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【ナノテクノロジー特集】 

 
ドイツ連邦政府のナノ電子技術の研究開発助成プログラム 

 
NEDO技術開発機構 電子・情報技術開発部 

 
ドイツにおける情報通信部門向けマイクロ電子技術開発に対する連邦政府の支援策

は 2004～2009 年を予定するマイクロ･システム研究開発の総合的な枠組み助成プロ
グラム｢マイクロ･システム｣の一部としても実施中にあるが､プログラムの性格からマ

イクロ電子技術の研究開発に対する具体的な施策にはふれない。これに対して BMBF 
から 2002 年 6 月に公開された｢ナノ電子技術開発の助成構想｣では､半導体チップ微
細化の進行に伴ってテクニカル･ノードが近い将来にはナノ電子技術の領域へ侵入す

るものと予想されるマイクロ電子技術をナノ電子技術と共に対象とし､研究開発支援

策の具体的な戦略について述べるため､本節では本構想のドキュメントを情報源とし

て以下に報告する。 
 
連邦政府が IT 研究開発助成プログラムの重点分野としてナノ電子技術を特に選択

したのは下記する理由から既存技術の進展のみでは対処できない学術的な問題

(Roadblocker)の解決手法を検討した結果である。 
 

・ チップのテクニカル･ノードが 100 nm 以下となれば光学式リソグラフィは限界に
達し､量子回路の限界近くにある微細構造まで生産に利用できるようなポスト光学

式リソグラフィへの需要が生じる。 
・ チップの構造微細化と動作速度の高速化から回路導体向けの新素材､高誘電率また
は低誘電率の新しい絶縁体､シリコン親和性のある複合素材､トランジスタやメモ

リー･セルなどの部品向け新規のアーキテクチャ構想が必要となる。 
・ チップの所要電力を低下させるために動作電圧を引き下げることが可能な筈であり､
また 1 チップ上にアナログとデジタル回路を混載すれば更なる節電の可能性が生
まれる。 

・ 総合的な性能に対する要求が絶えることなく高まるためチップ上の集積に加えて､
新しい構成や接続の技術及び他システム部分との組み合わせなどを通じて集積範

囲を周辺にまで拡大することが不可避となる。 
・ チップ設計の生産性を毎年 2 倍向上させるべき挑戦的な課題は､回路の微細化に伴
う有害な寄生現象問題の発生や､システムの混合シグナル化への対応策も必要とな

る。それには既に設計の段階で技術､システム及び回路に関する知識を全て持ち合

わせることが重要な条件となる。 
 
研究開発に対する連邦政府の支援策は技術革新へのテコ効果が大きいテーマ分野に



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1009,  2007.10.17 
 

 41

重点をおいて実施されるが､今後 10 年間のナノ電子技術開発促進策は下記する 3 分
野に集中され､促進策でモットーとする｢高性能と低消費電力｣なる最終目標は､これら

全ての分野で成果のあがる場合のみ達成可能と考えられる。 
 
1. 電子生産工程用の技術と機器類 
2. 新種の回路と部品類 
3. チップ･システムと設計手法 
 

以下に上記の分野別に定められる研究開発テーマの要点を掲げる。 
 
1. 電子生産工程用の技術と機器類 
ナノ電子技術分野における産業界の競争力は生産技術への依存度が高いため､本テ

ーマ分野の支援策では特に下記する 2 点を重視する。 
・ テクニカル･ノード 100 nm 以下のサイズ領域向け構造微細化､及び 
・ 半導体生産向けの装備､素材及び技術 

具体的な研究開発テーマはリソグラフィ､工程制御､及び 3 次元集積に分けて掲げる。 
 

1.2. リソグラフィ 
 

・ テクニカル･ノード 70 nm の微細構造までに利用するリソグラフィ工法の開発 
‐波長 157 nm のレーザー光を利用する(多分､最後の新技術となる)光学式リソグ
ラフィ工法の研究開発で､成果は 2006 年に生産が開始される見込みであるノー
ド 70 nm のチップに適用できると予想される 

‐レーザー光源､並びに光学素材､露光装置(ステッパー)､マスク､フォトレジスト及
びウェーファー工程などの光学系に関する研究開発 

・ テクニカル･ノード 50 nm 及び以下の微細構造に利用するリソグラフィ工法の開発 
‐300 mm ウェーファーを理想的とするノード 30 nm までの微細構造に適した､
全く新しい世代にあたるリソグラフィ工法への移行 

