
11）はじめに
電子材料としての半導体材料の歴史は1833年にフ

ァラデーがAgSの電気抵抗が温度上昇に伴って変化

することを発見したことに始まる。1)その後は硫化物

や酸化銅などの材料を用いて整流理論がつくられ、

量子論にもとづく半導体のバンド構造への理解が深

まった。また、これらの研究の過程で、不純物の種

類によって半導体にはｎ型とｐ型があることがわか

り、電気伝導性も不純物濃度で制御できることがわ

かった。1939年ベル研究所のラッセル・オルはGe半

導体を開発し、その後そのGeを使った高周波特性ダ

イオードを開発した。これらの成果はやがて1947年

のベル研究所におけるバーディーンとブレッティン

による点接触ダイオード、1948年のショクレーらに

よる接合型トランジスタへと発展した。1)

戦後、1954年にテキサスインスツルメント社のテ

ルはSiトランジスタを発表し、これが現在の半導体

デバイス発展のきっかけになった。特に、1958年、

キルビーが集積回路（IC）を制作し、1959年にはホ

ーミィが光リソグラフィーを使った最初のプレナー

型トランジスタを発表した。そして1961年のRCA、

ホフステンとハイマンによる電界効果型トランジス

タ MOSFET（MOSトランジスタ）開発へとつなが

り、これらの一連の成果により現在のSi系集積回路

の基盤技術が完成した。その後、集積回路とそれに

関係する材料は Si（基板、ゲート材料）、SiO2（ゲ

ート酸化膜、層間絶縁膜）、Al（電極材料、配線材

料）を中心に高集積化が進められた。

しかし、高集積化にともない、それまでの集積回

路のトレンドを示してきた「ムーアの法則」の限界

が見え始めた。いまでは、新しい材料を投入してこ

の限界を延長する試みが進められている。2)

ここでは半導体デバイスの90%以上を占める

SiMOSFETに関係する材料の変化と今後のトレン

ド、それに有機材料、化合物半導体材料に関する傾

向を概観する。

22）研究動向
１）SiMOSFETの現状と今後の材料

現在のSiデバイスのゲートノードはhp 65nmノー

ド（hp：ハーフピッチの略。実際のゲート幅はその

半分の30nm程度）であるが、この幅は最終的には

10nm程度まで微細化され、その後、「ポストスケー

リング世代」が2015年あたりから登場するとされて

いる。2)その間、SiMOSFETに関連する材料の課題は

ゲート絶縁膜材料（High-k材料）、メタルゲート材料、

層間絶縁膜（Low-k材料）、チャネル材料、配線材料、

など材料に関する研究も多岐にわたっている。

・ゲート絶縁膜材料（High-k材料）

現在のゲート絶縁膜にはSiONが用いられているが、

次世代のMOSFETにはより誘電率の高い材料が求め

られる。この材料は通常「High-k材料」と呼ばれてい

る。このゲート絶縁膜に関する研究は1996年あたりか

ら急激に増加してきた。この材料として高誘電率をも

つ酸化物のHfO2にSiO2やAl2O3などを加えて非晶質化

したものが材料として有力視されている。その後はよ

り高誘電率でSiとの電気的整合性（低界面準位）に優

れ、Siとの間にSiO2を形成せず、しかも高周波動作に

耐えられる絶縁膜が求められる。次期ゲート酸化物と

してはｆ電子を有するLa2O3をベースにした希土類酸

化物が考えられている。MOSFETの動作を考慮した

場合、ゲート絶縁膜の誘電率は30程度が限界とされて

いる。この値を非晶質材料で実現することは難しく、

最終的にはエピタキシャル成長あるいはそれに近い構

造をもつゲート絶縁膜が登場すると考えられる。

・ゲート材料

ゲート材料はこれまで多結晶Siに不純物を高濃度に

ドープし、金属化したものが用いられてきた。しかし、
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集積度が向上するにつれ、金属そのものが使われると

