整理し、我が国半導体技術の強化に努める。 

 

（３）研究開発内容 

上記目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発計画に基づき研究開発

を実施する。 

［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 

hp32nm を越える技術世代に対応するバリスティックＣＭＯＳ技術の開発を行う。チャネル領域で

準バリスティックなキャリア輸送が起こるシリコン MOS トランジスタの微細化において、デバイスの

性能を最大限に発揮させるための原理とその実現に必要な材料・構造を明らかにし、低消費電

力・高信頼性を実現するための技術を確立する。 

② 新探究配線技術開発 

銅と Low-k 材料を用いた多層配線構造において hp32nm 以細の微細化に伴って抵抗が上昇

し、信頼性が低下する等の課題を解決するため、カーボン材料を用いた低い抵抗値と高い許容

電流密度を持つ配線構造技術を確立する。また、高速・低消費電力でデータ信号伝達を実現す

る新しいグローバル配線として 10GHｚ以上の波長多重によるオンチップ光配線技術を実証する。 

なお、研究開発項目②「新探求配線技術開発」については、産業技術政策動向等を勘案して見
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直しを行った結果、当該研究開発は平成 21 年度をもって終了することとした。 

 

③ 特性ばらつきに対し耐性の高いデバイス・プロセス技術開発 

hp45nm を越える微細化に伴うばらつきに起因する製造、設計歩留まりの向上や特性の経時劣

化に対処する技術として、構造依存ばらつきとその経時変化の解析技術を確立し、ばらつきの物

理的理解とモデリング技術を開発する。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。また、LSI 回路の正常な動作を妨げる外部擾乱に対し、トランジスタや回路の誤動作や故障

が発生するメカニズムを明確にし、その解決策と耐性の高い回路の設計指針を確立する。 

なお、本研究開発項目中「ストレス起因のレイアウトパターン依存モデル」については、目標を達

成したため、当該研究は平成 21 年度をもって終了する。 

 

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 

hp32nm 以細の EUV リソグラフィに用いられる EUV マスクについて、高精度･低欠陥のマスクお

よびブランクス技術、マスクパターンの欠陥検査･修正技術、マスクのハンドリング技術の開発を行

い、EUV マスクの総合的技術を確立する。 

 

⑤ EUV 光源高信頼化技術開発 

hp32nm 以細の EUV リソグラフィに用いられる EUV 光源について、マスク、ミラーへの光源に起

因する汚染に対する評価技術、汚染に対する清浄化技術の開発を行い、EUV 光源の高信頼化

技術を確立する。 

 

２．研究開発の実施方式 

（１）研究開発の実施体制 

第１期、第２期の研究開発は、ＮＥＤＯが選定した技術研究組合超先端電子技術開発機構と独立行政

法人産業技術総合研究所（以下、産総研と呼ぶ）を委託先とし、両者が共同研究契約を締結し研究体を

形成して実施した。第３期（前半：平成 18、19 年度）の研究開発は、研究開発内容が大幅に見直されたこ

とから、ＮＥＤＯが新たに公募を行い選定した技術研究組合超先端電子技術開発機構と産総研の共同研

究体と、株式会社半導体先端テクノロジーが実施している。 

第３期後半の平成 20-22 年度は、研究開発内容の目標が大幅に見直される技術開発内容について、

ＮＥＤＯが新たに公募を行い、民間企業、独立行政法人、大学等から委託先を選定するものとする。委託

先の応募資格は、これまでの運営方針を継承したものとする。共同研究開発に参加する各研究開発グ

ループの有する研究開発ポテンシャルの最大限の活用により、効率的な研究開発の推進を図る観点から、

原則として、研究体にはＮＥＤＯが委託先決定後に指名する研究開発責任者（プロジェクトリーダ）を置き、

その下に研究者を可能な限り結集して効果的な研究開発を実施する。 

 

（２）研究開発の運営管理 

研究開発全体の管理・執行に責任と決定権を有するＮＥＤＯは、経済産業省及びプロジェクトリーダと密

接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本研究開発の目的及び目標に照らして適切

な運営管理を実施する。また、必要に応じて、外部有識者の意見を運営管理に反映させる。 
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３．研究開発の実施期間 

