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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の測定条件群に属する１または複数の測定条件と，第二の測定条件群に属する１ま
たは複数の測定条件と，測定条件の値に応じた測定対象の実測値とを有する実測値データ
が，複数記憶された実測値データ記憶部と，
　ある第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せにおける複数の実測値データを選
択対象とした場合に，全実測値データまたは選択対象以外の実測値データに基づいて，前
記第一の測定条件群および前記第二の測定条件群に属する測定条件を説明変数とし，前記
測定対象を目的変数として，説明変数をもとに目的変数を近似する近似関数を算出する近
似関数算出部と，
　前記選択対象とされた複数の実測値データのそれぞれについて，前記選択対象とされた
実測値データが有する測定対象の実測値と前記近似関数により得られる測定対象の近似値
とから，前記近似関数に対する前記選択対象とされた実測値データの近似誤差を算出する
近似誤差算出部と，
　前記選択対象とされた複数の実測値データから，前記算出された近似誤差が最小となる
実測値データを選択する実測値データ選択部とを備える
　ことを特徴とする実測値データ選択装置。
【請求項２】
　前記近似関数算出部は，ＳＶＭ回帰分析の統計解析により，前記近似関数を算出する
　ことを特徴とする請求項１に記載された実測値データ選択装置。
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【請求項３】
　ある第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せにおいて前記選択された実測値デ
ータを検定対象とした場合に，前記選択された全実測値データの近似誤差の分布または検
定対象以外の前記選択された実測値データの近似誤差の分布について，近似誤差の確率密
度関数を算出する確率密度関数算出部と，
　前記確率密度関数により，近似誤差が前記検定対象である実測値データの近似誤差以上
となる確率を算出し，算出された確率が所定の閾値以上である場合に，前記検定対象であ
る実測値データが信頼できると判定する実測値データ検定部とを備える
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載された実測値データ選択装置。
【請求項４】
　前記確率密度関数算出部は，カーネル密度推定の統計解析により，前記確率密度関数を
算出する
　ことを特徴とする請求項３に記載された実測値データ選択装置。
【請求項５】
　前記第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せごとに選択された実測値データに
基づいて，データの統計解析を行い，前記選択された実測値データについての統計的デー
タ傾向を提示するデータ傾向提示部を備える
　ことを特徴とする請求項１から請求項４までのいずれかに記載された実測値データ選択
装置。
【請求項６】
　１または複数の測定条件と，測定条件の値に応じた測定対象の実測値とを有する実測値
データが，複数記憶された実測値データ記憶部と，
　前記複数の実測値データに基づいて，前記測定条件を説明変数とし，前記測定対象を目
的変数として，説明変数をもとに目的変数を近似する近似関数を算出する近似関数算出部
と，
　前記複数の実測値データのそれぞれについて，前記実測値データが有する測定対象の実
測値と前記近似関数により得られる測定対象の近似値とから，前記近似関数に対する前記
実測値データの近似誤差を算出する近似誤差算出部と，
　前記複数の実測値データから，前記算出された近似誤差が最小となる実測値データを選
択する実測値データ選択部とを備える
　ことを特徴とする実測値データ選択装置。
【請求項７】
　第一の測定条件群に属する１または複数の測定条件と，第二の測定条件群に属する１ま
たは複数の測定条件と，測定条件の値に応じた測定対象の実測値とを有する実測値データ
が，複数記憶された記憶部を備える実測値データ選択装置のコンピュータによる実測値デ
ータ選択方法であって，
　前記コンピュータが，
　ある第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せにおける複数の実測値データを選
択対象とした場合に，前記記憶部に記憶された，全実測値データまたは選択対象以外の実
測値データに基づいて，前記第一の測定条件群および前記第二の測定条件群に属する測定
条件を説明変数とし，前記測定対象を目的変数として，説明変数をもとに目的変数を近似
する近似関数を算出する過程と，
　前記選択対象とされた複数の実測値データのそれぞれについて，前記選択対象とされた
実測値データが有する測定対象の実測値と前記近似関数により得られる測定対象の近似値
とから，前記近似関数に対する前記選択対象とされた実測値データの近似誤差を算出する
過程と，
　前記選択対象とされた複数の実測値データから，前記算出された近似誤差が最小となる
実測値データを選択する過程とを実行する
　ことを特徴とする実測値データ選択方法。
【請求項８】
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　第一の測定条件群に属する１または複数の測定条件と，第二の測定条件群に属する１ま
たは複数の測定条件と，測定条件の値に応じた測定対象の実測値とを有する実測値データ
が，複数記憶された記憶部を備える実測値データ選択装置のコンピュータが実行するプロ
グラムであって，
　前記コンピュータに，
　ある第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せにおける複数の実測値データを選
択対象とした場合に，前記記憶部に記憶された，全実測値データまたは選択対象以外の実
測値データに基づいて，前記第一の測定条件群および前記第二の測定条件群に属する測定
条件を説明変数とし，前記測定対象を目的変数として，説明変数をもとに目的変数を近似
する近似関数を算出する手順と，
　前記選択対象とされた複数の実測値データのそれぞれについて，前記選択対象とされた
実測値データが有する測定対象の実測値と前記近似関数により得られる測定対象の近似値
とから，前記近似関数に対する前記選択対象とされた実測値データの近似誤差を算出する
手順と，
　前記選択対象とされた複数の実測値データから，前記算出された近似誤差が最小となる
実測値データを選択する手順とを
　実行させるための実測値データ選択プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　複数の実測値データから妥当な実測値データを選択する実測値データ選択装置，実測値
データ選択方法および実測値データ選択プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　測定により得られた実測値のデータを利用したコンピュータ処理が行われている。例え
ば，回路や回路素子のシミュレーションを行うシミュレータでは，精度良い計算が行われ
るようにするために，あらかじめ用意された実測値データに基づいた，シミュレーション
の計算条件の調整が行われる。
【０００３】
　実測値データは，測定によるばらつきを低減するために，同一測定条件の複数回の測定
により得られた複数の同一測定条件の実測値データから，妥当と思われるものが選択され
てコンピュータ処理に利用される。また，実測値データは，同一測定条件に該当する複数
の測定対象について測定した複数の実測値データから，妥当と思われるものが選択されて
コンピュータ処理に利用される。
【０００４】
　このような実測値データの選択は，例えば，技術者の経験や知識に基づいて行われる。
技術者は，例えば，測定条件の値を横軸とし，測定結果として得られる測定対象の値を縦
軸としたグラフを作成し，作成されたグラフを目視することにより，複数の実測値データ
から妥当と思われるものを選択する。
【０００５】
　なお，実測値データが入力されることを前提として，実測値と計算値とのフィッティン
グを良くするために，シミュレータのパラメータ調節を行う技術が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－１２４６６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述のように技術者の経験や知識に基づいて実測値データの選択が行われると，選択さ
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れた実測値データの信頼性は，技術者のスキルに依存する。すなわち，スキルが低い技術
者によって選択された実測値データの信頼性が低くなってしまうという問題がある。
【０００８】
　また，複数の測定条件の値の組合せが測定結果として得られる測定対象の値に影響する
ような場合に，技術者が，測定条件ごと個別に測定条件と測定対象との関係をグラフで見
ても，複数の測定条件の組合せと測定対象との関係の全体像は分かりにくい。すなわち，
技術者が，複数の測定条件の組合せと測定対象とのデータ傾向に基づいて，実測値データ
を適切に選択することは難しいという問題がある。
【０００９】
　本発明は，上記の問題点の解決を図り，技術者に依存せずに，安定的に信頼性が高い実
測値データの自動選択が可能となる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　実測値データ選択装置は，第一の測定条件群に属する１または複数の測定条件と，第二
の測定条件群に属する１または複数の測定条件と，測定条件の値に応じた測定対象の実測
値とを有する実測値データが，複数記憶された実測値データ記憶部と，ある第一の測定条
件群に属する測定条件の値の組合せにおける複数の実測値データを選択対象とした場合に
，全実測値データまたは選択対象以外の実測値データに基づいて，第一の測定条件群およ
び第二の測定条件群に属する測定条件を説明変数とし，測定対象を目的変数として，説明
変数をもとに目的変数を近似する近似関数を算出する近似関数算出部と，選択対象とされ
た複数の実測値データのそれぞれについて，選択対象とされた実測値データが有する測定
対象の実測値と近似関数により得られる測定対象の近似値とから，近似関数に対する選択
対象とされた実測値データの近似誤差を算出する近似誤差算出部と，選択対象とされた複
数の実測値データから，算出された近似誤差が最小となる実測値データを選択する実測値
データ選択部とを備える。
【発明の効果】
【００１１】
　客観的かつ自動的に，妥当な実測値データが選択できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】トランジスタの設計開発におけるシミュレーションの概要を説明する図である。
【図２】本実施の形態による実測値データ選択装置の構成例を示す図である。
【図３】本実施の形態によるトランジスタを用いた実測定により得られた実測値データの
例を示す図である。
【図４】本実施の形態による実測値データのデータ構成例を示す図である。
【図５】本実施の形態の実測値データ選択処理部による実測値データ選択のイメージを示
す図である。
【図６】ＳＶＭ回帰分析の統計解析による近似関数の算出を説明する図である。
【図７】実測値データが有するレコードごとの測定対象の実測値と測定対象の近似値との
対応の例を説明する図である。
【図８】本実施の形態の実測値データ選択処理部による実測値データ選択処理フローチャ
ートである。
【図９】本実施の形態による実測値データの検定を説明する図である。
【図１０】カーネル密度推定の統計解析による確率密度関数の算出を説明する図である。
【図１１】本実施の形態の実測値データ検定処理部による実測値データ検定処理フローチ
ャートである。
【図１２】回帰木分析の統計解析によるデータ傾向の解析を説明する図である。
【図１３】回帰木分析の統計解析によるデータ傾向の解析を説明する図である。
【図１４】本実施の形態のデータ傾向提示処理部によるデータ傾向提示処理フローチャー
ト（１）である。
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【図１５】本実施の形態による第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せと近似誤
差との対応データの例を示す図である。
【図１６】本実施の形態による回帰木分析の統計解析の例を示す図である。
【図１７】本実施の形態による第一の測定条件群に属する測定条件の値の範囲と近似誤差
の代表値との関係を示す情報の例を示す図である。
【図１８】本実施の形態のデータ傾向提示処理部によるデータ傾向提示処理フローチャー
ト（２）である。
【図１９】本実施の形態による第一の測定条件群および第二の測定条件群に属する測定条
件の値の組合せと，測定対象の実測値と近似値の差との対応データの例を示す図である。
【図２０】本実施の形態による各測定条件の値の範囲と測定対象の実測値と近似値の差の
代表値との関係を示す情報の例を示す図である。
【図２１】本実施の形態のデータ傾向提示処理部によるデータ傾向提示処理フローチャー
ト（３）である。
【図２２】本実施の形態による各測定条件の値の組合せごとの，測定対象の実測値と測定
対象の近似値との対応データの例を示す図である。
【図２３】本実施の形態による測定対象の実測値と近似値との対応をプロットした散布図
の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下，本実施の形態について，図を用いて説明する。以下では，例えばＭＯＳＦＥＴ（
Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ）などのトランジスタの電流電圧
特性を示す実測値データを例として，本実施の形態の実測値データ選択の例を説明する。
なお，電流電圧特性とは，電流と電圧との関係のことである。
【００１４】
　図１は，トランジスタの設計開発におけるシミュレーションの概要を説明する図である
。
【００１５】
　トランジスタの設計開発は，トランジスタの電流と電圧との関係に基づいて行われる。
このとき，トランジスタの電流と電圧との関係は，計算機でシミュレーションされる。シ
ミュレーションでは，例えば，図１（Ａ）に示すように，シミュレータ５００にトランジ
スタのゲート長，ゲート幅，各電圧の値が入力される。シミュレータ５００は，実測値に
基づいて調整された実行条件に従って計算を行い，トランジスタの電流の値を出力する。
なお，図１（Ａ）の例において，電圧Ｄ，電圧Ｇ，電圧Ｓ，電圧Ｂは，それぞれトランジ
スタのドレイン電圧，ゲート電圧，ソース電圧，バックゲート電圧を示している。
【００１６】
　実行条件の調整は，用意された実測値に基づいて，シミュレーション実行前の初期設定
時に行われる。具体的には，シミュレータ５００は，入力されたゲート長，ゲート幅，各
電圧から実行条件に基づいて計算される電流の計算値と，用意された電流の実測値とのフ
ィッティングを行う。すなわち，シミュレータ５００は，計算値が実測値と近い値となる
ように，実行条件を調整する。精度が高いシミュレーションを実行するためには，信頼性
が高い実測値データを用いた実行条件の調整が重要となる。
【００１７】
　シミュレータの実行条件の調整に用いる実測値データを得るために，トランジスタを用
いた実測定が行われる。測定では，測定のばらつきを低減するために，同条件の測定が複
数回行われ，複数の実測値データが作成される。例えば，同一ウェハ（Wafer ）上に加工
された，同一のゲート長とゲート幅の値に該当する，複数のトランジスタの実測値データ
が作成される。作成された複数の実測値データから妥当な実測値データが選択され，シミ
ュレータの実行条件の調整に用いられる。
【００１８】
　実測値データの選択は，例えば，技術者の経験や知識に基づいて行われる。
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【００１９】
　技術者は，例えば，ゲート長，ゲート幅，各電圧などの測定条件から１つの条件を選ん
で横軸とし，測定対象である電流を縦軸とした，実測値データのグラフを作成する。ここ
では，電圧Ｄを横軸とし，電流を縦軸とした図１（Ｂ）に示すようなグラフが作成された
ものとする。図１（Ｂ）のグラフにおける各曲線は，実測値データの各レコードにおける
電圧Ｄの値と測定された電流の値との関係から得られた近似曲線である。ここでは，３回
の測定が行われ，実測値データａ，実測値データｂ，実測値データｃの３つの実測値デー
タが視覚化されたグラフが作成されたものとする。
【００２０】
　技術者は，作成されたグラフを目視し，中央値に対応する実測値データを，シミュレー
タ５００の実行条件の調整に用いる実測値データとして選択する。例えば，図１（Ｂ）に
おいて，技術者は，中央値に対応する実測値データｂを選択する。
【００２１】
　このように技術者の経験や知識に基づいて実測値データの選択が行われると，選択され
た実測値データの信頼性は，技術者のスキルに依存したものとなる。すなわち，スキルが
高い技術者によって選択された実測値データの信頼性は高いが，スキルが低い技術者によ
って選択された実測値データの信頼性は低い。
【００２２】
　また，ゲート長，ゲート幅，各電圧など，測定条件が複数ある場合でも，技術者は，各
測定条件と電流との関係を示すグラフをそれぞれ作成することにより，測定条件ごと個別
に各実測値データの傾向を判断することはできる。しかし，同時にすべての測定条件と電
流との関係を示すグラフを作成することができないため，技術者は，すべての測定条件と
電流値との関係に基づいて，トータル的に各実測値データの傾向を判断することはできな
い。例えば，ある測定条件と電流値との関係において中央値に対応する実測値データであ
ると判断できる実測値データが，別の測定条件と電流値との関係においては中央値に対応
する実測値データであると判断できない場合も考えられる。
【００２３】
　以下では，各実測値データについて複数の測定条件の組合せと測定対象とのデータ傾向
を客観的に判断し，適切な実測値データを自動的に選択する，本実施の形態による実測値
データ選択装置について説明する。
【００２４】
　図２は，本実施の形態による実測値データ選択装置の構成例を示す図である。
【００２５】
　実測値データ選択装置１０は，統計的な解析による客観的な手法を用いて，複数の実測
値データから適切な実測値データを選択する。実測値データ選択装置１０は，コンピュー
タが備えるＣＰＵ，メモリ等のハードウェアと，ソフトウェアプログラムとにより実現さ
れる。
【００２６】
　図３は，本実施の形態によるトランジスタを用いた実測定により得られた実測値データ
の例を示す図である。
【００２７】
　本実施の形態では，トランジスタのゲート長，ゲート幅の値の組合せごとに，トランジ
スタの電圧Ｄ，電圧Ｇ，電圧Ｓの値の組合せを変えながら，測定対象である電流の測定が
行われたものとする。ここでは，ゲート長とゲート幅の測定条件を合わせて第一の測定条
件群と呼び，電圧Ｄと電圧Ｇと電圧Ｓの測定条件を合わせて第二の測定条件群と呼ぶもの
とする。すなわち，本実施の形態では，第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せ
ごとに，第二の測定条件群に属する測定条件の値の組合せを変えながら，測定対象の測定
が行われる。
【００２８】
　測定は，第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せごとに，それぞれ複数回行わ
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れる。すなわち，本実施の形態において，第一の測定条件群に属するトランジスタのゲー
ト長，ゲート幅の値の組合せごとにそれぞれ複数回の測定が行われ，その結果として第一
の測定条件群に属する測定条件の値の組合せごとに複数の実測値データが得られる。
【００２９】
　なお，第一の測定条件群と第二の測定条件群との分類の仕方は任意である。トランジス
タについては，ゲート長とゲート幅とを第一の測定条件群に属する測定条件とし，各電圧
を第二の測定条件群に属する測定条件とするのが好適である。
【００３０】
　図３において，菱形で表された点は，測定が行われたトランジスタのゲート長とゲート
幅の値の組合せを示している。本実施の形態では，説明を簡単にするために，図３に示す
ように，３つのゲート長Ｌ1 ，Ｌ2 ，Ｌ3 と，３つのゲート幅Ｗ1 ，Ｗ2 ，Ｗ3 との組合
せごとに，それぞれ３回ずつ実測定が行われたものとする。すなわち，本実施の形態では
，図３に示すように，ゲート長Ｌ1 ，Ｌ2 ，Ｌ3 とゲート幅Ｗ1 ，Ｗ2 ，Ｗ3 との組合せ
ごとに，それぞれ３つの実測値データが得られる。
【００３１】
　なお，あるゲート長とゲート幅との組合せにおける３つの実測値データは，１つのトラ
ンジスタに対する３回の実測定によって得られた実測値データであってもよいし，同じゲ
ート長とゲート幅を持つ３つのトランジスタに対する実測定によって得られた実測値デー
タであってもよい。
【００３２】
　実測値データ選択装置１０は，トランジスタのゲート長とゲート幅との組合せごとに用
意された複数の実測値データから，それぞれ妥当な実測値データを選択する。
【００３３】
　実測値データ選択装置１０は，実測値データ取得部１１，実測値データ記憶部１２，実
測値データ選択処理部１３，選択実測値データ記憶部１４，実測値データ検定処理部１５
，データ傾向提示処理部１６を備える（図２）。
【００３４】
　実測値データ取得部１１は，実測定により得られた実測値データを取得し，実測値デー
タ記憶部１２に格納する。実測値データ記憶部１２は，実測値データを記憶する記憶装置
である。
【００３５】
　本実施の形態において，実測値データ取得部１１は，図３に示すトランジスタのゲート
長とゲート幅との組合せごとに，それぞれ３回の実測定により得られた３つの実測値デー
タを取得する。
【００３６】
　図４は，本実施の形態による実測値データのデータ構成例を示す図である。
【００３７】
　図４に示す実測値データは，ゲート長Ｌ2 ，ゲート幅Ｗ2 のトランジスタを用いた実測
定により得られた実測値データの例である。図４（Ａ）～（Ｃ）は，それぞれゲート長Ｌ

