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本シンポジウムでは広島大学 21 世紀 COE プログラム「テラビット情報ナノエレクトロニ
クス」の研究成果を中心にして，広島大学における半導体技術の全体像および最近の成果
について COE メンバーが以下の６テーマについての講演で報告します． 講演は①広大にお
ける半導体技術の研究・教育，②ＭＯＳデバイスモデル HiSIM，③メモリベース情報処理シ
ステム，④無線インタコネクトと三次元集積化，⑤光インタケネクション，⑥量子ドット
形成とデバイス応用に関するものです．さらに，研究成果の詳細については若手 COE 研究
員や学生によってポスター発表で報告します．
これらに続いてパネル討論を行います．テーマは「インタコネクションと三次元集積」
であり，貫通ビアによる有線配線，無線インタコネクション，光インタコネクションなど
の主なインタコネクション技術の専門家を招いて，三次元集積に向けたキー技術として，
特徴，課題を比較するとともに，それらを総合化について議論するとともに，今後のイン
タコネクション革新による三次元集積システム技術の研究開発の方向性と進め方などにつ
いても議論します．
また，広島大学を拠点として進めている文部科学省の総合ナノテク支援事業，経済産業
省の製造技術中核人材育成事業についてもその概要をポスターで発表いたします．

COE の成果の応用として，ナノエレクトロニクスとバイオの融合と技術の研究を開始
しています。今後，ナノエレクトロニクスを核とする領域融合として，ロボット，バイ
オ，医療との融合を図って行きますので，ご意見，ご指導をお願いいたします。
2006 年 6 月 26 日
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プログラム

10:10-10:40

広大における半導体技術の研究・教育

岩田 穆 (広島大学）

10:40-11:20

ＭＯＳデバイスモデル HiSIM

三浦 道子 (広島大学)

11:20-12:00

メモリベース情報処理システム

マタウシュ H. J. (広島大学）

13:00-13:40

無線インタコネクトと三次元集積

吉川 公麿 (広島大学）

13:40-14:20

集積化光インタコネクション

横山 新 (広島大学）

14:20-15:00

量子ドット形成とデバイス応用

宮崎 誠一 (広島大学）

15:30-17:30 パネル討論「インタコネクションと三次元集積」
[司会]

岩田 穆 (広島大学）

[パネラー] 黒田 忠広 (慶応義塾大学）
和田 一実 (東京大学）
田中 徹 (東北大学）
池田 博明 (エルピーダメモリ株式会社）
吉川 公麿 (広島大学）

ポスター発表
・HiSIM (三浦 道子・江崎 達也)
・文部科学省総合ナノテク支援事業 (横山 新)
・経済産業省中核人事育成事業 (久保 征治)
・Minimum Euclidean Distance Associative Memory Architecture with xFully-Parallel
Search Capability (Abedin Md.Anwarul)
・Developement of fabrication process for new triple-gate MOS transistor (奥山 清)
・シリコン集積化アンテナを用いた CMOS UWB 受信回路の研究 (佐々木 信雄)
・Ring Resonator Optical Switches using Electro- and Magneto-Optic
Materials (田主 裕一朗)
・Monolithic Mach-Zehnder Optical Modulator on Silicon using (Ba,Sr)TiO3
Sputter-Deposited at 450℃(鈴木 昌人)
・Hardware Prototyping for A Learning Model and Application in An OCR System (Ali
Ahmadi)
・Workfunction Tunable NiSi FUSI Metal Gate (細井 卓治）
・照明変動にロバストな顔認識手法と三次元集積に向けたハードウェア実現 (安藤 博士)
・ローカルおよびグローバルワイヤレスインターコネクションを利用した三次元集積技術
の脳型視覚システムへの応用 (亀田 成司)
・Interface trap and oxide charge generation under NBTI of pMOSFETs with
ultrathin plasma-nitrided SiON gate dielectrics (Zhu Shiyang)
・Multi-Object Tracking VLSI Architecture Using Image-Scan Based Region Growing and
Feature Matching (山岡 功佑)
・階層型多ポートメモリによるマルチプロセッサ用エンベディッドメモリの研究 (上口
光)
・Real-Time Huffman Encoder with Pipelined CAM-Based Data Path and Code-Word-Table
Optimizer (熊木 武志)
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あらまし 広島大学における研究・教育の半導体集積技術分野への重点化の経緯および，
現在進めている 21 世紀 COE プログラム「テラビット情報ナノエレクトロニクス」の研
究のねらい，内容，得られた成果について述べる．COE の主テーマとして，無線インタ
コネクションとナノデバイス三次元集積技術に注力している．さらに，発展として COE
の成果である半導体技術をウイルスなどの有機分子生命体をセンシングするバイオ技
術と融合させた半導体・バイオ融合領域の研究計画についても述べる．
キーワード ナノデバイス，インタコネクション，三次元集積，バイオセンシング技術

1. 半導体技術の研究・教育の歴史
広島大学工学部では 1970 年代から，シリコン半導体技術の教育・研究を始め，広瀬
全孝先生の先進的な主導により，集積化システム研究センターを設立するなど，シリコ
ンデバイスと集積回路に重点をおいて教育・研究を強化してきた．1986 年に設立した
集積化システム研究センターでは，本格的なクリーンルームに電子ビーム露光装置，エ
ッチング装置などを設備して，先端製造プロセス技術の研究と CMOS デバイスの試作を
可能にした．この設備と独自技術により，極限微細 MOS デバイスと集積光インタコネク
ションの研究などを進め，早い時期からシステム集積化の概念を提唱してきた．1996
年にはナノデバイス・システム研究センターに改組して，教員を７名に増員し，また，
クリーンルームを 830ｍ2 に増築した．産業上最も重要なシリコンナノメータ MOS トラ
ンジスタ，量子構造デバイスと集積化技術の研究を中心として，連想メモリ，メモリベ
ース紺画像処理チップのシステムアーキテクチャや回路設計も精力的に推進してきた．
一方，教育組織としては工学部に所属してきたが，2000 年に物質科学と生命科学の
融合を図ることを使命として設立された大学院「先端物質科学研究科」に所属し，理学
と工学の融合を意識したバイオとエレクトロニクスの融合の研究も立ち上げた．
2002 年に電気電子情報分野の 21 世紀 COE プログラム「テラビット情報ナノエレクト
ロニクス」を提案して採択された．この COE の理念に沿った人材育成を実践するために，
先端物質科学研究科に COE メンバーで「半導体集積科学専攻」を新設した．また，2003
年から総合ナノテク支援事業，2005 年から中核人材育成事業も進めている．
2006 年には 21 世紀 COE の成果を活用し，同研究科の「分子生命機能科学専攻」のバ
イオ技術との融合をねらって，先端融合領域イノベーション創出拠点の公募に「半導
体・バイオ融合集積化技術の構築」の課題で，エルピーダメモリ株式会社を協働機関と
して応募して採択された．この拠点として 2007 年に生命・ナノ集積科学研究所を設立し

て，融合領域の研究・教育拠点組織とし，研究領域を拡大していく．
この間，大型研究プロジェクトも積極的に実施してきた．戦略的基礎研究（CREST）の

「三次元量子構造とその応用」
，
「感覚運動統合理論に基づく「手と脳」の工学的実現」
，
文部科学省科研費特定領域研究，半導体理工学研究センター（STARC）の共同研究 10 件
（デバイスから回路，メモリアーキテクチャ）
，半導体 MIRAI プロジェクト（低誘電率
材料研究グループリーダほか）などである．図１にタイムテーブルを示す．
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図１．広島大学における半導体集積技術の教育，研究の経緯
2. ２１世紀 COE プログラム「テラビット情報ナノエレクトロにクス」
情報・電気・電子分野の 21 世紀 COE「テラビット情報ナノエレクトロニクス」の理
念は，「シリコン研究の本流を進み，設計原理に立脚して，新しい集積化システムの基
盤を構築する」ことである．ＩＴ，ネットワーク時代におけるナノエレクトロニクス分
野の学問領域形成のポイントは，従来乖離していた「回路・システムアーキテクチャ」
領域，「デバイス・プロセス」領域，これらの中間にある「デバイスモデリング」領域
を要にして，双方をうまく融合させることである．
これらの三領域における研究実績は以下のとおりである．第１分野の「回路・システ
ムアーキテクチャ」では

生体情報処理原理に基づく「アナログ・デジタル融合回路」
，

連想メモリ，マルチポートメモリなど「機能メモリ」を開発し，この分野のオリンピッ
クともいわれる国際会議 ISSCC で発表するなど世界トップの研究成果をあげている．[1,
2]

第２分野の「デバイスモデリング」分野では，HiSIM という MOS トランジスタのモ

デルを開発し，現在の標準モデル BiSIM が使っている４００個のパラメータに対して，
７２個と圧倒的に減少させた．しかも，物理定数であるのでそのフィッティングが容易
である．第３分野の「デバイス・プロセス」では，先端のクリーンルームと電子ビーム
露光装置などを駆使して，ゲート長 100nm 以下の MOS トランジスタなど世界トップの微

細化の基盤技術を構築してきた．[3]
ナノデバイス・
プロセス

回路･システム
アーキテクチャ
１．ＲＦ・アナログ回路
（岩田，佐々木、吉田）

２．連想メモリベース、
画像処理システム

デバイス
モデリング

1．微細化基盤技術

ドリフト・拡散物理に
基づくデバイスモデル

２．微細SOIデバイス

ＨｉＳＩＭ
電子光融合デバイス
三次元ＭＯＳ

（マタウシュ、小出）

３．三次元集積画像
認識システム

（三浦、江崎、
マタウシュ）

（芝原，中島，宮崎）
（角南，三浦）

３．ナノ機能メモリ
（宮崎，東，村上）

４．無線インタコネクト
（吉川, 佐々木）

５．光インタコネクト

（岩田，佐々木）

（横山，三浦）

ポスドク研究員：10名、ドクター学生：16名

図２．

COE の研究領域とメンバー
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・センサー

異種チップ三次元集積

シリコンナノデバイス・回路・アーキテクチャの融合による
高度認識・学習機能集積化システムの基盤構築

図３．

COE の研究内容の三本柱とその融合

COE の研究の特徴は，電気配線ではなく，無線でチップ間で情報を送る技術である．
従来の三次元集積技術はチップを貫通したビアホールで電気的に接続してチップを積
層するものであるが，コストが高い，フレキシビリティがない，テストが困難など，実
用化にはまだ課題を抱えている．これに対して，２種の無線インタコネクト技術，①オ
ンチップインダクター間の磁気結合による LWI（Local Wireless Interconnection）と
②オンチップアンテナによる電磁波結合による GWI
（Global Wireless Interconnection）
を提案し，この両者を併用するアーキテクチャを提案した．LWI では多数のインダクタ
を用いて，並列に局所的な情報を通信できる．実験により，１Gbps のデータ転送が１m
Ｗの電力で実現されている．[4]また，GWI では 5GHz の帯域の UWB 方式で 500Mbps の転
送速度の見通しが得られている．[5]これらにより，正確な位置合わせなしで，接着す
る工程のみで三次元集積が可能となる．また，異種材料の集積化も容易にでき，デジタ

ル・アナログ・センサー機能を集積することもできる．この柔軟性の高さからこの技術
を「三次元カスタム・スタックシステム」と名づけた．
（図４）[6]

さらに，ナノメー

タサイズの構造のメモリやセンサにも挑戦し，デバイスモデリング分野とプロセス分野
との融合で，無線や光を統合した集積化技術を実現する．さらに，回路･システム分野
との融合で，連想メモリを応用した動画像認識，ロボット制御のための脳型処理システ
ムを研究し，目標である高度認識・学習機能を持たせ，集積技術の体系化を図る．
インダクタ

送信アンテナ

送受信回路

アンテナ

L ant

Pad
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d

受信アンテナ
アンテナを
使って電波で通信
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３ＤＣＳＳ
３ＤＣＳＳ
３ＤＣＳＳ

隣接チップ間をインダクタを
使った磁気結合

３DCSS：三次元ｶｽﾀﾑｽﾀｯｸｼｽﾃﾑ

図４．無線インタコネクションを用いた三次元集積技術（3DCSS）
2005 年に広島大学に HiSIM 研究センターを作って，STARC を始めとする産業界と協力
して，HiSIM の世界標準化活動を展開したが，論理回路を対象とする基本デバイスのモ
デルでは僅差で２位となったが，技術的優位性を一層伸ばし，アナログ回路や高周波回
路への応用，SOI デバイス用モデルの標準化活動を続けている．[7]
COE のミッションには，
「先端研究を幅広い視野で推進し，思考力と実行力を備えた自
立した人材を育成する」こともある．このために，若手の COE 研究員や博士課程学生を
研究推進の原動力として活躍させて，育成する．日本の博士課程学生の多くは視野が狭
すぎるので，複数教官指導でデバイス・プロセスから回路・システムまでの習得する教
育プログラムを確立し，国際ワークショップや共同研究への主体的参加などにより，国
際感覚などを養うなど，色々な新しい方策を進めている．
3. 総合ナノテク支援事業
シリコンを主体とする数十nm のサイズの超微細構造形成のための支援を行う．電
子ビーム露光装置を利用したゲート長数十nmの超微細シリコントランジスタの設
計・製作技術を支援に活用すると共に，ナノ構造形成プロセスおよびそれを利用した
超微細デバイスに関する技術相談にも応じる．この支援プロジェクトを通じて，技術
支援職員の技能を段階的に高めることにより，順次より高度な微細加工支援に対応し
ていく．業務の内容はナノ構造パターン設計，プロセス設計，薄膜形成・ナノ構造加
工・不純物導入等であり，これにより超微細なナノ構造デバイス試作までを一貫して
支援する．

広島大学ナノデバイス・システム研究セン
クラス10クリーンルームにおける
電子線描画装置等を活用したSi系微細加工
早稲田大学ナノテクノロジー
研究センター
多目的クリーンルームにおける
Siを中心としたカスタムメイド
ファウンダリー

バイオ・有機物

大阪大学産業科学
ナノテクノロジーセンター

シリコン
独立行政法人
産業技術総合研究所
電子線
描画

化合物

酸化物

酸化物中心のナノ薄膜、微細加工、
極超短時間パルス放射線測定

Si及び化合物におけるリソグラフィー、
造形、計測

東京工業大学量子効果
エレクトロニクス研究センター
電子線描画装置を中心とした
世界最高水準の微細加工

図５．全国規模の総合ナノテク支援事業
4. 半導体 LSI 技術の関する中核人材育成事業
広島大学をはじめ地域の大学及び企業が連携して，企業の製造事例等を中心とした実
習教材の作成と育成システムを構築して，広島大学が有するＬＳＩ製造設備等の活用に
より，実践的知識，理論に基づく設計・開発力，技術評価能力を有する中核人材の育成
を図る．本事業の成果を活用し，2010 年に専門職大学院相当の人材育成組織の設置を
予定している．今回開発するカリキュラムでは，前述の産業界からのニーズを踏まえ，
LSI 製造プロセス，LSI の設計・測定，LSI 応用システム開発にわたる広範な技術を実
習を通して体系的に学べるものであり，これまでになかった教育プログラムである．
カリキュラムの特徴は LSI の製造，LSI 設計，システム応用の三領域の接点に重点をおい
て，この接点における発生する問題を解決し，さらに競争力を持つ独自技術を構築できる
専門家を養成することを狙っている．

5. 先端融合領域イノベーション創出拠点
半導体とバイオ技術とを融合した研究は重要なテーマであり，学術，技術の進歩に
より将来の人間生活に革新をもたらすものである．今回提案して採択された研究課題
は「半導体・バイオ融合集積技術の構築」であり，協働機関としてエルピーダメモリ株式
会社と組んでいる．１年以内にバイオ企業とも協働体制を構築する予定である．

融合領域の狙いと主要テーマは以下の点である．
(1) 新発見のシリコン結合ペプチドを用いてナノデバイスに抗体などの有機分子を選
択的に結合するシリコン・バイオ法を開発し，多項目・高速バイオセンサを実現する．
これを用いて医療を革新するユビキタス診断システムを開発する．
(2) 超大容量メモリのための新材料探索，新記憶原理と記憶セル構造の考案し，テラビ
ットメモリのプロトタイプを開発する．
(3) ポストメモリとして，バイオセンサとメモリを集積したブレインチップの基盤技術
を開発する．図６に研究拠点の概要を示す．

１０～１５年後のイノベーション
高感度バイオセンサーと大容量メモリ、無線インターフェースを融合することで，
｢飲むバイオセンサー｣を実現し、ガンの早期診断や腸内細菌・コレステロール診断を
いつでも，何処でも可能にする．
協働機関：エルピーダメモリ（株）

実施機関：広島大学

融合

ナノデバイスの開発
・ナノワイヤ、量子ドット
バイオ分子の発見
・シリコン結合タンパク

ガン細胞,
腸内細菌，
コレステロール
結合
を検知
コン
半導体バイオ
シリ チド
センサー
ペプ

｢大容量メモリ技術｣
（エルピーダメモリ（株））

超微細・大規模
メモリチップ生産

図６．

大容量メモリ

無線回路

アン

薬カプセル程度の
大きさで、使い捨て

テナ

１．消化器官内で複数のバイオセンサーを動作
２．ガン細胞などの出すマーカーなどを同時に検出
３．検出結果をメモリで記憶，無線で体外に送信

ユビキタス診断で医療を革新

１０～１５年後に起こすイノベーション
飲むバイオセンサー

｢半導体技術｣
｢バイオセンシング技術｣
（広島大学）

半導体．バイオ融合集積化技術の構築

6. 研究所設立に向けて
2007 年新設予定の「生命・ナノ集積科学研究所」では，まず，半導体研究者とバイオ研
究者とが共同研究するプロジェク体制を構築し，さらに半導体集積技術を中心にして融合
領域を拡大していく．その拡大は情報科学，生命科学，量子科学などのシーズと，IT，ロ
ボット，医療，環境などへの応用とを結びつけることに方向つける．そのために，融通性
と機動性を持った新しい概念の研究組織を構築していく予定である．

7. まとめ
広島大学における半導体技術の研究・教育の歴史，現状，将来について概要を述べた．
21 世紀 COE の成果を基盤として，活用・発展させ，融合領域については人材育成を含めて，
新融合領域研究所で原理から応用までを開拓すべく，研究体制の強力を図っていく．