本研究開発の期間は、平成 13 年度から平成 22 年度までの 10 年間とする。ただし全期間を３期に分け、

第１期は平成 13 年度から平成 15 年度、第２期は平成 16 年度から平成 17 年度、第３期は平成 18 年度

から平成 22 年度の期間とする。 

 

４．評価に関する事項 

ＮＥＤＯは、技術的及び産業技術政策的観点から見た研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意

義ならびに将来の産業への波及効果等の観点から、外部有識者による研究開発の中間評価をおこなう。1

回目の中間評価は平成 15 年度、2 回目の中間評価は平成 18 年度、さらに、研究開発項目①－③につ

いて平成 19 年度末に行った。さらに、研究開発項目④について平成 20 年度に中間評価を行う。中間評

価結果を踏まえ必要に応じプロジェクトの加速・縮小・中止等見直しを迅速に行う。また、事後評価を平成

23 年度に実施する。 

 

５．その他の重要事項 

（１）研究開発成果の取扱い 

① 成果の普及 

得られた研究開発成果のうち共通基盤技術に係るものについては、プロジェクト内で速やかに共有し

た後で、ＮＥＤＯ及び実施者が協力して普及に努めるものとする。 

 

② 知的基盤整備又は標準化等との連携 

得られた研究開発の成果については、知的基盤整備又は標準化等との連携を図るため、データ

ベースへのデータの提供、標準情報（ＴＲ）制度への提案等を積極的に行うと共に、必要な標準化を実

施する。 

 

③ 知的所有権の帰属 

委託研究開発の成果に関わる知的所有権については、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総

合開発機構 新エネルギー・産業技術業務方法書」第 25 条の規定等に基づき、原則として、すべて受

託先に帰属させることとする。 

 

（２）基本計画の変更 

ＮＥＤＯは、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、国内外の研究開発動向、産

業技術政策動向、プログラム基本計画の変更、第三者の視点からの評価結果、研究開発費の確保状況、

当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研究開発体制等、基本計画の見

直しを弾力的に行うものとする。 

 

（３）根拠法 

本プロジェクトは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成 14 年法律第 145 号）

第 15 条第１項第１号ハ及び第２号に基づき実施する。 

 

（４）その他 

産業界が実施する研究開発との間で共同研究を行う等、密接な連携を図ることにより、研究開発を加速
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し、円滑な技術移転を促進する。 

 

６．基本計画の改訂履歴 

（１）平成１３年３月、新エネルギー・産業技術総合開発機構によって制定。 

（２）平成１４年３月、根拠法を「その他の重要事項」へ明記する改訂。 

（３）平成１５年２月、「経済活性化のための研究開発プロジェクト（フォーカス 21）」として位置づけられたこ

とによる改訂。 

（４）平成１５年１２月、第２期の研究開発計画内容見直しによる改訂。 

（５）平成１７年１２月、第３期の研究開発計画策定による改訂。 

（６）平成１９年３月、研究開発計画内容見直しによる改訂。 

（７）平成２０年３月、研究開発内容と目標の見直しによる改訂。 

（８）平成２０年６月、標準化に関する見直しによる改訂。 

（９）平成２０年７月、イノベーションプログラム基本計画の制定により、「（１）研究開発の目的」の記載を改訂。 

(10)平成２２年３月、「（３）研究開発内容」、「（別紙） 研究開発計画、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」、研究開発項目②「新探究配線技術開発」、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」」の記載を改訂。 
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（別紙） 研究開発計画 

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」 

 

１．研究開発の必要性 

hp32nm を越える技術領域では、微細化を進めることにより CMOS の電流駆動力が低下するため、革新

的新技術の導入が必須である。具体的には、MIRAI 第３期前半までに既に開発済みの高移動度チャネル

材料技術やひずみ導入による高移動度化技術の利用に加えて、「バリスティック効率」を向上することが求

められている。また、微細化に伴う素子構造の縮小化により不純物分布のばらつきが信頼性の点で課題と

されているが、不純物への衝突散乱が少ないバリスティック効率の向上は、ばらつきの低減を行うことが可

能となり、最終的にはトランジスタ動作の信頼性向上に結びつけることが期待できる。このためにはシリコン

MOS トランジスタのソース・ドレインの材料・構造、チャネル材料・構造を制御してバリスティック効率を向上

させオン電流を増大させることが強く求められている。 

 

２．研究開発の具体的内容 

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それぞれに最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それぞれに最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それぞれに最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最適