‐国際的に有望視される波長 13 nm の超紫外線(EUV)工法を 2010 年の生産利用
を目指して開発する 

・ マスク製造用リソグラフィ工法の開発 
‐マスク製造用及びチップの試作品や少量生産で写像用に利用する電子ビーム工

法の開発 
 
1.2. 工程制御 

・ 革新的な工程技術の開発 
‐マスクを含む生産工程ステップ数の引き下げ 
‐Green Chip & Fab.(資材の倹約とリサイクル､工程利用薬品類の回収､廃棄物の
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無公害処分､ウェーファーやチップのリサイクリング可能性検討など) 
‐環境汚染防止式の工程管理 
‐効率性の高いテスト戦略による試験法 
‐技術的シミュレーション及び装置と技術的工程のモデリングに利用するプロセス 

・ テクニカル･ノード 100 nm 以下向けの素材と薄膜システム 
‐製品や回路に残る(金属コーティング､低及び高誘電率材などの)素材類の新開発 
‐超高周波システム部品やパワー電子部品の特性最適化 
‐部品類のパラレル形成とウェーファー･レベル･テストへの移行 
・ 3 次元集積 
部品密度を高めるための 3 次元集積に関し下記するような革新的技術を開発する 
‐信号処理その他ジョブの並列実行化 
‐高周波及び･又は光学式イントラ･チップ通信技術の導入 
‐従来式半導体素材の炭素ナノ･チューブによる補足または置換 
‐微細化された熱電冷却装置などによる革新的な熱放散対策 
‐上記の新技術に必要な装備類の開発 
 
2. 新種の回路と部品類 
 
半導体チップの構造微細化が中期的にはテクニカル･ノード 50 nm 以下へ進行する

と予想されるが､その場合には従来式の CMOS 技術が限界に達し､例えば量子効果を
利用するような新しい機能性をもった素子が導入されるものと予想される。また半導

体の技術開発･国際ロードマップ(ITRS)に従えば動作周波数と帯域幅に対する需要が
指数関数的に高まるものと予想される。この事情を考慮して本分野における研究開発

の助成は下記する重点テーマ分野に分けて実施される。 
 
・ シリコンを基本とするナノ電子技術 
・ 磁気電子技術 
・ 集積回路の新構想 
 
2.1. シリコンを基本とするナノ電子技術 
 

下記するテーマの研究開発が助成の対象となる。 
・ 例えばアクセス時間の著しい短縮が可能であるか､あらゆる種類の不揮発性メモリ
ーなどナノ電子技術の未来における開発に決定的な影響を及ぼすような革新的な

メモリーのセル､構成､回路など。本テーマには､例えばトレンチ･スタック容量用の

新素材､ワード･ビットのリード及びコンタクト･システムなどナノ電子技術特有の

素材研究も含まれる。 
・ 例えば損失の少ない接続リードなど新種の接続技術､及び(システム性能を決めるよ
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うな極めてクロック周波数の高いチップに適した)実装技術 
・ シリコンとの相容性がある新素材を利用した集積可能なシリコン超高周波回路構造 
・ 携帯電話向け新種の(非プラナー型)パッシブ回路部品や(超高周波の利用に適した)
実装も含めたシリコン超高周波回路システム 

・ システム･オン･チップ(SoC)集積の可能性をもった､集積性が極めて高い論理システ
ム用基本的構造 

・ 消費電力の引き下げという特別な挑戦に対応した(例えば新規の SOI 技術を利用し
た)回路システム 

・ 例えば単一(少数)電子トランジスタ､量子ワイヤー･トランジスタ､RTD､ナノ･リー
ド､及びナノ･パイプなどの 0 及び 1 次元の電荷キャリヤ閉じこめ､及び双安定分
子スイッチなどを利用した､低いナノ･メーター領域における集積性のある基本的

構造と構成 
・ 上記の基本的構造で特に最多数のパラレル情報処理を可能とするような回路や連結
システム､並びに本ナノ電子回路と外部のシリコン･マイクロ電子回路とを仲介す

るインターフェースの設定 
・ シリコンとの相容性がありナノ･サイズ構造が可能な素材､並びに新しい電子機能を
利用した新種の基本的構造を実現するための境界面に関する研究開発 