文

献

[1] M. Nagata, et. al., A Minimum Distance Search Circuit using Dual- Line PWM Signal Processing and
Charge Packet Counteing Technique , ISSCC, pp.42-43, 1997.
[2] H.J. Mattausch, et.al., An Architecture for Compact Associative Memories with Deca-ns
Nearest-Match Capability up to Large Distances, ISSCC, pp. 170-171, 2001.
[3] K. Shibahara, et. al., Low Resistive Ultra Shallow Junction for Sub 0.1um MOSFETs Formed by Sb
Implantation, IEDM pp. 579-582, 1996.
[4] M. Sasaki and A. Iwata, A 0.95mW/1.0Gbps Spiral-Inductor Based Wireless Chip-Interconnect with
Asynchronous Communication Scheme, IEEE 2005 Symp. on VLSI Circuits, , 2005.
[5] T. Kikkawa, et. al., Ultrawideband characteristics of fractal dipole antennas integrated on Si for ULSI
wireless interconnects," Electron Device Letters., IEEE, Vol. 26, Issue 10, pp. 767 - 769, 2005.
[6] A. Iwata, et. al., A 3D-Integration Scheme Utilizing Wireless Interconnections for Implementing
Hyper Brains, ISSCC Digest of Technical Papers, pp. 262-263, Feb 6-10, 2005
[7] M. Miura-Mattausch, et. al., RF-MOSFET model-parameter Extraction with HiSIM, Modeling and
Simulation of Microsystems 05, pp.69-74, 2005.
Compact Model Council URL, http://www.eigroup.org/cmc/

ＭＯＳデバイスモデル HiSIM
Advanced Compact MOSFET Model HiSIM2 Based on Surface
Potentials with a Minimum Number of Approximations
M. Miura-Mattausch†, D. Navarro†, N. Sadachika†, G. Suzuki†, Y. Takeda†, M. Miyake†, T. Warabino†
T. Ezaki†, H. J. Mattausch†, T. Oguro‡, T. Iizuka‡, M. Taguchi‡, S. Kumashiro‡
R. Inagaki‡, and S. Miyamoto‡
†Grad. School of Adv. Sc. Matter, Hiroshima Univ., Higashi-Hiroshima, 739-8530, Japan.
‡Semiconductor Technology Academic Research Center, Shin-Yokohama, Kanagawa, 222-0033, Japan
E-mail: †mmm@hiroshima-u.ac.jp

Abstract The compact MOSFET-model development trend leads to models based on the channel
surface potential, allowing higher accuracy and a reduced number of model parameters. Among these
only HiSIM solves the surface potentials with an efficient, physically correct iteration procedure,
avoiding additional approximations without any computer run-time penalty. It is further demonstrated that
excellent model accuracy for higher-order phenomena, which is a prerequisite for accurate RF circuit
simulation, is achieved by HiSIM without any new model parameters in addition to those for describing
the I-V characteristics.
Keywords: MOSFET Model, Surface Potential, Analog & RF Application

1. Introduction
MOSFET technology is leading semiconductor industries through aggressive size reduction on a short
time scale. To achieve further scaling down, also improvement of the device structure has been
undertaken such as in multi-gate MOSFETs. Application of advanced MOSFETs to circuits is an
additional urgent task to meet required high circuit performances. For this purpose compact models of the
MOSFET devices are indispensable.
As microscopic device phenomena are becoming dominant for device features, compact models cannot
ignore the physics behind the phenomena any more. Otherwise the model cannot predict device features
accurately and also the enormous increase of the number of model parameters cannot be stopped. It is
shown that surface-potential-based modeling is the first step to get a breakthrough toward an improved
situation [1]. HiSIM (Hiroshima-university STARC IGFET Model) is the first complete MOSFET model
for advanced technologies developed based on the concept [2]–[4]. Measurements of higher-order device
features, important for analog as well as RF circuits, are shown to provide insight of microscopic carrier
dynamics, which is very useful for developing accurate models [5].

2. Surface-Potential Calculation

All device features are determined by the surface-potential distribution along the channel φ s(y), which is
calculated by solving the Poisson equation with the Gauss law [6]. Two approximations allow to derive
an analytical formulation for all device performances as a function of surface potentials at the source side
φS0 and the drain side φSL, where φSL gives the value at the end of the gradual-channel approximation. The
remaining potential increase of in amount occurs
both in the pinch-off region and the overlap region
as indicated in Fig. 1 [7]. HiSIM solves the Poisson
equation iteratively in the same way as numerical
device
simulators
[8].
Other
advanced
surface-potential models such as PSP (by
Pennsylvania State University and Phillips)
Fig. 1: Schematic showing the correlation among
physical quantities in the pinch-off region.

approximates the surface potential by explicit mathematical functions with applied voltages as variables
[9]. The reason for approximating with closed form equations is to reduce simulation time by eliminating
otherwise unavoidable iterations. However, in practical application, the simulation time of the iterative
HiSIM approach turns out to be short and more accurate than for an analytical approach [4], [10].
Derivatives of all device characteristics influence strongly analog as well as RF-circuit performances. The
features of those derivatives are mainly determined by the surface-potential derivatives with respect to all
possible applied voltages. Surface-potential values of HiSIM are compared with 2D-device simulation
results in Fig. 2. The slight quantitative differences are explained by the fact, that the impurity profile,
used for 2D-device simulations, is not calibrated to the studied devices. Calculated surface-potential
derivatives from HiSIM are compared with 2D numerical device simulation results in Fig. 3.

Fig. 2: Comparison of calculated surface potentials
at source side φS0 by HiSIM and a 2D-device
simulator for various substrate voltages Vbs at a
drain voltage Vds=0.1V. Gate length is fixed to 2µm.

Fig. 3: Comparison of calculated derivatives of

the surface potential at source side φs0 by
HiSIM and a 2D-device simulator. Bias
conditions are the same as those given in Fig. 2.

3. Modeled Phenomena
Table 1 summarizes all phenomena modeled in HiSIM2. Most of the phenomena are observed in any type
of device geometries for advanced technologies.

3.1 Short-Channel Effects
Different from the drift approximation, the drift-diffusion approximation does not require the threshold
voltage Vth as a model parameter for describing device characteristics. The MOSFET device parameters
such as Tox and Nsub determine the complete MOSFET behavior including the subthreshold characteristics
automatically and consistently.
However, Vth provides a good measure for characterizing MOSFET
features by shift ΔVth of Vth for short-channel transistors in
comparison to the threshold voltage of a long-channel transistor. For
example, the pocket-implant technology causes an inhomogeneity of
the impurity concentration along the channel. Two model parameters
(LP: length of the pocket extension into the channel; NSUBP: peak of
the pocket impurity concentration) are introduced as shown in Fig. 4
[11]. Fig. 5 compares the Vth-Lgate characteristics of the developed
pocket-implant model with and without inclusion of the short-channel
Fig. 4: The dashed curves are
effects (SCE). The steep increase at Lgate=0.1µm in Fig. 5a means the
simulated impurity profiles by
starting of the pocket overlap, where LP=0.05µm. The short-channel
the 2D-process simulator at
and reverse-short-channel effects are incorporated as the threshold
various depths. The extracted
pocket profile with the HiSIM
voltage shift together with poly-depletion and narrow width effects,
model is depicted by a solid line.

and the Poisson equation is solved by including this shift.

3.2 Mobility Model
The low-field mobility is described with the three independent mechanisms of Coulomb, phonon and
surface-roughness scattering, which have been proved to preserve the universality [12]. To preserve the
universality in a compact model is a proof for the consistency of the model description (see Fig 6). This is
also important for reliable parameter extraction.
Table 1: Modeled Phenomena in HiSIM.
Phenomena
Short Channel

Subjects
impurity pile-up, pocket implant

Reverse-Short Channel
Poly-Depletion
Quantum-Mechanical
Channel-Length Modulation
Narrow-Channel
Non-Quasi-Static

Transient Time-Domain, AC
Frequency-Domain

Temperature Dependency

Thermal Voltage, Bandgap, Intrinsic-Carrier
Concentration, Phonon Scattering, Maximum
Velocity

Mobility Models
Shallow-Trench Isolation
Capacitacnes

Universal Mobility, High-Field Mobility
Threshold Voltage, Mobility, Leakage Current
Intrinsic, Overlap, Lateral-Field Induced,
Fringing

Noise

1/f Noise, Thermal Noise, Induced Gate Noise,
Cross-Correlation Noise

Leakage Currents

Substrate Current, Gate Current, GIDL
Current

Source/Drain Resistances

Fig. 5: Comparison of measurements
and HiSIM’s pocket-implant model
for Vth as a function of Lgate. Results
(a) with and (b) without short-channel
effects (SCE) are shown.

Currents, Capacitances

Junction Diode

3.3 Symmetry Aspects and Scalability
The Vds sweep from positive to negative values changes the
direction of the drain current flow. However, the derivatives must
be the same, namely symmetry across Vds=0 has to be preserved
without discontinuity. The surface-potential-based modeling,
which includes both the drift and diffusion contributions, in
principle preserves the symmetry automatically. However, the
fundamental nature of the symmetry is destroyed by artifacts
introduced in modeling phenomena observed in advanced
Fig. 6: Calculated mobility as a
MOSFETs technologies such as short-channel effects. Instead of
function of the effective field for
different MOSFET devices.
modeling a diminishing magnitude of the short-channel effect as
Vds approaches zero, efficient numerical smoothing is done to
improve such unavoidable disturbances [8].
Simulation-time efficient HiSIM, proved to provide stable circuit simulations for large-scale circuits with
1 million devices, makes it possible to extend the SPICE simulation even to very large circuits.
Advantage of the evolutional modeling approach based on the surface-potential description over the
conventional Vth-based description is that the concept is extendable to any advanced MOSFET technology.
HiSIM-SOI has been successfully developed based on the same concept but solving three surfaces
simultaneously. Calculating the three surface potentials requires only about 2 times more simulation time

than for he bulk case in the present development stage [13].

4. Features Supporting RF Applications
Phenomena include harmonic distortion, noise, and carrier response delay, which are overviewed here.

4.1 Harmonic Distortion
The harmonic distortion is originated by non-linearity of the
device response to applied voltages, which induces additional
outputs. If the model is consistent and all model parameters
are accurately extracted from measurements, harmonic
distortion should be reproduced without any additional model
parameters. It has been verified that the low frequency
harmonic distortions is indeed correctly reproduced without
additional parameters or adjustments. Singularities observed
in the harmonic distortions can be attributed to those of the
mobility for low Vds values. At high frequencies the
harmonic distortion characteristics are governed by carrier
Fig.
7:
Harmonic
distortion
dynamics rather than by the mobility alone [14]. Fig. 7
characteristics at 5GHz. HiSIM-NQS
predicts the same characteristics as
shows calculated IP3 in comparison with measurements.
measurements.

4.2 Noise
Advanced MOSFETs are suffering from two dominating noise contributions: the 1/f noise and the thermal
noise. Additionally frequency dependent induced gate noise and the cross-correlated noise are observed in
high-frequency operation [15]. The 1/f noise is caused by the carrier fluctuation resulting from trap/detrap
processes at the oxide/substrate interface as well as the mobility fluctuation due to the traps. Thus
modeling of the noise requires to integrate the carrier distribution along the channel and leads to a
formula which depends on carrier concentration at source and drain [16]. Simulation results are compared
with measurements in Fig. 8. One model parameter, the trap density, is fitted to the measurements.
Modeling of the thermal noise is based on the Nyquist theorem considering the noise source as a
resistance. This theory is extended to the transistor by van der Ziel, where the thermal noise is the
integration of the channel conductance along the channel [15]. In HiSIM the integration is performed with
the surface potential φs instead of the channel position [17].
The thermal noise is verified with the noise coefficient, which is defined as the noise value normalized
with the channel conductance at Vds=0. Theoretically it is predicted for long-channel transistors that
reduces from 1 to 2/3 under the saturation condition. Fig. 9 shows predicted thermal noise coefficients
with HiSIM in comparison to measurements [17] for two different technologies. The increase of the noise
coefficient under the saturation condition with reducing the gate length is attributed to the potential
gradient increase along the channel.

Fig. 8: Comparison of the bias dependence of measured and simulated drain current noise by HiSIM at a frequency
of 100Hz.

In addition to the two major noise contributions, induced gate noise and noise cross-correlation are
becoming important when operating MOSFETs in higher frequency regimes. This is also modeled in the
same way as the other noises, namely by integrating gate conductance along the channel induced by
capacitive coupling with the channel conductance [18].
It is worthwhile to notice that model parameters are required only for the 1/f noise to describe the trap
density and the mobility fluctuation due to the traps. These parameters are nearly universal, if the
technology is mature [16]. Thus most of the higher-order phenomena can be predicted by the commonly
measured I-V characteristics. This fact concludes that the majority of the carrier dynamics even in a
microscopic aspect is still governed by electrostatic effects, determined by the Poisson equation .
Fig. 9: Calculated noise coefficient with
HiSIM as a function of drain voltage Vds
compared with measurements. Two
different technologies are compared. For
one
technology
measurements
are
represented by solid symbols and
corresponding HiSIM results by solid
lines, and for the other technology by open
symbols and dashed lines.

Fig. 10: Measured (open symbols) and calculated Y-parameters
with the NQS model (solid lines) and the QS model (dashed lines)
without the gate-resistance contribution.

Fig. 11: Comparison of drain
current magnitude calculated
with frequency-domain model
and time-domain model.

4.3 Non-Quasi-Static Effects
The modeling including the non-quasi-static (NQS) effect is done in HiSIM by considering the carrier
transit delay [19]. Simulation time increase of only about 3% in comparison with the QS approximation is
achieved without sacrificing accuracy of the simulation result. For circuits, where the NQS effect is
obvious, even simulation time reduction has been observed [20]. Advantage of HiSIM is an easy to
perform NQS simulation, just by selecting the model flag provided in HiSIM. To derive a closed form
equation based on the origin of the high frequency response instead of using a substrate network, the
continuity equation is solved together with the current density equation in an analytical way. The final
description reduces to an expression of the Bessel functions [21], which can be extended to the
surface-potential description including the drift and diffusion contributions [22], called HiSIM-SSA.
Comparisons of model calculation results and measurements are shown in Fig. 10 without the gate
resistance contribution. The NQS effect becomes obvious at frequencies beyond 1/3 of the cut-off
frequency. A unified NQS model both for transient analysis and AC analysis is desired to extend the
simulation capability. This enables high-frequency verification done for both the time-domain and the
frequency-domain aspects at the same time without additional effort. For this purpose the Fourier
transformation of the transient NQS model is the most straightforward approach. Therefore, we derived
an analytical formulation for the frequency domain analysis based on the Fourier transformation. The
result is shown in Fig. 11 in comparison with the numerical Fourier transformation of the time-domain

result. Good agreement of the two methods up to the frequencies of 2 times the cut-off frequency proves
validity of the method for real applications [23]. Thus HiSIM includes the following options. One is to
select the QS or NQS model, and the other is to select the time-domain or frequency-domain analysis.
Here it is emphasized again that a parameter extraction with only the I-V characteristics is sufficient even
for the NQS simulation. It has to be noticed that HiSIM’s NQS model allows to describe all MOSFET
related RF effects without any additional parameters, whereas this was previously only possible by
extracting the elements of a substrate-resistance network from Y -parameter measurements.

5. Conclusion
The development trend in compact modeling goes towards surface-potential based approaches and leads
to models with high accuracy and less model parameters. The main motivation for this trend is to realize
RF circuits with MOSFETs, where many higher-order phenomena affect the circuit performance. The
surface-potential-based description brings compact modeling much closer to reality. This is because the
surface potentials provide the device-physical basis for deriving all possible MOSFET features. HiSIM is
an advanced MOSFET model, which turns these principles into practical reality.
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Abstract
The analysis of information processing systems reveals that the necessary data exchange
between memory and processing parts represents a major limiting factor for their performance.
Important methods for substantially improving this data exchange, and therefore also the
performance of the processing system, are increased memory-access bandwidth by
multi-porting of the memory as well as the unification of memory and processing part. Efficient
solutions for realizing both methods are proposed. Practical application results to register file
and cache of parallel processors for the increased bandwidth method, to picture segmentation
and pattern matching for the unification method as well as to system applications like character
recognition/learning and real-time tracking of moving objects are reported.
Keywords: memory bandwidth, multi-port memory, unification of processing part and
memory, pattern matching, picture segmentation, recognition, learning, object tracking
1. Introduction
Recently, real-time and intelligent processing for multimedia data is increasingly
demanded even in the consumer market [1]. Consequently, integrated solutions for related
capabilities like object detection, recognition and tracking in video data or the learning function
for the realization of intelligent systems become more and more important.
The basis for fulfilling these objectives is a high performance integration technology and
in particular a breakthrough for mitigating the memory-access bottleneck. Here the possibilities
for significant steps in this direction are explored. The resulting proposals are analyzed and
verified by testing them with real applications.
2. Information processing problems from the memory viewpoint and possible solutions
A simplified view of the basic conventional system structure for information processing,
which applies a separation of storing and
processing unit, is shown in Fig. 1. The connection
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Fig. 2: Conventional data processing in 3 steps.
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Fig. 4: Schematic view of the unification of which means that the memory access
memory and processing unit as a solution to the capability is a strong performance-limiting
memory-access bandwidth bottleneck.
factor of the complete information
processing system.
The straight forward solution to this problem is to increase the memory-access bandwidth.
This can be done by increasing the wordlength W of the link, by increasing the access clock
frequency (shortening the access time) or by increasing the number of links and memory ports,
as shown in Fig. 3. In particular, the increase of the number of memory ports is attractive,
because it allows the simultaneous and random access of different data words in the memory for
realizing a parallel processing approach. Achievable results with this approach will be discussed
in section 3.
Another solution is to try to eliminate the data links between memory and processing unit
by a unification of memory and processing unit as schematically show in Fig. 4. In this way a
very high system performance, which does not suffer from the memory bottleneck, can be
expected. The application of this unification approach will be discussed in section 4.
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3. Access-bandwidth improvement by increasing the number of memory ports
The straight forward approach of increasing the number of ports in each memory cell is
found to be quite inefficient in terms of area consumption, which increases with the square of
the port number [2]. Important negative consequences of the increased area are longer access
time, higher power consumption and the difficulty to realize multi-port memories with large
storage capacity.
3.1. Efficient multi-port architecture of the memory
To overcome the problems of the straight forward multi-port-cell approach, the usage of

