
は じ め に

VLSI（大規模集積回路）の進歩をけん引したのは
MOS トランジスタの微細化技術である．微細化により
MOS トランジスタは，性能向上，低消費電力化，集積
度向上を同時に達成してきた．今や チップ上にはゲー
ト長が nm以下のトランジスタが 億個以上も集積
されている．ところが，微細化の進展に伴い，新たな問
題が発生している．トランジスタの「特性ばらつき」で
ある（ ）（ ）．特性ばらつきとは，設計上同じレイアウト
で同じサイズのトランジスタであっても，製造された素
子のしきい値電圧（ th）やドレーン電流等の特性が，個々
のトランジスタごとに異なる値を示すという現象であ
る．その結果，個々のトランジスタは正常に動作してい
るにもかかわらず，回路としては正常に動作しなかった
り，回路の動作マージンが著しく減少したりして，製造
歩留りが急激に低下するなどの現象が引き起こされてい
る．
この特性ばらつきの問題は，微細化が進むと更に顕在

化する恐れがある．すなわち，特性ばらつきがトランジ

スタの微細化限界を決定する要因となる可能性がある．
ところが，特性ばらつきには様々な種類が存在し，その
原因は，原子レベルの離散的不純物分布から半導体材料，
製造装置に至るまで多岐にわたっている．これまでに多
大な努力によって種々の原因が定性的には明らかになっ
ているものの，すべてのばらつき原因が定量的に究明さ
れたとは言い難い．また，ばらつき抑制の方策はばらつ
き原因ごとに当然ながら異なっており，総合的なばらつ
き対策が強く求められている．
本稿では， nm技術における特性ばらつきの現状を
報告とするとともに，ばらつきの原因究明についての取
組みと対策について紹介する．また，特性ばらつきの将
来動向について紹介するとともに，「ばらつかない」ト
ランジスタ研究の最前線について紹介する．

特性ばらつきの現状

ばらつきの分類

一般にトランジスタの特性ばらつきは，空間分布の観
点から「グローバル」ばらつきと「ローカル」ばらつき
に分類される．また，規則性の観点から「システマティッ
ク」ばらつきと「ランダム」ばらつきに分類される．
このうちのランダムなばらつき成分は，一般にトラン
ジスタサイズが大きくなるとばらつきが平均化されるの
で小さくなる．この平均化のされ方によって，ばらつき
は以下の二つに大別されると考えられる（ ）．

MOSトランジスタはゲート長が nm以下にまで微細化され，特性ばらつきの問題が顕在化してきた．設計上同じサ

イズのトランジスタであっても，製造されたトランジスタごとに特性が異なり，その結果，回路が正常に動作しないな

どの現象が引き起こされている．特性ばらつきの原因は多岐にわたっており，定量的には未解明の部分が多い．本稿では，

特性ばらつきの現状を紹介するとともに，その原因と対策について最新の動向を紹介する．
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（ ） 面積成分
面積が大きくなるほど平均化される成分．すなわち，

ゲート長が長くなってもゲート幅が広くなっても平均化
される．

（ ） エッジ成分
面積ではなく，平均化の効果がゲート長あるいはゲー

ト幅の一方のみに依存する成分．

特性ばらつきの分類を表 にまとめた．

ウェーハ内ばらつき

まず，ウェーハ内でトランジスタの特性がどのように
分布しているか見てみよう．図 に，低消費電力向け
nm 技術で作製された nMOS トランジスタ特性の
ウェーハ内ばらつきの一例を示す（ ）． 枚のウェーハ
上の チップについて各チップ内の th のばらつきを
三次元的に表したものであり，縦軸が th である．各チッ
プは 万個のトランジスタアレーを有し，ゲート長
nm，ゲート幅 nmのトランジスタが規則的に並べ

られている．図 の個々のデータ点は 個（
× 個）のトランジスタの平均 th を表しており，
チップは 点（ × 点）のデータ点で構成さ
れている．すなわち，図 の th 分布は近隣のトランジ
スタ同士のばらつきは平均化して見えにくくし，ウェー
ハ内の空間的位置による th 分布を主に見ていることに
なる．これは空間分布の観点からはグローバルばらつき
に，規則性の観点からはシステマティックばらつきに相
当する．
図 より，周辺のチップで th が高くなる傾向が見ら
れる．また，特にウェーハ左側の周辺チップでは，同じ
チップ内でも空間的に th が変化していることが分か
る．これらのチップ間・チップ内の空間的ばらつきによ
り，回路設計において過剰な設計マージンが必要となり，
回路性能の向上を妨げる要因となっている．一方，中央付
近のチップでは空間的な th 分布が小さいことが分かる．