 
2.2. 磁気電子技術 
 
新しい基礎テクノロジーであるが､半導体電子技術に新規の機能をもたらすものと､

他の非シリコン技術より大きな期待がかけられる磁気電子技術の分野では下記するテ

ーマが助成の対象となる。 
 

・ MRAM(磁気ランダム･アクセス･メモリー) 
DRAM と同等の高いメモリー密度を持ちながらフラッシュ･メモリー同様に不揮
発性で､かつ SRAM と同等な敏速性のある MRAM には大きな期待がかけられ､最
初の MRAM 製品は 2005年に生産されるものと見込まれる(2002 年 6 月現在)。 

・ 不揮発性の論理回路を構成するための磁気電子部品を取り込んだ埋め込みシステム。 
同様な手法でセンサやバイオ･チップの他､従来式のオプト･カップラーより敏速な

磁気カップラーなども構成可能である。本システムは不揮発性である故に消費電力

が僅少なうえ磁気素材と同様に頑丈な特長もあり､特に携帯システムや頑丈性が求

められる用途に将来性が見込まれる。なお､従来の半導体で利用してきた電荷キャ

リヤの電荷と併せて､電荷キャリヤのスピンも半導体の機能に利用する｢スピン電

子技術｣の研究開発も進められているが､2005 年までには考えられる(複数値の論
理構想､偏光を直接発生するための光電子部品その他の)アプリケーション向け助
成構想が決められる予定である(2002 年 6 月現在)。 
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2.3. 集積回路の新構想 
集積回路の革新的な新構想に関する研究開発は以下の 5 分野に分けて助成されるた

め､その対象となるプロジェクトの要点を掲げる。 
 

・ 3 次元の回路構成と基本的構造 
‐寄生現象(妨害作用)が僅少で､集積性のある新種の垂直型トランジスタ構造に関す
る研究 

‐体積密度とパラレル信号処理を大幅に改善するための､垂直方向配線付きの(例え
ば薄型チップを利用する)回路サブ･システムを垂直方向に集積する技術の研究 

・ ｢埋め込み式非電子システム｣と｢非電子インターフェース｣を具備した部品と構造 
‐(例えば電気化学電位の FET 制御電圧･直接変換など)非電気的尺度を電気的尺度
に変換する集積型の変換器を備えたナノ電子基本構造に関する研究 

‐マイクロ光学､マイクロ光電子学､マイクロ音響学､マイクロ磁気学､マイクロ機械

工学､ないしはマイクロ流体学的な特性も備えたナノ電子技術コンポーネント類

の､例えばシリコン･ダイレクト･ボンディング(SDB)による垂直方向集積 
‐シリコンと変換器の両者に相容性のあるシステムに適合された材料に関する研究 

・ 革新的な構成と接続に関する(例えばスマート･カードやスマート･ラベル用の)技術 
‐積層材やプラスチック素材に埋め込まれた(例えば製品 ID 無線タグ､人体エリア･
ネットワークなどの)大量利用向けチップとチップ･システムを対象とする革新
的な問題解決策に関する研究 

‐汎用､高温及び超高周波などの使途をもつ SoP-(MCM)システムに利用するローコ
ストの構成と接続に関する新しい解決策 

・ 革新的なシリコン半導体パワー電子技術 
‐新しい技術､(例えば高温適合性などの)性能パラメータの改善に関する研究 
‐消費電力が最小限に抑えられ損失も最小化され自己安全性の高い信号処理と信号

記憶の電子技術に繋がる研究 
‐適切な(例えば高温耐久性のある実装素材､銅製の底面システムなどの)実装と底面
の素材に関する研究 

・ 新規のベース素材を基本とするマイクロ電子部品類 
‐例えばポリマー材､不定形/ポリ/マイクロ結晶組織のシリコン複合材などを対象と
するが､大量生産に適していることを前提とする 

 
3. チップ･システムと設計手法 
 
チップ生産技術の現状を評価すると､全工程の中で設計のステップが一つのネック

(ロードブロッカー)となっている。従って､その対策には大きな努力を払う必要がある
のと同時に､問題を克服することは自由市場での競争力をつけるチャンスともなる。ド

イツの半導体産業は通信､チップ･カード及び車載などのアプリケーションを中心とす
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るシステム･アーキテクチャ(SoC)の分野でリードしている反面､新しいアイデアの敏
速な製品化では不利な状態にある。その原因としては必要なツール､特にチップの自動

