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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコンウェーハと、該シリコンウェーハ上の絶縁膜と、該絶縁膜上の金属電極とを有
する構造において、前記絶縁膜の絶縁破壊を確率過程として捉え、前記絶縁膜中に欠陥を
乱数にて発生させ、該発生させた欠陥が前記絶縁膜の前記シリコンウェーハとの界面から
前記金属電極との界面までつながった時点で前記絶縁膜が絶縁破壊するとしたコンピュー
タシミュレーションにより、前記絶縁膜の絶縁破壊寿命を求めるシミュレーション方法で
あって、
　前記シミュレーションする構造における、前記シリコンウェーハと前記絶縁膜の界面及
び前記絶縁膜と前記金属電極の界面に、及び／又は、前記絶縁膜中に予め欠陥を組み込み
、前記予め組み込む欠陥の大きさ、密度又は位置を、実際のシリコンウェーハ、絶縁膜、
金属電極又はそれらの界面の欠陥を予測した仮定値とし、該欠陥を組み込んだ構造におい
て、前記絶縁膜中に欠陥を乱数にて発生させて前記絶縁膜の絶縁破壊寿命を求めることを
特徴とする絶縁破壊寿命シミュレーション方法。
【請求項２】
　前記予め組み込む欠陥の大きさ又は位置を、ポアソン分布に基づいて設定することを特
徴とする請求項１に記載の絶縁破壊寿命シミュレーション方法。
【請求項３】
　前記絶縁破壊寿命をシミュレーションする絶縁膜の厚さを、１０ｎｍ以下とすることを
特徴とする請求項１又は請求項２に記載の絶縁破壊寿命シミュレーション方法。
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【請求項４】
　シリコンウェーハ表面の品質評価方法であって、
　前記シリコンウェーハ上に絶縁膜と金属電極を形成して作製された複数のＭＯＳキャパ
シタのＴＤＤＢの実測データを測定し、
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の絶縁破壊寿命シミュレーション方法にお
いて、前記ＭＯＳキャパシタと同じ条件を設定して、前記絶縁膜の絶縁破壊寿命を示すＴ
ＤＤＢを求め、
　該シミュレーションで求めたＴＤＤＢと、前記ＴＤＤＢの実測データとを対比させて、
前記シミュレーションで予め組み込んだ欠陥の設定値を基に、前記シリコンウェーハの表
面欠陥を評価することを特徴とするシリコンウェーハ表面の品質評価方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばＭＯＳデバイス等の品質評価の際に行われる絶縁破壊寿命シミュレー
ション方法及びシリコンウェーハ表面の品質評価方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＭＯＳ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）トランジスタ、ＭＯ
Ｓキャパシタ等の半導体デバイスでは、長期信頼性において絶縁体薄膜（以下、絶縁膜と
もいう）の品質が絶縁破壊寿命に大きく影響する。
　そこで、絶縁膜に印加する電圧が実際のデバイス動作より高い電界ストレス、あるいは
、その動作時より高温状態の温度ストレス等の下での加速試験により、例えばＴＺＤＢ（
Ｔｉｍｅ　Ｚｅｒｏ　Ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｂｒｅａｋｄｏｗｎ）やＴＤＤＢ（Ｔｉｍ
ｅ　Ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　Ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｂｒｅａｋｄｏｗｎ）測定が行われ、
絶縁膜の評価が行われる。この中でもＴＤＤＢ測定は、信頼性（寿命）を評価するもので
あり、かつＴＺＤＢよりも高ストレスを印加することから、近年ウェーハ評価に対しても
