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90nm世代となり、配線寸法は180nm世代に対して50%にまで
縮小されています。さらに、現在開発中の65nm世代あるいは
研究中の45nm世代では、180nm世代に対して各々35%、25%に
まで微細化が進み、LSI上の配線本数も約10倍以上の1,000万
本超となっています。この微細化と大規模化により配線信頼
性はLSI差異化の技術項目となっており、特に高速・大電流
を必要とする超高速MPUや使用環境温度の高い車載用LSIに
おいて重視されています。
　微細配線にはいくつかの信頼性劣化モードがあります。エ
レクトロマイグレーション(EM)とは、微細化により配線中を
流れる電子の密度が増し、銅原子との衝突でボイド(空孔)が
形成され断線に至る現象です。また、ストレスマイグレーショ
ン(SM)と呼ばれる応力起因の断線モードも存在します。この
ほか、最近では配線間寄生容量を低くするため低誘電率の層
間絶縁膜が導入されていますが、その機械的・絶縁的な脆弱
性のため経時絶縁不良(TDDB)も顕在化しています1)。
　これらの信頼性課題に対し、NECでは材料物理化学に基づ
いた分子レベルあるいは原子レベルからの高信頼化技術を開
発してきました(図1)。65nm世代では銅配線に不純物を添加し
て銅原子の拡散を抑制するCu合金化技術2,3)を開発しました。
これにより、EM/SM耐性を5～10倍程度改善しています。さら
に45nm世代向けとして、低酸素Cu合金配線5)や分子細孔膜1)

を開発しています。
　従来、合金化・結晶化熱処理の際にCu膜中に存在する微
量の酸素(O)が拡散して下地バリア金属膜(Ta/TaN)を酸化さ
せ、微細ビアのSM耐性を劣化させていました。これに対し、
銅膜上に酸素吸収膜(犠牲膜)をあらかじめ形成しておき、合

1. はじめに

　システムLSIは、パソコン・携帯端末・家電製品など個人に
身近な機器から、ブロードバンドや無線通信インフラ・高性
能コンピューティングなどIT社会の根幹を支えるシステムま
で至る所に組み込まれており、ユビキタス社会を支える主役
の1つと言っても過言ではありません。そして、今後のユビキ
タス社会におけるデバイスには、「いつでもどこでもの実現」
と「より高度な利便性」に向けた進化が求められています。
今後ますます日常生活の至る所にチップが遍在する環境を実
現するためにはLSI自体に高い耐環境性が求められ、今以上
に高いデバイス信頼性が必要となってきます。一方、システ
ムLSIはこれまで微細化技術によって性能が飛躍的に進展し
てきましたが、今後の高性能化を継続する上で高信頼化技術
はますます重要性を増しています。
　NECはこれまで、極限的な高性能処理が求められるスー
パーコンピュータや、広い温度環境で信頼性が求められる車
載用途などに用いられるシステムLSIを提供してきました。本
稿ではこれらの分野を支え、今後の次世代製品を実現する上
で欠かせないLSI高信頼化のコア技術を、デバイス・回路技
術の領域を中心として紹介します。

2. 高信頼多層配線技術

　システムLSIの多層配線に用いられる配線材は従来のAl材
からCu材に変更され、地球環境シミュレータ(180nm世代)用
LSIにも製品適用されました。現在では先端量産LSI製品は