1-port memory banks with a switching
network for individually and flexibly
connecting the N external ports to the
1-port banks turns out to be a useful
solution. For example, the area of a 16 port
SRAM with 16Kbit storage capacity can be
reduced with the multi-bank approach by
an order of magnitude. The required
Fig. 5: Comparison of the required transistor
numbers for the distributed (HMA) and the switching network for the multi-bank
centralized (CBA) crossbar architecture. HMA has approach can be realized with 2 different
lower transistor numbers for nearly all concepts. The conventional crossbar
combinations of bank and port numbers.
architecture (CBA) uses a centralized
crossbar switch for the interconnection purpose. The hierarchical memory architecture (HMA),
which we propose, uses a distributed concept where the crossbar function is distributed to the
individual banks. Figure 5 compares the transistor numbers required for HMA and CBA
concepts, and verifies that for all practically relevant combinations of port and bank number the
distributed HMA has a smaller transistor number than the centralized CBA [3].
3.2. Application fields and design examples
The conventional application fields for memories with high access bandwidth are
computers and information networks. In the following we present design examples for a general
purpose 16-port SRAM, for a 12-port register file and a 4-port cache memory.
3.2.1. Design example of a 16-port SRAM
Next technology-generation SRAMs will require
sufficiently large static noise margin and high access
bandwidth. In the reported 90nm CMOS design a high
noise margin is achieved by applying a 2-port SRAM
cell with separated read and write ports. For high access
bandwidth 16 ports (8 read and 8 write ports) are
implemented with the decentralized HMA architecture,
whose hierarchically structure is further exploited to
Fig. 6: Fabricated 16-port SRAM realize a high clock frequency by pipelining the access
with 128Kbit storage capacity in path.
90nm CMOS technology.
Figure 6 shows the fabricated 16-port SRAM with
128Kbit storage capacity and 32bit wordlength. It is realized on an area of 0.97mm2, has a
simulated operating frequency of more than 1GHz, a power dissipation of 41mW at 1 GHz and
an access bandwidth of 512 Gbps.
3.2.2. Register file and cache memory for parallel processors
The HMA multi-port memory architecture with banks consisting of 1 or 2-port memory
cells has been shown to enable register file designs, which substantially reduce area

Table I： Specification of the HMA register file test chip
and comparison to a high-performance conventional
register file [5].
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Table 1 shows the comparison of a 12-port HMA
register file designed in 180nm CMOS technology with
a high-performance 16-port-cell register file presented
at ISSCC’2002 in 110nm CMOS technology [5]. Even
when designed in a technology with substantially lower
basic performance, the HMA register file allows
already higher clock frequency and smaller area
consumption. To get a comparison based on equal
Fig. 7: HMA cache with 4-ports and technology, port number, wordlength and storage
238Kbit storage capacity in 180nm capacity, we have estimated the HMA register-file
CMOS technology.
performance data in the 110nm CMOS by scaling down
from the 180nm design results. As can be seen from the second column of table 1, the HMA
register file is expected to increase the clock frequency by a factor 2 while reducing area
consumption and power dissipation to one half of the conventional architecture.
In the case of the cache memory, the HMA architecture allows a unification of data and
instruction caches, which is advantageous because dynamic allocation of the storage space for
both data and instructions, and therefore optimized storage-space utilization, becomes possible
[6, 7]. Longer wordlength for an instruction port is advantageous to facilitate fetching of
multiple instructions in parallel processors and can also be realized easily with the HMA
architecture. Figure 7 shows a 4-port cache example in 180nm CMOS technology with 128Kbit
storage capacity. Included are 1 instruction port and 1 service port with 64 bit wordlength each
as well as 2 data ports with 16 bit wordlength. The area overhead for the 4 ports is only 25%
and the access cycle time is 3.4nsec.
4. Unification of processing and memory part
The unification of processing and memory part is a promising development direction,
which can combine high performance of an integrated system with high integration density and

low power consumption, as can be seen in the following sections.
4.1. Examples for the unification of memory and processing unit
4.1.1. Picture segmentation with a cell network
The extraction of the different objects contained in an input picture is called picture
segmentation, which is an indispensable basic operation for the enabling intelligent processing
such as object recognition or object tracking. For this purpose we have developed a reliable,
hardware-oriented region-growing algorithm
[8] as well as two LSI architectures with
connection-weight-register block
real-time processing capability [9, 10].
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164 m
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processing part, enables fully parallel
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processing with a regular array of
pixel-related processing elements (PEs) and
Fig. 8: Picture-segmentation network with 41x33 local memory. In this way, the segmentation of
pixels in 350nm CMOS technology.
QVGA size pictures with a frame rate of
300fps and a data exchange of 36,000Gbps
between memory and processing part becomes possible. Figure 8 shows a cell-network design
with 41x33 pixels in 350nm CMOS technology. From the measured performance of this test
chip we estimated that QVGA picture segmentation in 300μsec is realistic at the 90nm CMOS
technology node.
pocessing element layer
processing element
Above segmentation speed is much higher
(image segmentation element)
than the standardized video frame rate of 30fps, so
cell state and
that a block-based processing with a reduced
connection-weight
data (on-chip memory)
number of PEs, as shown in Fig. 9, is sufficient.
For supporting this approach a large wordlength of
the memory is realized by dividing the memory
storage layer
into many banks, so that the necessary data for all
Fig. 9: Conceptual view of the image-scan PEs can be accessed in parallel in each processing
segmentation architecture.
step. 320 PEs and an access bandwidth of 80Gbps
are sufficient for real-time segmentation of QVGA
size pictures. This so-called image-scan architecture, for which we have constructed an
FPGA-based evaluation system, is suitable for FPGA as well as ASIC realization.
4.1.2 Pattern-matching operation
A basic operation for realizing the recognition function is the determination of the most
resembling among stored reference patterns in comparison to an input pattern. This so-called
pattern-matching operation is difficult to implement with a fast parallel-comparison capability
on the basis of small-size low-power hardware.
We have developed an integrated-circuit solution for this problem on the basis of mixed
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digital-analog associative memory.
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calculation differ according to the distance
measure and circuit versions for the
Hamming-, Manhattan- and Euclidean
distance [13, 14] have been developed. The
performance of CMOS test-chip designs
verified extremely fast winner-search times
below 200ns at a low power dissipation of
less than 180mW. Figure 11 shows a 2-bank
design in 350nm CMOS technology for the
Manhattan-distance measure with 128
patterns, each consisting of a 16 dimensional
vector having 5bit components, as an
example.
4.2. Application to information processing
systems
In the following 2 application examples
are discussed, which utilize several
memory/processing-unified sub-systems for
e.g. segmentation, pattern matching, feature
extraction and pattern generation as well as
recognition and learning
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digital-analog circuitry (see Fig. 10), which
unifies the memory and the processing part in
the form of an associative memory [11, 12].
The comparators for the reference patterns are
integrated in digital form into the memory.
The distance-measure results are digitally
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signals for each reference pattern in parallel.
The minimum-distance or winner search is
carried out again in parallel with a fast analog
search circuit. Circuits for the distance
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Fig. 12: Tracking algorithm of multiple objects
based on picture segmentation and pattern
matching.

4.2.1. Real-time object tracking
The tracking of moving objects is an
important technology essential for the
realization of e.g. high quality traffic
observation systems or intelligent robots. We
have
proposed
an
algorithm
for
moving-object tracking, which is based on

picture segmentation, pattern matching, and
an efficient feature extraction method for the
display
objects of the segmented pictures [15]. As
memory
explained in Fig. 12, the segmented objects
EP1S60
EPF10K40
of each input frame are submitted to a
camera
feature-extraction unit for determining data
A/D conv.
power
such
as
position,
horizontal/vertical
supply
dimensions, size and color. A matching unit is
EPF10K250A
then used to determine the most similar
D/A conv.
object in the previous frame and in this way
the tracking of the movement or
Fig. 13: Prototype system for real-time object non-movement of all objects is made
tracking based on an FPGA implementation.
possible.
The resulting VLSI architecture
consists of three main circuits, namely (1) a segmentation part which applies either the
cell-network or the image-scan architecture, (2) a circuit, which uses the 2-dimensional
frame-segmentation results for determining height/width, area, position etc. of segmented
objects in parallel, and (3) a circuit for the matching operation with the objects of the previous
frame.
A real-time demonstration and evaluation system of the proposed object-tracking
architecture for 80x60-pixel images has been built on the basis of an FPGA implementation of
the proposed architecture and is shown in Fig. 13. Based on the evaluation results, real-time
object tracking with up to 1000 objects is estimated possible with QVGA motion pictures
(30fps), even with an FPGA implementation.
4.2.2. Character recognition and learning
We investigate a learning OCR system which is based on using a short/long-term memory
for ranking the reference patterns and updating the reference memory with new input samples,
constantly [16]. The goal is to obtain an OCR hardware design which is capable of recognition
of new input characters written in different fonts, in a speed level of 10 ms per word. Moreover,
we plan to use the mixed
analog-digital
fully-parallel associative
memory
for
nearest
Hamming/
Manhattan-distance search,
explained in section 4.1.2,
as the main classifier of
the system to enhance the
pattern search speed.
Figure 14 shows an
Fig. 14: Block diagram of the system architecture.
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outlook of the whole system. The main steps considered for the OCR process are: data reading,
binarizing, noise removal, image labeling,
segmentation, classification, ranking, and
optimization. In the data reading step, the
data of each text line are scanned
continuously as a sequence of thin frames
by moving a reading device (scanner
sensor) on the text. In order to remove
noise from the frame, a median filter with
neighborhood of 3×3 is applied. Next, by
employing a sequential labeling algorithm,
different segments of the image frame are
labeled and segments larger than a
threshold level are recognized as a single
character. The last and main step of the
process is character classification which is
carried out by a nearest-distance search
algorithm applying the associative
memory.
The core concept of learning in our
Fig. 15: Flowchart of learning process including model is based on a short/long term
updating steps and reliability evaluation. (Dw-i ,
Dth , Dn-l , Dmea , Wmea , JL , JS , n, and Nth memory and is very similar to memorizing
stand for winner-input distance, distance threshold, procedure in the human brain. For this, the
nearest-loser distance, mean value of Dw-i, mean memorized
reference
patterns
are
vector for each winner, rank-jump value in
long-term memory, rank-jump value in short-term classified into two areas. One is a
memory, number of inputs, arbitrary threshold for n, short-term storage area where new
respectively).
information is temporarily memorized,
and the other is a long-term storage where
a reference pattern can be memorized for a longer
time without receiving the direct influence of
incoming input patterns. The transition of
reference patterns between short-term and
long-term storages is carried out by means of a
ranking algorithm (Fig. 15). Besides, an
Fig.
16:
Stratix
FPGA
Board
(EP1S80B956C7) used for hardware optimization method is applied to update the
prototyping.
reference vectors magnitude and optimize their
distribution as well as the threshold values used for ranking.
The model was implemented in the FPGA platform of the Altera Stratix family (EP1S80)
shown in Fig. 16. As for reading device, we used the line-scan sensor ELIS-1024 of Panavision
Co. with a resolution level of 1024 pixels per line. Using Stratix DSP development kit EP1S80
and a clock frequency of 15 MHz, a total number of 5,447 logic cells and 2.1 Mbits of SRAM

memory are used for placement and
routing of the whole system.
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Fig. 17: (a). Winner-Input distance for 104 different
samples of Roman font Times (normal, noisy, different fonts (Times and Arial), noisy
background, rotated samples). (b) Average winner data, color background data, slightly
search times in associative memory.
rotated data, and data with different
resolution were gathered and tested. The results showed an overall of 2 misclassification cases
(0.5%) for noisy data and zero cases for other data type. The minimum distance between winner
and nearest-loser over all the data samples is in average 2.5, which is not yet reliable enough.
The minimum distance of winner and second loser is 13 bits. According to the graphs shown in
Fig. 17, we can find the average search time of 130 ns for classification of each test sample.
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5. Conclusion
In this paper the structure of information processing systems has been analyzed from the
memory point of view. It has been shown that the increase of the memories access bandwidth is
a prerequisite to high performance systems and the realization of intelligent processing function.
The two main possibilities for increasing the memory-access bandwidth sufficiently are the
multi-port memory approach and the unification approach of memory and processing unit. The
multi-port approach requires avoiding the usage of multi-port storage cells and leads to a
multi-bank architecture, which is efficient to improve in particular multi-purpose processor
applications like register file and cache. The unification approach can lead to high performance,
high density solutions and is demonstrated in the picture segmentation and associative-memory
applications. In particular the efficient pattern-matching performance with an associative
memory leads to elegant solutions for the realization of intelligent functions like object tracking,
recognition and learning in integrated systems.
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あらまし
広島大学は次世代の超高速高密度半導体集積回路に対応する新しい信号伝送・配線技
術を開発した。
情報伝送速度の高速化要求は留まるところを知らず、LSI 処理速度の高速化も潜在的
な要求は高く、ブレークスルー技術の開発が望まれている。高速ネットワークサーバや
多機能携帯端末など電子機器内の半導体集積回路チップ間のデータ処理を高速化する
ためには金属配線の信号遅延を小さくしなければならない。これらの要求を満たす技術
が無線インタコネクトと三次元集積である。
我々は三次元集積におけるキーテクノロジーとなる金属配線遅延のない、磁力線と電
磁波による信号伝送技術を開発した。スパイラルインダクタを用いた磁力線による隣接
チップ間のワイヤレス配線をローカルワイヤレスインタコネクト（ＬＷＩ）と呼び、シ
リコンチップに集積化したアンテナを用いた電磁波による複数のチップを貫通する信
号伝送をグローバルワイヤレスインタコネクト（ＧＷＩ）と呼ぶ。
ＬＷＩでは送信側がスイッチング MOS トランジスタとインダクタからなり、受信側
がＬＣ共振器と復調回路からなる。伝送時間と消費電力を最小にするために、パルス幅
はインダクタ電流が最大になるように決定している。0.25 μm CMOS、2.5V 電源で 9mW
の消費電力で 800Mbps のデータ伝送レートを実証した。
ＧＷＩではオンチップダイポールアンテナを搭載した 0.18 μm CMOS 技術で８段リン
グオシレータでのクロック立ち上がり波形を微分してガウシアンモノサイクルパルス
（ＧＭＰ）を作り、Si チップを介したアンテナ間の伝送速度 1.16 Gbps を達成した。
キーワード
無線、インタコネクト、三次元、半導体集積回路、インダクタ、ウルトラワイドバンド、
ＣＭＯＳ、アンテナ

1. Introduction
To meet the challenge of three-dimensional (3D)-integration of future ULSI, metal via-hole
technology for inter-chip interconnection has been developed. However, its performance in high
speed data transmission is limited and its fabrication cost and yield are still unresolved. To
overcome these problems, wireless interconnection using capacitive coupling of small pads [1]
and inductive coupling of on-chip spiral inductors [2] were proposed. The capacitive coupling
distance between a pair of pads formed on different chips must be less than a few μm. The
inductive coupling consumes its power greater than 10mW for a single interconnect so that over
1000 connections between chips cannot be realized in practice. Furthermore, the communication
distances of these techniques are limited up to 200 μm and the system has no multi-chip
accessibility.
2. Experimental Results
A 3D integration called 3-dimensional custom stack system (3DCSS) is proposed. By the
3DCSS concept, over 10 chips can be stacked as shown in Fig. 1 [3]. Required alignment
accuracy of chips is very relaxed and as low as about half of the inductor size. Power/Ground
pins are bonded with existing techniques. The feature of 3DCSS is to realize a flexible
customized system integrating various kinds of chips with a wireless interface. The 3D
integration of ULSI needs not only local wireless interconnects (LWI) between adjacent chips
but also global wireless interconnects (GWI) through chips which is used for system clocking
and busses enabling synchronous processing with G-byte databases.

Local wireless
interconnect using
inductor coupling

Fig. 1.

Global wireless
interconnects using
electromagnetic
wave

A concept of 3D-stack integration of ULSI chips using local wireless interconnects and

global wireless interconnects.

The proposed LWI between adjacent chips utilizes the principle of magnetic coupling and
resonation of on-chip spiral inductors. A circuit schematic and an inductor structure are shown
in Fig. 2 [3].
TX consists of a switching MOST and a pulse shaper, and RX consists of an LC resonator, a
detector and a reconstruction FF. To optimize transmission delay and power dissipation, the
pulse width is set to the time when the inductor current (iL) reaches its maximum value. A data
rate of 800Mbs was obtained at 2.5V supply voltage and 9mW power dissipation by use of 0.25
μm CMOS. The LWI can be applied to asynchronous interconnects corresponding to wires as
well as synchronous systems using a global clock.
The proposed GWI utilizes microwave electro-magnetic (EM) wave transmission using
integrated antennas and an ultra-wideband (UWB) transceiver system [4-6]. EM wave
propagation characteristics through stacked silicon substrates were measured using integrated
dipole antennas, as shown in Fig. 3 [3]. A 20GHz sinusoidal wave propagates with a low loss of
0.14 dB/chip through Si chips with increased substrate resistivity of 2.29 kΩ-cm. Clock
distribution above 10GHz could be achieved with a sinusoidal wave transmission.
TX

Vdd
C1

RX

M ＝kL
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L2 C2
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X (NRZ)
DTX
DT
DTX
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Vref

Lind

k

DRX
(NRZ)

tchip

Si Substrate

(RZ)

(b) Inductor Structure

(a) Simplified Circuit Diagram

Fig. 2. LWI based on resonated inductor coupling. (a) Inductor resonance circuits. (b) Spiral
inductor structure.
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Fig. 3. GWI measurement setup and results. (a) Integrated antennas on Si and stacked
chips. (b) GMP EM wave transmission versus number of stacked chips.

UWB monocycle pulse transmission characteristics were also measured and a low loss of
0.24 dB/chip was obtained.
Fig.4 shows architecture of impulse radio UWB transmitter including GMP generation [7].
The GMP circuit consists of 8 stages differential voltage controlled oscillator (VCO), 8 to 1
multiplexer, triangular pulse generation (TPG) and differentiator. Schematics of delay cell and
differential 2 to 1 multiplexer as a building block of VCO and the multiplexer. The TPG circuit
is shown in Fig. 5. The TP is generated from the VCO output by using digital pulse shaping
circuit which consists of a voltage controlled non-inverting delay circuit, exclusive-or (XOR)
gate and AND gate.