よく用いられている。
【０００３】
　これまでに、シリコンウェーハ上に形成されるシリコン酸化膜等の絶縁膜の絶縁破壊に
ついては、多くの物理的モデルが研究・提案されている。その中で、電界および温度によ
る金属電極（Ｍ）あるいは基板（シリコンウェーハ）（Ｓ）の電極から絶縁膜への電子の
注入や、絶縁膜中の電流機構等が詳細に調べられ、特にこの電子によって生成される正孔
と、当該正孔の膜中への注入、蓄積が、絶縁破壊に大きく影響することが判っている（例
えば、非特許文献１，２参照）。
　ところで、上記絶縁膜の信頼性評価に広く用いられるＭＯＳキャパシタのＴＤＤＢ測定
では、絶縁膜の絶縁破壊は確率的に生じる。これは、主に絶縁膜の欠陥であるいわゆるウ
ィークスポット、ピンホール、あるいは、正孔や電子の電荷トラップや水素等の不純物が
膜中で不均一に分布することによる。
【０００４】
　そこで、絶縁膜の破壊を確率過程として捉え、数理統計的にシミュレーション予測する
確率モデルが提案されている。そのモデルとして、パーコレーションモデル（Ｐｅｒｃｏ
ｌａｔｉｏｎ　Ｍｏｄｅｌ；浸透モデル）がある（例えば、非特許文献３参照）。これは
、例えばシリコン酸化膜をメッシュ構造に分割して微小なセルを形成し、各セルが破壊す
る確率を想定して、酸化膜の厚さ方向で破壊セルが１列をなしたところで絶縁破壊が起き
るとする確率モデルである。
【０００５】
　上記確率モデルでは、絶縁膜が厚いと実測値からのズレが大きく、薄くなると実測値に
良く合うようになってくることが知られている。そのため、この確率モデルを用いた絶縁
膜の絶縁破壊シミュレーション予測は、絶縁膜の膜厚がある程度薄い場合に有用となる。
このため、厚い酸化膜への適応については、例えば膜中トラップの存在をモデル化するよ



(3) JP 5636886 B2 2014.12.10

10

20

30

40

50

うな提案がなされている（例えば、非特許文献４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－６２３４６号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】「Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｈｉｇｈ　Ｓ
ｐｅｅｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」、Ｖｏｌ．１１，Ｎｏ．
３（２００１），ｐｐ．８４９－８８６
【非特許文献２】「ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｄ
ｅｖｉｃｅｓ」、　Ｖｏｌ．３６，Ｎｏ．１１（１９８９）ｐｐ．２４６２－２４６５
【非特許文献３】「Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｈｉｇｈ　Ｓ
ｐｅｅｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」、Ｖｏｌ．１１，Ｎｏ．
３（２００１），ｐｐ．７８９－８４８
【非特許文献４】「富士時報」Ｖｏｌ８０（６）、２００７．ｐｐ．４５７－４６０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところが、シリコン酸化膜のような絶縁膜がさらに薄くなると、その絶縁破壊は半導体
デバイス基板であるシリコンウェーハ表面の品質に大きく影響を受けるようになる。
　特許文献１においては、シリコンウェーハ表面の品質状態（欠陥量、欠陥サイズ、マイ
クロラフネス）を考慮し、具体的には、モンテカルロ法のコンピュータシミュレーション
による絶縁破壊寿命シミュレーション方法で、シリコンウェーハの表面欠陥を、ウェーハ
上にあるセルに対してセルを破壊させる欠陥としてくり込むことで対応している。
【０００９】
　しかし、実際のシリコンウェーハは、引上げ育成したシリコン単結晶インゴットが薄円