チップ内ばらつき

それでは，チップ内ばらつきは，どのように分布して
いるであろうか？ 図 に，図 の中央付近のチップに
おける nMOS の th 分布を示す（ ）．規則的に並べられ
た 個（ × 個）のトランジスタの th をす
べて表示したものである．トランジスタサイズが同一で
あるにもかかわらず，個々のトランジスタの特性は大き
くばらついている．この分布には，規則性の観点から，
システマティック成分とランダム成分の両方を含んでいる．
そこで，このデータを用いて，トランジスタの th ば

らつきデータをシステマティック成分とランダム成分に
分離した結果を図 （b），（c）に示す（ ）．チップ内のシ
ステマティック成分は四次多項式で近似できると仮定し
た（ ）．チップ内でわずかにシステマティック成分が存在

表 ばらつきの分類

ばらつきの観点 分 類

空間分布

グローバルばらつき
（チップ間ばらつき）

ローカルばらつき
（チップ内ばらつき）

規則性
システマティックばらつき

ランダムばらつき

ランダムばらつき
の平均化

面積成分

エッジ成分

図 ウェーハ内における th ばらつき nm 技術で作製したゲート長 nm，ゲート幅
nmの nMOSトランジスタの実測データ．各チップの 万個のトランジスタアレーを測定．

それぞれのデータ点は近隣の 個のトランジスタの平均値である．

CMOSデバイスの微細化に伴う特性ばらつきの増大とその対策小特集 MOSトランジスタのスケーリングに伴う特性ばらつき
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th の累積度数分布である（ ）．このグラフがほぼ直線に
乗っていることから， nMOS も pMOS も th はほぼ正
規分布を示していることが分かる．その標準偏差

th

は nMOS で約 mV である．一方， pMOS の
th
は約

mV と nMOS よりも小さい．この nMOS と pMOS の
差については後で詳細に述べる．

万個のトランジスタを評価すると，約 まで
のデータを取得できる．一方，チップ内にトランジスタ
が 億個集積されているとすると，最も特性の外れた
トランジスタは平均値からおおよそ も特性がずれ
る．すなわち最も th が高いトランジスタと最も低いト
ランジスタでは， nMOS の場合，約 V も th が異
なることになる．この th のばらつき量と電源電圧
（ V）を比較すると，既に先端トランジスタの特性ば
らつきは許容値ぎりぎりにまで達していることが分かる．

特性ばらつきの原因究明

物理パラメータばらつきの測定

図 にMOSトランジスタにおける特性ばらつきの原
因となり得る各種ばらつき要因を示す．MOSトランジ
スタの電気的特性は，トランジスタサイズなどの物理パ

するものの，ほとんどがランダム成分であることが分か
る．このように， nm技術ではチップ内においてはラ
ンダム成分が支配的である．
図 は同じチップ内におけるトランジスタ 万個の

図 チップ内における th ばらつき （a） 個の nMOS トランジスタの実測データ．（b），（c）実測
データをシステマティック成分とランダム成分に分離した結果．

図 チップ内における th の累積度数分布 万個のトラン
ジスタのデータをプロットしてある．（a）nMOS のデータ．（b）
pMOSのデータ．（ IEEE）
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ラメータに極めて敏感である．一方，ウェーハ間または
ウェーハ内で，これらの物理パラメータは必ずしも一定
ではなく，設計値からずれていることが多い．したがっ
て， th やドレーン電流などの電気的特性ばらつきを引
き起こす原因は，物理パラメータのばらつきであること
が多い．特に表 で分類したグローバルばらつきやシス
テマティックばらつきは，ウェーハ内の空間的位置によ
りトランジスタサイズ（ゲート長やゲート絶縁膜厚など）
が異なることによって引き起こされていると考えられ
る．
一方，ランダムな特性ばらつきは，何によって引き起