予想される。求められる要件は低抵抗化と、仕事関数

の制御である。現在はTiNなどの窒化金属やSiとの合金

である金属シリサイドがその候補として研究されてい

る。しかし、電気抵抗の観点からするとさらに低抵抗

化した材料がもとめられる。仕事関数の制御では金属

間化合物を利用したものや金属過剰な窒化金属、各種

金属シリサイドなどに関する報告が最近増えている。

仕事関数の連続制御という観点からすると全率固溶体

であることが望ましいが、自己整合的に仕事関数を固

定する観点からすると中間層の多くある合金系が有利

となる場合もある。メタルゲートの研究は2003年あた

りから増え始めており、増加する傾向にある。

・層間絶縁膜（Low-k材料）

多層配線間の層間絶縁膜材料には信号の高速伝達

の観点から誘電率の低い材料、いわゆるLow-k材料が

求められる。必要な誘電率はε=2.7以下の材料である

が、バルク材料でこの条件を満たす材料を見つけるこ

とは難しい。この目的のために層間絶縁膜であるSiO2

に中空構造を入れて多孔質化し、膜としての誘電率を

下げる試みや炭素系低誘電率材料、低誘電率の有機材

料などが次世代のLow-k材料として注目され、その研

究も1995年当たりから盛んになっている。しかし、こ

うした多孔質化や有機材料の採用は構造的強度の不足

を招く。集積回路においても層間絶縁膜を平坦化する

ために化学機械研磨 CMP（Chemical Mechanical

Polishing）といわれる研磨工程があり、強度の不足は

大きな問題となる。2)そのために将来の層間絶縁膜には

誘電率の低い有機材料と機械的な強度のある補強剤

（構造材料）を混合した複合材料の開発が必要である。

これらの傾向を図１にまとめた。

・チャネル材料

次世代デバイスでは高速動作、高周波領域での動

作が求められる。そのために、チャネル領域を歪ま

せてキャリアーの有効質量を変化させ、移動度を向

上させたり、キャリアー移動度の大きな材料である

GeをSiデバイスのチャネル層に導入することが検討

されている。

・配線材料

集積回路における配線材料はこれまでAlが主な材

料であった。しかし、高速信号伝達の観点から、よ

り抵抗の低い材料が検討され、現在はメッキ法で作

製するCu配線が主流になりつつある。この材料も将

来、微細化による抵抗の増加が問題になる。より高

速化を目指してさらに低抵抗化した配線材料も必要

になる。将来は光を使った配線も取り入れられると

考えられる。3)

また、ゲート配線材料としては多結晶Siゲートの

上に自己整合的に形成した金属シリサイドが用いら

れてきた。最近になり、この多結晶Si領域を完全に

シリサイド化したフルシリサイド（FUSI）の研究も

始まっている。（図２参照）

・他の関連材料

現行のフラッシュメモリーに変わる材料として磁

性金属膜と絶縁層を組み合わせた磁性メモリー

MRAM（Magnetic Random Access Memory）が最

近注目されており、この研究は1997年あたりから急

激に増えている。しかし、MRAMは磁性金属間の絶

縁材料の問題や消費電力が多いなどまだ課題を抱え

ている。

ペロブスカイト系酸化物は伝導体から絶縁物まで

幅広い特性を有し、誘電体、磁性体などの機能性も
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持っている。これらの特性から、今後の半導体関連

材料として用いられてゆくことが確実である。最近

では電圧で記録の書き込み・消去を行うRRAM

（Resistance Random Access Mermory）もペロブス

カイト酸化物材料をベースにその開発が進められて

おり今後、研究が盛んになることが期待される。こ

れらの傾向を図３に示す。

・有機材料

有機デバイスに関する研究や論文も1995年あたり

から増える傾向にある。有機デバイスはその駆動方

式が電流制御型であり、また電子の移動度がSiより

かなり遅いことから用途は表示素子などに限定され

るかもしれないが、環境への負荷が少ない点や曲げ

られる特徴を生かして、別の機能を有するデバイス

分野へ普及すると考えられる。（図４参照）

２）化合物半導体

化合物半導体の代表的な材料はGaAsである。こ

の材料はこれまで発光素子や赤外線レーザ、それに

高速トランジスタ（HEMT）などに使われている。

この分野の研究は1980年代から高い水準にあり、多

くの研究がなされてきた。それ以上に、この研究は

1992～1993年に急激に盛んになっている。この時代、

量子細線や量子ドットなど新規性のある構造が提案

され、またGaAsにMnを入れたIII-V系希釈磁性半導

体の登場などがその時代背景にあると思われる。

しかし、このGaAsに関する研究は1998年を境に低

下する方向にある。代わってGaNに関する研究が増

加している。特に2000年にInNのバンドギャップが

0.7eVであることが報告され、GaInNの組成制御で赤

から青までの広い発光波長が実現する可能性がでて

きたことや、GaNの電界耐圧の高さを利用した数百

GHz帯に対応するGaN-HEMTが提案されたことなど

により、研究の対象がGaAsからGaNへ移行しつつあ

ることを反映しているものと思われる。この傾向を

図５に示す。

昨年、ZnOを使ったLEDが東北大学から発表され、

大きな話題になっている。ZnOによる紫外光LEDは

蛍光灯に代わる新しい白色光源として期待される。

また資源として豊富で安価であることなどGaNには

ない優位性を持っている。

33）今後の展開
今後のSi半導体の集積度はArFエキシマレーザと

液浸技術などを使ってhpゲートノード22nm世代

（実際のゲート幅は10nm）までは確実に進むといわ

れている。この時代は2015年前後とされており、そ

れまでの向こう10年間はSiデバイスが半導体デバイ

スの主流を占めることは確実である。しかし、同時

にこれまでにない傾向として多くの新規材料がその

プロセスに導入されはじめている。これまでSi系電

子デバイスは、集積化により高速化及び高機能化を

実現してきたが、今後は材料や構造を変えてこのト

レンドを維持する。この現行のプロセスを維持しつ
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つ処理速度の向上をめざす傾向は今後も当面変わら