盤状にスライスされ、その後、ラッピング、エッチング、鏡面研磨、洗浄等の各種加工の
製造工程を経て作製される。このように作製したシリコンウェーハの表面には、単結晶イ
ンゴットの引上げ育成時に生じたグローンイン欠陥が存在する。また、引上げ育成におい
て、石英ルツボからシリコン単結晶インゴットに取り込まれて固溶する格子間酸素の析出
物（ＢＭＤ：Ｂｕｌｋ　Ｍｉｃｒｏ　Ｄｅｆｅｃｔ）のような欠陥が、微小であれ存在す
る。また、ウェーハ表面には、原子レベルでの凹凸（以下、マイクロラフネスまたは単に
ラフネスという）が残存している。さらに、これらのウェーハ製造工程においては、常に
汚染の発生が懸念され、デバイス作製工程においても、金属汚染が絶縁膜へ影響すること
が十分考えられる。
　従って、シミュレーションにおいて、基板／絶縁膜界面を考えるだけでは、上記の金属
汚染やラフネス等に影響される実際の絶縁破壊との適合が不十分である。
【００１０】
　上記のような従来の絶縁破壊寿命シミュレーション予測では、実際の絶縁膜周辺の状況
が十分考慮されていなかった。
【００１１】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、実際のデバイスの絶縁破壊寿命
に適合する精度の良いシミュレーションを行って、正確な絶縁膜の絶縁破壊寿命を求める
ことで、実測データとの対比で欠陥種、欠陥の大きさ等を正確に解析できる絶縁破壊寿命
シミュレーション方法及びシリコンウェーハ表面の品質評価方法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】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明は、シリコンウェーハと、該シリコンウェーハ上の
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絶縁膜と、該絶縁膜上の金属電極とを有する構造において、前記絶縁膜の絶縁破壊を確率
過程として捉え、前記絶縁膜中に欠陥を乱数にて発生させ、該発生させた欠陥が前記絶縁
膜の前記シリコンウェーハとの界面から前記金属電極との界面までつながった時点で前記
絶縁膜が絶縁破壊するとしたコンピュータシミュレーションにより、前記絶縁膜の絶縁破
壊寿命を求めるシミュレーション方法であって、前記シミュレーションする構造における
、前記シリコンウェーハと前記絶縁膜の界面及び前記絶縁膜と前記金属電極の界面に、及
び／又は、前記絶縁膜中に予め欠陥を組み込み、該欠陥を組み込んだ構造において、前記
絶縁膜中に欠陥を乱数にて発生させて前記絶縁膜の絶縁破壊寿命を求めることを特徴とす
る絶縁破壊寿命シミュレーション方法を提供する。
【００１３】
　このように、シミュレーションする構造における、シリコンウェーハと絶縁膜の界面及
び絶縁膜と金属電極の界面に、及び／又は、絶縁膜中に予め欠陥を組み込み、該欠陥を組
み込んだ構造において、絶縁膜中に欠陥を乱数にて発生させて絶縁膜の絶縁破壊寿命を求
めることで、絶縁破壊に影響する絶縁膜の欠陥やウェーハ表面品質を織り込んだ精度の良
いシミュレーションを行って、実際のデバイスに近い絶縁破壊寿命を求めることができる
。このため、本発明のシミュレーションを用いて、実際のデバイスの品質や、シリコンウ
ェーハ表面の品質を精度高く評価することができる。
【００１４】
　このとき、前記予め組み込む欠陥の大きさ、密度又は位置を、実際のシリコンウェーハ
、絶縁膜、金属電極又はそれらの界面の欠陥を予測した仮定値とすることが好ましい。
　このように、本発明のシミュレーションにおいて、予め組み込む欠陥の大きさ、密度又
は位置を、実際のシリコンウェーハ、絶縁膜、金属電極又はそれらの界面の欠陥を予測し
た仮定値とすることで、より精度の良いシミュレーションを行うことができ、また、当該
シミュレーション結果を基に、実際のデバイス中の欠陥量等を正確に評価できる。
【００１５】
