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ばらつき評価

ばらつき評価においては，すべてのトランジスタの性
能を一律に変動させるワーストケース解析や，SPICE
に標準で組み込まれているモンテカルロ (MC) 法を用い
て実施することが多い．ロジック回路はそのトランジス
タ数などから，クリティカルパス解析を行う場合には，
±3σ(σ は標準偏差) までの解析で済むことが多い．一方，
ASIC や CPU 内の SRAM は数百 kbit から数 Mbit の規
模である．含まれるトランジスタ数を考慮すれば，通常
は ±6σ までの解析を行わなければならない．ロジック
回路も回路全体を対象とする場合にはより大きな σ に
対して解析を行わなければならない．すべてのトランジ
スタが ±6σ まで変動する確率は極めて低く，ワースト
ケース解析ではばらつきによる性能変動を悲観的に見積
もってしまう．しかし，MC 法を素直に適用すると 1010
回程度のシミュレーションを実行しなければならず現実
的ではない．ここでは，MC 法と，MC 法を SRAM の
SNM (Static Noise Margin) 解析に応用するための逐次
重点的サンプリング法 [1] について解説を行う．
2.1 ばらつき
集積回路の微細化と大規模化にともない，トランジ
スタ特性などが大きくばらつく．トランジスタの飽和
領域の電流（オン電流）は倍半分でばらつき，リーク
電流（オフ電流）は桁違いにばらつく．ばらつきの主な
要因として，不純物ばらつき (Random Dopant Fluctation，RDF)，ゲート幅のばらつき (Line Edge Roughness，LER)，ゲート酸化膜厚のばらつき (Oxide Thickness Fluctuation，OTF) が挙げられる．平本らは，多
数のトランジスタを集積した DMA-TEG[2] の測定結果
より，しきい値電圧 Vth のばらつきにおいて RDF が支
配的であることを実証した [3]．RDF による Vth のばら
つきは図 1 で表される正規分布 (Gaussian Distribution)
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平均50, 標準偏差10の
正規密度関数

0.3

σ
0.25

確率密度

本稿では，ばらつきと信頼性を回路シミュレータを用
いて評価する手法について概説する．ばらつきは主にモ
ンテカルロ法で評価を行うが，集積回路の微細化により
特に SRAM の不良解析が困難になってきている．ここ
では，不良の境界付近のみでシミュレーションを行う手
法の紹介も行う．信頼性においては，一時故障 (ソフト
エラー) と経年劣化 (BTI) の評価法を説明する．ソフト
エラーは中性子などの粒子線が集積回路に飛び込んで発
生するエラーであり，FF やメモリの値が反転する．BTI
(Bias Temperature Instability) は，MOS トランジスタ
のゲート酸化膜の欠陥により発生する劣化現象である．
その双方の回路レベルの検証法について述べる．
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図 1 µ = 50，
σ = 10 の正規分布
となる．正規分布において重要なパラメータは平均値 µ
と標準偏差 σ である．標本値 Xi に対する σ は次式によ
り求められ，分布がどの程度広いかを表す尺度である．
v
u
n
u 1 ∑
(Xi − µ)2
(1)
σ = t
n−1
i=1

正規分布の各範囲に含まれる割合は次のとおりとなる．

µ ± σ この範囲に全体の 68.27%が含まれる．
µ ± 2σ この範囲に全体の 95.45%が含まれる．
µ ± 3σ この範囲に全体の 99.73%が含まれる．
SRAM のように，同一構造の回路ブロックを 100 万
個を超えて集積する．±6σ のばらつきまで考えて設計を
行う理由はここにある．
2.2 モンテカルロ法
回路シミュレーションにおけるモンテカルロ法とは，
乱数により生成された各種パラメータを用いて繰返しシ
ミュレーションを行うことを指す．HSPICE では，gauss，
agauss 関数を用いることで，正規分布している各種パ
ラメータをばらつかせたシミュレーションを繰返し実行
することができる．gauss 関数は次の通り用いる [4]．
.param p=gauss(nom_val，rel_var，sigma)
上記の例では，パラメータ p が，nom_val から ±rel_var
までばらつく．sigma=3 であれば，|nom_val-rel_var|
が 3σ の正規分布でばらつく．
2.3 逐次重点的サンプリング法
佐藤らの提案する逐次重点的サンプリング法 (Sequential Importance Sampling，SIS) では，不良となる境界
部分のみで MC 法を行うことにより，少ない回数で ±6σ
のばらつきによる不良推定が可能とする手法である．重
点的サンプリングとは，図 2 に示すように，平均値をあ
らかじめ不良領域付近にシフトさせることによりシミュ
レーション回数を大幅に減らす手法である．本来サンプ
ルを行う分布 f (x) とシフト後の代替分布 g(x) について，
重み関数 w(x) = f (x)/g(x) を用いることで分布が異な
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図 2 重点的サンプリングにおける平均値移動 [1]
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図 3 ソフトエラーの要因

