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［２］研究経過 

 
シリコンテクノロジーは、MOSFET の微細化・

高密度化とともにチャネル中の少数個の界面欠陥や

ドーパントが特性に影響を与えるようになってきて

いる。特にそれらの欠陥が近接して互いに相互作用

しあう状況の物理的理解が、重要となってきている。

本研究プロジェクトは、少数個の欠陥やドーパント

原子の電気的特性に与える効果について、特に近接

する２つ以上の欠陥やドーパント原子の効果につい

て研究を進めている。 
以下，研究活動状況の概要を記す。 

 
第1回研究会の開催 
「シリコンナノデバイスにおける複合欠陥の物理と

応用」 
開催日：平成26年10月24日 
開催の趣旨：  
本研究会は、ドーパント原子の個別性に基づく物

性を中心に、関連する小数個のチャネル中の欠陥、

およびさらに広範なナノデバイスの研究状況などに

ついて最新の成果を持ち寄り、発表・討論すること

を目的として開催した。 
研究会の成果： 
島根大土屋Gは、Si/SiO2界面の単一欠陥について、

高精密なチャージポンピング法を用いて詳しく評価

した結果を報告した。また、より一般的な欠陥生成

の理論的考察も行った。富山大学小野Gからは、実

時間チャージポンピング法という新しい欠陥評価手

法について報告があった。静大田部Gからは、複合

ドナーを介した電子のトンネル輸送について詳しく

報告した。 
 

 
 最後に、相互の研究成果の関連性について討論を

行い、今後の研究の進め方を話し合った。きわめて

有益な研究会であった。 
 
 
第2回研究会の開催 
「シリコンナノデバイスにおける複合欠陥の物

理と応用」 
開催日：平成27年1月23日 
開催の趣旨：  
今回の研究会は少人数であるが、テーマを絞って

集中的な議論を行った。主に研究代表者土屋が

MOSFET の界面欠陥生成機構として再びその重要

性が注目されているホットエレクトロンの研究を概

観した。また、田部とモラルは、最近のバンド間ト

ンネリングの最新の成果を発表・討論を行った。 
研究会の成果： 
 島根大土屋は、MOSFET の 0.8μm サイズの時

代に重要であったホットエレクトロン効果、すなわ

ち加速された電子がドレイン近傍で作る界面欠陥に

ついてそのメカニズムを詳しく説明するとともに、

それが、電源電圧と素子の微細化の相対的な関係か

ら再び重要性を増してきている状況について報告が

なされた。静大田部Gからは、ごく最近のインター

バンドトンネリングの異常（電流ピークの出現）に

ついて詳しく報告した。 
最後に、今後の研究の進め方を話し合った。きわめ

て有益な研究会であった。 
 
［３］成果 
 （３－１）研究成果 
本年度は，以下に示す研究成果を得た。 
その第一は、新しい欠陥の検出法であり、堀・小

野らは、図１に示す新しい実時間分解のチャージポ

ンピング法を新たに提案し、電子電流と正孔電流の

時間変化から欠陥の性質を明らかにする試みに成功

している。電圧パルスの立ち上がり速度に依存した

電流ピークのゲート電圧が観測され、多くの知見が

得られている。今のところ対象とする欠陥の数は数

百個のレベルであるが、この手法は単一欠陥にも適

用できるものであり、今後が期待される。 
 
 



 

 
 

 
図１．堀・小野Gによる新しい実時間チャージポン

ピング法の原理図（APL. (2014)）。 
 

 

 
図２．選択ドーピングによる数個のリンドナーから

なるドーパントクラスター量子ドット FET の模式

図（上図）と単電子トンネリング特性（下図）

（Scientific Reports (2014)）。 
 
 
 図２は、Moraru・田部らによる少数個のリンドナ

ーが作る量子井戸を介した電子トンネリングの実験

結果である。数個のリンドナーが互いに近接してい

て、波動関数が重なり合い、言わばドナーの分子状

態が形成される。これは、ポテンシャル井戸の深さ

も深くなるため、このトンネル輸送機構は比較的高

温まで有効に働く可能性がある。 
 
（３－２）波及効果と発展性など 
本プロジェクトは，1 個～少数個の欠陥やドーパ

ントを検出する研究を行っている土屋G、小野Gの

研究成果を田部 G で行っているデバイス研究に融

合させようとするものである。すでに世界的にも優

位に立っているチャージポンピング法の深化によっ

て、少数個の欠陥の物理的評価が進んでいる。これ

は遠からずドーパント原子デバイスの機能の研究と

融合することが期待される。 
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