2 ，ゲート幅Ｗ2 のトランジスタを用いた１回目の実測定により得られた実測値データａ
，２回目の実測定により得られた実測値データｂ，３回目の実測定により得られた実測値
データｃの例を示す。
【００３８】
　図４に示すように，実測値データが有する各レコードは，ゲート長，ゲート幅，電圧Ｄ
，電圧Ｇ，電圧Ｓの各測定条件と，それらの測定条件において測定された電流の実測値と
のデータを持つ。３回の測定を通して，測定条件はすべて同条件であるものとする。すな
わち，図４（Ａ）～（Ｃ）に示す各実測値データは，互いにゲート長，ゲート幅，各電圧
の値の組合せが同じレコードを，それぞれ有するものとする。
【００３９】
　実測定では，測定条件の値が同じであっても，同じ測定対象の値が得られるとは限らな
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い。例えば，図４（Ａ）～（Ｃ）に示す各実測値データにおいて，ゲート長がＬ2 ，ゲー
ト幅がＷ2 ，電圧ＤがＶD1，電圧ＧがＶG1，電圧ＳがＶS1の組合せであっても，それぞれ
実測定により得られる電流の実測値Ｉa1，Ｉb1，Ｉc1が互いに異なる可能性は十分にある
。
【００４０】
　実測値データ選択処理部１３は，第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せごと
に複数存在する実測値データから，適切な実測値データを１つ選択する。選択実測値デー
タ記憶部１４は，実測値データ選択処理部１３により選択された実測値データに関する情
報が記憶される記憶装置である。
【００４１】
　図５は，本実施の形態の実測値データ選択処理部による実測値データ選択のイメージを
示す図である。
【００４２】
　実測値データ選択処理部１３は，実測値データ記憶部１２に記憶された複数の実測値デ
ータに基づいて，ゲート長，ゲート電圧，各電圧の測定条件から測定対象である電流を求
める近似関数を生成する。実測値データ選択処理部１３は，選択対象となる複数の実測値
データについて，生成された近似関数による近似誤差を比較し，近似誤差が最小の実測値
データを選択する。
【００４３】
　図５に示すグラフにおいて，点線の曲線は，複数の実測値データから生成された近似関
数による近似曲面をイメージしたものである。また，図５（Ａ）～（Ｃ）に示すそれぞれ
のグラフにおいて，実線の曲線は，選択対象となっているそれぞれの実測値データａ～ｃ
について，各実測値データの各レコードにおける各測定条件の値と測定された電流の実測
値との関係から得られる曲面をイメージしたものである。図５に示す例では，図５（Ｃ）
に示す実測値データｃの近似誤差が最も小さく，図５（Ａ）に示す実測値データａの近似
誤差が最も大きい。この場合には，実測値データ選択処理部１３により，図５（Ｃ）に示
す実測値データｃが選択される。
【００４４】
　このように，実測値データ選択処理部１３は，ゲート長，ゲート電圧，各電圧の組合せ
の効果を統計解析により客観的に判断し，選択対象となった複数の実測値データからの適
切な実測値データの選択を自動的に行う。
【００４５】
　図２において，実測値データ選択処理部１３は，近似関数算出部１３１，近似誤差算出
部１３２，実測値データ選択部１３３を備える。
【００４６】
　近似関数算出部１３１は，実測値データ記憶部１２に記憶された複数の実測値データに
基づいて，各測定条件を説明変数とし，測定対象を目的変数とし，説明変数をもとに目的
変数を近似する近似関数を算出する。トランジスタの例では，近似関数算出部１３１は，
ゲート長，ゲート電圧，各電圧を説明変数とし，電流を目的変数とする。なお，説明変数
は，目的変数を説明する変数のことであり，独立変数とも呼ばれる。また，目的変数は予
測したい変数のことであり，従属変数とも呼ばれる。説明変数は，物事の原因としてとら
えることもでき，目的変数は，物事の結果としてとらえることもできる。
【００４７】
　本実施の形態では，近似関数算出部１３１は，選択対象以外の複数の実測値データから
近似関数を生成する。例えば，図３に示す例において，ゲート長Ｌ2 ，ゲート幅Ｗ2 の組
合せにおける実測値データが選択対象であるものとする。このとき，近似関数算出部１３
１は，選択対象となっていない（Ｌ1 ，Ｗ1 ），（Ｌ1 ，Ｗ2 ），（Ｌ1 ，Ｗ3 ），（Ｌ