こされているのであろうか？ ランダムばらつきと各種
物理パラメータばらつきの関係を調べるため，前述の
万個のトランジスタアレーを用いて解析を行った結

果を図 に示す（ ）． 万個のうち， th が最も低かっ
たトランジスタ（ ），分布の中央のトランジスタ，
及び最も高かったトランジスタ（＋ ）のゲート長，ゲー
ト幅，ゲート絶縁膜厚等を透過電子顕微鏡（TEM）で直
接観察した結果である．その結果， nMOS においても
pMOSにおいても，トランジスタサイズに大きな差がな
いことが明らかとなった．また，電子線ホログラフィー

法で推定したひずみ量も， TEM観察によるポリシリコ
ンゲートのグレインの分布にもはっきりとした差が見ら
れなかった．したがって，ランダムな特性ばらつきを引
き起こしている原因はトランジスタサイズや，ひずみ量，
ポリシリコンゲートのグレインなどではなく，それ以外
のばらつき要因であること分かる．

離散不純物揺らぎ

最も重要なランダムばらつきの原因は，離散不純物揺
らぎである（ ）（ ）．離散不純物揺らぎは，MOSトランジ
スタのチャネル空乏層中に不純物がランダムに離散的に
分布しており，個々のトランジスタごとに不純物の個数
や位置が異なるために引き起こされる特性ばらつきであ
る．一般に，ランダムに分布している不純物の数は，統
計的に決まり，ポアソン分布に従うことが知られている．
ポアソン分布では，個数の平均を とすると，その分
布の標準偏差 は， で与えられるという特徴がある．
すなわち，デバイスサイズが小さくなってチャネル不純
物の個数が減るほど，平均個数に対するばらつきの割合
（ ）が大きくなり，その結果，特性ばらつきが
大きくなる．
MOSトランジスタの th は，

th FB＋ F＋
SUB DEP

INV
（１）

で与えられる．ここで FBはフラットバンド電圧， F

は真性半導体とのフェルミレベル差， は電荷素量，

SUB はチャネル不純物濃度， DEP は空乏層幅，

INV は反転におけるゲート絶縁膜容量である．

SUB DEP は空乏層中の単位面積当りの不純物個数に
相当するが，上述のとおり，この個数がトランジスタご
とにばらつくために th もばらつく．不純物個数がポア

図 TEM 等による物理パラメータ解析結果 万個のトランジスタのうち th が最も低かったトランジスタ（ ），分布の中央のト
ランジスタ，及び最も高かったトランジスタの結果を示している．なお，ひずみ量は水平方向と縦方向の測定値を示している．（ IEEE）

図 トランジスタにおける各種ばらつき要因



ソン分布に従うと，簡単なモデルによれば離散不純物揺
らぎによる th ばらつきの標準偏差 th

は，

th

INV

ox

SUB DEP （２）

で与えられる（ ）．ここで はゲート長， はゲート幅，

INV は反転における電気的酸化膜厚である．式（２）か
ら，トランジスタ面積が大きくなると，局所的なランダ
ムばらつきは平均化されて，

th
は （ ） に比例

して小さくなることが分かる．逆にトランジスタ面積が
小さくなると，ランダムばらつきは平均化されずに大き
くなってしまう．式（２）より，

th
は でも でも平

均化されることから，離散不純物によるばらつきは表
の面積成分であることが分かる．式（２）の比例定数を

VT とすると

VT
INV

ox

SUB DEP （３）

となる． VT の単位は（mV m）である．
式（２）によると，トランジスタの と を変化させ
た場合，他のパラメータが同一であれば，縦軸に

th
，

横軸に （ ） をとるとデータは原点を通る直線上に
乗ることになる．このようなプロットは一般に Pelgrom

プロットと呼ばれ（ ），その直線の傾きは VT に相当す
る．式（２）は離散不純物による th ばらつきの単純モデ
ルであるが，離散不純物以外のばらつき要因が存在する
場合でも，そのばらつき要因が面積により平均化される
ものであれば Pelgromプロットは直線になることが証明
されている（ ）．この場合，他のばらつき要因が増えると
測定される VT は大きくなる．

nm技術で作製した nMOS トランジスタの Pelgrom

プロットの例を図 （a）に示す．この図には，不純物注
入量を 種類， INV を 種類変化させた場合をプロッ
トしてある．またデバイスサイズを 種類変えてある．
注入条件と INV が同一であれば，デバイスサイズを変
えても式（２）のとおりデータは直線上に乗っていること
が分かる．すなわちトランジスタサイズが小さくなると，

th
は （ ） に比例して大きくなる．また，式（３）

より注入量が少なく th が低いほど，また INV が薄い
ほど Pelgrom プロットの傾きが小さくなる（ VT が小
さくなる）ことも理解できる．
なお，ランダムな特性ばらつきを引き起こし得る要因