　このとき、前記予め組み込む欠陥の大きさ又は位置を、ポアソン分布に基づいて設定す
ることが好ましい。
　このように、本発明のシミュレーションにおいて、予め組み込む欠陥の大きさ又は位置
を、ポアソン分布に基づいて設定することで、より精度の良いシミュレーションを行うこ
とができる。
【００１６】
　このとき、前記絶縁破壊寿命をシミュレーションする絶縁膜の厚さを、１０ｎｍ以下と
することができる。
　このように、絶縁破壊寿命をシミュレーションする絶縁膜の厚さが、１０ｎｍ以下であ
るような場合に、本発明であれば、シリコンウェーハ表面の品質の影響を考慮したシミュ
レーションを行うことができ、実際のデバイスに即した正確な絶縁破壊寿命を求めること
ができる。
【００１７】
　また、本発明は、シリコンウェーハ表面の品質評価方法であって、前記シリコンウェー
ハ上に絶縁膜と金属電極を形成して作製された複数のＭＯＳキャパシタのＴＤＤＢの実測
データを測定し、本発明の絶縁破壊寿命シミュレーション方法において、前記ＭＯＳキャ
パシタと同じ条件を設定して、前記絶縁膜の絶縁破壊寿命を示すＴＤＤＢを求め、該シミ
ュレーションで求めたＴＤＤＢと、前記ＴＤＤＢの実測データとを対比させて、前記シミ
ュレーションで予め組み込んだ欠陥の設定値を基に、前記シリコンウェーハの表面欠陥を
評価することを特徴とするシリコンウェーハ表面の品質評価方法を提供する。
【００１８】
　このようなシリコンウェーハ表面の品質評価方法であれば、本発明のシミュレーション
方法で精度良く求めたＴＤＤＢと実測データとの対比により、シミュレーションで設定し
た欠陥を基に、実際のシリコンウェーハの欠陥量やラフネス等を正確に評価することがで
きる。
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【発明の効果】
【００１９】
　以上のように、本発明によれば、実際のデバイスの絶縁破壊に適合するシミュレーショ
ンを行うことができ、精度良く絶縁破壊寿命を求めて、実際のシリコンウェーハの表面品
質を正確に評価することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の絶縁破壊シミュレーション方法の実施態様の一例を示すフロー図である
。
【図２】本発明の絶縁破壊シミュレーション方法において、予め組み込む欠陥の配置の例
を示す説明図である。
【図３】実施例１及び比較例１におけるシミュレーションで求めたＴＤＤＢと、実測して
求めたＴＤＤＢのワイブルプロットである。
【図４】実施例２及び比較例２におけるシミュレーションで求めたＴＤＤＢと、実測して
求めたＴＤＤＢのワイブルプロットである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明について、実施態様の一例として、図を参照しながら詳細に説明するが、
本発明はこれに限定されるものではない。
　図１は、本発明の絶縁破壊シミュレーション方法の実施態様の一例を示すフロー図であ
る。図２は、本発明の絶縁破壊シミュレーション方法において、予め組み込む欠陥の配置
の例を示す説明図である。
【００２２】
　まず、本発明において、図１（ａ）に示すような、シリコンウェーハ１３上に絶縁膜１
２と金属膜１１を有する例えばＭＯＳ構造１０の絶縁破壊寿命を以下のような本発明のシ
ミュレーションで求める。
　このようなＭＯＳ構造１０の絶縁膜１２の厚さ等は、評価対象に合わせて適宜設定でき
、例えば、本発明の方法であれば、シリコンウェーハ１３表面の欠陥等の影響を組み込ん
だシミュレーションを行うことができるため、絶縁膜１２が１０ｎｍ以下の厚さのもので
も精度の良いシミュレーションを行うことができる。
【００２３】
　本発明のシミュレーション方法に際しては、図１（ｂ）に示すようなＭＯＳ構造１０’
を想定する。当該想定したＭＯＳ構造１０’は、絶縁膜１２、絶縁膜１２の金属膜１１と
の界面１４、及び、絶縁膜１２のシリコンウェーハ１３との界面１５からなる。
【００２４】