2 ，Ｗ1 ），（Ｌ2 ，Ｗ3 ），（Ｌ3 ，Ｗ1 ），（Ｌ3 ，Ｗ2 ），（Ｌ3 ，Ｗ3 ）の（ゲ
ート長，ゲート幅）の組合せにおける実測値データから，近似関数を生成する。
【００４８】
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　なお，近似関数算出部１３１が，選択対象の実測値データを含む複数の実測値データか
ら近似関数を生成するようにしてもよい。選択対象の実測値データを含めて近似関数を生
成すると，当然，生成された近似関数は選択対象の実測値データに近いものとなる。近似
関数の客観性を考慮して，選択対象以外の複数の実測値データから近似関数を生成した方
が，より信頼性の高い実測値データの選択が可能となる。
【００４９】
　複数の測定条件の組合せと測定対象とのデータ傾向を解析する技術として，多項式関数
による近似の技術がある。ただし，測定条件と測定対象とが複雑に関係する場合には，多
項式関数では，十分な精度の近似ができないという問題がある。
【００５０】
　本実施の形態では，近似関数算出部１３１は，ゲート長，ゲート電圧，各電圧の測定条
件を説明変数とし，測定対象である電流の変数を目的変数としてＳＶＭ（Support vector
 machine）回帰分析の統計解析を行い，説明変数をもとに目的変数を近似する近似関数を
算出する。
【００５１】
　例えばデータベースマーケティングのように，顧客に対してキャンペーンを行うことを
想定した場合に，顧客の属性をもとに顧客からの応答があるかないかを予測するために用
いられる統計解析手法として，ＳＶＭ（Support vector machine）分析がある。ＳＶＭ分
析は，例えば顧客からの応答があるかないかのように，目的変数が２値の場合に用いられ
る統計解析手法である。
【００５２】
　ＳＶＭ回帰分析は，目的変数として連続変数を扱えるように，ＳＶＭ分析を拡張した統
計解析手法である。ＳＶＭ回帰分析は，測定条件と測定対象との関係が非線形の場合であ
っても，精度よく近似することができる可能性がある統計解析手法である。
【００５３】
　本実施の形態では，近似関数算出部１３１は，ＳＶＭ回帰分析の統計解析を用いて，選
択対象以外の複数の実測値データから，例えば次の式（１）に示すような近似関数を生成
する。
【００５４】
【数１】

【００５５】
　式（１）において，変数ｘは，１または複数の測定条件の変数を示す。Ｍは，測定条件
の数である。すなわち，測定条件が複数である場合に，ｘ（１），... ，ｘ（Ｍ）は，各
測定条件の変数を示している。
【００５６】
　例えば，図４に示す実測値データの例において，測定条件はゲート長，ゲート幅，電圧
Ｄ，電圧Ｇ，電圧Ｓの５つである。このとき，測定対象である電流を近似するための近似
関数ｆ（ｘ）において，測定条件を示す変数は，それぞれｘ（１），ｘ（２），ｘ（３）
，ｘ（４），ｘ（５）となる。
【００５７】
　また，式（１）において，ｄは，近似関数の生成に用いた実測値データの各レコードを
示す。Ｎは，近似関数の生成に用いた全実測値データが有するすべてのレコードを合わせ
た数である。ここでは，近似関数の生成に用いた実測値データが有する各レコードを，近
似対象データと呼ぶものとする。すなわち，ｄ（ｉ，ｊ）は，近似関数の生成に用いるす
べての近似対象データの中でｉ番目の近似対象データにおけるｊ番目の測定条件の値とな
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る。
【００５８】
　例えば，図３に示す例において，選択対象がゲート長Ｌ2 ，ゲート幅Ｗ2 の実測値デー
タである場合に，近似関数の生成に用いられる実測値データは，ゲート長Ｌ2 ，ゲート幅
Ｗ2 の実測値データ以外の各実測値データである。このとき，近似関数の生成に用いられ
る各実測値データが有する各レコードが，算出する近似関数のもととなる近似対象データ
となる。
【００５９】
　また，式（１）において，ａは，近似関数の生成に用いられた実測値データのレコード
ごとに求められる係数である。係数ａは，ＳＶＭ回帰分析によって，対象のレコードのデ
ータをもとに調整される。
【００６０】
　図６は，ＳＶＭ回帰分析の統計解析による近似関数の算出を説明する図である。
【００６１】
　図６には，説明を簡単にするため，４つの近似対象データから，ＳＶＭ回帰分析の統計
解析によって，近似関数ｆ（ｘ）を求める例が示されている。
【００６２】
　図６において，菱形で表された点は，近似対象データを表しており，菱形の点を中心と
する実線の曲線は，近似対象データから得られた近似のもとにする関数を示している。破
線の曲線は，近似対象データから得られた近似のもとにする関数に基づいて，ＳＶＭ回帰
分析の統計解析により算出された近似関数ｆ（ｘ）を表している。
【００６３】
　ＳＶＭ回帰分析では，上記の式（１）において，各近似対象データから得られた近似の
もとにする関数に対する係数ａを調整し，近似関数ｆ（ｘ）を生成する。ＳＶＭ回帰分析
では，近似に効果的な近似対象データが選択され，近似関数ｆ（ｘ）の生成に使用される
。
【００６４】
　なお，ＳＶＭ回帰分析に関する詳細は，例えば参考文献１などに記載されている。
【００６５】
　〔参考文献１〕
　Nello Cristianini 著／John Shawe-Taylor 著／大北　剛訳：「サポートベクターマシ
ン入門」，２００５年，共立出版
　ＳＶＭ回帰分析の統計解析を用いることにより，精度が高い近似関数の生成が可能とな
る。
【００６６】
　図２において，近似誤差算出部１３２は，選択対象である各実測値データのそれぞれに
ついて，実測値データが有する測定対象の実測値と，算出された近似関数により得られる
測定対象の近似値とから，選択対象である実測値データの近似関数に対する近似誤差を算
出する。
【００６７】
　具体的には，近似誤差算出部１３２は，選択対象である実測値データが有するレコード
ごとに，各測定条件を近似関数ｆ（ｘ）の各変数に代入して，測定対象の近似値を求める
。
【００６８】
　近似誤差算出部１３２は，選択対象である実測値データが有するレコードごとに，その
レコードが有する測定対象の実測値と，そのレコードにおける各測定条件を近似関数に代
入することにより得られた近似値との差分を求める。
【００６９】
　近似誤差算出部１３２は，選択対象である実測値データが有するレコードごとの実測値
と近似値との差分について，例えば二乗平均を算出することにより，その実測値データの
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近似関数に対する近似誤差を算出する。ここで算出された実測値データの近似誤差は，そ
の実測値データが近似関数に対してどのくらい近いかを表している。なお，実測値データ
の近似誤差の算出については，二乗平均に限らず，様々な計算手法を用いることができる
。
【００７０】
　近似誤差算出部１３２は，このような近似関数に対する実測値データの近似誤差の計算
を，選択対象である複数の実測値データのそれぞれについて行う。
【００７１】
　図７は，実測値データが有するレコードごとの測定対象の実測値と測定対象の近似値と
の対応の例を説明する図である。
【００７２】
　図７に示す例は，図４（Ａ）に示すゲート長Ｌ2 ，ゲート幅Ｗ2 における実測値データ
ａについて，測定対象である電流の近似値が，レコードごとに求められた例である。
【００７３】
　例えば，実測値データａの１番目のレコードについて，近似誤差算出部１３２は，式（
１）に示す近似関数ｆ（ｘ）から，測定対象である電流の近似値を求める。具体的には，
近似誤差算出部１３２は，近似関数ｆ（ｘ）における各変数ｘ（１），ｘ（２），ｘ（３
），ｘ（４），ｘ（５）に，レコードが有する測定条件の値Ｌ2 ，Ｗ2 ，ＶD1，ＶG1，Ｖ