The TP is differentiated to generate GMP. The differentiator is designed

using metal-insulator-metal capacitor (MIMCAP) and poly resistor (R) in such a way that it
behaves as close as to ideal differentiator. The amplitude of the GMP depends on the derivative
time constant (RC), rising time (tr) and falling time (tf) of the TP.
Schematic diagram of integrated meander dipole antenna is shown in Fig. 6. The total length
of meander antenna designed is 22.32 mm and its width is 10 µm. Fig. 7 shows a photograph of
an UWB transceiver chip fabricated by 0.18 µm CMOS technology with integrated meander
dipole antennas on a chip for transmitting and receiving.

TX Antenna
8 stages differential voltage controlled ring oscillator
OP0

0

6

1

7

OM0

Sn+
Sn-

8 to 1 differential multiplexer

OP7
OM7

Source
follower

Output
amplifier
SIDO

TPG Circuit

Differentiator

GMP
GND

Fig.4.

Schematic diagram of Gaussian monocycle pulse transmitter circuits.

Delay

EXOR AND

Fig. 5. Triangular pulse generator and differentiator circuits.

The measured GMP of 123 mV Vpp and 280 ps pulse duration was obtained. The measured
frequency spectrum depicts that the GMP center frequency (fc) of 3.6 GHz and power of –64.25
dBm (< FCC limit (-41dBm) in frequency band of 3.1 GHz-10.6 GHz were obtained. The
transmitted signal was measured after source follower by using a SS probe and a balun. The
transmitted GMP duration and its center frequency were 0.46 ns and 2.33 GHz, respectively,
due to output capacitance and resistance of amplifiers. The center frequency of the received
signal was 3.5 GHz which was slightly higher than that of the 1.41 times of the transmitted
signal (2.33GHz) as computed. The transmitted and received pulse repetition rates were the
same as 1.16 GHz.

The transmission loss is found to be -24 dB at 2.33 GHz from transmitted

and received powers.

0.45 mm
Pad (80×80 µm2)

60 µm

Fig. 6. Schematic diagram of integrated meander dipole antenna (total antenna length = 22.23
mm, antenna width = 10 µm).

TX

RX

VCO+
MUX
Antenna

Transmitter

1 mm
GMP

Fig. 7. Chip photograph of UWB transceiver circuits and meander dipole antennas using 0.18
µm CMOS technology.

4. Conclusions
The 3D integration using GWI and LWI, called 3DCSS, is proposed. 10 LSI chips can be
stacked. The feature of 3DCSS is to realize a flexible customized system integrating various
kinds of chips with a wireless interface.

The transmission and reception of generated GMP at

the rate of 1.16 Gbps by meander dipole antenna integrated on the same Si LSI chip for
intra/interchip communication are also demonstrated successfully.
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あらまし 広島大学における光インタコネクション研究の歴史と，21 世紀 COE プログ
ラムで実施している「モノリシック集積光配線 LSI」の研究現状を紹介する．電気光学・
磁気光学効果を用いた小型のリング共振器型光スイッチを提案した．前段階として電気
光学材料を用いたマッハツェンダー光モデュレータの低温(450℃)モノリシック集積と
その動作確認に成功した．
変調率は最大で 10%，
動作電圧は 200V と実用化には遠いが，
今後デバイス構造の改良と薄膜の結晶性向上により特性改善を図る．シリコン集積光ス
イッチ，受光素子の研究現状についても述べる．
キーワード 光配線 LSI，リング共振器，電気・磁気光学効果，シリコンフォトニクス
1. はじめに
Photodetector
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LSI の動作周波数の限界を打破するために光配線の研
MPU m
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Optical Coupling
究が最近盛んになってきた．特に，発光・光変調素子等
MPU i+1
Memory i+1
にシリコンを用いる「シリコンフォトニクス」の研究が Control
MPU i
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活発化している[1]．Si 光変調器，Si レーザ，Si フォト MPU
Memory i-1
MPU i-1
ニック結晶，SiGe フォトディテクタなどの研究成果が
MPU 1
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続々と Nature 誌に発表されている[2-5]．
MPU: Micro Processing Unit
ここでは，広島大学における光インタコネクション研
Fig. 1 三次元光結合共有メモリ．
究の歴史と現在の研究状況を紹介する．
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2. 広島大学における光インタコネクション研究の歴史
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光インタコネクション研究の始まりは，1986 年に設立
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された広島大学集積化システム研究センター（現ナノデ
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バイス・システム研究センターの前身）のメインテーマ
Fig. 2 試作した三次元光結合共
であった「三次元光結合共有メモリ」(Fig. 1)に遡る．前
有メモリチップの断面図．
センター長の廣瀬教授らによって 1984 年に発明された
[6]．試作・動作確認に成功したのは 1994 年である[7]．断面構造を Fig. 2 に示す．LSI
の三次元化に光を用いることは，メタル同士の直接接合の必要性がない反面，発光・受
光素子の実用的な集積化技術がまだ未開発な点が問題である．一方無線インタコネクシ
ョンによる三次元化は，新たなプロセス技術の
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開発が不要な点で有利である．
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2.2. 光配線知能 LSI
minimum detection
circuits
光配線は，光/電気変換遅延を考慮すると長距
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離配線ほど金属配線に比べ高速になることから，DIODE
CHIP
チップ内の長距離信号ラインに光配線を用いる OPTICAL
研究を 1992 年に開始した．1995 年に光配線コ INPUT
METAL
BONDING 10 mm ELECTRODE 2μm CMOS
ホ ーネンネットと呼ばれる 超並列画像認識チ
WIRE
ップの基本動作に成功した(Fig. 3)[8]．
Fig. 3 光配線画像認識チップ．
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集積化しており[9]，大量生産には不向きである．
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3. モノリシック光スイッチ搭載光配線 LSI
そこで，より実用的な方法として Fig. 4 に示 Light
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すように，光スイッチをモノリシックに集積し，
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Metal
入力光には外部光または少数の搭載発光素子 Metal
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を用いる方法を提案した[10]．光スイッチとし Fig. 4 モノリシック光スイッチを搭載し
ては，(1) 屈折率が電界によって変化する電気 た光配線 LSI の模式図．入力光には外部光
光学材料を用いたリング共振器，(2) 屈折率が または少数の搭載発光素子を用いる．
磁界によって変化する磁気光学効果リング共
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振器，および(3) Si リング共振器について研究
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を用い，電界によってリングの屈折率，即ち波
長を変化させれば光スイッチ動作が得られる． Fig. 5 リング共振器内の光周回数と共
振特性の関係（シミュレーション，入・
この光スイッチの動作速度について考察す 出力導波路とリングとの結合率は 0.2）．
る[11]．Fig. 5 は共振特性とリング内での光の
周回数との関係を示す．周回数が増すにつれて
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経過と共に示したのが Fig. 6 である．Fig. 5 よ
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とが分かる．リング直径が 24 μm の場合，その
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時間はおよそ 15 ps である。共振ピークの立ち
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上がり特性は，リングと入・出力導波路との結
合率とリング内での光伝搬ロスに依存する Fig. 6 電気光学リング共振器光スイッチ
(Fig. 6)．スイッチング速度を決める他の要因と のスイッチング特性（シミュレーション）．
して，電気光学材料のイオン分極時間と駆動電
Operation speed (s)
極の RC 時定数があるが，Fig. 7 に示すように
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主要因は共振時間で，リング直径が 24 μm の場
合~100GHz での動作が期待できる．
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気 光 学 材 料 と し て LiNbO3 (LN) ， (Ba,Sr)TiO3
Resonation time
(BST)およびK(Ta,Nb)O3を用いた場合の動作電
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圧を計算した[11]．これらの電気光学材料は比
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誘電率が数十から数百と大きいため，Fig. 4 の
Fig. 7 電気光学リング共振器光スイッ
リングと電極との間に誘電率の小さいクラッ チの動作速度の決定要因（シミュレーシ
ド材料（例えばSiO2）を用いると，電圧は大部 ョン）．
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Fig. 8 塗布型(Ba,Sr)TiO3モノリシックマッハツェンダー光モデュレータの(a)平面構造，(b)断面
構造，および(c)変調特性．変調率は 2-4%と小さいが，初めてSi基板上で 550℃という比較的低
温でモノリシック集積した光変調器が動作した．マッハツェンダー干渉アーム長は 600 μm．

分がクラッドに印加され，動作電圧は数V－数十Vと大きくなる．KH2PO4のように比誘
電率が 42 と大きく，屈折率が 1.47 と小さい材料を用いれば動作電圧は 0.7-18Vまで低
減できる．次節のFig. 8(b)に示すようにリッジ型（尾根状）の導波路構造にし，横方向
から電極を接続し電極間隔を狭めれば，さらに動作電圧を低減できる．
3.2. マッハツェンダー光モデュレータ
3.2.1. (Ba,Sr)TiO3塗布膜を用いたモノリシック光モデュレータ
リング共振器光スイッチの製作に先立って，製作の容易なマッハツェンダー光モデュ
レータを試作した．マッハツェンダー光モデュレータは，Fig. 8(a)に示すように入力光
を 2 つに分岐させ，位相差を与えた後に再び合波させることによって出力光強度を変化
させるものである．断面構造をFig. 8(b)に示す．電気光学材料として，DRAMのキャパ
シタ用高誘電率材料として研究段階でSiプロセスに導入実績のある(Ba,Sr)TiO3 （略称
BST）を用いた[12]．BSTは塗布法によって製膜した．最終アニール温度は 550℃である．
Fig. 4 に示すように金属配線層の上層に光スイッチを集積化するためには，プロセス温
度は 450℃以下が必要であるが[13]，今回の温度はこれより 100℃高い．Fig. 8(c)に光出
力の印加電圧依存性を示す．90Vの電圧印加によって光出力を 2-4%変化させることがで
きた．変調率は低いが，550℃という比較的低温でSi基板上にモノリシック集積したデ
バイスの動作を実証できた．この成果はAppl. Phys. Lett.に掲載された[14]．
3.2.2. 低温(450℃)スパッタ(Ba,Sr)TiO3を用いたモノリシック光モデュレータ
前節で述べた塗布 BST 膜の製膜温度は 550℃と，金属配線層の上層にデバイス製作す
るためには高すぎる．塗布法では製膜温度がこれより低いと良い結晶性の膜が得られな
い．そこで RF マグネトロンスパッタ法によって作製した BST 膜を用いて Fig. 9 に示
す構造のマッハツェンダー光モデュレータを作製した．スパッタ法によって形成した結
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Fig. 9 スパッタ(Ba,Sr)TiO3モノリシックマッハツェンダー光モデュレータの(a)平面構造，(b)
平面顕微鏡写真，(c) A-A’断面構造，および(d) B-B’断面構造．スパッタBST膜は光伝搬ロスが
大きいのでSi窒化膜導波路の一部にBST導波路を埋め込んだハイブリッド型導波路を作製し
た．450℃という金属配線工程以降で許容できる製膜温度を達成した．干渉アーム長は 400μm．
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Fig. 12 スパッタ BST マッハツェンダー
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晶性の良い BST 膜は光伝搬ロスが 470 dB/cm
と大きいので(Fig. 10, 11)，光伝搬ロスの小さ
い Si 窒化膜光導波路の一部に BST 導波路を
埋め込んだハイブリッド型導波路を作製し
た[10]．450℃という金属配線以降の工程で許
容できる製膜温度でマッハツェンダー光モ
デュレータを作製し，変調率 8-10%を達成す
ることができた(Fig. 12) [15, 16]．
このデバイスは，誘電率の小さいSiO2を介
してBSTに電圧を印加する構造のため，動作
電圧は 200Vと大きい． 3.1 節で述べた狭い
リッジ型導波路に横方向から電極接続する
方式をとれば，動作電圧は数Vまで低減でき
る．
3.3. 磁気光学効果リング共振器光スイッチ
電気光学材料の代わりに磁気光学材料を
用いたリング共振器光スイッチを提案した
[17]．Fig. 13 にその構造を，Fig. 14 に共振特
性のシミュレーション結果を示す．入力した
直線偏光は，右回りと左回りの円偏光に分解
して考えることができる．磁場を印加すると，
右・左回転円偏光それぞれに対する屈折率変
化の符号が異なるため，Fig. 14 に示すように
共振特性は 2 つのピークに分裂する．このデ
バイスの特徴は，入力光の偏光面によらず
（TE波でもTM波でも）ほぼ同じ共振スプリ
ット特性が得られるため，偏光素子が不要な
こと，および電流駆動のため低電圧動作が可
能なことである．磁気光学効果の大きい
Bi3Fe5O12 (BIG) を用い，18 turnの直径 1 μm
の銅線コイルで磁場を発生した場合，40 mV,
1mAで直径 10μmのリングスイッチを駆動で
きる．動作速度は磁区の反転速度で決まる．
その時間は 10-2μs程度と報告されているので
動作周波数は 100MHz程度と速くはない．
磁気光学効果の一つであるファラデー効
果（磁場印加によって入力直線偏光の偏光面
が回転する効果）測定システムを自作し(Fig.
15)，スパッタ BIG 膜の特性を測定した結果
を Fig. 16 に示す．磁場を反転させることによ
り出力光強度が変化することを確認した[18]．
今後デバイスを試作しスイッチ動作を実証
したい．
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3.4. シリコンリング共振器光スイッチ
コーネル大学の Xu らは平面型 Si リング共振
器を用いて 1.5GHz で動作する光スイッチを実
現した[4]．我々は，結合率の精密制御と大きな
変調率が期待できる「積層型 Si リング共振器光
スイッチ」を提案・試作している[19]．Fig. 17
は Si リングの試作例，Fig. 18 は断面構造，Fig. 19
は得られた共振特性である．理論的に予測され
る波長で共振によるディップを観測した．リン
グの幅が 5μm と広いため共振の半値幅は 2nm と
広い．今後電流注入による共振波長シフトの観
測を試みる予定である．
4. 光ディテクタの集積技術
Fig. 20 に，集積化に適したn+-p-p+光ディテク
タの構造を示す．メタル電極は，光生成キャリ
アのドリフト速度の遅いn+およびp+ 領域の遮光
膜の役割を兼ねている．光パルス応答特性の測
定例をFig. 21 に示す．光ディテクタの試作・モ
デリングの研究は，21 世紀COEプログラムの三
浦教授グループと共同研究を実施しており，光
パルス応答解析モデルが完成している[20]．これ
を用いて，光配線LSIに必要な光ディテクタの設
計が可能になってきた．また，Geを用いた赤外
光ディテクタの研究も開始している[21]．
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Fig. 21 n+-p-p+ 光ディテクタの光パル
ス応答特性．

5. まとめ
広島大学では 20 年以上前から，三次元 LSI およびチップ内の光インタコネクション
の研究を実施してきた．これまでに三次元光結合共有メモリ，チップ内光配線を用いた
知能 LSI，発光素子搭載技術など数々の業績を上げてきた．最近は，実用化に向けたモ
ノリシック集積光配線の研究を行っており，金属配線層の上層に集積可能な 450℃のプ
ロセス温度でマッハツェンダー光モデュレータを製作可能にし 10%の光変調率を得た．
今後は，コンパクトで集積度向上が可能なリング共振器光スイッチの低温集積技術を開
発し，実用的な光配線 LSI の実現を目指す．
謝

辞
本研究の一部は，21 世紀 COE プログラム「テラビット情報ナノエレクトロニクス」，
文部科学省科学研究費補助金，基盤研究(B)(No.17360166)，および萌芽研究(No.16656110)
の補助を受けて実施された．
文

献

[1] L. Pavesi and D. J. Lockwood ed, Topics in Applied Physics Vol. 94: Silicon Photonics, Springer,
2003.
[2] A. Liu, R. Jones, L. Liao, D. Samara-Rubio, D. Rubin, O. Cohen, R. Nicolaescu and M. Paniccia:
Nature 427 (2004) pp. 615-618.
[3] H. Rong, R. Jones, A. Liu, O. Cohen, D. Hak, A. Fang and M. Paniccia: Nature 433 (2005) pp.
725-728.
[4] Q. Xu, B. Schmidt, S. Pradhan and M. Lipson: Nature 435 (2005) pp. 325-327.
[5] R. S. Jacobsen et al.: Nature 441 (2006) pp. 199-202.
[6] 廣瀬全孝，山西正道，大坂之雄，阿江忠，市川忠男，吉田典可，末宗幾夫:「三次元光結合
共有メモリ集積装置およびこれを利用した演算システム」特許第 1846591 号，1984 年出願，
1994.6.7 登録．
[7] K. Miyake, T. Namba, K. Hashimoto, H. Sakaue, S. Miyazaki, Y. Horiike, S. Yokoyama, M.
Koyanagi and M. Hirose: Extended Abst. 1994 Intern. Conf. on Solid State Devices and Materials,
(The Japan Society of Applied Physics, Yokohama, 1994) pp. 965-966.
[8] T. Doi, T. Namba, A. Uehara, M. Nagata, S. Miyazaki, K. Shibahara, S. Yokoyama, A. Iwata, T. Ae
and M. Hirose: Extended Abst. 1995 Intern. Conf. on Solid State Devices and Materials, (The Japan
Society of Applied Physics, Osaka, 1995) pp. 1075-1076.
[9] Y. Sasaki, J. Maeda, T. Koishi, K. Hashimoto, K. Shibahara, S. Yokoyama, S. Miyazaki and M.
Hirose: J. Electrochem. Soc. 146, No. 2 (1999) pp.710-712.
[10] M. Suzuki, Z. M. Xu, Y. Tanushi and S. Yokoyama: Jpn. J. Appl. Phys. 45, No. 4B (2006) pp.
3488-3492.
[11] Y. Tanushi and S. Yokoyama: Jpn. J. Appl. Phys. 45, No. 4B (2006) pp. 3493-3497.
[12] K. Ohashi, J. Fujikata, M. Nakada, T. Ishi, K. Nishi, H. Yamada, M. Fukaishi, M. Mizuno, K. Nose,
I. Ogura, Y. Urino and T. Baba, IEEE IEDM Tech. Digest (IEEE, New York, 1996) pp. 675-678.
[13] M. Salib, M. Morse and M. Paniccia, 1st International Conference on Group IV Photonics (IEEE,
New York, 2004) PLE1.
[14] Z. M. Xu, M. Suzuki, Y. Tanushi and S. Yokoyama: Appl. Phys. Lett. 88, No. 16 (2006) pp.
161107-161109.
[15] 鈴木昌人，永田和真，Xu Zhimou，田主裕一朗，横山新：2006 春応用物理学会 25p-Y-9.
[16] M. Suzuki, Y. Tanushi, K. Nagata and S. Yokoyama, submitted to Appl. Phys. Lett.
[17] Y. Tanushi and S. Yokoyama: 2nd International Conference on Group IV Photonics (Antwerp,
Belgium, Sept. 21-23, 2005) pp. 165 -167.
[18] 宍戸陽平，田主裕一朗，徳永智大，横山新：2006 春応用物理学会 26a-Y-11.
[19] 涌島圭太，田主裕一朗，横山新：2006 春応用物理学会 25p-W-4.
[20] K. Konno, O. Matsushima, D. Navaro and M. Miura-Mattausch: J. Appl. Phys. 96, No. 7 (2004) pp.
3839-3844.
[21] 三浦道子，北浦誠之，池田弥央，横山新：文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェ
クト平成 17 年度実績報告書，F 広大 H17-013 (2006).