は，離散不純物のほかに，面積成分としてフラットバン
ドの揺らぎ，ゲート絶縁膜厚揺らぎ，界面固定電荷の揺
らぎ，エッジ成分としてはゲート電極のラインエッジラ
フネス，ひずみの揺らぎなどが考えられる．今回評価し
た nm技術のトランジスタでは，ゲート長を変えても
ゲート幅も変えても

th
は Pelgrom プロットに乗るこ

とが分かっており，このことから平均化は「面積」で起
こっていることが分かる．すなわち，ゲート長 nm程
度では，ばらつきのエッジ成分は無視できることが明ら
かとなっている．

特性ばらつきの新規格化法

MOS トランジスタの特性ばらつきの評価にあたって
は，現在でも Pelgrom プロットの傾き VT が多く用い
られている．ゲート長，ゲート幅， VT の値が分かれば，

th
が即座に計算できるので，回路設計者にとっても

Pelgromプロットは非常に便利な評価法である．また，

VT の値が小さいほど，同じトランジスタサイズで th

ばらつきが小さくなるため，プロセス間のばらつき比較
にも従来は VT が用いられ， VT が小さいプロセスほ
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図 同一のばらつきデータに対する Pelgrom プロットと
Takeuchi プロットの比較 （a）Pelgromプロット．縦軸は

th
，

横軸は （ ） である．トランジスタサイズだけを変えた場合
は同じ線上にプロットされる．（b）Takeuchi プロット．縦軸は

th
，

横軸は｛ INV（ th＋ ） ｝ である．（a）と同じデータをプロッ
トしてある．すべて同じ線上にプロットされる．



ど良いプロセスであると論じられることが多かった．
確かに Pelgromプロットは，トランジスタサイズの違

いを正規化しているため，同一のプロセスで作製したト
ランジスタのばらつき評価法としては非常に優れた方法
である．ところが，式（３）から分かるとおり， VT は

INV に比例する．更に， VT は SUB にも依存する．
したがって，異なるプロセスで作製したトランジスタを
比較する場合， INV や SUB が異なるときには仮に

VT が小さいとしてもそのプロセスが有する特性ばら
つき要因が小さいとは判断できず， VT はプロセス間
の特性ばらつきの大小を評価する指標とは言い難い．ト
ランジスタの特性ばらつきを定量的に公平に比較するた
めには， INV や SUB の違いを正規化する新手法が求
められる．
そこで，プロセスによる違いを正規化する新手法を提

案した（ ）． INV は直接測定することができるが，一般
に SUBを測定することは難しい．そこで，正規化にあ
たっては，直接測定が可能な th を用いた．式（１）にお
いて，不純物濃度で決まる th 成分は第 項であり，離
散不純物によってこの項が揺らぐため th がばらつく．
この第 項は，

SUB DEP

INV
th （ FB＋ F） th＋ （４）

と変形できる．ここで （ FB＋ ）と置いた．式（４）
を式（２）に代入すると，

th ox

INV（ th＋ ）
（５）

を得る．この簡単な解析式によれば，ばらつき要因が離
散不純物揺らぎであれば， Pelgrom プロットの横軸を
（ ） から（ INV（ th＋ ） ） に変えてもプ
ロットは直線に乗ることが予想される．その傾きを

VT とすると， VT の解析式は，

VT
ox

（６）

で与えられる． VT の単位は（mV m（nm V） ）で
ある（以下では簡単のため単位を省略する）．このよう
なプロットを Takeuchi プロットと呼ぶことにする（ ）．
Takeuchi プロットでは， INV の違い，及び INV また
は SUB が異なることによる th の違いが正規化され
る．なお， の値はゲート材料の仕事関数などによっ
て変化するが，ゲート電極がポリシリコンの場合，ほぼ

Vとなることが分かっている．
図 （b）に Takeuchi プロットを示す．用いたデータは

図 （a）と全く同じである． Pelgrom プロットでは 本
に分かれていた直線が Takeuchi プロットではすべて
直線に乗り，不純物注入量及び INV の違いが正規化さ
れていることが分かる． Takeuchi プロットの傾き VT