ユビキタス時代のIT端末や装置には高い利便性と同時に安心さ・堅牢性が求められ、そこで用いられるシ
ステムLSIにも信頼性への要求が一層高まります。一方で、高性能化が続く最先端LSIではデバイス微細
化が物理的限界に近づきつつあり、経年変化や回路誤動作をいかに防ぐかが重要な課題となりつつあり
ます。ここではスーパーコンピュータや広い温度環境で信頼性が求められる車載用途などに向けて開発
してきたLSI高信頼化技術の開発成果を紹介します。
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金化・結晶化工程の際に酸素を銅膜中から吸収するのが低酸
素Cu合金配線技術です。また、高信頼な配線層間絶縁膜と
して、従来の不規則構造の有機シリカ膜(SiOCH)に替わる、
機械的に安定な六角形を分子骨格とする新材料(分子細孔
SiOCH膜)を開発しています。膜中の空孔経は0.5nmφ以下に
制御され耐吸湿性に極めて優れた多孔質低誘電率膜を実現し
ました。図2は、これらの高信頼化技術を適用した45nm世代
対応の多層配線モジュールの電子顕微鏡写真です。また、低
酸素Cu合金配線では、バリア膜金属の粒界に沿ったTaの酸
化が抑制されている様子も示してあります。
　また、さらなる配線信頼性向上技術としてメタルキャップ
技術を開発しています6)。選択メッキプロセスを用いて銅配線
表面をWCoP薄膜で選択的に覆い、配線表面の銅原子拡散を
完全にブロックする技術です。メッキプロセスの選択性改善
など解決しなければならない課題もあるものの、EM耐性で約

図2　45nm世代多層配線構造と低酸素Cu配線

のバリア膜酸化抑制効果

図1　最先端LSI多層配線の高信頼化技術

100倍の改善を確認しています6)。

3. 今後の微細化に向けた新たなSRAM技術

　システムLSIの必須ブロックにオンチップメモリ(SRAM)が
あります。CMOSプロセスの微細化によりLSIの高性能化が進
む一方で、このSRAMのデータ読出しマージン(ノイズマージ
ン)と書込みマージンの両立が困難となってきているのが現状
です。従来、SRAMでは6個のトランジスタを組み合わせて1つ
のメモリセルを構成してきました(6Tr-SRAM)が、我々はス
ケーリング限界を打破する新たなメモリ技術の開発に取り組
み、さらなる高性能LSIへの道を切り開きました。
　今回開発した技術は、ノイズマージンの劣化に伴うデータ
の破壊を防ぐために、6Tr-SRAMセルに対してデータ保護用の
トランジスタを追加し図3のように7個のトランジスタでSRAM
セルを構成するというものです(7Tr-SRAM技術)。従来の6Tr-
SRAMでは、トランジスタの性能を設計する際に動作安定性
と動作速度がトレードオフの関係になるという悩みがありまし
たが、7Tr-SRAMの構成では動作速度とノイズマージンとを同
時に改善することが可能となりました。
　もちろん、7Tr-SRAMではトランジスタを追加したことでメ
モリセルの面積は増加しています。この課題には、メモリセ
ルアレイの中にセンスアンプを埋め込む新たなレイアウト技術
を開発することで対処しました。元々は対6Trセル比で30%の
面積増となっていたものを10%増までに抑えることができてい
ます。なお、将来のさらに微細な世代では、6Tr-SRAMで動作
安定度を保つためにはセル面積をトレンドに対して大きくせ
ざるを得ないと予想されます。このため、動作安定性に優れ
る7Tr-SRAMが現状の面積的な不利を克服し、同じ動作速度
において6Trよりもむしろ小面積となる可能性もあります。

図3　7Tr-SRAMセル
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　図4には、90nm CMOSを用いて試作した64Kb SRAMマクロ
を示します。現在最先端の90nm世代のLSIでは電源電圧とし
て1.0Vが用いられていますが、本SRAMマクロはこの電圧に
おいて約1GHzの超高速動作を実現しています。また、今回
SRAMのマージン問題を解決したことで、電源電圧を0.5Vに
まで下げても安定な動作が可能となりました。さらに、従来
の6Tr-SRAMでは電源電圧を下げるとロジック回路部分に比
べて急激にSRAMの動作速度が落ちるいう課題がありました
が、7Tr-SRAMでは電源電圧0.5VにおいてもCMOSロジック回
路と同じ遅延特性を維持することが確認できています。
　このように、7Tr-SRAM技術によってSRAM高速化・低電圧
化のトレンド維持が可能となり、45nm世代以降もロジック回路
とともにSRAMをスケーリングすることが可能となったわけで
す。この技術によって、次世代GHz級のシステムLSIや高速コ
ンピュータシステムに不可欠な超高速混載メモリを実現する
ことができます。