量子ドット形成とデバイス応用
宮崎 誠一，村上 秀樹，東 清一郎
広島大学大学院先端物質科学研究科〒739-8530 広島県東広島市鏡山 1 丁目 3-1
E-mail: semicon@hiroshima-u.ac.jp
あらまし SiO2 膜上に形成した個々の Si 量子ドットにおいて，電子（正孔）注入およ
び放出後の荷電状態を表面電位変化から定量評価し，Ge コアを導入した Si ドットでは，
電子は Si クラッドに，
正孔は Ge コアに安定保持されることを明らかにすると共に，P(お
よび B)をデルタドーピングした場合は，イオン化ドナー(およびイオン化アクセプター)
に起因して，正帯電状態(および負帯電状態)が，極めて安定であることを明らかにした．
NiSi ドットでは，Si 量子ドットに比べて電荷保持特性に格段に優れていることから，
NiSi ドットではより深いポテンシャル構造が実現することを確認した．p 型及び n 型
Si(100)基板に作製した Si 量子ドットフローティングゲート MOS キャパシタの容量電圧及び電流-電圧特性は，ドットへの電子注入・放出にともない基板のフェルミレベ
ルを反映した対称的なヒステリシス特性を示す．さらに，ゲート電極周辺部に光照射す
ることで高周波容量-電圧特性においてもドットへの電子注入が観測可能となることを
示した．また，Si 量子ドットフローティングゲート nMOSFET において特徴的な多段
階電子注入特性を観測した．一定ゲート電圧下でのドットへ電子注入は，準安定状態を
経て段階的に進行することが分かった．準安定状態においては，ドットフローティング
ゲート内で電子間のクーロン反発を緩和するように電子分布の再配置が起こっている
と考えられる．
キーワード シリコン量子ドット，フローティングゲートメモリ，多値メモリ，離散的
帯電状態，クーロン相互作用，KFM，Ge コア Si ドット，価電子制御，
NiSi ドット
1. まえがき
Si 量子ドットを電荷保持ノードとして MOS トランジスタのフローティングゲー
トへ応用することで室温･低電圧動作する多値メモリデバイスの実現が期待できる[1-5]．
ナノメートルサイズの Si 量子ドットにおいては，チャージングエネルギー及び量子化
エネルギーが室温の熱エネルギーより大きいため，離散化した帯電状態が顕在化する．
このため，ゲート電圧により Si 量子ドットへ注入する電荷量を段階的に制御でき，
MOSFET のしきい値電圧を離散的にシフトさせることができる．チャージングエネル
ギー及び量子化エネルギーは，ドットサイズに強く依存するため，明瞭な多値メモリ動
作を実現するためには，サイズ均一な Si 量子ドットを高密度(>1011cm-2)に形成するこ
とが重要である．著者らは，これまでに SiH4 ガスを用いた減圧化学気相堆積(LPCVD)
法の堆積初期過程を制御することで比較的サイズの揃った Si 量子ドットを自己組織的
に高密度・一括形成できることを報告した[6, 7]．さらに，この Si 量子ドットにおいて
量子効果を反映した共鳴トンネル伝導 [8]，ドットサイズの縮小にともなう光学吸収端
[9]及び価電子帯上端の高結合エネルギーシフトを観測した[10]．
本研究では，SiO2 膜上に形成した個々の Si 量子ドットにおいて，電子（正孔）注
入および放出後の荷電状態を表面電位変化から定量評価し，さらには，電子系のエネル
ギー離散化に極めて有効な量子ドットとみなせるシリコン-ゲルマニウム（Si-Ge）系量
子ドットおよび PH3(あるいは B2H6)を微量パルス添加して Si 量子ドット内に P（あるい
は B）をデルタドーピングした価電子制御 Si ドットと電子系に対する深い閉じ込めポ
テンシャル井戸が実現でき，熱的に安定でかつ仕事関数が Si ミッドギャップ付近にあ
る Ni シリサイドのナノドットを形成し，電荷注入・保持・放出特性を AFM/ケルビン
プローブにより評価した．さらに，Si 量子ドットフローティングゲート MOS キャパシ
タにおける容量-電圧及び電流-電圧特性から Si 量子ドットの電子注入・放出特性を評価

した．また， MOS トランジスタにおいて観測された特徴的な多段階電子注入特性のメ
カニズムについて調べた．
2. AFM/KFM による Si 系量子ドットの帯電状態評価
個々の量子ドットにおける荷電状態を直接評価するために，以下の手順で試料を作
製した．p-Si(100)基板上に 1000ºC で膜厚約 4nm の SiO2 膜を形成後，SiH4 の減圧 CVD
法(580℃, 0.05Torr)により，半球状の Si 量子ドット(面密度 4x108cm-2)を自己組織的に形
成した．Si 量子ドット表面は，900 ºC で熱酸化し(酸化膜厚 2nm)した．また，Ge コア
を持つ Si ドットの形成では，Si 量子ドット(面密度 2x108cm-2)上に Ge を GeH4(400℃,
0.2Torr)ガスの減圧 CVD で選択成長し，引き続いてドット上に Si を減圧 CVD して，Ge
コアを Si クラッドで覆った．この場合，ドット形状は球状になることが，TEM 観察か
ら分っている[11]．これは，Si クラッドと Ge コア界面に発生する構造歪を緩和するた
めと考えられる．P あるいは B の添加は、シリコン酸化膜上に Si ドットを自己組織化
的に形成の際に、PH3 あるいは B2H6 を微量パルス導入して行った。NiSi ドットは，あ
らかじめ自己組織化形成した Si 量子ドット上へ Ni 蒸着量を制御して Ni 膜を形成し，
堆積時の基板温度および堆積後の熱処条件を精密制御してシリサイド化反応を制御し
た．
室温・クリーンルーム大気中において，作製した試料表面を-3～+3V印加した導電
性AFM探針でタッピング走査(コンタクトモード)して，電子注入または電子放出を行っ
た．その後，ドットの帯電状態を定量する為に，Kelvinプローブモード（ノンコンタク
トモード)[12]で表面電位像を測定した．
高さ約8nmのSiドットにおいて，電子注入前後で測定した表面形状像とこれに対応
する表面電位像を図1に示す．電子注入前は，Siドット有無にかかわらず，均一な表面
電位が得られている(図1(b))．-3V印加後は，Siドット位置での表面電位は，約70mV低
下し，ドットが負帯電していることが分かる(図1(c))．この時，Siドットから200nm以上
離れた領域では，表面電位変化は認められない．この負帯電状態は，室温，クリーンル
ーム大気中で60分放置後も，安定して観測できることを確認している．Siドットを負帯
電させた後，+2V印加した導電性AFM探針で走査すると，ドット位置での表面電位変化
は完全に消失し(図1(d))，ドットが電気的に中性になる．このドットの場合，+3V印加す
ることで，中性ドットから電子が放出して正帯電することも分かっている．ドットサイ
ズ15nm以上のSiドットへ複数の電子，正孔が保持された場合には，図2に見られるよう
に，ドット中央部分の電位変化は，周辺部分よりも小さくなる．これは，保持電荷間の
クーロン反発が顕在化した結果として解釈することができる．
Geコアを持つ高さ約16nm Siドットについ
て，同様な表面電位測定を行った結果を図3に示
す．Pure Siドットと同様に、バイアス印加前では，
均一な表面電位像が得られている．-3V印加によ
って，ドットへの電子注入を行った後(図3(c))は，
複数の電子が保持された状態が実現されて，図2
(a)
(b)
と同様に，ドット中央部よりもむしろ周辺部の電
位が低下し，引き続き+1V印加することで，この
特徴的な電位変化は消失する(図3(d))．+3V印加
によって，価電子を引き抜いて，複数の正孔が保
持された場合には，ドット位置中央で電位変化が
もっとも大きく，正孔がGeコア内に安定保持さ
(c)
(d)
れる(図3(e))．これらの結果は，電子および正孔
Si 量子ドットの表面形状像(a)
は，ナノ結晶内のエネルギーバンド構造を反映 図 1
と表面電位像(b-d)．
電子注入前(b)，-3V
して，それぞれSiクラッドおよびGeコアに安定
印加による電子注入後(c)，
(c)において
保持されると考えられる．Siドット形成時に
+2V
印加して電子放出後(d)．
PH3(あるいはB2H6)を微量パルス添加して量子

ドット内にP（あるいはB）をデルタドーピングした結果，Si系量子ドットへのPおよび
Bのデルタドーピングによって，電子注入/放出に必要な電位が，バンドギャップに相当
する程度変化することを明らかにした．Pドープの場合は，伝導電子放出に伴うPドナー
の顕在化による正帯電が安定保持され，Bドープの場合は，電子注入・再結合に伴うB
アクセプタによる負帯電が安定であることを明らかにした(図4)． Niシリサイドナノド
ットにおいては，同サイズのSi量子ドットに比べて，荷電状態が安定保持できることを
明らかにした(図5)．
16 nm

200 nm

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

119 mV

図2
Si 量子ドットの表面形状像(a)，(c)
とチップバイアス+3V 印加による正孔注
入後の表面電位像(b)，チップバイアス-3V
印加による電子注入後の表面電位像(d)，
(b)及び(c)の断面電位プロファイル(e)．

図4
負帯電した undoped および B-doped
Si ドットの表面電位像. 負帯電に必要なバイ
アス電圧は、undoped、B-doped Si ドットそれ
ぞれに対して，-1.5V，-1.0V である。

図3
Ge コアを持つ Si ドットの表
面形状像(a)と表面電位像(b-d, f)．電子
注入前(b)，-3V 印加による電子注入後
(c)，(c)において+1V 印加して電子放出
後(d)，(b)において+3V 印加して電子放
出後(e)，(e)において-1V 印加して電子
注入後(f)．

図5
Ni シリサイドナノドットお
よび Si ドットにおける注入電荷の保
持特性．

3. Si 量子ドットフローティングゲート MOS キャパシタ
p 型または n 型 Si(100)基板を N2 希釈 2％ドライ酸素中において 1000℃で酸化し
SiO2 表面を反応活性な OH 終端とするため SiO2
2.9nm のトンネル SiO2 膜を形成した．
膜を 0.1％HF 溶液中に浸漬した[6, 7]．この SiO2 膜上に SiH4 ガスの LPCVD により
570℃，0.2Torr で Si 量子ドットを自己組織化的に形成した．
ドット表面を 2％ドライ O2，
850℃で 1 分間酸化した．AFM で評価した平均ドット高さ及び面密度は，8nm 及び 2.5
×1011cm-2 であった．引き続き，7.5nm のコントロール SiO2 膜を形成するため，Si2H6
ガスの LPCVD 法により 440℃でアモルファス Si(3.3nm)をドット上に均一に堆積し，
これをすべて 2％ドライ O2，1000℃で熱酸化した．最後に， Al ゲート電極(直径 1mm)
を形成した．
図 6 に p 型 Si(100)基板上に作製した MOS キャパシタ(p 型基板 MOS)の高周波容
量-電圧(C-V)特性を示す．室温において 0.27V のフラットバンド電圧シフトに伴う特徴
的なヒステリシスを観測した．これは，Si ドットにおけるトンネル SiO2 膜を介した電
子または正孔の注入及び放出に起因する．ゲート電圧 VG=-0.8V 付近に観測されるピー
ク状の容量変化は，ドットに蓄積されていた電子の放出に起因し，フラットバンド電圧
以下ではドットに電子を保持できないことを示す．
実測した C-V 曲線を電気的中性な Si ドットを誘電体として計算した C-V 曲線と
比較すると，蓄積領域において，ゲート電圧が低いほど理想 C-V 曲線から負ゲート電
圧側へのシフトが顕著になることが分かる．これは，Si ドットからの価電子放出，即
ちドットへの正孔注入を示している．また，空乏・弱反転領域における C-V 曲線の理
想 C-V 曲線からのフラットバンド電圧シフトは 0.24V であった．これは，ドット当た
り 1 個の電子が保持されていることに相当する．
n 型 Si(100)基板上に作製した MOS キャパシタ(n 型基板 MOS)においては，Si
基板のフェルミレベルを反映した p 型基板 MOS と対称な C-V 特性が得られ，フラッ
トバンド状態近傍においてドットへの電子注入に伴う容量ピークが観測される(図 7)．
また，過渡変位電流-電圧(I-V)特性においては，容量ピークと同じゲート電圧に鋭い電
流ピークが観測される．p 型基板 MOS における負の電流ピークはドットから基板への
保持電子の放出に，n 型基板 MOS における正の電流ピークは基板からドットへの電子
注入に起因する．反転領域において観測
される過渡電流は空乏層における少数キ
ャリアの生成・消滅に律速された変位電
流と考えられ，p 型基板 MOS の場合ドッ

図6
p 型 Si(100)基板に形成した Si 量子
ドットフローティングゲート MOS キャパ
シタの容量-電圧(C-V)特性.

図7
p および n 型 Si(100)基板に形成し
た Si 量子ドットフローティングゲート
MOS キャパシタの容量-電圧(C-V)及び過
渡変位電流-電圧特性．

図8

光照射時および暗時における Si 量子ドットフローティングゲート形成あ

り(a)および形成なし(b)の p 型 Si 基板 MOS キャパシタの C-V 特性．
トにおける電子の注入・放出，n 型基板 MOS の場合は正孔の注入・放出を示す．p 型
基板 MOS 及び n 型基板 MOS の容量ピークが現れるゲート電圧差は各基板のフェルミ
エネルギー差に一致する．この結果は，C-V 特性のヒステリシスにおいて，特定のエネ
ルギー準位を持つトラップの影響が無視できることを示す．
高周波 C-V 測定を可視光照射下において行うと，反転容量が増加するためドット
への電子注入が観測できるようになる．図 8(a)に， 100W のハロゲンランプから赤外
線フィルターを通して 400-800nm の光を照射して測定した C-V 特性を示す．Al 電極
は十分に厚いため光は透過できないが， Al 電極周辺部で光照射により生成された電子
が反転層に供給されるため，高周波 C-V 測定においても微小交流ゲート電圧に少数キ
ャリアの生成・消滅が追随できる．即ち，光照射されている Al 電極周辺部がキャリア
の供給源として働く[13]．ここで，ドット形成以外は同時に作製したドットを有しない
MOS キャパシタの C-V 特性(図 8(b))にヒステリシスが観測されないことから，図 8(a)
のヒステリシスは光照射によるゲート酸化膜への電荷トラップではないことが確認で
きる．C-V 特性から，光照射下においてドットへの電子注入が VG=-0.3V で起こること
が分かる．さらに，変位電流にも同じゲート電圧にドットへの電子注入に伴う電流ピー
クが観測される(図 9)．この電流ピークは，暗時の場合と比較して低ゲート電圧側にシ
フトしていることから，光照射により
ドットへの電子注入が起こるゲート電
圧は低ゲート電圧側へシフトすること
が分かる．一方，フラットバンド状態
近傍での保持電子の放出及び蓄積領域
での正孔の注入・放出は，光照射の影
響を受けない．また，光照射により強
反転領域において過渡電流はほとんど
観測されなくなる．これは Al 電極周辺
部が少数キャリアの供給源として働く
ため，I-V 測定において電圧が変化し
てから電流測定までの delay 時間内に
Si 表面の電子濃度が変化するためであ
る．しかし，空乏領域では Al 電極周辺
部からのキャリア供給が殆ど無いので， 図 9
光照時および暗時における p 型 Si 基
ドットからの電子放出に伴う過渡電流 板 MOS キャパシタの過渡変位電流-電圧特
性．
が観測される．