は，ランダムな th ばらつき量を定量的に表す指標であ
ると考えられ， VT の大小によりプロセスによるラン
ダム特性ばらつきの量を比較することが可能となった．
単純なモデルに基づく式（６）によれば， VT の理論
値は である．ところがこの単純な解析モデルでは
不純物の数のばらつきは考慮されているが，不純物の位
置のばらつきが考慮されていない．不純物の位置ばらつ
きまで考慮した三次元シミュレーションの結果による
と，離散不純物揺らぎのみを考慮した場合の VT の理
想値は約 であることが分かっている（ ）．

ラインの違いによる特性ばらつきの解析

Takeuchi プロットの VT を用いれば，世代の異なる
トランジスタや異なる工場で製造されたトランジスタの
特性ばらつきを直接比較することが可能である．図 に
様々な世代・ラインで作製されたトランジスタの VT

と VT を示す（ ）．同じラインでも作製条件（不純物注
入量や INV）を変えたデータを示してある．この図か
ら幾つかの重要な結論が導かれる．
まず，図 （a）の pMOSの結果を見る． VT の値は同

じラインであっても作製条件により大きくばらついてお
り，ライン同士の比較は困難であることが改めて明らか
となった．一方， VT の値は，驚くべきことにライン
や作製条件によらず，ほぼ一定の という値となった．
これは Takeuchi プロットで th や INV の違いが「適切
に」正規化されたことを意味している．更に，前述の三
次元シミュレーションで離散不純物揺らぎのみを考慮し
た場合の VT の値（約 ）が図 （a）の測定値（約 ）
に極めて近い．このことから， pMOS の特性ばらつき
は離散不純物揺らぎが支配的であり，他のばらつき要因
の影響は小さいと結論付けることができる．
ところが，図 （b）の nMOSでは事情が大きく異なる．

VT の値が pMOS よりも大きいだけでなく，ラインに
より大きく変わることが明らかとなった．一方，同じラ
インであれば，作製条件が変わっても VT はほぼ同じ
値を示している．この結果から， nMOS の特性ばらつ
きは，離散不純物以外に，別のばらつき要因も大きく影
響していることが示唆される．

Takeuchi プロットによる特性ばらつきの解析

nMOSにおける余分なばらつき要因の究明は，急を要
する． nMOS のばらつき要因は，図 よりトランジス
タサイズのばらつきではないことが分かっている．また，
nMOS pMOS のばらつきの違いは， nm技術の微細ト
ランジスタ（ゲート長 nm，ゲート幅 nm）だけで
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なく，ゲート長やゲート幅が大きなトランジスタでも同
様に起こっている．一方， で考察したとおり，
nm技術ではランダムばらつきのエッジ成分は無視で

きることも分かっている．以上のことから， nMOS の
余分なばらつき成分は，ランダムな面積成分と考えられ
る．以下に，電気的特性ばらつきから，ばらつき要因の
究明を試みた結果を紹介する．その際，Takeuchi プロッ
トの VT が強力な解析ツールとなる．
MOS トランジスタのランダムばらつきの面積成分と

して考えられる要因は，そう多くはなく，次の 要素し
かないと考えられる（ ）．

（ ） 離散不純物揺らぎ
（ ） フラットバンドの揺らぎ
（ ） 電気的なゲート酸化膜厚の揺らぎ
（ ） シート電荷の揺らぎ

（ ）はこれまで議論してきた揺らぎである．（ ）は，

具体的には，ポリシリコンからなるゲート電極がグレイ
ンごとにフラットバンドが異なる場合などが考えられ
る．（ ）は物理的なゲート酸化膜厚の揺らぎ以外に，ポ
リシリコンゲート電極のランダムなグレインとグレイン
境界で空乏化の度合いが異なり，実効的に場所によって
電気的酸化膜厚がランダムに揺らいでいる場合などが考
えられる．（ ）は界面固定電荷の分布が，場所によりラ
ンダムにばらついている場合などである．
これら四つの要素が原因で th がばらついたと仮定

し，その場合に VT が SUBと INV に対してどのよう
な依存性を持つかを解析的に検討した．その結果を示す．

（ ）の場合： VT （７）
（ ）の場合： VT FB SUB INV （８）
（ ）の場合： VT INV SUB INV （９）
（ ）の場合： VT INT SUB （ ）