S1を代入し，電流の近似値Ｉa1’を得る。近似誤差算出部１３２は，実測値データａの２
番目のレコード以降についても同様に各測定条件を近似関数に代入した計算を行い，レコ
ードごとに電流の近似値Ｉa2’，Ｉa3’，... ，Ｉan’を求める。なお，ここでは実測値
データａがｎ個のレコードを有しているものとする。
【００７４】
　近似誤差算出部１３２は，実測値データａのレコードごとの電流の実測値と近似値との
差分の二乗平均（（Ｉa1－Ｉa1’）2 ＋... ＋（Ｉan－Ｉan’）2 ）／ｎを算出する。近
似誤差算出部１３２は，算出された実測値データａのレコードごとの電流の実測値と近似
値との差分の二乗平均を，近似関数に対する実測値データａの近似誤差とする。
【００７５】
　図２において，実測値データ選択部１３３は，選択対象となっている各実測値データの
近似誤差を比較し，近似誤差の値が最小の実測値データを，該当する第一の測定条件群に
属する測定条件の値の組合せにおける実測値データとして選択する。
【００７６】
　例えば，図４に示すゲート長Ｌ2 ，ゲート幅Ｗ2 の組合せにおける実測値データが選択
対象である場合に，実測値データ選択部１３３は３つの実測値データａ～ｃについて求め
られた近似誤差を比較し，実測値データａの近似誤差が最小であるものとする。このとき
，実測値データ選択部１３３は，ゲート長Ｌ2 ，ゲート幅Ｗ2 の組合せにおける妥当な実
測値データとして，実測値データａを選択する。
【００７７】
　選択された実測値データは，選択実測値データ記憶部１４に格納される。選択実測値デ
ータ記憶部１４は，実測値データ選択処理部１３により選択された実測値データに関する
情報を記憶する記憶装置である。なお，ここでは，後の実測値データ検定処理部１５によ
る処理を考慮し，選択された実測値データの近似誤差も選択実測値データ記憶部１４に格
納されるものとする。
【００７８】
　なお，選択された実測値データを表示装置（図示省略）に表示するなどにより，実測値
データの選択結果を，利用者に提示するようにしてもよい。また，選択された実測値デー
タを，実測値データを使用して処理を行うシミュレータなどに対して，自動出力するよう
にしてもよい。
【００７９】
　図８は，本実施の形態の実測値データ選択処理部による実測値データ選択処理フローチ
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ャートである。
【００８０】
　実測値データ選択装置１０において，実測値データ選択処理部１３は，第一の測定条件
群に属する測定条件の値の組合せを，実測値データの選択対象として１つ決定する（ステ
ップＳ１０）。決定された第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せにおける複数
の実測値データが，選択対象の実測値データとなる。
【００８１】
　近似関数算出部１３１は，選択対象となっていない実測値データに基づいて，第一の測
定条件群および第二の測定条件群に属する測定条件を説明変数とし，測定対象を目的変数
として，説明変数をもとに目的変数を近似する近似関数を算出する（ステップＳ１１）。
ここでは，近似関数算出部１３１は，ＳＶＭ回帰分析の統計解析によって，近似関数を算
出する。
【００８２】
　近似誤差算出部１３２は，選択対象とされた複数の実測値データから，選択対象の実測
値データを１つ決定する（ステップＳ１２）。
【００８３】
　近似誤差算出部１３２は，算出された近似関数を用いて，決定された選択対象の実測値
データが有するレコードごとに，測定対象の近似値を算出する（ステップＳ１３）。すな
わち，近似誤差算出部１３２は，選択対象の実測値データが有するレコードごとに，各測
定条件の値を近似関数に代入して測定対象の近似値を得る。
【００８４】
　近似誤差算出部１３２は，選択対象の実測値データが有するレコードごとの測定対象の
実測値と近似値とから，その選択対象の実測値データの近似関数に対する近似誤差を算出
する（ステップＳ１４）。例えば，近似誤差算出部１３２は，選択対象の実測値データが
有するレコードごとの測定対象の実測値と近似値との差分の二乗平均を算出し，その選択
対象の実測値データの近似関数に対する近似誤差とする。
【００８５】
　近似誤差算出部１３２は，選択対象とされたすべての実測値データについて，近似誤差
を算出したかを判定する（ステップＳ１５）。
【００８６】
　選択対象とされたすべての実測値データについて近似誤差を算出していなければ（ステ
ップＳ１５のＮＯ），近似誤差算出部１３２は，ステップＳ１２に戻り，近似誤差が算出
されていない選択対象の実測値データの近似誤差の算出を行う。
【００８７】
　選択対象とされたすべての実測値データについて近似誤差を算出していれば（ステップ
Ｓ１５のＹＥＳ），実測値データ選択部１３３は，選択対象とされた複数の実測値データ
の中から，最も近似誤差が小さい実測値データを，妥当な実測値データとして選択する（
ステップＳ１６）。ここで選択された実測値データが，ステップＳ１０で決定された第一
の測定条件群に属する測定条件の値の組合せにおける選択実測値データとなる。
【００８８】
　実測値データ選択処理部１３は，すべての第一の測定条件群に属する測定条件の値の組
合せについて，実測値データの選択を行ったかを判定する（ステップＳ１７）。
【００８９】
　すべての第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せについて実測値データの選択
を行っていなければ（ステップＳ１７のＮＯ），実測値データ選択処理部１３は，ステッ
プＳ１０に戻り，実測値データの選択が行われていない測定条件の値の組合せについて，
妥当な実測値データの選択を行う。
【００９０】
　すべての第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せについて実測値データの選択
を行っていれば（ステップＳ１７のＹＥＳ），実測値データ選択処理部１３は，処理を終



(13) JP 5124783 B2 2013.1.23

10

20

30

40

50

了する。実測値データ選択処理部１３は，第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合
せごとの実測値データの選択結果を出力する。
【００９１】
　このように，本実施の形態の実測値データ選択処理部１３により，選択対象の実測値デ
ータが複数の測定条件が測定対象に関係するような実測値データであっても，客観的かつ
自動的に，適切な実測値データを選択することが可能となる。例えば，トランジスタのゲ
ート長，ゲート幅，各電圧の複数の測定条件と，測定対象の電流との関係が測定された実
測値データの選択も，技術者のスキルに依存せずに，客観的かつ自動的に行うことができ
る。
【００９２】
　また，統計解析を用いた客観的な手法で実測値データの選択を自動化するため，熟練技
術者の作業工数を削減することが可能となり，技術者の人的コストを削減することが可能
となる。
【００９３】
　また，技術者のスキルに依存しないので，実測値データの選択結果について，統計解析
に基づいた客観的な説明ができる。
【００９４】
　図２において，実測値データ検定処理部１５は，実測値データ選択処理部１３によって
選択された各実測値データの信頼性を検定する。
【００９５】
　実測値データ選択処理部１３によって，選択対象である複数の実測値データから，最も
妥当な実測値データが選択されるが，例えば選択対象である複数の実測値データの信頼性
がすべて低いような場合には，最も妥当とされた実測値データの信頼性も低いものとなっ
てしまう。
【００９６】
　実測値データ検定処理部１５は，実測値データ選択処理部１３によって選択された各実
測値データの近似誤差に対する統計解析により，選択された各実測値データの信頼性を検
定する。
【００９７】
　実測値データ検定処理部１５は，確率密度関数算出部１５１，実測値データ検定部１５
２を備える。
【００９８】
　確率密度関数算出部１５１は，選択実測値データ記憶部１４に記憶された，第一の測定
条件群に属する測定条件の値の組合せごとに選択された各実測値データの近似誤差の分布
について，確率密度関数を算出する。
【００９９】
　本実施の形態では，確率密度関数算出部１５１は，検定対象以外の選択された実測値デ
ータの近似誤差に基づいて，確率密度関数を生成する。例えば，図３に示す例において，
ゲート長Ｌ2 ，ゲート幅Ｗ2 の組合せにおいて選択された実測値データが検定対象である
ものとする。このとき，確率密度関数算出部１５１は，検定対象となっていない（Ｌ1 ，
Ｗ1 ），（Ｌ1 ，Ｗ2 ），（Ｌ1 ，Ｗ3 ），（Ｌ2 ，Ｗ1 ），（Ｌ2 ，Ｗ3 ），（Ｌ3 ，
Ｗ1 ），（Ｌ3 ，Ｗ2 ），（Ｌ3 ，Ｗ3 ）の（ゲート長，ゲート幅）の組合せにおいて選
択された実測値データの近似誤差から，確率密度関数を生成する。
【０１００】
　なお，確率密度関数算出部１５１が，検定対象の実測値データの近似誤差を含む複数の
実測値データの近似誤差に基づいて，確率密度関数を生成するようにしてもよい。近似関
数算出部１３１による近似関数の生成の場合と同様に，確率密度関数の客観性を考慮して
，検定対象以外の複数の実測値データの近似誤差から確率密度関数を生成した方が，より
信頼性の高い実測値データの検定が可能となる。
【０１０１】



