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あらまし

集積回路の微細化に伴い、信頼性の低下が深刻化している。しきい値電圧が動的にばらつくランダムテレ

グラフノイズ (RTN) は、酸化膜欠陥が原因で起こる。従来の RTN シミュレーションには 1 種類の欠陥を想定したモ
デルが用いられていた。しかし、high-k 酸化膜を用いたプロセスではインターフェイスレイヤーが必要なため 2 種類
の欠陥がある。従来のモデルを用いたシミュレーションでは、RTN の測定結果を正確に再現することが出来なかっ
た。2 種類の欠陥を考慮した複合欠陥モデルを用いて、しきい値調整のためハフニウムを用いた 40nm プロセスのリ
ングオシレータにおける RTN の測定結果を正確に再現することができた。複合欠陥モデルを用いて、RTN の電圧・
サイズ・リングオシレータの段数・基板バイアス依存性も再現することが可能である。
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RTN Modeling of Ring Oscillators by a Bimodal Defect-Centric Behavior
in a 40 nm process
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Abstract With rapid downscaling of integrated circuits, reliability issues become serious. The time-dependent
variability such as RTN (Random Telegraph Noise) is due to oxide traps. Conventionally, a unimodal trap model
is used for RTN simulations. Since there are 2 types of traps on high-k dielectric process, the measured RTN
distributions do not follow the unimodal trap model. Using the bimodal trap model, we accurately replicate the
distribution of ring oscillators (ROs) on 40 nm ultra thin high-k dielectric process. We also replicate dependences
of the impact of RTN on voltages, gate areas, number of RO stages and substrate biases.
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1. は じ め に

Doplant Fluctuation) などがあり、製品製造時に定まる特性で
ある。それに対して、動的ばらつきは製品出荷後の使用状態を

近年の集積回路の微細化に伴って、ばらつきが回路の性能

反映した時間に依存する劣化現象によって起こり、BTI (Bias

に深刻な影響を与えている。回路のばらつきは、静的ばらつ

Temeprature Instability) による経年劣化やランダム・テレグ

きと動的ばらつきに分けられる [1]。静的ばらつきは、添加

ラフ・ノイズ (RTN) [2, 3] が含まれる。RTN は CMOS イメー

する不純物の数がばらつくことにより起こる RDF (Random

ジセンサ [4]、フラッシュメモリ [5]、SRAM [6] のような微細
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な素子を多数集積した回路に重大な影響を与えることが報告さ
れているため、回路設計において RTN の影響を予測すること
は極めて重要である。しかし、RTN の挙動はいまだ完全に解
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明されておらず、影響の予測は困難であった。我々は、RTN の

値の再現を行い、その妥当性を評価する。

2. RTN

|∆Vth|

欠陥モデルを提案する。本研究では、そのモデルを用いて測定

|∆Vth|

影響を正確に再現できるシミュレーションモデルとして、複合

2. 1 RTN/BTI の比較
BTI と RTN はどちらも酸化膜欠陥に起因する劣化現象であ

間にともなって、キャリアを捕獲する欠陥が増加していき、し
きい値電圧が長期的に劣化していく。図 2 に示すように、ゲー
トにかけた電圧を取り除くと欠陥のキャリア放出が支配的にな
り、しきい値電圧の大部分が元に戻る回復現象が起こる。

∆Vth
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~log stress time

図 3 に示すように、大きなトランジスタにおいては酸化膜欠
陥の数が多いため、BTI の影響は平均化され、寿命が一意に決

time

~log relaxation time

~time

∆Vth

す現象である。それに対して、BTI はゲートに電圧をかけた時

|Vg|

Nano-device

スケールをともなって、一時的にしきい値電圧が増減を繰り返

図 2: BTI の回復現象

図 1: RTN の劣化 (青) と回復 (赤)

る [7, 8]。図 1 に示すように、RTN は酸化膜欠陥がソース・ド
レイン間のキャリアを捕獲・放出することによって、様々な時間
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図 3: 大きなトランジスタと小さなトランジスタでの BTI・RTN の挙動の違い