ここで は定数， FB INV はそれ
ぞれフラットバンドと INV のばらつき， INT はシー
ト固定電荷密度である．（ ）の場合は で述べた正規
化により， VT は SUBと INV に依存しない．（ ），
（ ）はそれぞれ式（８），（９）に示すような依存性を持つ．
（ ）は SUBに対してだけ依存性を持つ． VT の SUB

と INV に対する依存性を図示すると模式的に図 のよ
うになる． SUB あるいは INV を増大させると th も
増大するので，これらの図の横軸は th にも相当する．
すなわち， SUB 及び INV を故意に変化させて th ば
らつきを測定し， VT を th に対してプロットすれば，
その依存性から特性ばらつきの要因を特定できることに
なる．
そこで， SUB 及び INV を変化させてトランジスタ

を試作し，その VT を測定した．その結果を図 に示す．

SUB と INV をそれぞれ変化させても， nMOS の VT

は約 で一定となることが分かった．このような依存
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図 様々な世代・ラインで作製されたトランジスタの VT と
VT の実測値 （a）pMOS のデータ．（b）nMOS のデータ．（
IEEE）

図 四つの面積成分ばらつき要因を仮定した場合の VT の（a）
SUB と（b） INV に対する依存性 横軸は共に th にも相当す
る．



性を持つばらつき要因は図 から（ ）の離散不純物のみ
である．このことから，面積成分のランダムばらつき要
因である（ ），（ ），（ ）は，いずれも nMOS の余分
な特性ばらつきの原因とは考えにくいことが明らかと
なった．
一方，（ ）の離散不純物揺らぎでは，図 の th 依存

性を説明できるものの， VT の絶対値（約 ）が三
次元シミュレーションや pMOS の実測値（ ）
と大きくかけ離れており，定量的には全く説明できない．
以上のことから， nMOS の余分な特性ばらつきの原因
は，離散不純物揺らぎであると考えられるものの，三次
元シミュレーションで仮定しているような，均一不純物
分布による単純な離散不純物揺らぎではなく，より複雑
な現象が起こっているものと想像される． nMOS の特
性ばらつきの原因は，現在も引き続き究明の努力が続け
られている．

特性ばらつき対策

表 に示したとおり，微細トランジスタの特性ばらつ
きは，様々な種類があり，ばらつきの特徴によって最善
の対策法はそれぞれ異なる．表 に特性ばらつき対策を
まとめた．
まず，チップ間ばらつき対策としては，基板バイアス

印加による適応的な th 制御が極めて有効である（ ）（ ）．
チップ作製後に th や漏れ電流をモニタし，それに応じ
て適切な基板バイアスを印加して適正な th に調整す
る． th 制御を効率良く行うためには，基板バイアス係
数 がある程度以上の大きさでなければならない．一般
に は，微細化とともに小さくなることが知られている．
の値を確保するデバイス設計が必須である（ ）．
この基板バイアス印加法は，チップ間で異なる th の
平均値のばらつき対策としては有効であるが，チップ内
のランダムばらつきに対しては無力である．しかし，も
し特性ばらつきがランダムで正規分布（すなわちシステ

マティック成分が無視できる場合）であり，フリップフ
ロップ（FF）間の段数が多いロジック回路では，遅延の
ばらつきは，平均化の効果により抑制される． FF 間の
トランジスタには th が高いトランジスタと低いトラン
ジスタがランダムに混在しているからである．チップの
スタンバイ電力も平均化の効果である程度抑制されるこ
とが分かっている（ ）．このことから，ロジック回路に
おいては FF 間の段数を多くすればランダムばらつきの
影響を抑制できることが分かる．
一方，チップ内に特性ばらつきのシステマティック成
分が存在する場合は，平均化の効果は期待できない．シ
ステマティック成分は極力抑制するか，原因究明をして
事前にモデル化しておく必要があることが分かる．モデ
ル化が可能であれば，様々な方法でシステマティックば
らつきを回路的に補償することが可能である．
しかし，メモリにおいては，ごく少数のトランジスタ
で速度等の性能が決定されるため，ランダムな特性ばら
つきはほとんど平均化されない（ ）．したがって，メモ
リについてはロジック回路のばらつき対策とは別の方策
が要求される． SRAMをはじめとするメモリの特性ば
らつき対策は喫緊の課題である．