設計に利用するツールの不足が挙げられ､今後とも上記の優位性を確保し､新しい分野

を一番乗りで開拓し､また他の分野で優位を獲得するために､連邦政府は下記する 2 つ
の方針に沿った研究開発を支援する。 
・ 設計生産性の向上と自動化によるデザイン能力の著しいレベルアップ､及び 
・ チップ･システムの構成における新しい構想の開発。 
 
これに従う自動化された設計と新規の設計手法の具体的な課題に先立ち､新しいチッ

プシステムに求められる(多様で一部には矛盾もある)技術的要求を掲げる。 
 

・ 非電子コンポーネントの集積 
・ 低い消費電力(ロー･パワー) 
・ パワー電子に対する高電圧と大電流 
・ 情報電子に対する低電圧と小電流(ロー･ボルテージ) 
・ 総合システムとして考える必要のあるパッケージとチップ 
・ リアルタイム･ソフトがチップ･アーキテクチャに影響を与える 
・ テラ領域(テラ･ビット･システム)にまで及ぶ高い周波数(ギガ技術)とビット処理能
力が新たな問題を生む 

・ 信頼性を格段に高める必要がある 
 

従来式のチップ設計手法やチップの内部構成では今後 10 年間に発生する挑戦にもは
や対処できなくなり回路の設計手法を､信頼性が高くアプリケーション指向型でシス

テム構想からレイアウトに至るまで一貫して高度に自動化された手法へ発展させるた

めに､全く新しい解決策を探す必要が発生する。この根拠から下記する様な研究開発の

課題が生まれる。 
 
・ チップ･アーキテクチャと回路技術 
‐シグナルとデータの分析に関する革新的な演算手法を効果的に実現する新しいア

ナログとデジタルのチップ･アーキテクチャ 
‐消費電力の低減化と処理速度の引き上げに役立つ(高速CMOS を中心とする)新し
い回路技術 

‐光学式の信号伝送と電子式の信号処理とを総括システムへ集積するのに役立つ両

者間のインターフェース､センサ､アクター 
・ 新規のチップ機能 
‐種々考えられるアプリケーション用に柔軟性をもって適合可能なマクロ･ブロッ

クを用意したり､(知的財産を中心とする)複合システムを標準化するのに役立つ
システム･プラットフォーム 
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‐従来は分離式であるサブ･システムの(例えば個人単位の I-centric ネットワーク
用チップ･システムなど)将来性の見込まれるアプリケーションに向けた集積化 

‐小さなスペースで大きな画面を得るための(例えば薄型画面やマイクロ･レンズな
どの)表示技術 

・ 設計の段階におけるチップ複合性の把握と取り扱い 
‐チップの高度な複合化に対応した新しい設計手法やステップの開発。特に､新しい

改善された形の分析､推論､評価及び試験などを通じてチップ設計の信頼性を保

証することが重要となる。 
‐異なった要求に対応するためのアプリケーション特有の設計プロセス導入 
‐電子的､光学的､機械的及び流動力学的な仕様を､これらに属するリアルタイム･ソ

フトと共に上部階層のシステムとして総体的に観察するために統一する。 
・ 新しい技術分野の開拓 
‐新しい物理的な作用メカニズムも併せて考慮できるモデルの形成と新しいシミュ

レーション手法の開発 
‐設計フロー中ないしはチップの設計過程へ寄生現象を取り込むか､場合によって

は活用する手法の開発 
・ 組織化され企業の垣根を越えた国際協力作業 
チップ設計の自動化を進めデザイン能力を高める可能性を得るには､ツールや手

法の開発で企業の垣根を越え国際的に組織化された共同作業を行うことが必要

である。 
 
上に報告した連邦政府が 2002 年 6 月に公開した｢ナノ電子技術開発･助成構想｣は､

その時点で 2006～2010 年には産業界の業績に繋がる様な解決策と成果が得られるも
のとの予測を前提条件とした問題の提起を行う目的で作成された。また助成構想は､対

象となる研究開発のテーマを定期的に再検討し､技術の進歩に対応した施策修正が行

えるようにオープンな形をとる。 