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。 

 

３．達成目標 

最終目標として、平成 22 年度末までに以下の目標を達成する。 

新しい材料・構造・プロセスを用いた、hp32nm 以細の技術領域の微細化に耐えうる高性能の LSI 回路

を実現するシリコン-ゲルマニウム系 CMOS 技術を提案する。 

（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 
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ソース・ドレインの材料・構造を制御して、キャリア注入速度・キャリア濃度を向上し、キャリア反射を抑

制する科学的な理解に裏付けられた材料・構造・プロセスの設計指針を提案し実証する。 

（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 

チャネルの歪み、表面・界面ラフネス、ソース・ドレインとの界面付近の不純物分布を制御してバリス

ティック効率を向上する科学的な理解に裏付けられた材料・構造・プロセスの設計指針を提案し実証す

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 

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、電流のゲート長依存性などから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 

トランジスタのバリスティック効率の向上メカニズムを解明できる評価・解析法を確立し、モデル化技術

を確立する。 
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研究開発項目②「新探究配線技術開発」 

 

１．研究開発の必要性 

hp32nm 以細の技術領域においては、従来の低誘電率層間絶縁（Low-k）膜と銅（Cu）配線の多層配線

では信号遅延・電磁干渉・消費電力・電流密度などの課題が顕在化し実現が困難となる。微細化に伴う配

線表面や結晶粒界における電子散乱により Cu の抵抗率が増大するだけでなく、微細化に伴い Cu ビア

に流れる電流密度が限界に達する。これらの問題に対し、従来技術の延長線上には抜本的な解決策が見

あたらない。従来技術とは異なる発想に基づく新探究配線技術の研究開発に取り組み、実用化開発に向

けての指針を提示することが求められている。 

 

２．研究開発の具体的内容 

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。 

 

３．達成目標 

最終目標として、平成 22 年度末までに以下の目標を達成する。 

（１）極限低抵抗・高電流密度配線技術の開発 

新材料ビアとして CNT を用いた LSI に適用可能な成長技術を開発し、hp32nm 以細の技術領域で

配線構造に求められる金属層の特性を満たし、Cu 材料に対する優位性を実証する。 

①CNT の成長密度 3×1012 本/cm2 以上を達成する。 

②ウェハ１枚あたりの CNT ビア・プラグ成長時間 5 分以下を達成する。 
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③hp32nm の技術領域のプラグ構造に求められる直径 50nm、高さ 200nm において抵抗 14Ω（バリ

アメタル成分を含んでおり Cu では 15Ωと計算される）を実証する。また、ビア構造において電流

密度 1×107A/cm2（ITRS2006 では 8.1x105A/cm2 が要求されている）を実現する。 

④横方向配線要素技術のための横方向制御、高密度成長（電気抵抗率 5μΩ･cm 以下）、縦横配線

の接合技術を確立する。 

（２）新コンセプトグローバル配線技術の開発 

光を媒体にした信号伝達・クロック伝達技術を開発する。 

①10GHz 以上の周波数において電力遅延積 4pJ 以下の光変調器を開発する。 

②小型導波路・合分波器を含む波長多重化のための光回路の過剰損を 10dB 以下に低減する技術

を開発する。 

③外部光源とオンチップ光回路の集積に用いる結合器技術を開発する。 

④①～③の技術を統合して光信号によるデータバス・クロック配信の基本動作を確認する。 

光変調器、光検出器、導波路を組み合わせて 10mm 長のグローバル配線を想定した光配線を構

成し、データの入出力を実証し、光配線の電力遅延積が７pJ 以下となることを示す。これにより

hp32nm 世代の Cu 配線において予想されている電力遅延積（10mm の配線長のグローバル配線で

3pJ）よりも光配線の電力遅延積を小さくするための課題を明確にする。 

 

なお、研究開発項目②「新探求配線技術開発」については、産業技術政策動向等を勘案して見直しを

行った結果、当該研究開発は平成 21 年度をもって終了することとした。 
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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」 

 