定できる。しかし、スケーリングによりトランジスタサイズが
小さくなると、欠陥の数が少なくなり、個々の欠陥の影響が相
対的に大きくなることで、寿命がばらつく [9–11]。RDF はト
√
ランジスタのゲートサイズの微細化により 1/ LW で増加し
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プロセスではより影響が深刻である [12]。

2. 2 High-k ゲート酸化膜
ゲート酸化膜の薄膜化に伴って、ゲートリーク電流の増大が

図 4: 超薄膜 HK ゲート酸化膜/ポリシリコン
ゲート (測定に用いたプロセス)

図 5: HK/MG (メタルゲート)

問題になっている。ゲートリーク電流の増大は深刻で、酸化膜
が 0.2nm の薄くなるにつれて 10 倍に増加する。この問題を解

この問題を解決するため、ゲート材料をポリシリコンからメタ

決するため、従来の SiO2 ゲート酸化膜にかわって誘電率の高

ルにした [13]。HK 酸化膜と Si を直接接合すると、不具合が生

い (high-k, HK) ゲート酸化膜が用いられるようになった [13]。

じるのでその間に IL (Interface layer, SiO2 など) が作られる。

40nm 以上のプロセスでは、SiO2 酸化膜に窒素を導入し、

我々はこれまで [17] で示したように、1 種類の欠陥の挙動を

SiON 酸化膜が用いられている。従来の SiO2 では誘電率 k=3.9

考慮した単一欠陥モデルを用いた RTN シミュレーションを提

であったのに対して、SiON は k=4.1-4.2 となった。

案してきた。しかし、このモデルでは HK ゲート酸化膜を用い

次に、SiON 酸化膜に比べてリーク電流が 1/1,000 以下で、

たプロセスにおいては、シミュレーション値と測定値が一致し

キャリア移動度劣化が殆ど無いハフニウムシリケート (HfSiO)

ないという問題点があった。本研究では、2 種類の欠陥の挙動

酸化膜を用いた低リーク技術が開発された。しかし、この技術

を考慮した複合欠陥モデルを用いたシミュレーションによって、

ではトランジスタのしきい値電圧を低く設定することが困難で

超薄膜 HK ゲート酸化膜を用いたプロセス (図 4) における測

あった。そこで、図 4 のようにハフニウムを SiON ゲート酸化

定結果の再現を試みた。

膜表面に付着させ、しきい値電圧を制御する超薄膜 HK 酸化膜

3. 測

定

プロセスが開発された [14–16]。
さらに誘電率が高い材料としてハフニウム酸化膜 (HfO2 ,

RTN の測定結果については [2, 3] に示されている。ここで、

k=20) などが用いられるようになった (図 5)。しかし、次のよ

測定回路は超薄膜 HK ゲート酸化膜/ポリシリコンゲートを用

うな問題が生ずる。空乏層はポリシリコンとゲート酸化膜の界

いた 40nm バルクプロセスである。7 段リングオシレータ (RO)

面にも生成される。空乏層により、実質的な酸化膜の厚さが増

の発振周波数を測定し、その劣化を RTN の影響として評価し

加する。さらに、フォノン散乱により低いしきい値電圧を設定

ている。1 つの RO の発振周波数の時間依存性を測定した結果

することが難しく、移動度も劣化してしまうので、ポリシリコ

を図 6 に示す。ここで、観測された間の最大発振周波数を Fmax ,

ンゲートを HK 酸化膜と組み合わせて用いることができない。

最大発振周波数変動変動量を ∆F と定義する。∆F/Fmax は、
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図 8: シミュレーションの流れ

図 6: 1 つの RO における RTN 起因の発振周波数ゆらぎの測定結果 [2]

図 9: RTN シミュレーション

を得る。
プロセスばらつきシミュレーションでは、∆Vth = ∆Vth

PV

を正規分布として、RO 内の全ての NMOS, PMOS に与える。
出力の Fmax のシミュレーション値が、測定値に一致するよう
に、合わせ込みを行った。

図 7: 測定結果から求めた RTN 起因の発振周波数変動率の分布 [2]