4. Si 量子ドットフローティングゲート nMOSFET
上述の MOS キャパシタの特性を踏まえ，Si 量子ドットフローティングゲート
nMOSFET を設計・試作した．p-Si(100)基板を熱酸化して 2.4nm のトンネル酸化膜形
成した後，LPCVD によりドット形成した(平均ドット高さ：約 6nm，面密度：3×
1011cm-2)．引き続き，コントロール酸化膜(7.5nm)，n+poly-Si ゲート及びソース・ドレ
インを形成した(L/W=0.5/10µm)．図 10 に室温で測定したドレイン電流-ゲート電圧
(ID-VG)特性を示す． VD=50mV とし，掃引速度をパラメータとして測定した．VG= -4V
でドットから電子放出後，VG を-4 から 3V まで掃引すると，3 段階の電流の増減が観測
された．これは，Si 量子ドットへの電子注入に伴い，しきい値電圧が 3 段階でシフト
したことを示す．ドットへの電子注入が起こるゲート電圧は，掃引速度が速いほど高ゲ
ート電圧側へシフトするが，各注入ステップにおけるドットフローティングゲートへの
注入電荷量(しきい値電圧シフト)は掃引速度によらない．従って，この段階的なしきい
値電圧シフトは，量子閉じこめ効果及びチャージングエネルギーによりドットフローテ
ィングゲートの荷電エネルギー状態が離散化していることに起因すると考えられる．各
注入ステップのしきい値電圧シフト量は，電子注入が進むに連れて減少している．この
結果は，ドットフローティングゲート中の電荷量が増加することによって，隣接したド
ットに帯電した電子間のクーロン反発がドットへの電子注入に影響していることを示
唆する．図 11 は，電子注入が起こるゲート電圧を掃引速度の逆数に対してプロットし
た結果である．掃引速度の逆数は，ドットへの電子注入に要する時間，即ち電子トンネ
ル確率に相当する．従って，この結果はドットへの電子トンネル確率がゲート電圧に指
数関数的に依存することを表し，電子注入が進むに連れてドットへの電子注入が起こり
にくくなることを反映して直線の傾きは増加する．
図 12 に，ドットフローティングゲートから VG= -4V で電子放出後，一定ゲート
電圧を印加して測定したドレイン電流の時間変化(ID-t)を示す．VD=50mV とし，ゲート
電圧をパラメータとして測定した．ドレイン電流は，時間の経過とともにドットへの電
子注入により階段状に 3 段階で減少するが，安定状態に至るまでにドレイン電流がほぼ
一定となる準安定状態が観測される．各注入ステップに対応するしきい値電圧シフト
∆VTH は，ゲート電圧を掃引して測定した ID-VG 特性(図 10)の∆VTH に一致する．準安定
状態においては，ドレイン電流値がほぼ一定であることから，ドットフローティングゲ
ート中の電荷量は殆ど変化していない．これは，準安定状態においてドットフローティ
ングゲート中で電子が再分布していることを示唆する．

図 10
Si 量子ドットフローティン
グゲート MOSFET の異なるゲート
電圧掃引速度(9-280mV/s)における
ドレイン電流−ゲート電圧(ID-VG)特
性．

図 11
ゲート電圧掃引速度の逆数
に対する電子注入ゲート電圧(図 10
中の矢印)．

準安定状態において電子再分布が進行
していることを検証するために以下の測定を
行った(図 13)．ID-t 測定において第 2 準安定
状態の異なる時間(図中矢印)にゲート電圧を
VG=0.4V から VG=0V に切り換えて，その後
の電流の時間変化を測定した．準安定状態の
初期段階では，ドレイン電流は，ゲート電圧
を切り換えた瞬間に，ゲート電圧の低下によ
り減少した後，ドットからの電子放出により，
ほぼ VG=0V の第１準安定状態の電流レベル
まで増加する．これは，ゲート電圧の低下に
よりドットに安定保持できなくなった電子の
放出を示す．その後，ドレイン電流は VG=0V
における ID-t 特性と同様の時間変化で減少す
る．ゲート電圧切換までの準安定状態におけ
異なる一定ゲート電圧印加状
る経過時間が長くなるに連れて，ドレイン電 図 12
=0〜0.8V)におけるドレイン電流
態(V
G
流の増加量は減少し，十分時間が経過すると
の時間変化(ID-t)．
Si 量子ドットからの電子放出が観測されな
くなる．これは， VG=0.4V でドットフロー
ティングゲートへ注入された電子が準安定
状態において次第に VG=0V においても安定
保持されるようになることを示す．この特性
は，ドットフローティングゲート中で，注入
された電子が再分布することにより，帯電し
たドット間のクーロン相互作用が緩和し，チ
ャージングエネルギーが減少した結果として
解釈できる．
次に，ドットフローティングゲート中で
の電子再分布を促進することを意図して，ド
ットを２層積層したフローティングゲートを
有する nMOSFET を試作し，電子注入特性を
さらに詳細に調べた結果について述べる．ド
ットフローティングゲートは，3.3nm のトン
VG=0.4VにおけるID-t特性と
ネル酸化膜上に，LPCVD によるドット形成と 図13
準安定状態でゲート電圧を0.4Vから
ドット表面の熱酸化を 2 回繰り返し形成した
( 平 均 ド ッ ト 高 さ ： 約 6nm ， 面 密 度 ： 6 × 0Ｖに切り換えて(図中矢印)観測し
たID-t特性．
1011cm-2)．
図 14 はゲートへのパルス電圧印加(パルス高さ：0.5，1.2V，パルス幅：1s)によ
りドットへ電子注入したときのドレイン電流の時間変化を示す．パルス印加後にドレイ
ン電流は，ドットからの電子放出により徐々に増加するが，パルス印加直後のドレイン
電流最小値が，パルスによりドットへ注入された電荷量に対応する．このドレイン電流
最小値のパルス高さ依存性をパルスの基準電圧をパラメータとして測定した結果を図
15(a)に示す．また，このドレイン電流の最小値に相当するしきい値電圧シフトを図
15(b)に示す．しきい値電圧シフトは，基準電圧に依存せずパルス高さに対して階段状
に増加していることから，パルス電子注入においてもドットフローティングゲートへの
電子注入が多段階的に起こることが確認できる．次に，パルス条件による，ドットフロ
ーティングゲート中での電子分布の変化を調べるため，VG=0V から異なるパルス高さ
(1.0-1.5V)のゲートパルス(パルス幅：1.0s)で，ほぼ同量の電子をドットへ注入し，その
後のドレイン電流の時間変化を測定した(図 16)．比較として，パルス印加しなかった場
合のドレイン電流(VG=0V)の時間変化も合わせて示した．パルス高さが 1.24V 以下の場

合は，ドットからの電子の放出を反映してドレイン電流はパルス電圧を印加していない
場合と同程度まで短時間で回復するものの，再び電子注入に伴って減少する．このとき，
ドレイン電流はパルス印加しなかった場合と同様の時間変化で減少するが，再電子注入
が生じるまでの時間はパルス高さの増大に伴って短くなる．一時的な電流値の増加は，
ドットフローティングゲート内で VG=0V における安定な電子保持状態が実現できてい
ないことを示している．これに対し，パルス高さが 1.24V から 1.25V へわずかに 10mV
増加するだけで，ドットからの電子放出に伴
うドレイン電流の増加がほとんど観測されな
くなることから，VG=0V において安定な荷電
状態(電子分布)が実現されることが分かる．
同様な測定をパルス高さ 1.3V 一定とし，パ
ルス幅を変化させて行うと，パルス幅を 0.90
から 0.95s へわずかに 50ms 増加しただけで
安定な荷電状態が得られる (図 17)．

図 14
単一パルスゲート電圧印加(0.5，
1.2V)により電子注入した場合の ID-t 特性．

図 16
パルス高さの異なる(1.0-1.5V)
パルスゲート電圧(パルス幅：1s)印加後
における VG=0V での ID-t 特性．

図 15
パルスゲート電圧(基準電圧：0，
0.2，0.4V)印加後のドレイン電流最小値(a)
およびしきい値電圧シフト(b)のパルス高
さ依存性．

図 17
パルス幅の異なる(0.8-1.0s)パル
ス ゲ ー ト 電 圧 (1.3V) 印 加 後 に お け る
VG=0V での ID-t 特性．

エネルギー1.59eV の光照射下において VG=0.5V で測定した ID-t 特性を図 18 に
示す．光励起によりチャネル領域の電子密度が増加するためドレイン電流は暗状態と比
べて増加するものの，光照射下においても暗状態と同様に準安定状態を経て階段状に減
少する．光照射により電子注入に要する時間及び準安定状態の継続時間は暗時の場合と
比較して減少する．これは，チャネル領域における電子密度の増加と，これに伴うトン
ネル酸化膜電界の増大により，Si 量子ドットへの電子注入及び電子再分配が促進され
たためと考えられる．準安定状態または最終安定状態において光照射を止めるとドレイ
ン電流値は瞬時に低下し，暗時における各状態のドレイン電流値と一致することから，
光照射下においてもドットフローティングゲートへ注入される電荷量は暗時と同じこ
とが分かる．これは，各注入過程におけるドットへの注入電荷量が，光照射下において
もドットの離散的な荷電エネルギー状態を反映して，一定量に制限されていることを示
唆する．
一定ゲート電圧下での ID-t 特性の温度依存性を図 19 に示す．
温度の低下に伴い，
電子注入に要する時間及び準安定状態が長
くなる．図 19 の図中に示すように電子注入
及び準安定状態のドレイン電流の時間変化
を直線外挿し，注入に要する時間(Δt1,Δt3)
及び準安定状態の継続時間(Δt2)を求め，こ
れらの逆数を絶対温度の逆数に対して対数
プロット(アレニウスプロット)すると直線
関係が得られることが分かった(図 20)．この
結果は，ドットへの電子注入或いはドットフ
ローティングゲート中での電子再分布が，直
線の傾きから求められる活性化エネルギー
を持つ過程に律速されていることを示す．図
20 から得られる活性化エネルギーは約 0.2
～0.3eV であった．これらの値は，Si 量子ド
光照射(1.59eV)下および暗状
ットの量子化エネルギーとチャージングエ 図 18
ネルギーの和から見積もったドットの離散 態での ID-t 特性と準安定状態で光照射
的な荷電状態間のエネルギー差と同程度で を終了(図中矢印)した場合の VG=0.5V
あることから，電子注入・再分布には隣接ド における ID-t 特性．
ット間の異なるエネルギー状態間での電子
移動が関与していることが示唆される．

図 19
VG=0.6V における ID-t 特性の温度
依存性(200-300K)．

図 20
図 19 の ID-t 特性で定義された注
入時間(∆t1，∆t3)と準安定時間(∆t2)のアレニ
ウスプロット．

5. まとめ
孤立したSi量子ドットの荷電状態がAFM/Kelvinプローブによる表面電位測定から
定量できることを示した．また，GeコアSiドットの荷電状態評価では，ドット内に注入
された電子はSiクラッド中あるいはSiクラッド/Geコア界面に存在することを示した．ま
た，Si量子ドットへのPおよびBのデルタドーピングした場合は，帯電状態が極めて安定
である事を明らかにすると共に，NiSiドットではSi量子ドットに比べてより深いポテン
シャル構造が実現できることを明らかにした．
Si 量子ドットフローティングゲート MOS キャパシタにおける C-V 特性の特徴的
なヒステリシス及び過渡 I-V 特性から Si 量子ドットが電荷保持ノードして機能してい
ることを明らかにした．Si 量子ドットフローティングゲート nMOSFET において，ド
ットフローティングゲートの離散的な荷電エネルギー状態を反映した多段階的なしき
い値電圧シフトを観測した．また，一定ゲート電圧において，ドットフローティングゲ
ートへの電子注入は，最終安定状態に至るまでに，電子注入が抑制された準安定状態を
経て多段階的に進行することが分かった．準安定状態においては，ドットフローティン
グゲート中で電子間のクーロン反発を緩和するように電子再分布が進行していると考
えられる．
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ＶＬＳＩにおけるデバイスの微細化，集積規模の増加に伴って，配線の複雑度から多
層配線は 10 層を越えて、配線技術の重要さが益々増加している．特性面では全遅延時
間に対する配線遅延の割合が増して動作クロック周波数の制限要因となり，製造コスト
面では全工程における配線工程の割合は 50％を越えてコスト支配要因となっている．
このような，ムーアの法則の傾きを鈍化させる制限要因を取り除いきうるハイパーイン
テグレーションは，チップ内／チップ間／モジュール間のインタコネクション技術の革新
に基づく三次元集積技術であろう．

情報転送は，金属配線による電気的な方法から，光通信，無線通信へと多様に展開さ
れつつある．電気配線でも，従来の多層配線から，オンチップ伝送線路，チップ貫通ビ
ア配線へと多様になってきた．この技術をもとにした，チップ積層三次元集積技術の開
発が実用に向けて本格化している．光インタコネクションは光源の集積化の課題が未解
決ではあるが，着実に進みつつある．また、チップ間の通信に無線インタコネクトが注
目されている．無線通信といえば，通常はアンテナを用いた電磁波通信であるが，広義
の無線技術として線で接続しない，容量結合やインダクタンス結合が提案され，研究開
発が活発化している．
このパネル討論では，パネラーとして，インダクタ結合無線インタコネクト技術に関
して黒田氏，光インタコネクト技術に関して和田氏，貫通ビアによる三次元集積技術に
関して田中氏，三次元集積メモリアーキテクチャアに関して池田氏，アンテナ結合無線
インタコネクト技術に関して吉川氏を招いている．チップ間/チップ内の通信・接続技
術に関する各技術の専門家からの情報を基にして，有線通信、無線通信、光通信などを
比較して、三次元集積に向けた技術的特徴，技術の現状と課題，将来動向について議論
する。ここで議論する各技術は選択の問題ではなく，高度な組み合わせ，あるいは統合
された技術として構築する必要がある．また，新しい三次元の集積技術と実装技術の融
合と考えることもでき，日本全体で広い領域にわたる物作り技術として，世界をリード
すべく，研究・開発体制を構築することを提案したい．

インタコネクションと三次元集積
－回路技術からのアプローチ－
黒田 忠広
慶應義塾大学理工学部 〒223-8522 横浜市港北区日吉 3-14-1
E-mail: kuroda@elec.keio.ac.jp
あらまし 磁界結合チップ間無線通信技術を紹介し他の技術と比較しながらその将来
性を議論する．
キーワード 磁界結合，チップ間通信，SiP
1. 序論
チップ内の処理速度はデバイスの微細化に伴い，飛躍的な向上を続けており，チ
ップ間の通信速度との性能格差が広がっている．現在，チップ間通信が LSI システム
性能のボトルネックとなっており，高速チップ間インタフェース実現への要求が高まっ
ている．チップ間通信の性能は，チップ間通信距離を短縮することにより大きく改善さ
れる．通信距離は LSI システムの実装形態に強く依存する．従来のシステム・オン・
ボード(SoB)では，通信距離は 10mm 程度と長く，入出力ピン数も制限されるため，高
速通信を行うのは困難である．システム・オン・チップ(SoC)にして一つのチップにシ
ステムを集積すれば，通信速度の問題は解決できる．しかし，SoC は製造コストが高い
上に，開発に要する期間が長く，利益を確保できるアプリケーションは狭い範囲に限定
されてしまう．システム・イン・パッケージは製造コストと通信速度の両方の問題を解
決できる．専用プロセスで製造された安価なチップをパッケージ内で組み立ててシステ
ムを構築できるので，コストが削減でき，開発効率を高めることもできる．チップを薄
膜化して積層し，チップ面全体を使って上下チップ間で通信をすれば，通信距離は数
10μm にまで短縮でき，入出力ピン数も飛躍的に増加するため，高速・低電力・小面積
のインタフェースが実現できる．
このような観点の下，SiP 用チップ間インタフェースが提案されてきた[2],[5-7](図
1)．それらは機械式の有線インタフェースと電子式の無線インタフェースに区分される．
有線方式には以下に示すいくつかの欠点がある．1)インタフェースの製造に付加的な機
械式プロセスを必要とするため，コストの増大を招く．2)機械加工精度に制限され，微
細化が容易ではない．3)積層実装する前に各チップの良品判定を行うことが困難である
ため，歩留まりが低下して，利益率が減少する．一方，我々の提案する誘導結合インタ
フェースはオンチップメタルインダクタ間の誘導結合を介して，積層チップ間を接続す
る無線インタフェース技術である．1)インタフェースは基本 LSI プロセスのみで製造で
き，機械式プロセスを必要としないため，低コストである．2)機械加工精度に制限され
ることなく，LSI プロセスのリソグラフィー精度までの微細化が可能である．3)非接触
のインタフェースであるため，チップの着脱が容易で，テストヘッドに同様の送受信器

を用いることで，積層実装前に各チップの良品判定を行うことができる．さらに，非接
触なので静電気が加わりデバイスが破壊されることはない．インタフェースに大きな容
量を付加する静電破壊保護回路が省略でき，電力およびレイアウト面積を削減できる．
また，貫通電極はトランジスタの下には作れないが，無線接続ならばトランジスタを通
り抜けて通信ができる．インダクタの下に回路を配置することができ，レイアウト面積
を著しく縮小することができる．
また提案の誘導結合インタフェースは同じ無線方式の容量結合インタフェースと
比較しても，多くの利点がある．1)容量結合は向かい合う 2 つのチップ間通信にしか適
用できないのに対し，誘導結合は 3 つ以上のチップ間通信に使える．2)チップは上向き
にも下向きにも積層できるので，実装上の制約が少ない．例えば図 3 のように，最下層
のマイクロプロセッサを下向きにしてエリアバンプでパッケージに接続し，その上に複
数のメモリを上向きに積層することができる．さらに最上層のチップにはイメージセン
サを搭載することも可能である．3)誘導結合は低い電源電圧で駆動できる．容量結合は
送信側電極に加える電位変化で電界を変化させて信号を伝送するが，誘導結合は送信側
インダクタを流れる電流変化で磁界を変化させて信号を伝送する．デバイスの微細化に
よる電源電圧の低下は容量結合の適用を制限する可能性があるが，誘導結合に対する制
約は少ない．4)メタル配線層数が増えるごとにインダクタの巻き数を増やして結合を強
化できる．容量結合は最上層のメタルしか使用しないので，配線層数の増加は接地容量
が減る程度の効果しかない．5)磁界の方が電界よりもチップを通過しやすい．LSI プロ
セスに用いられる材料の誘電率はさまざまだが，透磁率はほぼ 1 で等しく，反射や吸収
が起こりにくい．
今回，我々が開発した誘導結合インタフェースは世界最高速度(1Tb/s)，最小電力
(3W)，最小エネルギー(3pJ/b)，最小面積(1mm2)である．これは，
「Cellプロセッサ」に
採用されたRambus社のチップ間インタフェース技術「FlexIO」[1]と比べて，3.3 倍高
速で，1/2 の電力で，1/7 のエネルギーで，およそ 1/4 の面積である．我々の一連の研
究成果[2-4]は，3 年連続してISSCCの将来技術(Technology Directions)のセッションに
採択された．
2. 誘導結合インタフェース
0.18μm CMOS 技術でテストチップを試作した．図 2 はテストチップの顕微鏡写
真である．チップの厚さが 10μm になるまで研磨した．受信チップの上に送信チップを
両方ともに上向きにして積層し接着剤で固定した．接着層の厚さは 5μm で送受信チッ
プ間の通信距離は 15μm である．
クロック送受信器は直径 200μm のインダクタで 1GHz
のクロックを送信チップから受信チップへ伝送する．データ送受信器は直径 29μm のイ
ンダクタで 1Gb/s/ch で通信を行う．1024 チャネルのデータ送受信器を 30μm ピッチで
配置した．クロック用とデータ用ともに送受信回路はインダクタ直下に配置して，レイ

