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1 はじめに

近年の急速なMOSFETの微細化にともない,様々
な信頼性問題が顕在化してきている. トランジスタの
特性ばらつきはとりわけ重大な問題であり,高信頼性
が求められる集積回路において深刻な影響を及ぼす.

特性ばらつきは, 大きく静的な特性ばらつきと動的
な特性変動に分けられる [1]. 静的な特性ばらつきは,

製品の製造時にトランジスタの特性が決まり, チャネ
ル部分に不純物をドーピングする際に不純物の数が
ばらつく RDF (Random Dopant Fluctuation)など
がその要因として挙げられる. 一方で, 動的な特性変
動の一つであるランダムテレグラフノイズ (Random

Telegraph Noise: RTN)もスケーリングにともなう
問題として顕著になっている.

RTNはMOSFETのゲートに電圧が印加されたと
きに,ドレイン電流値が一時的に変動する現象である
[2, 3, 4]. RTNの影響はこれまでに, CMOSイメー
ジセンサ [5], フラッシュメモリ [6], SRAM[7]といっ
た集積回路において深刻な影響を及ぼすことが報告
されている. RTNの影響はゲート面積に反比例する
ことが知られているため,ナノメートルプロセスでの
設計ではRTNの影響を正確に予測する手法が必要と
なる [8]. RTNはゲート酸化膜に生じた欠陥によるし
きい値電圧変動としてモデル化されている [9]. RTN

シミュレーションについてはすでに文献 [10], [11]な
どで行われているが, これらはいずれも単一の欠陥
のみを取り扱っている.

本稿では, 回路レベルにおける RTN シミュレー
ション手法を提案する. 実際のMOSFETには複数
の欠陥がゲート酸化膜に存在するため,複数の欠陥に

対応したモデルを構築した [12]. このモデルは, RTN

によるキャリアの捕獲 ·放出による電流値変動がしき
い値電圧の変動値によるものと扱っているため, 電圧
源として振る舞う. この電圧源をMOSFETのゲー
トに接続することでRTNを擬似的に引き起こすこと
ができる. 本稿ではリングオシレータを対象に, RTN

による発振周波数の時間的な変動のシミュレーショ
ンを行った. 本手法を用いることで, 測定では観測で
きないような微小時間におけるRTNや,あるいは長
時間にわたる RTNの影響を検証することが可能に
なる.

本稿の構成は以下の通りである. 2節でRTNの物
理的モデルと回路シミュレーションに用いるRTN発
生用のモジュールの動作について説明する. 3節にて
シミュレーション結果を示し, 4節で結論とする.

2 物理に基づくRTNモデルの回路シミュレーショ
ンへの適用

本節では, 2.1節でRTNの物理的なメカニズムと
RTNのモデル化について述べ, 2.2節にて回路シミュ
レーションにおけるしきい値電圧の変動手法につい
て説明する. 本研究では可変電圧源を用いることで
RTNの影響を再現しており, 2.3節で可変電圧源の
詳細な動作について説明する.

2.1 RTNの物理的メカニズムとモデル化

RTNとは, 図 1に示すように, MOSFETのゲー
ト酸化膜に生じた欠陥にチャネルを流れるキャリア
が捕獲,放出されることで生じる一時的な特性変動で
ある. この特性変動はしきい値電圧の変動として表
される [2]. 図 2はある 1つの欠陥における, RTNに
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図 1: MOSFETにおけるRTNのメカニズム.
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図 2: 単一の欠陥におけるRTN起因のしきい値電圧
変動.

起因するしきい値電圧の時間的変動の模式図である.

欠陥の捕獲までの平均時間,放出までの平均時間をそ
れぞれ τcおよび τeと呼ぶ. これらの時定数はゲート
電圧 VGS に依存し, |VGS|が大きくなると τe は増加
し, τcは減少する [7]. 1つの欠陥を対象とした場合,

しきい値電圧は図 2のように 2状態をとり, しきい値
電圧変動値は欠陥ごとに一定である [13]. キャリア
を捕獲するとしきい値電圧は上昇し, 捕獲されたキャ
リアが放出されるとしきい値電圧は元に戻る. 複数
の欠陥がゲート酸化膜中に存在する場合には,しきい
値電圧は多段に変化する. ゲート酸化膜中の欠陥に
基づくこの現象を CTM (Charge Trapping Model)

と呼び, ここではこのCTMに基づいてRTNの回路
シミュレーション手法を提案する.