ない。ここではMOSFET周辺の材料を主に紹介した

が、これら以外にもソース、ドレインからの垂直方

向配線であるプラグ用材料としてのカーボンナノチ

ューブや実装技術に使用される鉛を含まないハンダ

などの材料開発も必要である。

その後のSi系デバイスは「ポストスケーリング」

世代に入る。ここではデバイスの構造と材料が変わ

り、これまでの２次元的な構造に代わり、狭い領域

に縦方向にデバイス構造を作成した３次元的なデバ

イスが出現するとされている。例えばFinFETやTri-

Gateトランジスタなどがその例であり、立体的な構

造が特徴である。

そのなかで注目されているのがカーボンナノチュ

ーブ（CNT）を使ったMISFETである。CNTはOn

電流が多く取れる点と電界強度がSiより優れている

点、また不純物をCNTのなかに取り込めてしかも不

純物散乱による移動度の低下がないなどが他の材料

にない優位性を持っている。CNTをつかったトラン

ジスタはスタンフォード大学で試作されその動作が

確認され、研究も年々盛んになっている（図６参照）。

今後の課題はナノデバイスをいかに集積化するこ

とにある。これに関して、縦型で巻状ゲートを持っ

たMOSFETを集積化した試みが2001年に東芝から提

案されている。4)この研究はポストスケーリング世代

のSi系デバイスの先駆けとなるかもしれない。

また、原子スイッチなど原子レベルで動作をする

デバイスも今後登場してくると期待される。5)

44）まとめ
Si系電子デバイスの特徴は微細加工技術を利用し

て集積化による高速化、高機能化を実現してきたこ

とである。この傾向は今後、ポストスケーリング世

代になっても変わることはない。これらのことを考

えると基本材料としてのSiの優位性は当面維持され

ると思われる。その中に一部、GeやCNTを使った

MISFET、GaNなどを使った高周波トランジスタ、

光配線などが混載され１チップで多機能を実現する

デバイスが出現する。ゲート絶縁膜、有機層間絶縁

膜など関連する多くの新規材料の開発が求められ、

半導体材料はより多くの分野からの知見を集めてそ

れらを統合していく必要に迫られることになる。

また、化合物半導体は量子ドットを使った量子デ

バイスを担うGaAs系材料と発光素子、照明器具、高

周波トランジスタなどへの応用が期待されるGaN系、

それに特徴ある機能を実現する酸化物系（酸化物エ

レクトロニクス）とに分かれると考えられる。

2010年には社会はユビキタス社会が登場するとさ

れ、すべての機器がネットワーク化され、高速デー

タ通信網がそれらを結んだ社会となる。半導体材料

はこれらの社会を支える基盤であり、その重要性は

ますます高まっている。それと同時に多様な機能を

実現するための材料の開発が必要不可欠である。

引用文献

115

半
　
導
　
体
　
材
　
料

0404

CNTトランジスタ�

年　度�

論
　
文
　
数
�

1990�

25�

15�

10�

20�

5�

0�
1995� 2000� 2005�

CNT Tr

図６　CNTトランジスタの傾向

1)

2)

3)

4)

5)

「半導体工学（高橋清著）」、

S. M. Sze, Physics of Semiconductor Device,

High-Speed Semiconductor Device,

Semiconductor Device 他

例えば半導体技術ロードマップ専門委員会

http://strj-jeita. elisasp. net/strj/

例えばSi Opticsに関しては

http://developer. intel. com/technology/

silicon/sp/index. htm 他

T. Endoh, M. Suzuki, H. Sakuraba, F. Masuoka,

IEEE Trans. Electron Devices, 48, 1599-1603

（2001）.

K.Terabe , T.Hasegawa, T Nakayama, M.Aono,

Nature, 433, 7021（2005）.

http://strj-jeita.elisasp.net/strj/
http://strj-jeita.elisasp.net/strj/
http://developer.intel.com/technology/silicon/sp/index.htm
http://developer.intel.com/technology/silicon/sp/index.htm