(14) JP 5124783 B2 2013.1.23

10

20

30

40

50

　実測値データ検定部１５２は，確率密度関数により，近似誤差が検定対象である実測値
データの近似誤差以上となる確率を算出し，算出された確率が所定の閾値以上である場合
に，その検定対象である実測値データが信頼できると判定する。また，逆に，実測値デー
タ検定部１５２は，確率密度関数により，近似誤差が検定対象である実測値データの近似
誤差以上となる確率を算出し，算出された確率が所定の閾値以下である場合に，その検定
対象である実測値データの信頼性が低いと判定する。
【０１０２】
　実測値データ検定処理部１５は，例えば，信頼性が低いと判定された実測値データを表
示装置（図示省略）に表示するなどにより，利用者に対して警告する。
【０１０３】
　図９は，本実施の形態による実測値データの検定を説明する図である。
【０１０４】
　図９において，棒グラフは，第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せごとに選
択された各実測値データの近似誤差のヒストグラムをイメージしたものである。
【０１０５】
　確率密度関数算出部１５１は，近似誤差のヒストグラムを正規化した確率密度関数を生
成する。図９において，太実線は，近似誤差のヒストグラムを正規化した確率密度関数を
イメージしたものである。確率密度関数は，例えばカーネル密度推定の統計解析により，
求められる。カーネル密度推定の統計解析により確率密度関数が求められた場合には，図
９に示す確率密度関数のイメージよりも滑らかに，ヒストグラムが近似される。カーネル
密度推定については，後述する。
【０１０６】
　実測値データ検定部１５２は，確率密度関数により，近似誤差が選択された実測値デー
タの近似誤差以上となる確率を求める。図９において，例えば，ある第一の測定条件群に
属する測定条件の値の組合せにおいて選択された実測値データを検定対象とし，その検定
対象の実測値データの近似誤差がδであるものとする。このとき，近似誤差が検定対象の
実測値データの近似誤差以上となる確率は，図９の斜線部分の面積で表される。
【０１０７】
　実測値データ検定部１５２は，近似誤差が検定対象の実測値データの近似誤差以上とな
る確率が所定の閾値以下である場合に，その検定対象の実測値データの信頼性が低いと判
定する。また，逆に，実測値データ検定部１５２は，近似誤差が検定対象の実測値データ
の近似誤差以上となる確率が所定の閾値以上である場合に，その検定対象の実測値データ
が十分に信頼できると判定する。検定対象の実測値データの信頼性判定の基準となる所定
の閾値は，例えばあらかじめ妥当と考えられる基準値が技術者により設定される。
【０１０８】
　近似誤差が検定対象の実測値データの近似誤差以上となる確率が低いということは，他
の選択された実測値データの近似誤差と比べて，検定対象の実測値データの近似誤差が非
常に大きいことを意味する。
【０１０９】
　なお，実測値データ検定部１５２が，確率密度関数により，近似誤差が検定対象となる
実測値データの近似誤差以下となる確率を求め，その確率が所定の閾値以下である場合に
，その検定対象の実測値データが十分に信頼できると判定するようにしてもよい。また，
逆に，実測値データ検定部１５２が，確率密度関数により，近似誤差が検定対象となる実
測値データの近似誤差以下となる確率を求め，その確率が所定の閾値以上である場合に，
その検定対象の実測値データの信頼性が低いと判定するようにしてもよい。これらの判定
は，上記の判定と同義である。
【０１１０】
　ここで，正規化した近似誤差のヒストグラムを近似する確率密度関数を算出する統計解
析手法の例として，カーネル密度推定について説明する。
【０１１１】
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　測定されたデータの分布が従う確率分布に基づいて検定を行う処理は，従来から行われ
ている。しかし，検定の対象として，近似誤差が想定されることはなかった。これは，近
似誤差が従う確率分布が明らかでないので，通常の確率分布に基づく検定をそのまま適用
することができないという問題があるためである。
【０１１２】
　確率分布が明らかでないものについて，その確率分布を推定する統計解析手法として，
カーネル密度推定が考えられる。
【０１１３】
　本実施の形態では，確率密度関数算出部１５１は，カーネル密度推定の統計解析を用い
て，検定対象以外の複数の選択された実測値データの近似誤差から，例えば次の式（２）
に示すような確率密度関数を生成する。
【０１１４】
【数２】

【０１１５】
　式（２）において，変数ｘは，近似誤差の変数を示す。また，式（２）において，ｄは
，確率密度関数の生成に用いた実測値データの近似誤差を示す。Ｎは，確率密度関数の生
成に用いた全実測値データの近似誤差の数である。ここでは，確率密度関数の生成に用い
た全実測値データの近似誤差を，対象データと呼ぶものとする。
【０１１６】
　例えば，図３に示す例において，検定対象がゲート長Ｌ2 ，ゲート幅Ｗ2 において選択
された実測値データである場合に，確率密度関数の生成に用いる実測値データの近似誤差
は，ゲート長Ｌ2 ，ゲート幅Ｗ2 以外のゲート長，ゲート幅の組合せにおいて選択された
各実測値データの近似誤差である。このとき，確率密度関数の生成に用いる各実測値デー
タの近似誤差が，確率密度関数の推定のもととなる対象データとなる。
【０１１７】
　また，式（２）において，ｈは，バンド幅と呼ばれる平滑化パラメータである。ｈは，
対象データのヒストグラムが適切に近似されるように，例えば技術者によって調整される
。
【０１１８】
　図１０は，カーネル密度推定の統計解析による確率密度関数の算出を説明する図である
。
【０１１９】
　図１０において，菱形で表された点は，対象データを表しており，菱形の点を中心とす
る実線の曲線は，対象データから得られた推定のもとにする関数を示している。破線の曲
線は，複数の対象データから得られた推定のもとにする関数に基づいて，カーネル密度推
定の統計解析により算出された確率密度関数，すなわち正規化したヒストグラムｇ（ｘ）
を表している。
【０１２０】
　なお，カーネル密度推定に関する詳細は，例えば参考文献２などに記載されている。
【０１２１】
　〔参考文献２〕
　Ｃ．Ｍ．ビショップ著：「パターン認識と機械学習　上」，２００７年，シュプリンガ
ー・ジャパン
　カーネル密度推定の統計解析を用いることにより，近似誤差のヒストグラムを滑らかに
近似した精度が高い確率密度関数の生成が可能となる。
【０１２２】
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　図１１は，本実施の形態の実測値データ検定処理部による実測値データ検定処理フロー
チャートである。
【０１２３】
　実測値データ選択装置１０において，実測値データ検定処理部１５は，第一の測定条件
群に属する測定条件の値の組合せを，選択された実測値データの検定対象として１つ決定
する（ステップＳ２０）。決定された第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せに
おける選択された実測値データが，検定対象の実測値データとなる。
【０１２４】
　確率密度関数算出部１５１は，検定対象となっていない選択された実測値データの近似
誤差に基づいて，近似誤差分布についての確率密度関数を算出する（ステップＳ２１）。
ここでは，確率密度関数算出部１５１は，カーネル密度推定の統計解析によって，確率密
度関数を算出する。
【０１２５】
　実測値データ検定部１５２は，算出された確率密度関数を用いて，近似誤差が検定対象
の実測値データの近似誤差以上となる確率を算出する（ステップＳ２２）。
【０１２６】
　実測値データ検定部１５２は，算出された確率が所定の閾値以上であるかを判定する（
ステップＳ２３）。算出された確率が所定の閾値以上であれば（ステップＳ２３のＹＥＳ
），実測値データ検定部１５２は，検定対象の実測値データが信頼できると判定する（ス
テップＳ２４）。算出された確率が所定の閾値以上でなければ（ステップＳ２３のＮＯ）
，実測値データ検定部１５２は，検定対象の実測値データが信頼できないと判定する（ス
テップＳ２５）。
【０１２７】
　実測値データ検定処理部１５は，すべての第一の測定条件群に属する測定条件の値の組
合せについて，選択された実測値データの検定を行ったかを判定する（ステップＳ２６）
。
【０１２８】
　すべての第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せについて選択された実測値デ
ータの検定を行っていなければ（ステップＳ２６のＮＯ），実測値データ検定処理部１５
は，ステップＳ２０に戻り，選択された実測値データの検定が行われていない測定条件の
値の組合せについて，選択された実測値データの検定を行う。
【０１２９】
　すべての第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せについて選択された実測値デ
ータの検定を行っていれば（ステップＳ２６のＹＥＳ），実測値データ検定処理部１５は
，処理を終了する。実測値データ検定処理部１５は，第一の測定条件群に属する測定条件
の値の組合せごとに選択された実測値データの検定結果を出力する。
【０１３０】
　このように，本実施の形態の実測値データ検定処理部１５により，実測値データ選択処
理部１３によって選択された実測値データから，さらに信頼できる実測値データの選択を
，客観的にかつ自動的に行うことができる。検定結果によっては信頼性が低い実測値デー
タを破棄すると判断することも可能となり，より精度が高い実測値データの選択が可能と
なる。
【０１３１】
　図２において，データ傾向提示処理部１６は，実測値データ選択処理部１３によって選
択された各実測値データについて，データの統計解析を行い，選択された実測値データに
ついての統計的データ傾向を利用者に提示する。
【０１３２】
　データ傾向提示処理部１６は，回帰木分析統計解析部１６１，統計的データ傾向提示部
１６２を備える。
【０１３３】
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　データ傾向提示処理部１６は，例えば，回帰木分析統計解析部１６１による回帰木分析
の統計解析により，選択された各実測値データのデータ傾向を解析する。
【０１３４】
　統計的データ傾向提示部１６２は，選択された各実測値データのデータ傾向を，利用者
に分かり易い形式で提示する。
【０１３５】
　図１２，図１３は，回帰木分析の統計解析によるデータ傾向の解析を説明する図である
。
【０１３６】
　図１２，図１３において，丸，四角，菱形で表された各点は，ある関数の入力パラメー
タの値に対する出力の評価指標を表している。丸は出力の評価指標が低く，四角は出力の
評価指標が中程度であり，菱形は出力の評価指標が高いものとする。
【０１３７】
　回帰木分析では，入力パラメータの領域をしきい値で分割していくことにより，出力の
傾向を解析していく。
【０１３８】
　最初に，図１２（Ａ）に示す例において，入力パラメータＸ，入力パラメータＹのそれ
ぞれについて，出力の分類が最も良いしきい値を探索する。ここでは，入力パラメータＸ
の値で出力を最も良く分類するしきい値として，ｘ1 が得られたものとする。また，入力
パラメータＹの値で出力を最も良く分類するしきい値として，ｙ1 が得られたものとする
。
【０１３９】
　図１２（Ａ）に示すように，入力パラメータＸをしきい値ｘ1 で分割すると，Ｘ＜ｘ1 

の領域では，出力の評価指標がすべて低く，Ｘ≧ｘ1 の領域では，出力の評価指標が中程
度のものと高いものとが混在する。また，入力パラメータＹをしきい値ｙ1 で分割すると
，Ｙ＜ｙ1 の領域では，出力の評価指標が低いものと中程度のものとが混在し，Ｙ≧ｙ1 

の領域では，出力の評価指標が低いものと高いものとが混在する。
【０１４０】
　図１２（Ａ）に示すように，入力パラメータＹをしきい値ｙ1 で分割する場合と比べて
，入力パラメータＸをしきい値ｘ1 で分割する方が，より効果的に出力を分類しているこ
とがわかる。図１２（Ｂ）に示すように，入力パラメータＸをしきい値ｘ1 で分割するこ
とを決定する。この時点で，Ｘ＜ｘ1 の領域では出力の評価指標がすべて低くなっている
が，Ｘ≧ｘ1 の領域では，まだ，出力の評価指標が混在している。
【０１４１】
　次に，図１２（Ｂ）に示す例において，Ｘ≧ｘ1 の領域について，さらに出力の分類が
最も良いしきい値を探索する。ここでは，入力パラメータＸの値で出力を最も良く分類す
るしきい値として，ｘ2 が得られたものとする。また，入力パラメータＹの値で出力を最
も良く分類するしきい値として，ｙ1 が得られたものとする。
【０１４２】
　図１２（Ｂ）に示すように，入力パラメータＸをしきい値ｘ2 で分割すると，Ｘ＜ｘ2 