RTN 起因の ∆Vth
RTN によって変動した発振周波数の変動率を表す。図 7 は、
12, 600 個の RO の ∆F/Fmax の CDF (累積分布関数) を示す。
このとき、4σ 点において ∆F/Fmax は 10.4%もの大きさになっ
ており、RTN の影響が深刻であることが分かる。

シミュレーションの流れを図 8 に示す。シミュレーションは

1 つの RO につき、RTN・プロセス (静的) ばらつきの 2 回を
PV

を

入力として与え、Fmax を得る。RTN シミュレーションでは、
RTN

+ ∆Vth

PV

キャリアを捕捉している酸化欠陥の数の平均を N , 各欠陥に
よるしきい値電圧変動量の平均を η を入力として与える。文
献 [8, 18] における実測結果より、∆Vth

RTN

は η を中心とする

指数分布に従い、その CDF (累積分布関数) は、次式のように

Fη (∆Vth

4. 1 単一欠陥シミュレーション

∆Vth

の分布の計算方法について述べる。

表される。

4. シミュレーション方法

行う。プロセスばらつきシミュレーションでは、∆Vth

RTN

を入力として与え、RTN の影響を受け

た発振周波数 FRTN を得る。そこから、∆F = Fmax − FRTN が

= 1−e

RTN , η)

∆Vth RTN
η

(1)

トランジスタの酸化膜欠陥の数 n が一定であると仮定する。
各トランジスタのしきい値電圧のばらつきは、各欠陥の持つ η
の指数分布の畳み込みで表される [8]。∆Vth の PDF と CDF
をそれぞれ式 (2), (3) に示す。

gη (∆Vth

RTN , η)

=

e

∆Vth RTN
η

n−1
∆Vth
n
(n − 1)!
η

(2)

計算され、∆F/Fmax が求められる。モンテカルロシミュレー
ションにより、これを測定に用いた RO の個数と同数の 840 回

Gη (∆Vth , η) = 1 −

Γ(n,

繰り返した。

∆Vth
)
ηn

(n − 1)!

(3)

RTN シミュレーションの手順を図 9 に示す。7 段 RO の

式 (3) において、Γ はガンマ関数である。実際には、酸化膜欠

ネット リ ス ト と 40nm BSIM モ デ ル を 用 い る 。RO の 全 て

陥数 n は一定ではなく、各トランジスタはそれぞれ異なった n

の NMOS トランジスタに RTN 起因とプロセスばらつきの

をもつ。n は平均値 N = ⟨n⟩ を持ち, 式 (4) に従ってポアソン

∆Vth = ∆Vth

RTN

+ ∆Vth

PV

を与える。それを用いてシミュ

分布している [7, 8, 10]。

レーションすることによって、RTN 起因の発振周波数 FRT N

PN (n) =

e−N N n
n!

(4)
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図 10: HK 酸化膜中と HK/IL 間のトラップ特性の違い
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N は、酸化膜欠陥の密度 Not を用いて、N = W LNot と表さ
れる。N は酸化膜欠陥数の平均であるので、整数とは限らな
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0

2

い。実際の ∆Vth は、式 (3) に式 (4) を重み付けしたものとな
る。∆Vth の CDF は、式 (5) で表される。
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∞
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図 11: 単一 (unimodal)/複合 (bimodal) 欠陥シミュレーションの比較

N1

PN (n)Gη (∆Vth

RTN , η)

(5)
η1

n=1

式 (5) の ∆Vth の分布の平均値は、式 (6) で表される。
N2

<Vth

RTN >

= ηN

(6)

実際のシミュレーションでは、モンテカルロ法を用いて式 (2),

(6) を組み合わせて計算を行う。各トランジスタのしきい値電
圧変動量 ∆Vth

η2

は、式 (7) のように表される。

RTN,k

∑

NT ,k

∆Vth

RTN,k

=

∆Vth

(7)