アウト面積を縮小している．送受信回路とインダクタ間の干渉は無視できるほど小さい．
これは次節に示す測定結果から確認できる．2 つのチップはオンチップのメタルパター
ンと赤外線顕微鏡を用いた従来の方法で誤差は 3μm 以下に位置あわせした．
図 3 にオシロスコープで測定した送受信データ波形を示す．送信側BISTの生成し
た 1Gb/sで 223-1 PRBSデータが正しく送受信されていることが分かる．送信データと
受信データの間の遅延は測定セットアップのケーブルとバッファによる遅延を含んで
いる．これらを取り除いて，レイテンシーが 1 クロックであることを確認した．また
BERは 10-14以下であることを確認した．通信の信頼性は有線と同等である．データ送
受信器の消費電力は電源電圧 1.8Vで送信側 2mW，受信側 0.4mWであった．またデー
タ受信器の同期を取る際に，どれだけのタイミングマージンがあるかを測定した．内蔵
の遅延制御回路を用いてUI/128 刻みで受信タイミングを変更しながら，BERを測定し
た．図 4 に測定結果を示す．バスタブ特性から，BER<10-13で 150psのタイミングマー
ジンがあることが分かる．この結果からクロックの無線伝送が正確に制御できているこ
とが再確認でき，受信器のタイミング制御も容易である．
内蔵のTDMA制御回路とピッチ制御回路を用いて，2 相，4 相TDMAを適用した
ときとTDMAを適用しないときで，BERのチャネルピッチ依存性を測定した．図 5 に
測定結果を示す．TDMAの相数を増やすことで，実質的なチャネルピッチを大きくし，
BERを大幅に改善できることが確認できた．また，BERを劣化することなくチャネル
ピッチを小さくして，レイアウト面積を小さくできることを確認した．実験結果から 4
相TDMAを適用することで，チャネルピッチを 30μmにまで小さくしても 1024 チャネ
ルの送受信器がBER<10-13 , 1Gb/s/chで通信できた．結果として，1Tb/sのチップ間通信
速度を達成した．消費電力は電源電圧 1.8Vで合計 3Wであった．内訳としてはデータ伝
送で 2.4W，
クロック伝送で 0.6Wである．
レイアウト面積はデータ伝送でわずか 1mm2，
クロック伝送で 1mm2の合計 2mm2である．
3. 性能比較
表 1 は有線方式と無線方式の積層チップ間通信を比較したものである．図 6 に誘
導結合インタフェースのチップ性能をまとめ，過去のISSCCで発表されたチップ間イン
タフェース[1-3],[5],[8-18]と性能を比較した．1Gb/s/chで動作する 1024 チャネルのデ
ータ送受信器を 30μmピッチで配列し，1Tb/sの通信速度(FlexIOの 3.3 倍)を達成した．
データだけでなく 1GHzのクロックも誘導結合で伝送した．バイフェーズ方式を採用す
ることにより，消費電力はわずか 3W (FlexIOの 1/2)に低減できた．エネルギーは 3pJ/b
(FlexIOの 1/7)である．4 相TDMAによりチャネルピッチを小さくでき，レイアウト面
積はデータ伝送にわずか 1mm2 (FlexIOのおよそ 1/4)しか必要としない．提案の誘導結
合インタフェースはこれまでのチップ間インタフェースの中で最高速，最低消費電力，
最小面積である．
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Abstract –Si LSIs see a fundamental limit on metal interconnection in terms of “slow” signal
messengers, i.e., electrons. Microphotonics will be a disruptive technology using photons which
are 1000 times faster than electrons. The present paper introduces the current status of
microphotonics for optical interconnection on a chip. We will explain the strategy and approach
of the microphotonics on high index contrast optics and/or low index contrast optics.
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1. INTRODUCTION
The twentieth century will be viewed as the start of the Si age. Today, whole computer
systems consist of tens of millions transistors and Gigabytes of memory, supporting a
multimedia society. However, there have recently been big arguments on fundamental limits
in Si-LSIs related to their speed, integration density, and heat dissipation. Figure 1 explains
one of the fundamental limits; the speed, i.e., delay as a function of year (minimum design rule).
The gate metal and insulator have been Al and SiO2 for 40 years, but these traditional
interconnect materials could not keep up their positions to further reduce the delay beyond the
0.25 μm design rule. Cu and insulators with low dielectric constants (called “low k
dielectrics”) have been introduced
in recent years to clear the speed
limit. The improvement is indeed
appreciable but will soon reach the
minimum delay, as shown in Fig. 1.
Silver and the air is the last
candidate
for
the
current
metal-based interconnection, but
requires substantial technological
breakthroughs while bringing less
substantial improvements. Thus,
the metal interconnection interferes
with future progress of Si-LSIs.
On the other hand, there are several
reasons to believe that these limits Figure 1. Propagation and gate delay in
will not stop the coming of a new microprocessor unit with time
Si age with the aid of a disruptive
technology, microphotonics. Photons are 1000 times faster than electrons in semiconductors.
There is no resistivity or capacitance associated with photons, so photonics is essentially free
from the RC delay. In the following sections, we will report the current status of on-chip
optical interconnection based on silicon- and/or silica-based platforms. The issues of
high-density integration and heat penalty will be discussed elsewhere.

2. OPTICAL CLOCK DISTRIBUTION
Figure 2 shows a schematic diagram of optical clock distribution circuits, which is called an
“H-tree”. In terms of the H-tree configuration, each block (16 blocks in this case) is able to
receive each clock signal at the same time.
The detectors at the end of waveguides
convert optical clock signals to electric
signals to provide clocks to the electric
H-tree circuits underneath as shown in the
figure. The path length of electric H-trees
is much smaller than without the optical
H-tree (1/16th of that of optical H-tree in this
case), and thus the clocking electrons only
need to travel a short distance, minimizing
skew and jitter of clocks at each end of an
electric H-tree. Thus, simple estimation
yields that introduction of the optical H-trees
should increase the clock speed by the
number of the blocks.
The optical H-tree shown in Fig. 2 basically
consists of three components – waveguides,
Figure 2. Optical clock circuits
splitters, and detectors. One challenge in
on-chip optical clock distribution is to minimize the footprints of these components. Sharp
bends of waveguides are thus necessary for clock distribution on a small chip; ~1 cm2 in area.
However, sharp bends result in substantial power loss (bending loss), since the bends enhance
coupling of the light to radiation modes.
Figure 3 shows the minimum bending radius (for 0.1dB/turn) as a function of refractive index
difference (Δn), based on Marcatili‘s method [1] where the cladding is assumed silica with
refractive index n = 1.46 and the wavelength is 1.55 μm. Provided that the radius should be
smaller than 100 μm, Δn should be higher than 0.1. Therefore, high index contrast materials
systems are our natural choice for the optical platform, where light is strongly confined in the
core. The core materials can be silicon (n = 3.5), silicon nitride SiNx (n = 2.0 - 2.2), and
silicon oxynitride SiOxNy (n =
1.56 - 2.0). It should be
remarked that these materials
with silica cladding are
Si-process-technology-compati
ble or -friendly at least, and
therefore abundant Si process
resources can be used to
fabricate the optical platform
on a Si LSI chip.

3. Waveguides
3.1 High Index Contrast
Optical Components
The detector and waveguide
materials depend on the
wavelength of the optical

Figure 3. Silicon waveguide on SOI substrate.

clock; Ge detectors and Si and/or SiNx waveguides are used in the 1.55-1.3 μm range (referred
to as “long wavelength”), and Si detectors and SiNx waveguides are used for 0.85 μm (“short
wavelength”). The advantage of the short wavelength regime is that all materials are
CMOS-process-compatible. Its drawbacks are, however, the small absorption coefficient of Si
and stray light-induced carriers.
As shown in Fig.
5, the absorption
coefficient of Si is
250 cm-1 at 0.85
μm, and thus the
absorption length
needed is longer
than 40 μm. This
large
absorption
length brings about
two
problems.
First,
generated
carriers have to
diffuse
to
be
collected
by
electrodes, causing
long tailing in the
Figure 5. Absorption coefficient of Si and Ge.
displacement
current.
Thus,
high speed clocking needs some practices to avoid the tailing but to achieve high responsivity.
Second, stray light will generate carriers in Si, potentially leading to bit errors in the
surrounding electric circuits. We have been pursuing the long wavelength. Since the 1.55
and 1.3 μm wavelength ranges are transparent in Si, we could use Si as the waveguide material.
Additionally, the Si platform provides various features such as electro-optical as well as
thermo-optical control of the refractive index.
Figure 5 shows a single mode Si waveguide fabricated at MIT Lincoln Laboratory using
conventional Si-LSI process facilities and technologies [2]. The waveguide is 0.2 μm thick
and 0.5 μm wide on a Si-on-Insulator (SOI) substrate. To avoid light leakage to Si substrates,
the buried oxide (BOX) layer is 0.8 μm thick for 1.3-1.55 μm. SiNx waveguides were also
fabricated where the BOX is about 2 μm thick due to weaker light confinement. The next
component required for the optical H-tree is a 3-dB splitter. Using HIC materials, the bending
radii expected are extremely small, on the order of 1-10 μm at the cost of -0.1 dB/point of
bending loss. To reduce the footprint further, High Transmission Cavity (HTC) bends were
invented and fabricated [2]. Based on the optical clock structure, right angle bends have been
prototyped using Si and SiNx HIC platforms. The detailed structures and performance have
been reported elsewhere [3]. The issue for HIC platforms is high propagation loss. As also
shown in Fig. 3, the interface roughness scattering is a predominant cause of propagation loss
which is nearly proportional to the 3rd power of index difference. The rough surface is mainly
formed at the waveguide sidewalls due to process imperfection.
The loss has been reduced to
around 1 dB/cm by surface smoothing in terms of oxidation of Si waveguides, but otherwise is
typically 10 dB/cm.

4. GERMANIUM DETECTORS
The last component required for the optical clock distribution is the Ge detector in the long
wavelength. Germanium is known as an indirect semiconductor. The indirect edge is at (Γ8L-6)

and the gap is 0.664 eV at room temperature, while the direct band edge is located at G point
(Γ7G8and the gap is 0.805 eV at room temperature. Thus, 1.55 μm light (0.8 eV) excites
electrons across the direct gap, giving Ge a high absorption coefficient. This is clearly shown
in Fig. 4. Accordingly the absorption length of Ge is 4 μm, which makes the Ge detectors
comparable to the other components in footprint. Obviously, there should be no carrier
generation in the surrounding Si circuits with stray light if any is present. The biggest
challenge is how to fabricate Ge detectors on Si [5].
Because of 4% lattice mismatch between Ge and Si, Ge epilayers were rough in morphology
and highly dislocated. Long surface migration of adatoms and large strain energy of layers
grown should be responsible for the rough surface morphology. Low temperature growth of
Ge (not SiGe) buffer layers on Si was to effectively suppress adatom migration on Si, which
should flatten the grown Ge surfaces. Flat Ge epilayers were indeed obtained at 300˚C. After
covering Si substrate surfaces with the flat Ge epilayers, higher temperature growth around
500-700˚C was performed to obtain one to a few micron thick Ge. No degradation of the
surface morphology occurred with this high temperature growth.
Dislocations in as-grown Ge on Si were classified into interface dislocations and threading
dislocations. Interface dislocations are not avoidable in Ge on Si systems thicker than the
critical thickness of Ge,
since they accommodate
lattice
mismatch.
However,
threading
dislocations, which are
the predominant cause of
recombination centers in
pin Ge detectors, can be
drastically
reduced.
Dislocations
with
opposite Burgers vectors
can be annihilated through
a dislocation reaction
when they meet. Thus,
threading
dislocations
Figure 6. Responsivity dependence on bias voltage of Ge
should decrease if they
have
large
mobility.
MSM photodetectors.
High
temperature Cyclic annealing drastically reduces the threading
annealing
enhances dislocation density and improves responsivity.
dislocation
mobility
especially under stress.
The epilayers have been annealed at two different temperatures. Here, 900˚C (close to the
melting point of Ge of 932˚C) has been chosen for high temperature annealing to relax the Ge
lattice. Then, the annealing temperature was lowered to around 700˚C. Since there is a large
difference in the linear expansion coefficients between Ge and Si, the temperature difference
strains the Ge layer. Cycling the high-low temperature annealing (cyclic annealing) generates
stress within Ge epilayers to enhance annihilation of threading dislocations. The density of the
threading dislocations was successfully reduced from 109 to 107 cm-2 as shown in Fig. 6. With
the reduction of dislocations, the responsivity of Ge photodetectors has been improved to 0.3 at
1.3 μm. In pin configuration, Ge detectors showed a responsivity as high as 0.6.

5. CONCLUSIONS
Optical interconnection is to overcome fundamental limits in Si-LSIs associated with RC delay
of metal interconnects. The present paper introduces the current status of high speed clocking

in terms of Si and silica microphotonics. The Si platform substantially minimizes the footprint
of the components, high index contrast (HIC) waveguides confine light within the core, leading
to low bending loss down to 1-10 μm bending radii. The challenge is to reduce propagation
loss. Ge detectors are fabricated on Si with excellent performance. All optical components for
clock distribution on a chip have been successfully prototyped based on the silicon and silica
optical platform. With integration of microphotonics, the fundamental limits of Si LSIs will be
eliminated, and the Silicon age will continue for the foreseeable future (we hope for at least a
couple of millennia if it is to measure up to the Iron and the Bronze).
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1. はじめに
微細化・集積化技術がもたらすＬＳＩの高性能化はとどまるところを知らない。
ＬＳＩの主要構成素子であるＭＯＳＦＥＴの最小ゲート寸法は、生産レベルでは３０ｎ
ｍ台、研究レベルでは１０ｎｍ以下まで到達している。ところが、近年、ＬＳＩ高性能
化のボトルネックとして、素子間をつなぐ配線やシステムＬＳＩの機能ブロック間をつ
なぐ長距離配線(グローバル配線)での伝搬遅延が深刻な問題となっている。配線遅延は、
基本的に配線材料の低抵抗化と層間絶縁材料の低誘電率化により改善されるが、これら
は材料の物性に依存するために改善は非常に難しい。
この配線ボトルネック問題を解決するため、３次元集積化技術に注目が集まって
いる。３次元集積化技術は複数のＬＳＩチップを薄層化して縦方向に積層し、チップを
貫通する非常に短い垂直配線を使ってチップ同士を電気的に接続する技術である。筆者
らは、１９８９年のウェーハ-ウェーハ接合による３次元集積回路の最初の提案を初め
として、チップとウェーハを張り合わせる３次元集積化技術等１)～１０)を提案・開発し、
実際に３次元イメージセンサチップ/３次元共有メモリチップ/３次元人工網膜チップ/
３次元マイクロプロセッサチップの試作をおこなっている。本報告では、ウェーハ-ウ
ェーハ、およびチップ-ウェーハ接合による３次元集積化の要素技術(垂直配線形成技術、
高精度位置合わせ技術、チップ/ウェーハ薄層化技術)の開発について述べる。
2. ３次元集積化技術
ウェーハ-ウェーハ、あるいはチップ-ウェーハ張り合わせによる３次元ＬＳＩの
作製工程を図 1 に示す。まず、ＣＭＯＳプロセスによって作製した従来のＬＳＩ(２次
元ＬＳＩ)に微細な深溝(トレンチ)を形成し、絶縁膜を成膜、導体を埋め込んで垂直配
線を形成する。その後、埋め込み配線上に金属マイクロバンプを形成し、反転させて位
置合わせをおこない、支持ＬＳＩウェーハに張り合わせる。ウェーハ間に低粘性の樹脂
を注入して強固に接着した後、機械研削および化学的機械研磨(ＣＭＰ)で薄層化と平坦
化をおこなって、トレンチの底部を露出させる。ここに金属マイクロバンプを再度形成
し、この積層工程を繰り返すことによって３次元ＬＳＩを作製する。

図１. ウェーハ-ウェーハ、チップ-ウェーハ張り合わせによる３次元ＬＳＩ作製プロセス

2.1. 垂直配線形成技術
３次元ＬＳＩの垂直配線は、シリコンチップ内を貫通する埋め込み配線とチップ
間を接続する金属マイクロバンプから構成される。貫通埋め込み配線は、エッチングガ
スとしてＳＦ６とＣ４Ｆ８を用い、ＩＣＰ(Inductive Coupled Plasma)方式の異方性ドラ
イエッチングにより形成した。ホール径２．５μｍ、深さ４５μｍ以上、アスペクト比
１８以上のトレンチの断面ＳＥＭ写真を図２(a)に示す。トレンチ形成後、トレンチの
形状に沿ってシリコン酸化膜を成膜し、導体としてリンをドープした多結晶シリコン、
あるいはタングステンをＣＶＤ法で堆積させた。図２(b)に示すように、ボイドの発生
は無く、良好な埋め込み特性が実現できている。
(a)

(b)

図２. 埋め込み貫通配線の断面ＳＥＭ写真
(a)トレンチエッチング後 (b)多結晶シリコン堆積後

金属マイクロバンプはリフトオフ法を用いて形成した。バンプ材料として低融点
のインジウムを使用し、ウェーハ-ウェーハ、あるいはチップ-ウェーハ間の接合をおこ
なった。
ここではインジウムの酸化防止のために、in-situ で表面に金を蒸着している。
得られたマイクロバンプ(２０μｍ角)のＳＥＭ写真、および作製したテストパターン
(バンプサイズ:１０μｍ角)の電流電圧特性を図３に示す。測定したテストパターンは、
アルミニウム配線で直列に接続された４２０個のマイクロバンプチェーンである。張り
合わせ後のマイクロバンプ１個当たりの接触抵抗は充分に低く、約０．１Ωであった。
この方法により５μｍまでの微細なマイクロバンプの形成が可能である。
(a)

(b)

図３. (a)マイクロバンプの SEM 写真 (b)バンプチェーンの電流電圧特性

2.2. 高精度位置合わせ技術
前節で作製したマイクロバンプを介して接合する前に、ウェーハ同士、あるいは
チップとウェーハ間の高精度な位置合わせ(アライメント)工程が必要となる。図４(a)
に筆者らが独自に開発したウェーハ位置合わせ装置の構成を示す。
(a)