の領域では，出力の評価指標がすべて高く，Ｘ≧ｘ2 の領域では，出力の評価指標が中程
度のものと高いものとが混在する。また，入力パラメータＹをしきい値ｙ1 で分割すると
，Ｙ＜ｙ1 の領域では，出力の評価指標がすべて中程度であり，Ｙ≧ｙ1 の領域では，出
力の評価指標がすべて高い。
【０１４３】
　図１２（Ｂ）に示すように，入力パラメータＸをしきい値ｘ2 で分割する場合と比べて
，入力パラメータＹをしきい値ｙ1 で分割する方が，より効果的に出力を分類しているこ
とがわかる。図１３（Ａ）に示すように，入力パラメータＹをしきい値ｙ1 で分割するこ
とを決定する。図１３（Ａ）に示すように，これ以上は効率的な出力の分類ができないの
で，分析は終了となる。
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【０１４４】
　このとき，回帰木は，例えば図１３（Ｂ）のようになる。回帰木は，回帰木分析の結果
を木構造で表したものである。図１３（Ｂ）示す回帰木において，Ｔは，それぞれ分割さ
れた領域における出力の代表値を示している。出力の代表値は，例えば，領域内の出力の
平均値や，中間値などである。
【０１４５】
　なお，回帰木分析に関する詳細は，例えば参考文献３などに記載されている。
【０１４６】
　〔参考文献３〕
　大滝　厚著／堀江　宥治著／ダン・スタインバーグ著：「応用２　進木解析法」，１９
９８年，日科技連出版社
　このように，回帰木分析の統計解析により，入力パラメータの値の範囲に対する出力の
傾向が明らかになる。
【０１４７】
　以下，フローチャートを用いて，データ傾向提示処理部１６による，選択された実測値
データについての統計的データ傾向の提示の例を，いくつか説明する。
【０１４８】
　図１４は，本実施の形態のデータ傾向提示処理部によるデータ傾向提示処理フローチャ
ート（１）である。
【０１４９】
　図１４に示すデータ傾向提示処理の例では，第一の測定条件群に属する測定条件の値の
範囲ごとの選択された実測値データの近似誤差の傾向を，利用者に提示する。
【０１５０】
　実測値データ選択装置１０において，データ傾向提示処理部１６は，第一の測定条件群
に属する測定条件の値の組合せと，その測定条件の値の組合せにおいて選択された実測値
データの近似誤差との対応データを生成する（ステップＳ３０）。データ傾向提示処理部
１６は，選択実測値データ記憶部１４に記憶された第一の測定条件群に属する測定条件の
値の組合せごとの選択された実測値データと近似誤差とから，対応データを生成する。
【０１５１】
　図１５は，本実施の形態による第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せと近似
誤差との対応データの例を示す図である。
【０１５２】
　図１５に示す例は，図３に示す例における，ゲート長，ゲート幅の組合せと，そのゲー
ト長，ゲート幅の組合せにおいて選択された実測値データの近似誤差との対応データの例
である。近似誤差は，実測値データ選択処理部１３による実測値データ選択処理時に算出
された近似誤差である。
【０１５３】
　回帰木分析統計解析部１６１は，生成された対応データに基づいて，第一の測定条件群
に属する測定条件を説明変数とし，近似誤差を目的変数として，回帰木分析の統計解析を
行う（ステップＳ３１）。
【０１５４】
　図１６は，本実施の形態による回帰木分析の統計解析の例を示す図である。
【０１５５】
　図１６に示す例は，図１５に示す対応データについて，回帰木分析の統計解析を行った
例である。
【０１５６】
　回帰木分析統計解析部１６１は，例えば，図１５に示す対応データについて，ゲート長
（Ｌ）とゲート幅（Ｗ）を入力パラメータとし，近似誤差を出力として，回帰木分析の統
計解析を行う。
【０１５７】
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　図１６に示すように，ゲート長のパラメータＬの値で実測値データの近似誤差を最も良
く分類するしきい値として，ｌ1 が得られたものとする。また，ゲート幅のパラメータＷ
の値で実測値データの近似誤差を最も良く分類するしきい値として，ｗ1 が得られたもの
とする。
【０１５８】
　回帰木分析統計解析部１６１は，ゲート長（Ｌ）のしきい値ｌ1 ，ゲート幅（Ｗ）のし
きい値ｗ1 で分割された領域ごとに，出力である実測値データの近似誤差の代表値，ここ
では平均値を求める。
【０１５９】
　これにより，ゲート長（Ｌ）とゲート幅（Ｗ）のそれぞれの値の範囲と，近似誤差の代
表値との関係を示す回帰木が得られる。
【０１６０】
　統計的データ傾向提示部１６２は，回帰木分析の統計解析により得られた，第一の測定
条件群に属する測定条件の値の範囲と，近似誤差の代表値との関係を，表示装置（図示省
略）に表示するなどにより，利用者に対して提示する（ステップＳ３２）。
【０１６１】
　図１７は，本実施の形態による第一の測定条件群に属する測定条件の値の範囲と近似誤
差の代表値との関係を示す情報の例を示す図である。
【０１６２】
　図１７に示す例は，図１６に示す回帰木分析の統計解析によって得られた，ゲート長（
Ｌ）とゲート幅（Ｗ）のそれぞれの値の範囲と，実測値データの近似誤差の代表値との関
係を示す情報の例である。
【０１６３】
　統計的データ傾向提示部１６２は，図１７に示すゲート長（Ｌ）とゲート幅（Ｗ）のそ
れぞれの値の範囲と，実測値データの近似誤差の代表値との関係を，例えばディスプレイ
に表示するなどによって，利用者に提示する。
【０１６４】
　このように，図１４に示すデータ傾向提示処理により，各測定条件の値の範囲に応じた
実測値データの近似状況を，利用者に分かり易く提示できるようになる。
【０１６５】
　図１８は，本実施の形態のデータ傾向提示処理部によるデータ傾向提示処理フローチャ
ート（２）である。
【０１６６】
　図１８に示すデータ傾向提示処理の例では，第一の測定条件群および第二の測定条件群
に属する測定条件の値の範囲ごとの，選択された実測値データにおける測定対象の実測値
と近似関数から得られる近似値との差分の傾向を，利用者に提示する。
【０１６７】
　実測値データ選択装置１０において，データ傾向提示処理部１６は，第一の測定条件群
に属する測定条件の値の組合せを１つ決定する（ステップＳ４０）。決定された第一の測
定条件群に属する測定条件の値の組合せにおいて，実測値データ選択処理部１３により選
択された実測値データが，処理対象の実測値データとなる。
【０１６８】
　データ傾向提示処理部１６は，処理対象となっていない実測値データに基づいて，第一
の測定条件群および第二の測定条件群に属する測定条件を説明変数とし，測定対象を目的
変数として，説明変数をもとに目的変数を近似する近似関数を算出する（ステップＳ４１
）。ここでは，データ傾向提示処理部１６は，ＳＶＭ回帰分析の統計解析によって，近似
関数を算出する。
【０１６９】
　データ傾向提示処理部１６は，算出された近似関数を用いて，処理対象の実測値データ
が有するレコードごとに，測定対象の近似値を算出する（ステップＳ４２）。すなわち，
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データ傾向提示処理部１６は，処理対象の実測値データが有するレコードごとに，各測定
条件の値を近似関数に代入して測定対象の近似値を得る。
【０１７０】
　データ傾向提示処理部１６は，処理対象の実測値データが有するレコードごとに，測定
対象の実測値と算出された測定対象の近似値との差を算出する（ステップＳ４３）。
【０１７１】
　データ傾向提示処理部１６は，第一の測定条件群および第二の測定条件群に属する測定
条件の値の組合せと，それらの測定条件の値の組合せにおいて算出された測定対象の実測
値と近似値の差との対応データを追加生成する（ステップＳ４４）。データ傾向提示処理
部１６は，第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せごとに選択された実測値デー
タに対して順に処理を行うことにより，測定条件の値の組合せと測定対象の実測値と近似
値の差との対応を追加していき，対応データを生成する。
【０１７２】
　データ傾向提示処理部１６は，すべての第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合
せについて，処理を行ったかを判定する（ステップＳ４５）。
【０１７３】
　すべての第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せについて処理を行っていなけ
れば（ステップＳ４５のＮＯ），データ傾向提示処理部１６は，ステップＳ４０に戻り，
処理が行われていない測定条件の値の組合せについて，ステップＳ４１～ステップＳ４４
に示す処理を行う。
【０１７４】
　図１９は，本実施の形態による第一の測定条件群および第二の測定条件群に属する測定
条件の値の組合せと，測定対象の実測値と近似値の差との対応データの例を示す図である
。
【０１７５】
　図１９に示す例は，図３に示す例においてゲート長，ゲート幅の組合せごとに選択され
た実測値データにおける，ゲート長，ゲート幅，各電圧の値の組合せと，電流の実測値と
近似値の差との対応データの例である。
【０１７６】
　図１９において，電流の実測値と近似値の差は，処理対象の実測値データにおける該当
各測定条件の値に応じた実測値と，該当各測定条件の値を近似関数に代入して得られた近
似値との差分値である。
【０１７７】
　図１８において，すべての第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せについて処
理を行っていれば（ステップＳ４５のＹＥＳ），回帰木分析統計解析部１６１は，生成さ
れた対応データに基づいて，第一の測定条件群および第二の測定条件群に属する測定条件
を説明変数とし，測定対象の実測値と近似値の差を目的変数として，回帰木分析の統計解
析を行う（ステップＳ４６）。
【０１７８】
　回帰木分析統計解析部１６１は，例えば，図１９に示す対応データについて，ゲート長
（Ｌ），ゲート幅（Ｗ），電圧Ｄ（ＶD ），電圧Ｇ（ＶG ），電圧Ｓ（ＶS ）を入力パラ
メータとし，電流の実測値と近似値の差を出力として，回帰木分析の統計解析を行う。
【０１７９】
　これにより，ゲート長（Ｌ），ゲート幅（Ｗ），電圧Ｄ（ＶD ），電圧Ｇ（ＶG ），電
圧Ｓ（ＶS ）のそれぞれの値の範囲と，電流の実測値と近似値の差の代表値との関係を示
す回帰木が得られる。なお，電流の実測値と近似値の差の代表値は，分割された領域ごと
の電流の実測値と近似値の差の平均値であるものとする。
【０１８０】
　統計的データ傾向提示部１６２は，回帰木分析の統計解析により得られた，第一の測定
条件群および第二の測定条件群に属する測定条件の値の範囲と，測定対象の実測値と近似
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値の差の代表値との関係を，表示装置（図示省略）に表示するなどにより，利用者に対し
て提示する（ステップＳ４７）。
【０１８１】
　図２０は，本実施の形態による各測定条件の値の範囲と測定対象の実測値と近似値の差
の代表値との関係を示す情報の例を示す図である。
【０１８２】
　図２０に示す例は，図１９に示す対応データに対する回帰木分析の統計解析によって得
られた，ゲート長（Ｌ），ゲート幅（Ｗ），電圧Ｄ（ＶD ），電圧Ｇ（ＶG ），電圧Ｓ（
ＶS ）のそれぞれの値の範囲と，電流の実測値と近似値の差の代表値との関係を示す情報
の例である。