RTN,i

i=1

ここで、∆Vth

RTN,i

は各欠陥がしきい値電圧に及ぼす影響で

ある。欠陥の数 NT,k 個の ∆Vth

RTN,i

図 12: 単一 (unimodal)/複合 (bimodal) 欠陥シミュレーション時に与えた RTN 起因
の ∆Vth RTN (RO の 1 段目のインバータ内の NMOS)

を合計したものが、各ト

ランジスタのしきい値電圧変動量 ∆Vth

RTN,k

となる。さらに、

5

モンテカルロシミュレーションを m 回実行して、m 個のリン

4

グオシレータの ∆Vth

3

を生成する。

4. 2 複合欠陥シミュレーション
図 1 に示すように従来の SiO2 ゲート酸化膜の場合、欠陥は

1 種類である。それに対して、HK ゲート酸化膜の場合、図 10
に示すように HK 中と HK/IL 間で酸化膜欠陥の特性が異な
る [20, 21]。HK 中, HK/IL 間の欠陥の数 n1 , n2 、平均欠陥数

N1 = ⟨n1 ⟩, N2 = ⟨n2 ⟩、各欠陥のしきい値電圧への影響の平均
を η1 , η2 とすると、しきい値電圧変動量は次の式で表される。
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図 13: ∆F/Fmax の電圧依存性
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n1 =1 n2 =1

5. シミュレーション結果

(8)

図 12 には、図 11 中のシミュレーションの ∆F/Fmax を求め
る際の RTN 起因の ∆Vth

RTN

の分布をログスケールで示して

5. 1 単一/複合欠陥シミュレーションの比較

いる。図 12 の単一欠陥シミュレーションにおいて、∆Vth 分布

単一/複合欠陥シミュレーション結果と測定結果を図 11 に示

は直線的である。その切片は N1 , 傾き=1/-η1 を表している。

す。単一欠陥シミュレーションは ∆F/Fmax の値が大きくなる

それに対して、複合欠陥シミュレーションは N1 , N2 , η1 , η2 の

につれ、測定値から外れる。それに対して、複合欠陥シミュレー

パラメータをもっており、HK 中, HK/IL 間の欠陥の分布の重

ションは測定値全体をうまくフィッテングできている。このこ

ねあわせとなる。

とから、超極薄 HK 酸化膜を用いたプロセス (図 4) において、

5. 2 電圧依存性

複合欠陥モデルは測定値を正確に再現していることが分かる。

図 13 に ∆F/Fmax 電圧依存性の測定結果を複合欠陥モデル
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図 15: N の Vdd 依存性
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図 18: RTN 起因の ∆Vth RTN のサイズ・段数依存性
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図 17: ∆F/Fmax のサイズ・段数依存性
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でフィッティングした結果を示す。電圧が高くなるにつれて、

∆F/Fmax が小さくなる。
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文献 [10] で測定された HK/MG プロセスの NMOS におけ
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る RTN 起因 ∆Vth 分布においては、(a) N1 , N2 は Vdd にとも

図 19: N のサイズ依存性
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図 20: η のサイズ依存性

なって増加する, (b) η1 , η2 は Vdd に対して一定という結果が示
されている。
図 13 のシミュレーションの際の RTN 起因の ∆Vth

RTN

分

布を図 14 に示す。N, η の電圧依存性を図 15, 16 に示し、表 1
にまとめる。N2 , η1 に関しては文献 [10] に示されている傾向

(a), (b) と一致した。それに対して、N1 , η2 は次のような傾向
があった。(a)’ N1 は Vdd に対して一定である。 (b)’ η2 は Vdd
が増加すると減少する。