(b)

図４. (a)３次元アライメント装置の構成 (b)アライメント前後の赤外線透過画像

シリコンウェーハを透過する赤外線を集光して試料を観察でき、ピエゾアクチュ
エータによりウェーハの移動を精密に制御できる。また、ギャップセンサを搭載してお
り、接合するウェーハ間隙を一様に調整できる。接合時、ロードセルにより荷重を均一
に制御することも可能である。位置合わせ前後の赤外線透過画像を図４(b)に示す。位
置合わせ精度は±１μｍを達成できている。
2.3. チップ/ウェーハ薄層化技術
ウェーハ同士、あるいはチップとウェーハを接合した後に、試料の研削、および
ＣＭＰによって薄層化をおこなう。この工程に耐え得る接合強度を保持するためにはマ
イクロバンプを介した接合だけでは不充分である。そこで、液晶注入技術を応用して上
下の基板の間隙(約４μｍ)に低粘性のエポキシ樹脂を注入して硬化させた。ウェーハ上
にフリップチップ接合させたアレイ状のチップを研磨した結果を図５に示す。初期膜厚
約２８０μｍのチップが、研削研磨により最終的に３０μｍ程度まで均一に薄層化され
た様子が観察できた。また、同時に研磨後のチップ裏面には露出した埋め込み配線の底
部も観察できている。今回６インチウェーハを３０μｍまで薄層化し、面内均一性±０．
５μｍが実現できている。

図５. チップ研磨前後の光学顕微鏡写真と露出した埋め込み配線底部のＳＥＭ写真

図６には、垂直配線形成、高精度位置合わせ・接合、薄層化・平坦化工程を繰り
返すことによって形成した３層の３次元ＬＳＩの断面ＳＥＭ写真と光学顕微鏡写真を
示している。埋め込み貫通配線とマイクロバンプからなる垂直配線を介して３層のチッ
プが全て電気的に導通していることを確認した。また光学顕微鏡写真には支持ＬＳＩウ
ェーハ上に下層から上層に向かってサイズの小さくなるチップを３層積層したものと、
逆に下層から上層に向かってサイズの大きくなるチップを３層積層していったものを
示している。今回開発したチップ-ウェーハ接合による３次元集積化技術では、チップ
の大きさに関係なく幾層にも積層が可能である。

(a)

(b)

図６. ３次元ＬＳＩの(a)断面ＳＥＭ写真 (b)光学顕微鏡写真

3. まとめ
長距離配線に替わる高密度の垂直配線によって、高速動作や超並列動作、新機能
ＬＳＩの創出を可能にする新しい３次元集積化技術を開発した。この技術は垂直配線形
成技術、高精度位置合わせ技術、チップ/ウェーハ薄層化技術からなる。特にチップウェーハ接合による３次元集積化技術では、良品チップを選別してからひとつひとつ順
番に積層できるために、歩留りが極めて高い。またチップサイズやチップ膜厚の異なる
複数のチップを自由に積層可能であり、さらにメモリＬＳＩやロジックＬＳＩ、センサ
やＭＥＭＳデバイス、化合物半導体チップなどの機能の異なるチップの積層も可能であ
る。これらの異種チップの積層によって、従来のＬＳＩの概念を大きく変える、高付加
価値かつ新機能を有する「スーパーチップ」が実現できる。
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インタコネクションと三次元積層
－貫通電極を用いたチップ積層型 DRAM の開発－
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NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development
Organization)助成事業による共同開発（沖電気・NEC エレクトロニクス・エルピーダ
メモリ）の現状を報告する。目標は、DRAM チップを８層積層して１パッケージ化し
た 4Gb-DRAM の実現である。チップを貫通する電極による内部信号授受を行い 3Gbps
の高速動作に対応し、更に、貫通電極の配置を変更して他 LSI との相互積層を可能と
するインターポーザー技術も並行して開発する。
キーワード チップ積層，貫通電極，DRAM，インターポーザー

概要

１．開発の背景
LSI システムの高機能化は、そのパッケージング技術の改善を必要としており、これ
まで様々な技術が開発されてきた。しかし、更なる高機能化・高速化・小型化の要求は、
半導体基板を貫通する電極(Through-Silicon-Via; TSV)を活用したチップ積層構造を必
要とするに至った。TSV を用いることによって、積層チップ間の信号授受の自由度が
大幅に向上し、超高速・高機能の LSI システムを実現する可能性が開ける[1],[2]。この
技術開発は、LSI システム全般に適用が可能な技術であるが、特に、高速かつ大容量・
小型化を同時に満たす必要のある DRAM に於いて特に顕著な有効性を発揮すると期待
される。貫通電極を用いたチップ積層技術開発に必要な各種要素技術を有する沖電気、
NEC エレクトロニクス、エルピーダメモリの３社が、NEDO 助成の下、共同開発体制
を構築し、今年度中にプロト DRAM を試作・評価する日程で開発を進めている。

２．開発目標
開発目標は、高速大容量のチ
ップ積層 DRAM 技術開発であ
る。具体的対象として、貫通電
極(TSV)を有する 512Mbit 容量
の DRAM コア層を８積層して
4Gb DRAM とし、その外部入
出力機能を、コア層とは別のイ
ンタフェースチップに集約し
て 3Gbps/pin の超高速動作を
実現する（図１）。

図１

開発目標

又、貫通電極や外部端子の配列を層間で調整するためのインターポーザー技術も開発
し、これらの機能を統合して高速大容量のプロト DRAM を構築する。開発期間は 2004
年度から 2006 年度の３年間で、３社共同開発体制により開発を推進中である。

３．要素技術開発
チップ積層型 DRAM の技術開発には大きく分けて二つの開発要素がある。一つはプ
ロセス技術開発で、貫通電極形成・ウエハ薄化・チップ積層などが対象となる。もう一
方は、設計技術開発で、層別の機能分散、層間信号伝送手法、貫通電極配置などが対象
となる。それぞれに対して開発の現状を紹介する。

３－１．プロセス技術開発
DRAM コア層を開発対象とする場合、その貫通電極の材料選定と形成工程の選択は、
プロセス技術の開発方針
設定の中で大きな要素で
あった。DRAM 素子を形
成した後に貫通電極を形
成する手法(Via-Last)か、
ウエハ処理工程の最初に
貫通電極の大部分を作り
込む手法(Via-First)を比較
検討した結果、後者の
Via-First 手法を選択した（表１）
。 表１

DRAM コア用貫通孔形成工程選択

特に積層メモリという性格上、
同一の素子を多段積層し、個々の層を個別に動作させる制御を必要とするため、層認識
手段の確保のため、従属接続性への対応力も判断材料とした。
DRAM コア層の貫通電極を構成する材料として Poly-Si を選択。そのデポ効率を改善
するため、貫通電極孔内に
Si-Post を形成し、貫通孔壁
面と Si-Post 側面双方から
Poly-Si が成長する構造とし
た。 貫通電極径は約 20μm、
貫通電極ピッチは 50μm、チ
ップ厚は 50μm として開発
を進めている。DRAM コア
層用のプロセス工程を図２
に示す。
図２

DRAM コア用プロセスフロー

薄化チップの表裏に形成す
るバンプは、SnAg/Cu 接合
を行う構造としている（図
３）
。
試験的な接合実験では
50μm 厚の Bump 付きチップ
10 層の積層を高精度（位置
ズレ±2μm 以内）に積層出
来ることを確認した。

図３

バンプ構造と寸法

又、各プロセス開発用の条件だし TEG を設計試作し、これを用いて、積層処理によ
る、Bump 近傍の配線層への影響評価と貫通電極の特性（容量・抵抗値など）の測定を
進めている（写真１）
。

50μmt×8積層 （TSV付き）

写真１

３－２．

TEG 積層状況（９積層）

設計技術開発

積層対象の DRAM コア層は既存の 512Mb 設計情報を活用し、メモリセル領域を避け
た部分に貫通電極/Bump を配置した。チップ中央部（従来パッド領域であった場所）に
はコマンド信号やアドレス信号用の貫通電極を配置し、電源・GND 用の貫通電極とデ

ータ用の貫通電極を交互に配置している（図４）
。

図４

DRAM コア層の貫通電極・バンプの配置

データ用の貫通電極数は 128
個。この内 64 個を同時活性化し
インタフェースチップとの信号
授受に用い、インタフェースチッ
プ上の SerDes によって 3Gbps の
速度の x4 ポートに対応させてい
る（図５）
。
同一構成の DRAM コア層を複
数積層する場合、これらの各層の

図５

3Gbps/pin 実現手段

識別しアクセスを行う必要があ
る。この階層認識を行う手法として、表バンプと貫通電極間に内部回路を介在させるカ
スケード接続を活用している（図６）
。

図６

カスケード接続による階層認識

今回使用したプロト DRAM 用のコア層は、４バンク構成の 512Mb 品であり、これを
２～８積層して 1Gb～
4Gb 品を構成した場合に、
汎用 DRAM 仕様では何れ
も８バンクとする必要性
がある。このアドレス制
御に階層認識機能を活用
して、積層数に対応した
アドレスマッピングを行
っている（図７）。
図７

積層数に対応したバンク数制御

まとめ
３ヶ年計画のチップ積層DRAM技術開発の現状を報告した。今年度中にプロトDRAMの試
作評価を終える予定である。この活動によって培われたプロセス技術・設計技術は、DRAM分
野に留まらず、多様なLSIシステムへの展開を進めてゆく所存である。
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あらまし
半導体集積回路を三次元集積する場合のインターコネクションテクノロジーは何で
あろうか。考えられる技術として、金属貫通ビア、無線インタコネクト、オプチカルイ
ンタコネクト、インダクタカップリング、容量カップリングがある。これらの技術のう
ち、10 Gbps 以上の高速大容量通信に適するのは金属貫通ビアを除いた技術であるが、
オプチカルインタコネクトは光ファイバー技術の応用であっても、オンチップに発光受
光素子を作る技術がいまだ完成していない。したがって、現時点で検討すべきは無線イ
ンタコネクト、インダクタカップリング、容量カップリングの３つである。無線インタ
コネクトと後の２つは競合する技術ではなく、距離で棲み分けが可能である。1mm 以
下の至近距離ではインダクタカップリング、容量カップリングが適用でき、数 mm 以
上では無線インタコネクトが有望と考えられる。とくに、ウルトラワイドバンドを用い
ることでハード的に１本の通信経路でマルチチャネルを形成でき、大容量通信が可能で
ある。さらに、無線インタコネクトは原理的に遠方界であり、少しくらいの距離の変動
に信号の品質は劣化しないと考えられるので応用範囲は広い。

キーワード
無線、インタコネクト、三次元、半導体集積回路、ウルトラワイドバンド、ダイポール
アンテナ

1. Introduction
According to the scaling rule for silicon ultra-large scale integrated circuits (ULSI)[1],
the operation frequency of ULSI’s increases and the power consumption can be reduced by
reducing the feature sizes of the metal-oxide-semiconductor (MOS) transistors [2]. However,
conventional metal interconnects will encounter the limitation in the global clock frequency of
ULSI’s for higher speed operation because of parasitic resistance-capacitance (RC) delay [3]. In
order to eliminate the parasitic RC delay, resistivity of conductors and dielectric constants of
interlayer dielectric materials should be reduced. However, this approach will encounter
physical limitation of fundamental material properties. In addition, getting complicated ULSI
circuits for the system on a chip leads to 3-dementional (3D) integrated circuits and stacked
multi-chip packaging [4].
As a breakthrough technology to this problem, wireless interconnection using Si integrated
antennas operating at microwave frequency has been proposed instead of conventional metal
interconnects [5-9]. Figure 1 shows a conceptual diagram of the inter-chip wireless
interconnection using integrated dipole antennas fabricated on Si ULSI chips [9]. The data of a
circuit can be sent from a transmitting antenna (Tx) on one chip and received by a receiving
antenna (Rx) on another chip by electromagnetic wave propagation, so that the data will be
transmitted at higher speed in the ULSI circuit systems by eliminating complicated metal
interconnection.
Figure 2 shows simulation results of transmission coefficients as a function of transmission
distances for capacitive coupling, inductive coupling and transverse electromagnetic (TEM)
wave transmission [9]. Transmitting signals with inductive or capacitive coupling in lossy Si
substrates cannot be propagated longer than 1 mm distance. Transmitting powers of inductive
and capacitive couplings decrease significantly with increasing communication distance.

Rx

Circuit T
x

Upper Si chip
Rx

Circuit

Tx

Lower Si chip

Fig. 1. Concept of inter-chip wireless interconnects using dipole antennas integrated in
stacked Si ULSI chips, (Tx = transmitting antenna, Rx = receiving antenna).

Transmitting power of TEM wave is lower than inductive and capacitive coupling in a short
distance but the received power of TEM becomes higher in a long distance. Therefore, TEM
transmission mode can be a possible candidate to transmit signals for long distances up to 10
mm for global wireless interconnection between Si chips.
Recently, ultra-wideband (UWB) communication [10] has been paid more attention for short
distance signal transmission. We proposed Si integrated dipole antennas using UWB
communication system in ULSI chips [9]. Another issue of UWB wireless communication in
ULSI chips is to realize transceiver circuits with small area and low power consumption [11,
12].
In this report, the characteristics of Si integrated antennas were investigated in terms of
UWB signal transmission between Si-chips for inter-/intra-LSI communication.

2. Integrated dipole antenna
P-type (100) Si wafers with resistivities of 10, 79.6 and 2290 Ω·cm were prepared as
substrates with a thickness of 260 µm. The Si surface was oxidized to form 0.3 µm thick field
SiO2. A 1.0 µm thick aluminum layer was deposited on the SiO2 layer, then, integrated dipole
antenna patterns were formed. The fabricated antenna width was 10 µm and its length (L) was
varied from 1 to 6 mm. The structure of the integrated dipole antenna fabricated on Si substrate
is shown in Fig. 3.
The center frequency (fc) of transmitting Gaussian monocycle pulse is 15 GHz. The half
wavelength dipole antenna was designed to resonate at fc. Figure 4 shows simulation data of
resonance frequency versus antenna length in the cases of dipole antennas in air, in Si and on Si,

Transmission coefficient (S21) [dB]

respectively. The wavelength of fc is 5.8 mm in Si. The half wavelength is corresponding to total
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Fig.2. Transmission coefficient (S21) versus transmission distance for capacitive coupling,
inductive coupling and transverse electromagnetic (TEM) wave.

antenna length (L=λ/2). Therefore, the antenna length is designed approximately 3 mm.
However, resonance frequency of 3 mm long antenna which is fabricated on Si is 21 GHz as
shown in Fig. 4. The resonance frequency of the antenna on the Si substrate should be that
between in air and Si so that the antenna length of 3 mm does not resonate at 15 GHz. Instead, 4
mm long dipole antenna has the resonance frequency at 15 GHz.
A sample structure for measurement of an inter-chip signal transmission is shown in Fig. 5.
Low-k spacers were prepared whose relative dielectric constant was 2.15 at 1 GHz, the area was
0.5 mm2 and thickness was 2.6 mm. The low-k spacers were inserted between two Si chips (the
upper Si chip and the lower Si chip). The vertical distance (h) between transmitting and
receiving antennas was fixed at 2.86 mm (= 2.60 + 0.26 mm). The inter-chip signal transmission
characteristics in the frequency and the time domains were measured in terms of antenna length
(L), horizontal distance (d) between transmitting and receiving antennas and Si substrate
resistivity (ρ).
Figures 6(a) and 6(b) show the dependence of the antenna transmission gain and the

Antenna length (L)
10 µm
w

D
Pad size (S)
70 µm

Fig. 3. Si integrated linear dipole antenna used for transmitting and receiving signals.
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Fig. 4. Resonance frequency versus antenna length.

Fig. 5. Sample structure for the
measurement of inter-chip
signal transmission.

received peak-to-peak voltage on the Si substrate resistivity, respectively. The peak-to-peak
voltage of the received pulse was calculated in dB as the reference voltage of 150 mV. Both the
peak-to-peak voltage and the transmission gain improved with higher resistivity Si substrates
than 79.6 Ω·cm. The resistive loss in Si decreases as the Si resistivity increases. Eq. (1) shows
attenuation constant (α) in lossy media,

α≅

ωε" μ ω tan δ
=
2 ε'
2

με '

(1)

where ε΄ is dielectric constant, ε˝ is complex permittivity, μ is permeability and tanδ is loss
tangent. ε΄ and μ are constant and do not depend on either frequency or Si substrate resistivity.
However, the tanδ depends on both frequency and Si substrate resistivity. At 20 GHz, tanδ are
0.75, 0.09 and 0.003 for 10, 79.6 and 2290 Ω·cm, respectively. Since the signal attenuation is
determined by attenuation constant, which decreases with decreasing tanδ. The attenuation
decreases as Si substrate resistivities increases so that the transmission gains increases with
increasing Si substrate resistivity as shown in Fig. 6(a).
In Fig. 7, Al layer is inserted to simulate dense metal interconnects in other LSI chips
between the Si substrates where transceiver antennas fabricated. When overlap distance is
minus, the metal layer is overlapped with the line of sight of transceiver antennas, whereas
when distance is plus, the metal layer is apart from the line of sight of antennas. The
transmission coefficient decreased as the distance between the antenna and the metal layer
became closer. Even in the case of d=+0.1 mm, the decrease in the transmission coefficient was
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approximately –10 dB at 15 GHz in comparison with no metal layer as shown in Fig. 8.
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Fig. 6. (a) Antenna transmission gain (Ga) versus Si substrate resistivity, (Antenna length (L) = 4
mm, horizontal distance (d) = 3 mm, vertical distance (h) = 2.86 mm). (b) Peak-to-peak voltage
of received Gaussian monocycle pulse versus Si substrate resistivity.

4. Conclusion
The inter-chip wireless signal transmission in the air gap was investigated. The transmission
gain of –10 dB with the higher Si resistivity of 2.29 kΩ·cm was obtained. The received
peak-to-peak voltage of a Gaussian monocycle pulse was greater than –30 dB with the Si
resistivity higher than 79.6 Ω·cm. Consequently, the UWB signal could be transmitted between
Si chips with air gap by use of integrated dipole antennas.
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