　そして、図１（ｃ）のように、ＭＯＳ構造１０’に予め欠陥１６を組み込む。
　この際、図１（ｃ）及び図２（ａ）のように絶縁膜１２の金属膜１１との界面１４、及
び、絶縁膜１２のシリコンウェーハ１３との界面１５に欠陥１６を組み込むか、図２（ｂ
）に示すように絶縁膜１２中に欠陥１６を組み込むか、あるいは、図２（ｃ）に示すよう
に界面１４，１５及び絶縁膜１２中に欠陥１６を組み込む。
【００２５】
　このような組み込む欠陥の大きさ、密度又は位置は、実際のシリコンウェーハ、絶縁膜
、金属電極、又はそれらの界面の欠陥を予測した仮定値とすることが好ましい。
　このときの仮定値の設定は、例えば、大きさをポアソン分布で仮定し、ある密度で繰り
込むことで大きさの影響を検討できる。そして、大きさを決定した後、密度を変化させて
シミュレーションを繰り返し行う。
　このように、実情に合わせて、実際のＭＯＳ構造の絶縁膜の界面、絶縁膜中、シリコン
ウェーハ表面等に存在する欠陥種類を予測した仮定値を決定して、組み込むことで、シミ
ュレーションで求めた値と実測値との対比がより精度良くでき、正確な欠陥評価を行うこ
とができる。
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【００２６】
　例えば、図１（ｃ）、図２（ａ）のように、界面１４，１５に等間隔で欠陥を組み込む
ことで、実際のデバイスにおけるシリコンウェーハ表面のラフネスを再現することができ
、ラフネスの影響をシミュレーションすることが可能になる。
　また、図２（ｂ）のように、絶縁膜中に欠陥を組み込む場合には、例えば絶縁膜中の欠
陥密度を仮定して、組み込むことができる。また、この場合、シリコンウェーハ１３との
界面１５側に欠陥を配置する等して、実際の絶縁膜中に存在する欠陥やトラップ等を再現
することができる。
【００２７】
　また、組み込む欠陥の大きさは、２種類以上としてもよく、実際のデバイスに即して決
定することができる。
　組み込む欠陥の大きさや配置としては、例えば、実際の欠陥に応じて、ポアソン分布に
基づき統計的に設定することが好ましい。ただし、大きさや座標位置を、任意に指定して
配置することもできる。
【００２８】
　そして、絶縁膜１２の膜厚、ゲート長等を設定し、絶縁膜１２の絶縁破壊を確率過程と
して捉え、絶縁膜１２中に乱数的に欠陥１７を発生させ（図１（ｄ））、欠陥１６，１７
が、絶縁膜１２のシリコンウェーハ１３との界面１５から金属電極１１との界面１４まで
つながった時点（図１（ｅ））で絶縁膜が破壊するとしたシミュレーションを行う。
　このような絶縁破壊までに試行した回数（乱数にて欠陥１７を発生させた回数）を絶縁
破壊までの時間として、ＭＯＳ構造１０の絶縁破壊寿命を求めることができる。
【００２９】
　なお、当該試行回数を絶縁破壊までの時間へ換算する際には、例えば、シリコンウェー
ハ１３表面や絶縁膜１２に欠陥が存在しない場合の実測値との比較から換算値を求めるこ
とができる。ただし、シリコンウェーハ表面等の欠陥の絶縁破壊への影響を評価するので
あれば、厳密な換算値は必ずしも必要でなく、任意の換算値を用いて、相対データ比較で
も十分な議論が可能である。
　また、当該絶縁破壊までのシミュレーションを、実際のシリコンウェーハ上に形成され
るＭＯＳ構造の所定の個数分（例えば１００回以上）繰り返すことで、実際のＭＯＳ構造
のＴＤＤＢ測定で得られるワイブルプロットを構築することができる。
【００３０】
　また、本発明のシミュレーション方法には、モンテカルロ法のようにメッシュで区切る
方法よりも実欠陥のイメージに近いＳ－ＰＬＵＳ関数を用いることが好ましい。
　また、本発明でシミュレーションできる絶縁膜１２としては、シリコン酸化膜に限られ
ず、シリコン酸窒化膜、シリコン酸化膜とシリコン酸窒化膜の複合膜、高融点金属酸化膜
、シリケート膜であってもよい。このような絶縁膜１２の種類によって、シミュレーショ
ンで発生させる欠陥の大きさ、または予め組み込む欠陥の大きさ、位置等を適宜設定する