5. 3 段数・サイズ依存性
図 17 に ∆F/Fmax の RO 段数・サイズ依存性の結果を示す。

7 段から 19 段に段数が増えると、2σ 点において ∆F/Fmax は
約 1.1 倍となり、わずかに増える。サイズ依存性は、RO 内の
インバータを標準 (standard)・最小 (minimum) サイズにして
測定した。最小サイズ内の NMOS, PMOS の面積は標準サイ
ズのそれぞれ 0.31 倍, 0.21 倍である。2σ 点において最小サイ
ズインバータは、標準サイズインバータに比べ ∆F/Fmax は約

2 倍となった。
文 献 [22] に お い て 、SiON 酸 化 膜 プ ロ セ ス の NMOS の

∆Vth

RTN

のサイズ依存性は、(c) N は W L にともなって増

加する (d) η ∝ 1/W L であることが示されている。
図 18 に図 17 のシミュレーションの際の ∆Vth

RTN

を示す。

段数に対して、N, η の変化は小さい。N, η のサイズ依存性を
図 19 , 20 に示し、表 1 にまとめる。図 19, 20 からシミュレー
ション結果は (c), (d) の傾向と一致することが分かる。ただし、

N2 のサイズ依存性は N1 に比べて小さい。
5. 4 フォワードバイアス依存性
図 21 に ∆F/Fmax の基板バイアス依存性の結果を示す。フォ
ワードバイアス (Vbn=+0.2V, Vbp=+0.2V), リバースバイア
ス (Vbp=0V, Vbp=-0.2V) を与えた。フォワードバイアスを
与えたときに ∆F/Fmax が小さくなり、リバースバイアスを与
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6. 結
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論

単一欠陥モデルは、SiO2 酸化膜を用いたプロセスにおいて

1 種類の欠陥を想定した RTN シミュレーションモデルである。
2

HK 酸化膜を用いたプロセスでは、HK 中と HK/IL 間にある欠
1

陥の特性が異なるため、そのモデルでは測定値を正確にフィッ

0

ティング出来ないという問題点があった。本研究では、HK 酸化

Points : meas
Lines : bimodal defect−centric

−1

膜を用いたプロセスにおいて、2 種類の欠陥特性を考慮した複

Reverse substrate bias
Zero substrate bias
Forward substrate bias

−2
−3
−4
0

2

4

6

8

∆F/Fmax (%)

合欠陥モードでのシミュレーションを行った。その結果、測定
値を正確にフィッティングすることに成功した。シミュレーショ
ンのために用いたパラメータ N1 , N2 , η1 , η2 は電圧・サイズ・基

10

板バイアス依存性をもつことが分かった。しかし、電圧・基板

図 21: ∆F/Fmax の基板バイアス依存性

バイアス依存性においては、先行文献との差異が見られた。こ

CCDF (# Data / # Devices)

れは、今回使用した超薄膜 HK 酸化膜を用いたプロセスと一般
10

1

的な HK プロセスにおける違いが考えられる。今後、HK/MG

RBB
Zero
FBB

7stage RO
Mimimum size inv.
Vdd=0.65V
Points : sim.
Lines : fitting

プロセス, HK を用いないプロセスにおいて同様の測定・シミュ
レーションを行い、プロセスにおける RTN の影響の違いを明
らかにするとともに、先行文献との差異の原因を探る。
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図 23: N1 , N2 の基板バイアス依存性
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図 24: η1 , η2 の基板バイアス依存性

えたときに大きくなる。
文献 [23] 内で、SiON/ポリシリコンプロセスの PMOS に基
板バイアスを与えた際の ∆Vth の測定結果が示されている。こ
こで、(e) 基板バイアスをかけたときに N は一定であり、(f) η
はリバースバイアスを与えた時に増加, η はフォワードバイア
スを与えたときに減少する傾向があった。
図 22 に図 21 のシミュレーションの際の ∆Vth

RTN

を示す。

図 23, 24, 表 1 には N, η の基板バイアス依存性を示す。このと
き、条件 (e) は文献 [23] と一致したが、(f) は一致せず、リバー
スバイアスを与えたとき η1 , η2 が減少し、フォワードバイアス
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を与えたときに増加している傾向が見られた。
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