【０１８３】
　図２０において，ｌ2 ，ｗ2 ，ｖｄ1 ，ｖｇ1 ，ｖｓ1 は，それぞれゲート長（Ｌ），
ゲート幅（Ｗ），電圧Ｄ（ＶD ），電圧Ｇ（ＶG ），電圧Ｓ（ＶS ）のパラメータにおけ
るしきい値を表している。
【０１８４】
　統計的データ傾向提示部１６２は，図２０に示すゲート長（Ｌ），ゲート幅（Ｗ），電
圧Ｄ（ＶD ），電圧Ｇ（ＶG ），電圧Ｓ（ＶS ）のそれぞれの値の範囲と，電流の実測値
と近似値の差の代表値との関係を，例えばディスプレイに表示するなどによって，利用者
に提示する。
【０１８５】
　このように，図１８に示すデータ傾向提示処理により，各測定条件の値の範囲に応じた
実測値と近似値の差の状況を，利用者に分かり易く提示できるようになる。
【０１８６】
　図２１は，本実施の形態のデータ傾向提示処理部によるデータ傾向提示処理フローチャ
ート（３）である。
【０１８７】
　図２１に示すデータ傾向提示処理の例では，実測値データ選択処理部１３により選択さ
れた実測値データが有する測定対象の実測値と，近似関数により算出される測定対象の近
似値との関係を，利用者に提示する。
【０１８８】
　実測値データ選択装置１０において，データ傾向提示処理部１６は，第一の測定条件群
に属する測定条件の値の組合せを１つ決定する（ステップＳ５０）。決定された第一の測
定条件群に属する測定条件の値の組合せにおいて，実測値データ選択処理部１３により選
択された実測値データが，処理対象の実測値データとなる。
【０１８９】
　データ傾向提示処理部１６は，処理対象となっていない実測値データに基づいて，第一
の測定条件群および第二の測定条件群に属する測定条件を説明変数とし，測定対象を目的
変数として，説明変数をもとに目的変数を近似する近似関数を算出する（ステップＳ５１
）。ここでは，データ傾向提示処理部１６は，ＳＶＭ回帰分析の統計解析によって，近似
関数を算出する。
【０１９０】
　データ傾向提示処理部１６は，算出された近似関数を用いて，処理対象の実測値データ
が有するレコードごとに，測定対象の近似値を算出する（ステップＳ５２）。すなわち，
データ傾向提示処理部１６は，処理対象の実測値データが有するレコードごとに，各測定
条件の値を近似関数に代入して測定対象の近似値を得る。
【０１９１】
　データ傾向提示処理部１６は，第一の測定条件群および第二の測定条件群に属する測定
条件の値の組合せごとの，測定対象の実測値と測定対象の近似値との対応データを追加生
成する（ステップＳ５３）。データ傾向提示処理部１６は，第一の測定条件群に属する測
定条件の値の組合せごとに選択された実測値データに対して順に処理を行うことにより，
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各測定条件の値の組合せごとの，測定対象の実測値と測定対象の近似値との対応を追加し
ていき，対応データを生成する。
【０１９２】
　データ傾向提示処理部１６は，すべての第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合
せについて，処理を行ったかを判定する（ステップＳ５４）。
【０１９３】
　すべての第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せについて処理を行っていなけ
れば（ステップＳ５４のＮＯ），データ傾向提示処理部１６は，ステップＳ５０に戻り，
処理が行われていない測定条件の値の組合せについて，ステップＳ５１～ステップＳ５３
に示す処理を行う。
【０１９４】
　図２２は，本実施の形態による各測定条件の値の組合せごとの，測定対象の実測値と測
定対象の近似値との対応データの例を示す図である。
【０１９５】
　図２２に示す例は，図３に示す例においてゲート長，ゲート幅の組合せごとに選択され
た実測値データにおける，ゲート長，ゲート幅，各電圧の値の組合せごとの，電流の実測
値と近似値との対応データの例である。
【０１９６】
　図２２において，電流の測定値は，処理対象の実測値データにおける該当各測定条件の
値に応じた実測値であり，電流の近似値は，該当各測定条件の値を近似関数に代入して得
られた近似値である。
【０１９７】
　図２１において，すべての第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せについて処
理を行っていれば（ステップＳ５４のＹＥＳ），統計的データ傾向提示部１６２は，第一
の測定条件群に属する測定条件の値の組合せを１つ決定する（ステップＳ５５）。決定さ
れた第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せにおいて，実測値データ選択処理部
１３により選択された実測値データが，処理対象の実測値データとなる。
【０１９８】
　統計的データ傾向提示部１６２は，対応データに基づいて，測定対象の実測値と測定対
象の近似値との対応関係を示す散布図を，表示装置（図示省略）に表示するなどにより，
利用者に対して提示する（ステップＳ５６）。例えば，統計的データ傾向提示部１６２は
，横軸に電流の実測値を，縦軸に電流の近似値を設定したグラフを生成する。統計的デー
タ傾向提示部１６２は，生成されたグラフに対して処理対象の実測値データにおける対応
データについては丸の点を，処理対象以外の実測値データにおける対応データについては
菱形の点をプロットした散布図を，利用者に提示する。
【０１９９】
　統計的データ傾向提示部１６２は，すべての第一の測定条件群に属する測定条件の値の
組合せについて，処理を行ったかを判定する（ステップＳ５７）。
【０２００】
　すべての第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せについて処理を行っていなけ
れば（ステップＳ５７のＮＯ），統計的データ傾向提示部１６２は，ステップＳ５５に戻
り，処理が行われていない測定条件の値の組合せについて，利用者へのデータ提示の処理
を行う。
【０２０１】
　すべての第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せについて処理を行っていれば
（ステップＳ５７のＹＥＳ），データ傾向提示処理部１６は，データ傾向提示処理を終了
する。
【０２０２】
　なお，図２１に示す処理の例では，第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せご
とに，処理対象の実測値データにおける対応データと，処理対象以外の実測値データにお
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ける対応データのプロット点を変えて生成した散布図の提示が行われている。
【０２０３】
　実測値データ選択処理部１３により選択された各実測値データにおける対応データのプ
ロット点を，実測値データ検定処理部１５による検定結果に応じて変えた散布図を，利用
者に提示するようにしてもよい。
【０２０４】
　図２３は，本実施の形態による測定対象の実測値と近似値との対応をプロットした散布
図の例を示す図である。
【０２０５】
　図２３に示す散布図の例では，実測値データ検定処理部１５による選択された実測値デ
ータの検定結果に応じてプロット点を変えた散布図の例である。
【０２０６】
　図２３に示す散布図は，横軸に測定対象の実測値が，縦軸に測定対象の近似値が設定さ
れている。図２３に示す散布図において，斜めに引かれた実線は，近似値＝実測値の直線
を示している。図２３に示す散布図において，菱形のプロット点は，実測値データ検定処
理部１５において，信頼できると判定された実測値データにおける実測値と近似値との対
応データを示している。また，丸のプロット点は，実測値データ検定処理部１５において
，信頼できないと判定された実測値データにおける実測値と近似値との対応データを示し
ている。
【０２０７】
　図２３の散布図に示すように，検定により信頼できると判定された実測値データについ
ては，測定対象の実測値と近似値との対応点が，ほぼ近似値＝実測値の直線に沿って並ぶ
。これに対して，検定により信頼できないと判定された実測値データについては，測定対
象の実測値と近似値との対応点が，近似値＝実測値の直線から離れたところに並ぶ。この
ように，利用者は，図２３に示すような散布図によって，選択された実測値データの信頼
性の確認を行うことができる。
【０２０８】
　逆に，図２３に示すような散布図によって，実測値データ検定処理部１５において判定
に用いられる閾値の調整を行うこともできる。例えば，図２３に示す散布図において，近
似値＝実測値の直線から離れたところに並んだ点が菱形であれば，利用者が，検定処理に
用いられた閾値が適切でないと判断し，閾値の設定変更を行うことができる。
【０２０９】
　このように，図２１に示すデータ傾向提示処理により，各測定条件の値ごとの近似状況
の良し悪しを，利用者に分かり易く提示できるようになる。
【０２１０】
　ここでは，具体的な３つの例を挙げて，データ傾向提示処理部１６によるデータ傾向提
示処理の例について説明したが，選択された実測値データのデータ傾向の提示については
，ここで説明したもの以外にも様々な応用例が考えられる。
【０２１１】
　このように，本実施の形態のデータ傾向提示処理部１６により，実測値データ選択処理
部１３によって選択された実測値データについて，統計解析により得られた客観的なデー
タ傾向を，利用者に対して分かりやすく提示することができる。
【０２１２】
　以上説明した実測値データ選択装置１０による処理は，コンピュータが備えるＣＰＵ，
メモリ等のハードウェアとソフトウェアプログラムとにより実現することができ，そのプ
ログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録することも，ネットワークを通し
て提供することも可能である。
【０２１３】
　以上，本実施の形態について説明したが，本発明はその主旨の範囲において種々の変形
が可能であることは当然である。
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【０２１４】
　例えば，本実施の形態では，第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せごとに，
複数の実測値データが存在し，それぞれ適切な実測値データを選択する例について説明し
た。特に，測定条件に第一の測定条件群や第二の測定条件群の分類がなく，１または複数
の測定条件と，測定条件の値に応じた測定対象の実測値とを有する複数の実測値データか
ら，適切な実測値データを選択するようにしてもよい。
【０２１５】
　例えば，図２において，１または複数の測定条件と，測定条件の値に応じた測定対象の
実測値とを有する複数の実測値データが，実測値データ記憶部１２に記憶されているもの
とする。
【０２１６】
　このとき，実測値データ選択処理部１３において，近似関数算出部１３１は，実測値デ
ータ記憶部１２に記憶された複数の実測値データに基づいて，測定条件を説明変数とし，
測定対象を目的変数として，説明変数をもとに目的変数を近似する近似関数を算出する。
近似誤差算出部１３２は，複数の実測値データのそれぞれについて，実測値データが有す
る測定対象の実測値と近似関数により得られる測定対象の近似値とから，近似関数に対す
る前記実測値データの近似誤差を算出する。実測値データ選択部１３３は，実測値データ
記憶部１２に記憶された複数の実測値データから，算出された近似誤差が最小となる実測
値データを選択する。
【０２１７】