ネルギー中性子と比べて小さいが，BPSG 膜が使わ
れていた頃はソフトエラーの要因の約 75%を占めて
いた． しかし CMP(化学機械研磨) に移行した後は，
約 1/100 と激減した．微細化が進み，コンタクト材
料としてタングステンプラグが広く使われている．
このタングステンプラグにも 10 B が含まれており，
再び熱中性子がソフトエラーの要因となっている．
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✑✓✘✈✎ ✓✤✎ ✔✘✕✘✔✗✔
✕♦✒✔ ✚✑✔✏✬✎ ✘✕ ✤✘✛✤ ❛✘✔✎✕✚✘♦✕✑✬ ✙✑✚✎✚✳ ✯✤✎は保持している値が反転するとエラーとなる． 組み合
ソフトエラーは宇宙線によって引き起こされる．地上
❛ ✑✬✥ ✏✑✒✑✔✎✓✎✒✥✈✑✒✘✑❸✬✎ ✚✏✑✙✎ ✓✤✑✓ ✕✎✎❛✚ ✓♦ ❸✎ ✎ê✏✬♦✒✎❛ ✎✕✬✑✒✛✎✚わせ回路で起きる SET は，フリップフロップに取り込
ではソフトエラーを引き起こす宇宙線は次の主に
種類 ✓✤✎まれて初めてエラーとなる．
♦✚✎❛✳ ✎ê✏♦✕✎✕✓✘✑✬✬✣
✓♦ ✓✤✎ ✕✗✔❸✎✒ ♦✖ ❛✘✔✎✕✚✘♦✕✚✳ ë✤✑✓ 3✔✑✧✎✚
である
(
図
3)
[5]
．
✘✚ ✘✚ ✚✘✓✗✑✓✘♦✕ ❹♦✒✚✎ ✘✚ ✓✤✑✓ ✙♦✕✈✎✕✓✘♦✕✑✬ ✑✏✏✒♦✑✙✤✎✚ ✗✚✎ ✗✕✘✖♦✒✔3.1.3 中性子起因の誘起電荷による電流
高エネルギー中性子 高エネルギー中性子は宇宙に飛来
中性子起因の誘起電荷による電流として，まず空乏
している高エネルギーのイオンが大気圏に入り，他
層における電界によって電子が引き寄せられるドリフ
の原子と反応することで発生する．Si 基板の Si 原子
ト電流が発生する．その後，拡散による電流や，発生し
と衝突して Al や Mg の荷電イオンが生じる．中性子
703
た電荷によって電界が生じファネリングによる電流が流
のエネルギーが 1MeV から 10MeV 以上のものを高
れる．現在，中性子起因の誘起電荷による電流のモデ
エネルギー中性子と呼ぶ．
ル式は 2 種類提案されている．[8, 9, 10] では Double
熱中性子 層 間 絶 縁 膜 と し て 使 わ れ て い る BPSG
Exponential Model (DEM)，[11, 12, 13, 14] では式 (3)
(borophosphosilicate glass) 膜に存在する Boron の
の Single Exponential Model (SEM) が提案されている．
同位体である 10 B はエネルギーの低い熱中性子と衝
√
(
)
t
t
2Q
突しやすい性質を有する．衝突すると，α 粒子と Li
√
exp −
(3)
I(t) =
T
が生じる． 熱中性子のエネルギーは 1eV と，高エ
T π T
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T はプロセスによって決まる時定数であり，今後減少
していく．式 (3) を t = 0 から ∞ まで積分すると Q とな
る．Q はドレインに集められる電荷の総量を示しており，
荷電粒子により生成される電荷の総量に等しい．SEM に
おいては，他のパラメータ値に関係なく Q により電荷の
総量を設定することが可能であるが，DEM では，様々
なパラメータの組合せで電荷総量を決めなければならな
い．回路シミュレーションにおいては，式 (3) を用いて
あらかじめ電流値を計算し，その値を PWL (PieceWise
Linear，折線) 波形の電流源として保存しておく．計算
時には総電荷量は固定だが，回路シミュレーション時に
は，電流制御電流源にて，電荷量の調整を行う．
3.1.4 SER (Soft Error Rate) の見積もり
単位時間あたりに発生するソフトエラーの数をソフト
エラー率 (Soft Error Rate，SER) と呼び，FIT(109 時
間あたりに故障が発生する回数の期待値) を単位とする
のが一般的である．概算ではあるが，一般的な SRAM
のエラー率は 1000FIT/Mbit である．これは，1Mbit の
SRAM が 114 年に 1 回反転することを意味する．
SER を NSER とすると式 (4) で表される [11, 13, 15]．
(
)
Qcrit
NSER = F · CS = F · A · K · exp −
(4)
Qs
F は中性子量 (Neutron Flux) である．ニューヨー
クの海面レベルの中性子数を用いることが多く，約 20
neutron/cm2 /h である．CS は Cross Section(衝突断面
積) と呼ばれ，単位時間の 1 粒子あたりのソフトエラー
の数である．
ソフトエラーは，トランジスタのドレイン付近に粒子
が突入することで発生する．従って A は，バルクプロセ
スにおいてはソフトエラーを起こす可能性のあるノード
に接続された MOS トランジスタのドレイン面積の和と
なる． SOI プロセスでは基板に誘起された電荷は BOX
層によりドレインには到達しない．SOI でのソフトエ
ラーはゲート直下に粒子が突入し，SOI 層で発生する電
荷により寄生バイポーラトランジスタが ON することに
よるため，電流源のみでソフトエラーを見積もることは
難しい [16, 17]．Qcrit は臨界電荷量 (critical charge) と
呼ばれ，保持データを反転させるのに必要な電荷量であ
る．Qs は電荷収集効率 (charge collection eﬃciency) と
呼ばれ，プロセスによって決まる量であり，微細化によ
り減少していくと予想されている [15]．
3.2 SPICE による SER の見積もり
図 4 は，中性子衝突などにより生成された電子正孔対
による電流を模擬した電流源を付加したシミュレーショ
ン回路である．図 5 の通り総電荷量 1C を放出する電流
源 Ic を接続したノード is を定義する．is を接続した
1V の電圧源 Vis を接続した電流制御電流源 F0 を定義
する．F0 は電荷量 Q をパラメータとして持つため，こ
れを変化させて，SET パルスの変動を見ることが出来
る．SRAM などのメモリの場合は Q を変化させ，反転
が起きる電荷量を求め，これを Qcrit とする．
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組合せ回路の評価
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電流源付加方法