CTMは欠陥数 n, 欠陥ごとのしきい値電圧変動値
∆Vth trap , そして τcや τeといったパラメータを持
つ. nはトランジスタごとに異なり, ポアソン分布に
従うことが知られている [14]. nの期待値をNとする
と, nの分布の PDF (Probability Density Function,

確率密度関数)は式 (1)で表される.

P (n) =
Nne−N

n!
(1)

∆Vth trapと τ はそれぞれ指数分布, 対数一様分布に
従う [9, 15]. ∆Vth trap の分布の PDFは式 (2)で表
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図 3: 回路シミュレーションにおけるしきい値電圧
の変動手法. BSIM (a) では Verilog-A で記述され
た可変電圧源を接続し, VOV を動的に変動させる.

HiSIM (b)ではしきい値電圧の変動を Verilog-Aで
記述し, 動的にしきい値電圧を変化させる.

される.

P (∆Vth trap, η) =
1

η
exp

(
∆Vth trap

η

)
(2)

ここで, ηは∆Vth trapの期待値である. これらのパ
ラメータが各分布にしたがうものとして値を乱数に
より生成する.

2.2 回路シミュレーションにおけるMOSFETへ
のRTNの組み込み

上記のとおり, RTNはMOSFETのしきい値電圧
が動的に変動する現象である. 回路シミュレーショ
ンにおいてもしきい値電圧を動的に変動させなけれ
ばならない. 前もって変動する電圧波形を用意した
うえでシミュレーションする方法も考えられるが, 前
述のように τ はゲート電圧に依存するため, この方法
でシミュレーションを行うことは不可能である. こ
こでは, 電圧波形に寄らないシミュレーション方法を
提案する.

今回は MOSFET のモデルに BSIM (Berke-

ley Short-channel IGFET Model) と HiSIM

(Hiroshima-University STARC IGFET Model)を用
いる [16, 17]. BSIMではデバイスパラメータを変化
させることで, しきい値電圧を静的に変動させるこ
とができるが, このデバイスパラメータをシミュレー
ション中に変化させることはできない. そこで図3 (a)

に示すように, Verilog-Aで記述された可変電圧源を
MOSFETのゲートに接続し, オーバードライブ電圧
(VOV≡VGS−Vth)を変化させることでRTNを擬似的
に再現する. 本稿では, この電圧源を “RTNモジュー
ル”と呼ぶことにする.
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図 4: RTNモジュールのフローチャート. このフロー
チャートは欠陥ごとにループする.

一方, HiSIMは図 3 (b)のようにトランジスタのモ
デルがVerilog-Aで記述されているためしきい値電圧
を直接的かつ動的に変動させることができる. そのた
め, RTNモジュールと同じ動作をする記述をVerilog-

A内に書き加えることで, RTNによるしきい値電圧
変動を再現する.

2.3 RTNモジュールの動作機構

本節ではRTNモジュールの詳細について述べる.

図 4はRTN起因のしきい値電圧変動を計算するため
のフローチャートである. RTNの計算に用いるパラ
メータは表 1に示すとおりである. まずMOSFETの
欠陥数n, 欠陥のしきい値電圧変動値Vth trap, 欠陥の
時定数 τ を初期化する. 次に, キャリアの捕獲 ·放出
の判定を過去の状態に依存しないマルコフプロセス
に基づいて行う. この工程を全ての欠陥に対して繰り
返し, ある時刻における欠陥の状態が全て決まると,

捕獲されている欠陥の∆Vth trapに従ってMOSFET

全体のしきい値電圧変動値∆Vthを計算する.

図 4のフローについて詳細に述べる. 図 4中にお
いて, Aj は j 番目の欠陥の捕獲状態を表す. “High

state”は欠陥がキャリアを捕獲し, しきい値電圧が高
い状態を指し, “Low state”は欠陥がキャリアを放出

表 1: RTNシミュレーションに用いるパラメータ.

パラメータ名 説明

L ゲート長
W ゲート幅
n ゲート酸化膜中の欠陥数
N nの期待値
D 単位面積あたりの欠陥数

∆Vth trap 欠陥ごとのしきい値電圧変動値
η ∆Vth trapの期待値
s ηの係数
τc キャリアの平均放出時間
τe キャリアの平均捕獲時間

Tunit シミュレーションの計算ステップ
PLH キャリアの捕獲確率
PHL キャリアの放出確率

してしきい値電圧が低い状態を指す. 状態が “High”

であればAj = 1に, 反対に “Low”ならAj = 0とな
る. PLHは状態が “Low”から “High”へと遷移する
確率であり, PHLはその逆である. PLHと PHLは式
(3), (4)により決定される.