　これにより，測定条件に第一の測定条件群や第二の測定条件群の分類がなくても，客観
的かつ自動的に，妥当な実測値データの選択が可能となる。
【０２１８】
　なお，測定条件に第一の測定条件群や第二の測定条件群の分類があり，第一の測定条件
群に属する測定条件の値の組合せごとに実測値データを選択する方が，より信頼性の高い
実測値データの選択が可能となる。例えば，第一の測定条件群に属する測定条件の値の組
合せごとに実測値データを選択する場合には，近似関数の生成に選択対象以外の実測値デ
ータを用いることができるので，より信頼性の高い実測値データの選択が可能となる。ま
た，選択された実測値データに対して上述の実測値データ検定処理やデータ傾向提示処理
が実行できるので，より信頼性の高い実測値データの選択が可能となる。
【０２１９】
　また，本実施の形態では，トランジスタに関する実測値データの選択の例を中心に説明
を行ったが，トランジスタ以外の実測値データの選択についても当然実施可能である。
【０２２０】
　以上説明した本実施の形態の特徴を列記すると以下のとおりである。
【０２２１】
　（付記１）
　第一の測定条件群に属する１または複数の測定条件と，第二の測定条件群に属する１ま
たは複数の測定条件と，測定条件の値に応じた測定対象の実測値とを有する実測値データ
が，複数記憶された実測値データ記憶部と，
　ある第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せにおける複数の実測値データを選
択対象とした場合に，全実測値データまたは選択対象以外の実測値データに基づいて，前
記第一の測定条件群および前記第二の測定条件群に属する測定条件を説明変数とし，前記
測定対象を目的変数として，説明変数をもとに目的変数を近似する近似関数を算出する近
似関数算出部と，
　前記選択対象とされた複数の実測値データのそれぞれについて，前記選択対象とされた
実測値データが有する測定対象の実測値と前記近似関数により得られる測定対象の近似値
とから，前記近似関数に対する前記選択対象とされた実測値データの近似誤差を算出する
近似誤差算出部と，
　前記選択対象とされた複数の実測値データから，前記算出された近似誤差が最小となる
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実測値データを選択する実測値データ選択部とを備える
　ことを特徴とする実測値データ選択装置。
【０２２２】
　（付記２）
　前記近似関数算出部は，ＳＶＭ回帰分析の統計解析により，前記近似関数を算出する
　ことを特徴とする付記１に記載された実測値データ選択装置。
【０２２３】
　（付記３）
　ある第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せにおいて前記選択された実測値デ
ータを検定対象とした場合に，前記選択された全実測値データの近似誤差の分布または検
定対象以外の前記選択された実測値データの近似誤差の分布について，近似誤差の確率密
度関数を算出する確率密度関数算出部と，
　前記確率密度関数により，近似誤差が前記検定対象である実測値データの近似誤差以上
となる確率を算出し，算出された確率が所定の閾値以上である場合に，前記検定対象であ
る実測値データが信頼できると判定する実測値データ検定部とを備える
　ことを特徴とする付記１または付記２に記載された実測値データ選択装置。
【０２２４】
　（付記４）
　前記確率密度関数算出部は，カーネル密度推定の統計解析により，前記確率密度関数を
算出する
　ことを特徴とする付記３に記載された実測値データ選択装置。
【０２２５】
　（付記５）
　前記第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せごとに選択された実測値データに
基づいて，データの統計解析を行い，前記選択された実測値データについての統計的デー
タ傾向を提示するデータ傾向提示部を備える
　ことを特徴とする付記１から付記４までのいずれかに記載された実測値データ選択装置
。
【０２２６】
　（付記６）
　前記データ傾向提示部は，
　前記第一の測定条件群に属する測定条件の組合せごとに選択された実測値データの近似
誤差から，第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せと近似誤差との対応データを
生成し，
　前記対応データに基づいて，第一の測定条件群に属する測定条件を説明変数とし，近似
誤差を目的変数とする回帰木分析の統計解析を行い，
　前記回帰木分析の統計解析により得られた，第一の測定条件群に属する測定条件の値の
範囲と近似誤差の代表値との関係を提示する
　ことを特徴とする付記５に記載された実測値データ選択装置。
【０２２７】
　（付記７）
　前記データ傾向提示部は，
　前記第一の測定条件群に属する測定条件の組合せごとに選択された実測値データのそれ
ぞれについて，他の選択された実測値データに基づいて，第一の測定条件群および第二の
測定条件群に属する測定条件を説明変数とし，測定対象を目的変数として，説明変数をも
とに目的変数を近似する第二の近似関数を算出し，
　前記第一の測定条件群に属する測定条件の組合せごとに選択された実測値データのそれ
ぞれについて，前記実測値データが有する測定対象の実測値と前記第二の近似関数により
得られる測定対象の近似値とから，測定対象の実測値と近似値の差を算出し，
　前記算出された測定対象の実測値と近似値の差から，第一の測定条件群および第二の測
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定条件群に属する測定条件の値の組合せと，測定対象の実測値と近似値の差との対応デー
タを生成し，
　前記対応データに基づいて，第一の測定条件群および第二の測定条件群に属する測定条
件を説明変数とし，測定対象の実測値と近似値の差を目的変数とする回帰木分析の統計解
析を行い，
　前記回帰木分析の統計解析により得られた，第一の測定条件群および第二の測定条件群
に属する測定条件の値の範囲と，測定対象の実測値と近似値の差の代表値との関係を提示
する
　ことを特徴とする付記５に記載された実測値データ選択装置。
【０２２８】
　（付記８）
　前記データ傾向提示部は，
　前記第一の測定条件群に属する測定条件の組合せごとに選択された実測値データのそれ
ぞれについて，他の選択された実測値データに基づいて，第一の測定条件群および第二の
測定条件群に属する測定条件を説明変数とし，測定対象を目的変数として，説明変数をも
とに目的変数を近似する第二の近似関数を算出し，
　前記第一の測定条件群に属する測定条件の組合せごとに選択された実測値データのそれ
ぞれについて，前記第二の近似関数により測定対象の近似値を算出し，
　前記選択された実測値データが有する測定対象の実測値と，前記算出された測定対象の
近似値との対応データを生成し，
　前記対応データに基づいて，前記選択された実測値データが有する測定対象の実測値と
前記算出された測定対象の近似値との関係を提示する
　ことを特徴とする付記５に記載された実測値データ選択装置。
【０２２９】
　（付記９）
　前記第一の測定条件群に属する測定条件が，トランジスタのゲート長とゲート幅とであ
り，
　前記第二の測定条件群に属する測定条件が，トランジスタの電圧であり，
　前記測定対象がトランジスタの電流である
　ことを特徴とする付記１から付記８までのいずれかに記載された実測値データ選択装置
。
【０２３０】
　（付記１０）
　１または複数の測定条件と，測定条件の値に応じた測定対象の実測値とを有する実測値
データが，複数記憶された実測値データ記憶部と，
　前記複数の実測値データに基づいて，前記測定条件を説明変数とし，前記測定対象を目
的変数として，説明変数をもとに目的変数を近似する近似関数を算出する近似関数算出部
と，
　前記複数の実測値データのそれぞれについて，前記実測値データが有する測定対象の実
測値と前記近似関数により得られる測定対象の近似値とから，前記近似関数に対する前記
実測値データの近似誤差を算出する近似誤差算出部と，
　前記複数の実測値データから，前記算出された近似誤差が最小となる実測値データを選
択する実測値データ選択部とを備える
　ことを特徴とする実測値データ選択装置。
【０２３１】
　（付記１１）
　第一の測定条件群に属する１または複数の測定条件と，第二の測定条件群に属する１ま
たは複数の測定条件と，測定条件の値に応じた測定対象の実測値とを有する実測値データ
が，複数記憶された記憶部を備える実測値データ選択装置のコンピュータによる実測値デ
ータ選択方法であって，
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　前記コンピュータが，
　ある第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せにおける複数の実測値データを選
択対象とした場合に，前記記憶部に記憶された，全実測値データまたは選択対象以外の実
測値データに基づいて，前記第一の測定条件群および前記第二の測定条件群に属する測定
条件を説明変数とし，前記測定対象を目的変数として，説明変数をもとに目的変数を近似
する近似関数を算出する過程と，
　前記選択対象とされた複数の実測値データのそれぞれについて，前記選択対象とされた
実測値データが有する測定対象の実測値と前記近似関数により得られる測定対象の近似値
とから，前記近似関数に対する前記選択対象とされた実測値データの近似誤差を算出する
過程と，
　前記選択対象とされた複数の実測値データから，前記算出された近似誤差が最小となる
実測値データを選択する過程とを実行する
　ことを特徴とする実測値データ選択方法。
【０２３２】
　（付記１２）
　第一の測定条件群に属する１または複数の測定条件と，第二の測定条件群に属する１ま
たは複数の測定条件と，測定条件の値に応じた測定対象の実測値とを有する実測値データ
が，複数記憶された記憶部を備える実測値データ選択装置のコンピュータが実行するプロ
グラムであって，
　前記コンピュータに，
　ある第一の測定条件群に属する測定条件の値の組合せにおける複数の実測値データを選
択対象とした場合に，前記記憶部に記憶された，全実測値データまたは選択対象以外の実
測値データに基づいて，前記第一の測定条件群および前記第二の測定条件群に属する測定
条件を説明変数とし，前記測定対象を目的変数として，説明変数をもとに目的変数を近似
する近似関数を算出する手順と，
　前記選択対象とされた複数の実測値データのそれぞれについて，前記選択対象とされた
実測値データが有する測定対象の実測値と前記近似関数により得られる測定対象の近似値
とから，前記近似関数に対する前記選択対象とされた実測値データの近似誤差を算出する
手順と，
　前記選択対象とされた複数の実測値データから，前記算出された近似誤差が最小となる
実測値データを選択する手順とを
　実行させるための実測値データ選択プログラム。
【符号の説明】
【０２３３】
　１０　実測値データ選択装置
　１１　実測値データ取得部
　１２　実測値データ記憶部
　１３　実測値データ選択処理部
　１３１　近似関数算出部
　１３２　近似誤差算出部
　１３３　実測値データ選択部
　１４　選択実測値データ記憶部
　１５　実測値データ検定処理部
　１５１　確率密度関数算出部
　１５２　実測値データ検定部
　１６　データ傾向提示処理部
　１６１　回帰木分析統計解析部
　１６２　統計的データ傾向提示部
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