１．研究開発の必要性 

半導体 LSI では、微細化と共にデバイス特性のばらつきが顕著になってきた。hp45nm を越える技術領

域に向けて、特性ばらつきが正常な回路動作の大きな障害になると予想される。この問題に対処するには、

半導体材料・プロセスからシステム設計に至る多面的なアプローチが必要である。その中でも、デバイス特

性ばらつきの解析・物理的理解・モデリングは製造・設計歩留まりの向上を実現できる共通基盤技術として

不可欠なものである。さらに、これらの知見に基づき、半導体材料・プロセス・デバイス面から特性ばらつき

に対処する基盤技術開発が求められる。 

 

２．研究開発の具体的内容 

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 

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
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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及

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。 

 

３．達成目標 

最終目標として、平成 22 年度末までに以下の目標を達成する。 

（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 

①デバイス特性ばらつきの評価 

hp65nm 標準 TEG の電気特性測定によりデバイス特性ばらつきと経時変化のデバイスパラメータ

（ゲート長、ゲート幅等）および材料・プロセス（hp45nm でのゲート電極材料と high-k 絶縁膜を含む）

への依存性を定量的に明らかにする。 

②ばらつきの物理原因解明 

①で解析したＴＥＧ中のデバイスについて、デバイスサイズ・形状・構造・組成・不純物分布・ラフネ

ス・欠陥準位密度等、および、電圧ストレス等に依存する経時変化の解析を行うことにより、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する。 

③特性ばらつきモデリング技術の開発 

②で定量的に明らかにしたばらつきとその経時変化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（TCAD）を開発し、材料・プロセス・デバイスパラメータを変化させて作製したＴＥ

Ｇ解析によるデバイス特性とその経時変化のばらつき実測データを±１０％の精度で再現できるよう

にする。またこれを用いて、不純物以外のばらつき要因を明確にし、それらによるばらつきを２０％以

上低減する指針を得る。さらに、この技術を用いて hp32nm のシリコン CMOS のばらつき予測を示す。 

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

特性ばらつきを考慮した回路設計を可能とする。 

④-1 トランジスタ電気特性からのリバースプロファイリングに基づいた、非物理的なフィッティングパ

ラメータを含まないコンパクトトランジスタモデルを開発し、TCAD に対してしきい値電圧 Vth

が±20mV、オン電流 Ion が±5%の精度で予測可能なことを示す。 

④-2 ストレス起因のレイアウトパターン依存性モデリングを提案し、その Ion の変動予測を±5%、Vth

の変動予測を±20mV の精度で行うことが可能なモデルを開発する。 

 

なお、「④-2 ストレス起因のレイアウトパターン依存モデル」については、目標を達成したため、当

該研究は平成 21 年度をもって終了する。 

 

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構造を提案し、その基本特性と課題を明確化すること

により、微細化に伴う特性ばらつきの増大に対応できる hp32nm 以細の技術領域のトランジスタ技術

基盤を開発する。 
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⑥計測解析技術の開発 

①、②の計測・解析に必要な技術を確立する。 

 

（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 

回路・チップレベルでのエラーレートの評価技術を開発し、その発生メカニズムを明確にした上で

物理モデルを構築する。また、hp32nm 以細でのシリコン CMOS における影響予測を示す。さらに、

エラーレートが 1～10 FIT 以下となる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 

ESD の外部擾乱依存の特性ばらつきに対してメカニズムを明確にした上で物理モデルを提案し設

計指針を確立し、破壊現象のメカニズム解明と静電耐圧の規格（JEDEC におけるクラス 4:1000V）を

満たす解決策を提示しその有用性を示す。 
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研究開発項目④「次世代マスク基盤技術開発」 

 

１．研究開発の必要性 

hp32nm 以細のリソグラフィは、EUV 光源を用いる EUV リソグラフィ(EUVL)技術が最有力候補であり、反

射型の光学系、EUVL マスクが必要になるが、EUVL マスク関連の総合的技術開発は行われていない。 

EUVL 用マスクは、低熱膨張率基板上に、異なる２種類の材料を 1 層あたり 1/4 波長の厚さで交互に数

10 層積層した多層膜からなるブランクスと、その上に形成された吸収体パターンによって構成される反射

型マスクである。即ち、従来のフォトマスクとは異なる構造および原理によるものであり、従って、EUVL マス

ク専用の技術開発が必要である。 

本プロジェクトでは、EUVL マスクの製作工程から露光工程に至る基盤技術の開発を行う。即ち、マスク

ブランクスの欠陥解析･評価技術、コンタミネーション抑制技術、マスクパターンの欠陥検査・修正技術、

EUVL マスクの搬送･保管技術を開発する。 

 