4. ばらつき問題に対処する統計的回路シミュレーション技術

　LSI微細化の結果としてデバイス特性のばらつきが大きく
なっています。本来LSIに用いるデバイスの特性は均一に揃っ
ているのが理想ですが、90nmテクノロジ以降の微細デバイス
では特性がある程度無秩序にばらつくことを想定して回路を
設計しなければなりません。このような状態で安定動作する
回路を作るには、ばらつきを吸収する余裕を持った設計を行
えば良いのですが、あまり余裕を大きくすると回路の性能が
落ちてしまうため、高信頼かつ高性能の回路を設計するには、

デバイスのばらつき方を詳細に理解した上で、高度に最適化
した設計を行うことが必要になっています。このような高度な
設計を行うための武器となるのが統計的回路シミュレーショ
ンです。回路設計には以前から回路シミュレーションが用い
られていますが、統計的回路シミュレーションはこれにデバイ
ス特性のばらつきを定量的に取り込み、ばらつきを考慮した
回路シミュレーションを可能にする技術です。
　統計的シミュレーションを実現するためには、デバイスの
特性ばらつきをシミュレータで用いられるパラメータのばらつ
きに正確に翻訳する技術(ばらつきモデル決定技術)が必要で
す。しかし従来この翻訳を効率的に行う方法が知られておら
ず、統計的シミュレーション実用化の障害になっていました。
我々はこの問題を克服する新手法を開発しました。
　従来の手法では、特性がばらついている多数のデバイスそ
れぞれについて、その特性を表現するパラメータの組をフィッ
ティングで決定し、最後に得られたパラメータの統計的性質
を調べてばらつきモデルを決めています。この流れを図5の左
側に示します。従来法では、煩雑な作業を必要とするパラメー
タ・フィッティング(図5ではI-V特性からパラメータセットを抽
出するステップ)をデバイスの数(たとえば数百試料)だけ行う
必要があり、しかも、得られたばらつきモデルの品質も信頼
性に疑問があるものでした。
　それに対して今回開発した新手法では、デバイス特性(図5
の例では電流-電圧曲線)の統計的性質そのものからばらつき
モデルを直接決定します。この様子を図5の右側に示します。
この方法では煩雑なパラメータ抽出作業を何度も行う必要が
なく、ばらつきモデルを非常に高速に決定することができま

図5　ばらつきモデリングの高効率手法

図4　7Trセルによる90nm-CMOS 64Kb-SRAMマクロ
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す。さらに、少ないパラメータで効率的にばらつきを表現で
きる、シミュレータの種類を選ばず使用できる、など優れた
性質も持っています。
　こうして決定したばらつきモデルにより、現実のデバイス
特性のばらつきをシミュレータによって精度良く再現すること
ができるようになりました。図6はこの一例で、多数のトラン
ジスタのオン電流とオフ電流のばらつき方をシミュレーション
(図中のMonte Carloで示された点)によってうまく再現できて
います。今回開発した統計的回路シミュレーション技術によっ
て高度なばらつき考慮回路設計が可能となり、90nm世代以降
のロジックCMOS-LSIにおいても高速かつ安定な回路を実現
することができます。

5. おわりに

　以上、今後のスーパーコンピュータや車載エレクトロニクス
にとって特に重要な、最先端システムLSIの高信頼化を支える
技術に関してデバイス・回路技術領域の開発成果を中心に紹
介しました。
　システムLSIは材料・デバイスから回路・アーキテクチャ・
ソフトウェアまで、多くの階層の技術が垂直的に統合された
製品です。そして、LSIのさらなる高性能化を推し進め信頼性
に優れた製品を実現するためには、これまで以上に技術階層
間にまたがった協調型技術におけるブレークスルーが必要と
されています。NECはこのような技術の潮流を的確に捉え、
「サービスの高度化」と「いつでもどこでも」を実現するユビ
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図6　ばらつきモデルによるシミュレーション結果と

実測値との比較結果

キタス時代のシステムLSI技術を開発していく所存です。
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