ことができる。
【００３１】
　以上のようなパーコレーションモデルによる本発明のシミュレーション方法であれば、
従来の絶縁破壊モデルにおいて取り込めていなかった実際のシリコンウェーハ表面の表面
欠陥、マイクロラフネス等の品質状態の影響、さらには、絶縁膜中の欠陥も簡便に組み込
んでシミュレーションでき、精度良く絶縁破壊寿命を求めることができる。これにより、
実際のシリコンウェーハ表面に形成したシリコン酸化膜等のＴＤＤＢの実測値を基に、Ｍ
ＯＳ構造やシリコンウェーハ表面の品質評価を簡易に精度高く行うことができる。
【００３２】
　本発明のシミュレーション方法を用いてシリコンウェーハ表面の品質評価を行う方法と
しては、まず、シリコンウェーハ上に絶縁膜と金属電極を形成して作製された複数のＭＯ
ＳキャパシタのＴＤＤＢの実測データを測定する。一方、本発明の絶縁破壊寿命シミュレ
ーション方法において、上記実測したＭＯＳキャパシタと同じ条件（絶縁膜の膜厚、ゲー
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ト長等）を設定して、絶縁膜の絶縁破壊寿命を示すＴＤＤＢを求める。
　そして、シミュレーションで求めたＴＤＤＢと、ＴＤＤＢの実測データとを対比させて
、本発明のシミュレーションで予め組み込んだ欠陥の設定値を基に、シリコンウェーハの
表面欠陥を評価する。
【００３３】
　具体的には、例えば、シミュレーションにおいて予め組み込む欠陥を０として、シリコ
ンウェーハ表面に欠陥が無い場合のシミュレーションＴＤＤＢを求めてワイブルプロット
を構築する。一方、実際のシリコンウェーハ表面の実欠陥や表面ラフネスを基に予測され
る仮定値の欠陥を予め組み込んだ構造でシミュレーションを行い、当該欠陥を組み込んだ
場合のシミュレーションＴＤＤＢを求めてワイブルプロットを構築する。そして、ＴＤＤ
Ｂの実測データのワイブルプロットを構築して、上記シミュレーションの２つのワイブル
プロットとの対比で、相対的に評価することができる。予測した欠陥を組み込んだシミュ
レーションＴＤＤＢのワイブルプロットよりも、欠陥が０としたシミュレーションＴＤＤ
Ｂのワイブルプロットの方に実測データのワイブルプロットが近ければ、予測した仮定値
よりも欠陥が少なく、良好な表面であると評価することができる。
【実施例】
【００３４】
　以下、実施例及び比較例を示して本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらに
限定されるものではない。
（実施例１、比較例１）
　シリコンウェーハを材料として、酸化膜厚を５ｎｍ、ゲート長を２ｍｍに設定したＭＯ
Ｓ構造において、酸化膜中で確率かつ経時的にランダムに生成する欠陥の大きさを０．５
ｎｍに仮定して設定し、Ｓ－ＰＬＵＳ言語で作製したソフトにて当該設定した欠陥を乱数
的に発生させ（図１（ｄ））、電極／ウェーハ間で欠陥がつながった時（図１（ｅ））を
絶縁破壊したとし、この時までの試行回数を破壊までの時間（寿命）として算出した。こ
のシミュレーションを１００回実施し、ワイブルプロットを作製した。
【００３５】
　なお、シミュレーション回数に制限はないが、実際の測定との関係を考慮すると１００
回以上は行った方が精度が良い。また、乱数的に発生させる欠陥の大きさについても、５
ｎｍに限定されないが、一般的な大きさとして、例えば非特許文献４等にもおおよそ１ｎ
ｍ前後であると記載されている。
【００３６】
　ここで、実施例１では、上記のように乱数にて欠陥を発生させる前に、ウェーハ／酸化
膜及び酸化膜／電極の両界面にあらかじめ欠陥を存在させるように組み込んだ。この際、
図２（ａ）に示すように、あらかじめ周期が２ｎｍ程度になるように欠陥を両界面に設定
する。これによりシリコンウェーハ表面上のラフネスをあらわしていることになる。
　一方、比較例１では、欠陥を予め組み込まずにシミュレーションを行った。
【００３７】
　実施例１，比較例１のシミュレーションにおいて、欠陥がつながるまでに試行した回数