２．研究開発の具体的内容 

（１）高精度・低欠陥 EUVL マスクおよびブランクス技術の開発 

① EUV 光を用いたマスクおよびブランクスの検査・解析技術の開発 

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

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

価する技術を開発する。 

② EUVL マスクおよびブランクスの高品位化技術の開発 

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

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

③ EUVL マスクコンタミネーション制御技術の開発 

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

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

 

（２）EUVL マスクパターン欠陥検査技術および欠陥修正技術の開発 

① EUVL マスクパターン欠陥検査技術の開発 

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

る EUVL マスク欠陥検査技術を開発する。hp32nm 微細加工技術に対しては、前記 hp45nm に対応

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

する。 

② EUVL マスクパターン欠陥修正技術の開発 

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

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

細加工技術に対応できる欠陥修正技術を開発する。 

 

（３）ペリクルレス EUVL マスクハンドリング技術の開発 

① EUVL マスクの異物フリー搬送・保管技術の開発 

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

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

 - 14 - 



術を確立する。 

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

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

を開発する。 

 

３．達成目標 

中間目標として、平成 20 年度末までに以下の目標を達成する。 

(１) hp45nm 微細加工技術に対応する EUVL マスクの許容欠陥の指標、およびブランクスの位相欠陥検

査技術を確立する。 

(２) EUVL マスクパターン欠陥検査技術については、hp45nm の EUVL マスクに必要な欠陥検出感度を、

Die-to-Die 検査方式において達成する。EUVL マスクパターン欠陥修正技術については、hp45nm

微細加工技術に対応する EUVL マスクに対して最適な方式の絞込みを行う。 

(３) hp45nm 微細加工技術において要求されるレベルに対して最適な EUVL マスク搬送・保管方式を明ら

かにする。 

 

最終目標として、平成 22 年度末までに以下の目標を達成する。 

(１) hp32nm 微細加工技術に対応する EUVL マスクの許容欠陥の指標、および EUVL マスクブランクスの

位相欠陥検査技術を確立する。 

(２) EUVL マスクパターン欠陥検査技術については、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 Die-to-Database 検査方式において実現すると共に、hp32nm 微細加工技術

への要求感度達成に目処をつける。EUVL マスクパターン欠陥修正技術については、hp45nm の

EUVL マスクに必要な修正精度を達成する。また、hp32nm 微細加工技術への要求精度達成への

目処をつける。 

(３) hp32nm 微細加工技術において要求されるレベルの EUVL マスク搬送・保管技術およびファブ内検

査・クリーニング技術を確立する。 
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研究開発項目⑤「EUV 光源高信頼化技術開発」 

 

１．研究開発の必要性 

hp32nm 以細のリソグラフィは、EUV 光源を用いる EUV リソグラフィ(EUVL)技術が最有力候補であり、反

射型の光学系、EUVL マスクおよび信頼性の高い高出力 EUV 光源が必要になる。量産機用光源としては

中間集光点で 180W 以上が求められており、このため、EUV 光源に起因する物質の露光光学系側への

伝搬、拡散によるマスク、ミラーの汚染や損傷などを抑制する光源の信頼性確保が EUV 光源の高出力化

に伴う新たな技術課題となっている。従って、EUV 光源起因物質によるマスク、ミラー汚染評価技術、発光

点よりマスク位置までの光路上の構成部材の清浄化技術等の光源高信頼化技術の開発が必要である。 

 

本プロジェクトでは、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。 

 

２．研究開発の具体的内容 

（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。 

 

３．達成目標 

EUV光源に関しては、平成２１年度までに、中間集光点で100W以上の出力を持つレーザー励起プラズ

マ(LPP）と放電励起プラズマ(DPP)の２方式のEUV光源に対する高信頼化技術の適用性能を比較、評価し、

マスク、ミラー汚染に対して最も有効な光源方式を見極めたうえで、選択と集中を行う。 

また、最終目標として、平成22年度末までに以下の目標を達成する。 

（１）中間集光点で 180W の出力光源を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最大反

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、その有効性を示す。 

（２）中間集光点で 180W の出力光源に対して、（１）に示すような汚染量抑制を実現できる高信頼化技術

を開発する。 

 

 