BTI 解析

BTI とは、ゲート酸化膜中の欠陥 (Oxide Trap) や、
ゲート酸化膜とシリコンとの界面の欠陥 (Interface Trap)
により引き起こされる経年劣化を指す．BTI 現象が問題視
されていた当初は界面欠陥のみをモデル化した Reaction
Diﬀusion (R-D) モデル [18] が提案された．その後、酸
化膜中の欠陥をモデル化した Atomistic Trap-based モ
デル [19] も提案された．当初は両者の間で激しい論争
[20] を巻き起こしたが、現在では、回復する劣化は酸化
膜中の欠陥が関係し、回復しない劣化は界面欠陥が関係
しているという両者を合わせた説が有力となっている．
ここでは、両モデルの概説を行い、回路シミュレータを
用いた BTI 解析法について述べる．
4.1

BTI モデル

BTI の回復可能な成分の発生原理は RTN (Random
Telegraph Noise) の重畳であるという節が有力である．
RTN とはゲート酸化膜中の欠陥にキャリアが捉えられ、
閾値電圧が動的かつ離散的にばらつく現象である．ゲー
ト酸化膜にある複数の欠陥はそれぞれに異なった特性を
持っており、時間の経過と共にキャリアを捕獲、放出す
る．キャリアが捕獲されている時に閾値電圧は高い状態
に、放出されている時に低い状態にあり、それぞれの状
態の平均持続時間を放出時間 (Emission Time: τe )、捕
獲時間 (Capture Time: τc ) という．これらは 10−9 s か
ら 109 s 程度の広い範囲に対数等分布しているとされる
[21]．欠陥によってはキャリアを一度捕獲したら半永久
的に捕獲した状態となり、閾値電圧に対して恒常的な影
響を及ぼすものもある．これらの時定数はゲート電圧依
存性を持ち、ゲート・チャネル間にストレス電圧が印加
された場合に τe は長くなり、τc は短くなることが多いと
される．そのため、閾値電圧はストレス状態においては
高くなりやすく、ストレス電圧を開放したリラックス状
態においては低くなりやすいということが出来るので、
BTI の基本的な特性と一致する．
ある一つの欠陥にキャリアが捕獲されたことで生じる
閾値電圧の変動量 (µ) はゲート面積に反比例し、指数分
布に従う．時定数 τe , τc と µ の相関については、有無を
含めて現在も議論が行われている．