を任意の時間単位で横軸にし、縦軸は１００回のデータをワイブル表示したグラフを図３
（ａ）に示す。
【００３８】
　また、比較のために実測データを図３（ｂ）に示す。これは、ラフネスを持つサンプル
と、ラフネスのない（非常に小さい）サンプルについてゲート酸化膜５ｎｍで評価を行っ
た結果である。
【００３９】
　図３（ａ）から、従来法に比べて実施例１の方が絶縁破壊までの時間が短くなっている
ことが分かる。また、図３（ｂ）から、実測データにおいて、ラフネスのないものは破壊
までの時間（電荷量Ｑｂｄ）が長く、ラフネスのあるものは破壊までの時間（Ｑｂｄ）が
短くなっている。すなわち、ラフネスを考慮しない比較例１とラフネスを考慮した実施例
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　このように、界面ラフネスの有無について実測データとシミュレーションは良い一致を
示しており、本発明により界面ラフネスの影響を繰り込んだ精度の良いシミュレーション
が可能となった。
【００４０】
（実施例２、比較例２）
　シリコンウェーハを材料として、酸化膜厚を１５ｎｍ、ゲート長を２ｍｍに設定したＭ
ＯＳ構造において、酸化膜中で確率かつ経時的にランダムに生成する欠陥の大きさを０．
５ｎｍに仮定して設定し、Ｓ－ＰＬＵＳ言語で作製したソフトにて当該設定した欠陥を乱
数的に発生させ、電極／ウェーハ間で欠陥がつながった時を絶縁破壊したとし、この時ま
での試行回数を破壊までの時間（寿命）として算出した。このシミュレーションを１００
回実施し、ワイブルプロットを作製した。
【００４１】
　ここで、実施例２では、上記のように乱数にて欠陥を発生させる前に、酸化膜中に予め
欠陥を存在させるように組み込んだ。この際、図２（ｂ）に示すように、予め大きさ２ｎ
ｍの欠陥を、密度を０．００１個／ｎｍ２として、乱数を用いて酸化膜中に配置した。こ
れにより、酸化膜の膜中欠陥をあらわしていることになる。
　一方、比較例２では、欠陥を予め組み込まずにシミュレーションを行った。
【００４２】
　実施例２，比較例２のシミュレーションにおいて、欠陥がつながるまでに試行した回数
を任意の時間単位で横軸にし、縦軸は１００回のデータをワイブル表示したグラフを図４
（ａ）に示す。
【００４３】
　また、比較のために実測データを図４（ｂ）に示す。これは膜中欠陥を有するサンプル
と、膜中欠陥のない（非常に少ない）サンプルについてゲート酸化膜１５ｎｍで評価を行
った結果である。
【００４４】
　図４（ａ）から、従来法の比較例２に比べて実施例２の方が、シミュレーションの絶縁
破壊までの時間が短くなっていることが分かる。また、図４（ｂ）から、実測データにお
いて、膜中欠陥のないものは破壊までの時間（電荷量Ｑｂｄ）が長く、膜中欠陥のあるも
のは破壊までの時間（Ｑｂｄ）が短くなっている。すなわち、膜中欠陥を考慮しない比較
例２と、膜中欠陥を考慮した実施例２に、実測データがそれぞれ対応している。
　このように、酸化膜の膜中欠陥の有無について実測データとシミュレーションは良い一
致を示しており、本発明により膜中欠陥の影響を繰り込んだ精度の良いシミュレーション
が可能となった。
【００４５】
　なお、上記実施例、比較例では、ワイブルプロットにより絶縁破壊寿命を表したが、絶
縁破壊のワイブルプロットに換えて絶縁破壊の累積不良率により統計処理を行うようにし
ても問題はないため、使用者側で選択されるべきものである。
【００４６】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【符号の説明】
【００４７】
　１０、１０’…ＭＯＳ構造、　１１…金属電極、　１２…絶縁膜、
　１３…シリコンウェーハ、　１４…絶縁膜と金属電極の界面、
　１５…絶縁膜とシリコンウェーハの界面、　１６、１７…欠陥、
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