特性ばらつきの将来動向

nm技術におけるばらつき予測

世代が進みトランジスタサイズが小さくなると， Pel
gromプロット及び Takeuchi プロットの横軸の数値が大
きくなるので，当然ながら th ばらつきは大きくなるこ
とが予測される．本節では， nm技術のばらつきデー
タを基に， nm技術の th ばらつきを予測する．
一般に低消費電力向けのトランジスタは th が高いた

め，式（２），（３）より VT が大きくなり，その結果 th

ばらつきは高速トランジスタに比べて大きくなる．図
で示した nm技術の微細トランジスタは， Pelgromプ
ロットの横軸は約 となり， nMOS で VT であ
る．その様子を図 （a）に示す．一方， nm技術のト
ランジスタでは，横軸は約 となる．したがって，

VT の値が変わらないとしてトランジスタサイズだけ
が微細化すると，図 （a）に示したとおり， th ばらつ
きはほぼ倍増し，

th
は mV 以上になってしまう．
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図 SUB と INV を故意に変えて試作した nMOSトランジスタ
における VT の th 依存性

表 ばらつきの対策

ばらつきの種類 対 策

チップ間ばらつき 基板バイアスによる適応的制御

チップ内
ばらつき

ランダム
ばらつき

多段ロジック回路（平均化）

イントリンシックチャネル FD SOI
MOSFET

システマティック
ばらつき

ばらつき原因を究明・モデル化し
回路的に補償

メモリ 別設計



チップ内で th が までばらつくとすると，最大と
最小の th の差が V に達することになり，回路設
計は到底不可能である．
幸いなことに， nm技術では High k 絶縁膜及びメ

タルゲート技術が実用化される見通しである（ ）．その
結果，酸化膜換算膜厚（EOT）が大幅に減少するとともに
ゲート空乏化の効果がなくなるため， INV が nm技
術に比べて劇的に減少することになる．更に，カーボン
同時注入等の技術により nMOS のチャネル不純物の拡
散が抑制されるなどして（ ）， nm技術では低消費電力
向けトランジスタでも VT 程度が実現できるもの
と考えられる．そのため，図 （a）のとおり， nm技
術では nm技術とほぼ同等の

th
が達成される可能性

が高い．
この見通しを Takeuchi プロットで説明すると図

（b）のようになる．まず， VT の値が変わらないとして
トランジスタサイズだけが微細化すると，やはり

th

は mV 以上となる． High k 絶縁膜及びメタルゲート
が導入されると， INV が減少する効果に加えてメタル
ゲートの仕事関数によっては も減少し， Takeuchi 係
数の横軸は 程度にまで減るものと予測される．更に
カーボン同時注入等により不純物分布の最適化が行われ
ると， VT の値が 程度にまで減少し，その結果，
nm技術とほぼ同等の

th
が実現されることになる．

このように， nm技術では，トランジスタサイズが
小さくなるものの，プロセス技術の進展により INV

， VT がそれぞれ減少し， th ばらつきの増大が抑
えられる可能性が高い．

ばらつかないトランジスタ

nm技術より先の技術では，更にトランジスタサイ
ズが小さくなるため，プロセス技術により INV

VT を更に減少しない限り， th ばらつきは増大して
しまう．そもそも th ばらつきの支配的要因はチャネル
中の離散不純物であるため，チャネル中の不純物を極力
減らしたデバイス構造が採用されれば， th ばらつきの
問題はかなり解決されることになる．一般にバルク
MOS トランジスタでは，チャネルに不純物を導入する
ことによって短チャネル効果を抑制しているので，不純
物濃度を下げることが困難である．そこで，短チャネル
効果を抑制しつつ不純物濃度を下げられるデバイス構造
として，完全空乏型（FD）SOI 基板上のトランジスタが
注目されている．
図 の挿入図に FD SOI トランジスタの模式図を示
す（ ）．通常の FD SOI トランジスタでは，チャネル（す
なわち SOI 部分）に不純物を導入し th を制御すること
が多いが，埋込酸化膜の厚さを nm程度にまで薄くす
ると，チャネル不純物濃度（ SOI）を薄くしたまま，基
板濃度（ SUB）の濃度を変えることで th を調整できる．
その様子を図 に示す（ ）．これは SOI 及び SUB を
変化させた場合における th の等高線のシミュレーショ
ン結果である．図中の（１）あるいは（２）と示した条件で
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図 nm技術における th ばらつきの見通し （a）Pelgromプロット．（b）Takeuchi プロッ
ト． High k 絶縁膜及びメタルゲート技術が実用化と不純物分布の最適化により， VT 及
び VT 程度が実現され， nm技術とほぼ同等の th ばらつきに押さえ込むことができる
と予想される．
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図 FD SOI トランジスタにおける th の SOI 及び SUB に
対する依存性 挿入図は FD SOI トランジスタの模式図．（