4.2

Atomistic Trap-based Model を用いた BTI
閾値電圧変動量の算出

MOSFET のゲート酸化膜にある欠陥の特性及び状態
によって閾値電圧の変動量が決まる．ある閾値電圧 (Vth )
を持つ MOSFET に N 個の欠陥がある場合には、閾値電
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圧の変動量 (∆Vth ) は以下の式 (5) によって求められる．

∆Vth (t) =

N
∑

Netlist

(5)

ここで DF 、τe∗ 、τc∗ はそれぞれデューティファクタ、
実効放出時間、実効捕獲時間である．ゲート入力信号の
周波数 f 、1 周期中の信号が High の時間を tH とした
時 DF = f × tH となり、ゲート電圧が DC の場合には
DF = 1(100%) である．ゲート電圧が High の時の τe 、
τc をそれぞれ τeh 、τch 、ゲート電圧が Low の時の τe 、τc
をそれぞれ τel 、τcl としている．各時定数は τel は 10−9 s
から 109 s に対数等分布、τch 、τeh 、τcl は τel と相関を持
つと仮定している [21, 23]．式 (6) は近似式であるが、時
定数が 1/f より十分大きい時にはよい近似となる．
4.3 BTI 劣化を考慮した回路解析手法
BTI 劣化を考慮した回路解析を行うためには、BTI
による閾値電圧変動量を含んだ BTI-Aware Netlist が
必要となる [24]．シミュレーションの対象となる回路の
Netlist に含まれる各 MOSFET について、それぞれ時間
t に対応した閾値電圧変動量の予測値を与えることで、各
MOSFET の劣化を再現することが出来る．閾値電圧変
動量を算出する BTI Model は、計算のために MOSFET
のデバイスパラメータとシミュレーションの条件を要す
る．図 6 のように Netlist と BTI Model から BTI-Aware
Netlist を作成し、これに対してシミュレーションを行う
ことで解析結果を得る．
HSPICE 向けの BSIM4 を用いた具体的な BTI-Aware
Netlist の記述例を図 8 に示す．BSIM4 ではパラメータ
DELVTO を設定することで個々の MOSFET の閾値電圧
のパラメータ Vth0 を変更可能であり、その素子の閾値電
圧は設定した値の分シフトする [25]．この例では単一の
NMOS, PMOS それぞれに dvthn, dvthp の値を設定して
いる．前述の通り劣化時間 t 毎に BTI-Aware Netlist が
必要となるため、例では t1∼t3 の 3 つを用意している．
4.4 解析例
条件として N = 800, Vth = 500mV, DF = 50%を
設定した場合の閾値電圧変動量の平均と対数関数による
フィッティング結果を図 7 に示す．横軸は対数目盛で劣
化時間、縦軸は閾値電圧の変動量である．閾値電圧変動
量の平均値は 108 s 近辺で飽和傾向を示しており、この
領域においては対数関数からずれているといえる．この

40

BTI-Aware
Netlist

ここで t は時間を表し、j は欠陥のインデックスであ
り 1 から N の値をとる．欠陥の状態 k は捕獲状態で 1、
放出状態で 0 である．k は各欠陥の捕獲確率 PC によっ
て決定され、長期間の NBTI 劣化における PC は式 (6)
によって求められる [22]．
[
{ (
) }]
τe∗
1
1
PC (t) =
+
1
−
exp
−
t (6)
τc∗ + τe∗
τe∗
τc∗
1 − DF
1
DF
+
(7)
=
∗
τc
τch
τcl
1
DF
1 − DF
=
+
(8)
∗
τe
τeh
τel
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図 7 閾値変動の計算結果

図 6 解析手法
t2

t3

t1
Netlist

BTI-Aware Netlist

M*** D G S B nch
M*** D G S B pch

M*** D G S B nch DELVTO=dvthn
M*** D G S B pch DELVTO=dvthp

図 8 BTI-Aware Netlist の記述例.
ような飽和傾向は τel が最大 109 s で分布していて、各時
定数の最大値が 107 s から 1011 s になっていることに起
因すると考えられる．

5

まとめ

本稿では，ばらつきと信頼性をどのように SPICE を
用いて評価するかを述べた．両者ともに半導体物理に関
連する評価項目のため，回路レベルでの評価が難しい．
しかし，うまく使えば，デバイスシミュレーションに頼
らなくとも，簡便かつ高速に評価を行うことが可能と
なる．
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