PLH = 1− exp

(
Tunit

τc

)
(3)

PHL = 1− exp

(
Tunit

τe

)
(4)

Tunitはシミュレーションの単位時間である. 欠陥の
状態はこの遷移確率 PLH (または PHL)と 0 ∼ 1まで
の乱数 Prndを比較することで決まる. この流れを欠
陥数 nだけくり返し, 全ての欠陥の状態を決定する.

全ての欠陥の状態が定まると式 (5)によって, ある時
刻でのしきい値電圧変動値∆Vthが求まる.

∆Vth(t) =
n∑

j=1

Aj∆Vth trap j (5)

3 リングオシレータにおけるRTN起因の発振周
波数変動

本節では SPICEによる過渡解析により, リング
オシレータ (RO)の発振周波数の RTNによる時間
的な変化を観測する. MOSFETのモデルは 65 nm

FDSOI (Fully-Depleted Silicon on Insulator)のもの
を用いる.



3.1 デバイスモデルに基づくRTNパラメータの
設定

欠陥数 nの期待値N は式 (6)で計算される.

N = D×LW (6)

Dは単位面積あたりの欠陥数であり, 本稿では文献
[2, 14]を参考に D = 4.0×10−3 nm−2 と仮定する.

∆Vth trapの期待値 ηは式 (7)より得られる.

η =
s

LW
(7)

ここで, sは ηの係数であり, 文献 [18]を参考に s =

9 V·nm2とした. τ は 10−9 ∼ 109sにわたって対数等
分布する [15]. ∆Vth trapと τ の相関の有無は明らか
にされていないため, 本稿では無相関であるとする.

3.2 発振周波数の時間的な変動

図 5は BSIMを用いた場合の CMOSインバータ
によって構成された ROである. 各トランジスタの
ゲートにはRTNモジュールを接続する. 今回は検証
対象に 3段のROを用いる. これは, ROの段数が少
ないほど RTNの影響が平均化されずより大きなば
らつきを観測できるためである [13]. その他のシミュ
レーション条件は表 2に示すとおりである. HiSIM

の場合はモデル中にRTNを起こすVerilog-Aの記述
を付加し, RTNモジュールは取り外す.

図 6 (a)は BSIMにおける発振周波数変動の結果
である. なお, 縦軸は発振周波数の最大値で正規化し
ている. 発振周波数が時間的にランダムに変動し, 最
大で 1.8 %ほど変動している. 図 6 (b)は HiSIMで
の結果であるが, こちらも BSIMと同様に周波数変
動が見られる.

図 6のROにおけるパワースペクトル密度 (Power

Spectral Density: PSD)を図 7に示す. パワースペ
クトル密度は波の周波数成分の強度を表したもので
あり, RTNによるノイズは 1/f2に比例することが知
られている [11]. BSIM, HiSIMのどちらも PSDの
傾きが 1/f2であるため, 周波数の変動が RTNに起
因するものであることが確認できた.

4 結論

本稿では回路シミュレーションにおけるRTNのシ
ミュレーション手法の検討を行った. BSIMでは, デ
バイスパラメータであるしきい値電圧をシミュレー
ション中に変化させることができないため, ゲートに
RTN発生用の外部電源を接続しゲートオーバードラ

表 2: ROのシミュレーション条件.

名前 パラメータ 値

ゲート長 L 60 nm

NMOSのゲート幅 Wn 260 nm

PMOSのゲート幅 Wp 450 nm

電源電圧 VDD 0.5 V

シミュレーション時間 200 ns

RTN-module VDD
BSIM

図 5: BSIMにおいて, RTNモジュールを組み込んだ
3段RO. CMOSインバータにより構成.

イブ電圧を変化させる. HiSIMはトランジスタモデ
ルのパラメータ自体が Verilog-Aで記述されている
ため, RTN発生用電圧源と同じ動作をする記述によ
りしきい値電圧を動的に変更できる.

リングオシレータにおいて発振周波数の時間変化
をシミュレーションしたところ, BSIM, HiSIMとも
に付加したRTNを再現するVerilog-Aモジュールの
記述が起因により発振周波数が時間にランダムに変
動することを確認した.
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