IEEE）

はチャネル不純物が抑制されており，その結果， th ば
らつきも小さくなることが期待される．しかもこの構造
では，基板バイアス効果により th を調整することも可
能である．したがって，チップ内のランダムばらつきは
低濃度チャネルによって抑制し，チップ間ばらつきは基
板バイアスの適応的制御によって補償できるデバイス構
造である．
図 に th ばらつきのシミュレーション結果を示

す（ ）．プロセス条件により物理パラメータが変化した
場合に加えて，離散不純物揺らぎを考慮した統計的なラ
ンダム th ばらつきの結果も示してある．予想どおりデ
バイス（１），（２）ではランダムばらつきが大幅に抑制さ
れていることが分かる．（１）の条件よりチャネル不純物
濃度を減らし故意にドープしていないチャネルを持つト
ランジスタはイントリンシックチャネルトランジスタと
呼ばれている．このように，短チャネル効果抑制はデバ
イス構造を変えることで実現し，チャネル不純物を極力
なくすことで，ランダムな th ばらつきの抑制が可能で
あることが分かった．このトランジスタ構造は実際に試
作され，実測により th ばらつき抑制の効果が確認され
ている（ ）．
更に，イントリンシックチャネルで短チャネル効果を

抑制する構造として，三次元的な構造を有する Fin
FET（ ）やナノワイヤトランジスタ（ ）が有望視されてお
り，精力的に研究が進められている．しかし，これらの
三次元構造デバイスでは，ランダムな不純物揺らぎの影
響は抑えられるものの，わずかなデバイスサイズのばら
つきによって極めて敏感に th が変化することが分かっ
ており，サイズばらつきを許さないプロセス技術の発展
が不可欠となる．
更に特性ばらつきを抑制して微細化を進めるために

は，チャネルだけでなくソース・ドレーンの不純物もな
くすことが望ましい．そこで，ショットキー・ソース・
ドレーントランジスタのように，ソース・ドレーン部分
もメタルとし，一切不純物を含まないトランジスタの研
究も進められている．

ま と め

nm 技術による MOS トランジスタの特性ばらつき
の現状をまとめ，ランダムな特性ばらつきの原因究明の
取組みについて紹介した． pMOS の特性ばらつきは離
散不純物揺らぎでほぼ説明できるものの， nMOS にお
いては別のばらつき要因が存在することが明らかとなっ
ている．今後実用化される nm技術ではトランジスタ
サイズは小さくなるもののプロセス技術の進歩によりラ
ンダムばらつきは nm技術とほぼ同等に抑えられる見
込みである．更にトランジスタを微細化するためには，
不純物を有しないトランジスタの実用化が不可欠であ
る．しかし，その際には別の要因が特性ばらつきを決定
する可能性が高く，ナノレベルの科学を結集した総合的
な原因究明と対策が要求される．
謝辞 半導体 MIRAI プロジェクト・ロバストトラン
ジスタプログラムにてデータの取得及び有益な議論をし
て頂いた（株）半導体先端テクノロジーズ（Selete）の角村
貴昭氏，蒲原史朗氏，矢野史子氏，最上徹氏，東京大学
のアリフィン・タムシル・プトラ氏，広島市立大学の寺
田和夫教授に深謝する．本研究の一部は， NEDOより
Selete に委託されたMIRAI プロジェクトの一環として
実施された．また，本研究の一部は，文部科学省科学研

図 FD SOI トランジスタにおける th ばらつきのシミュレー
ション結果 図 におけるデバイス条件（１）（５）の結果を示
している．物理パラメータが ％変化すると仮定している．特定
ばらつきは離散不純物揺らぎのみを仮定した．（ IEEE）
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