Agilent B1500A とナノプローバの活用に
よる故障解析における電気測定の新し
い応用
Application Note B1500-7

Agilent B1500A 半導体デバイス・アナライザ
はじめに
最近、ナノプローバといわれる新
しいプロービング技術の発達あわ
せて、実デバイスに対する電気試
験を故障解析に応用する試みが始
まっています。このアプリケー
ションノートでは、典型的な故障
解析例であり、プロセス開発時の
もっとも重要なステップのひとつ
である SRAM の故障解析を例に、
この新しい電気測定に関する
Agilent B1500A 半導体デバイス・
アナライザの応用について解説し
ます。
従来のメモリの故障解析は、ロ
ジックテスタで故障ビットを特定
し、そのビットに対応するメモリ
セルを構成する複数のトランジス
タや配線を SEM（走査型電子顕微
鏡）
、TEM（透過型電子顕微鏡）
で観察して物理的に故障箇所を特
定するものでした。しかし、
SEM、TEM での検査は破壊検査
であり、複数の故障箇所の候補か
ら、1 点を選んで行うために故障
原因の特定には限界がありまし
た。さらに、これら従来の物理的
観察技術では、わずかな残渣や、
ドーパント濃度異常といった電気
的な故障には対応しにくく、最終
的には何らかの電気試験に頼らざ
る負えないものでした。

一方、従来の電気試験は、パッド
にプロービングする必要性から、
通常は TEG (test element group)
という電気試験用の簡単なデバイ
スを実デバイス間にあるスクライ
ブラインに用意しておく必要があ
り、実デバイスの上の故障箇所を
解析する場合には、プロービング
することができません。

このように、故障解析のための物
理観察と電気試験には大きな
ギャップがあると言われてきまし
た。
近年、SPM（走査プローブ顕微
鏡）の技術の応用として、ピエゾ
素子を用いた nm (10- 9m) レベル
でプロービングできるナノプロー
バが開発され、このギャップは埋

まりつつあるといわれています。
このアプリケーションノートで
は、代表的なナノプローバの一つ
であり、SEM 観察下で微細な動き
を制御することで実デバイスに直
接コンタクトできる株式会社日立
ハイテクノロジーズの日立微小デ
バイス特性評価装置ナノ・プロー
バ N6000 と Agilent B1500A を用
いた新しい故障解析の手法につい
て紹介します。

Right

Left

Driver
Sub

Drain

Gate

Source

probing point
failed device

図 1. SRAM とプロービングの概略図
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Agilent B1500A 半導体デバイス・
アナライザは、EasyEXPERT ソフ
トウェア内のライブラリとして用
意されているアプリケーション・
テストを用いることで、すばやい
デバイスの評価が可能になり、こ
の新しい故障解析法の困難さを和
らげることができます。
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図 2. ナノ・プローバと B1500A で測定した I-V 曲線

以下の例では、NEC エレクトロニ
クス株式会社様にご提供いただい
たデータを基に実際の故障解析の
概略を説明し 1）、後半で SRAM
に対する故障解析法の一般的なア
プリケーション・テストの例を紹
介します。
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適切な下処理が施された試料で
は、ナノプローバを用いること
で、実デバイスのトランジスタ、
配線といった測定対象を、個別に
評価できます（図 1）。すなわち、
ナノプローバを用いることで、図
1 のように実デバイスの中の個別
のトランジスタを、TEG を用いた
通常のパラメトリックテストと同
じように、パッドなしで評価する
ことができます。これは画期的な
方法ですが、反面、システムの熱
的不安定性、ピエゾ素子のクリー
プ動作から、ナノプローバの電気
的接触を長時間維持することが難
しいという問題があります。
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SRAM の故障解析では、まずロ
ジックテスタでの動作確認によ
り、問題のあるメモリセルは特定
されます。しかし、セルの中の 6
つのトランジスタのどこに問題が
あるかは特定されません。通常の
故障解析では、次のステップとし
て故障箇所を何らかの方法で想定
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図 3. ドーパントプロファイル不良の故障解析のデータ

1.2

からドライバ用の右側のトランジ さらに、デバイスシミュレータの
して TEM を用いた破壊解析を行
います。しかし、故障原因を特定 スタに故障があることが確認でき 結果と比べることで、このトラン
ジスタの左側の電極直下の As
できない場合もあり、従来の故障 ます。
ドーパント濃度が規定の値に達し
解析手順では、電気試験と物理解
析の間に大きなギャップがあると さらに詳細な解析を行うために、 ていないことが推定されます。こ
故障したトランジスタのソース
れらの結果から、故障箇所と推定
認識されています。図 1 のよう
（S）とドレイン（D）の役割を交
されるドライバ用のトランジスタ
に、ナノプローバは故障が想定さ
換して、測定します。図 3(a) は
の断面 TEM 像等を撮り確認しま
れる SRAM の 6 つのトランジス
タに直接プローブし、個別に電気 正常なトランジスタの特性、図
した。
的な評価を行うことができるの
で、このギャップを埋めることが
できる装置だと言われています。
もちろん、TEG を用いたパラメト
リックテストと同様のトランジス
タ単体の評価解析を行うために
は、トランジスタを分離、個別に
コンタクトするために上層を剥が
す必要がありますが、これは、通
常の TEM、SEM を用いた故障解
Source
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析で行う処理と同等のものです。
Source
Drain
ナノプローバでは、前述したシス
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テムの不安定性からきちんとした
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(a) Z-CONTRAST 像
られており、迅速な測定が必要に
( 従来の TEM 画像 )
なります。そのため、既にテスト
アプリケーションが用意されてお
図 4. 異常 NMOS の断面図
り、簡単なパラメータ設定だけ
で、測定を開始でき、迅速な測定
ができる B1500A は最適の測定系
3(b)、(c) は故障していると推定
図 4(b) は EDX（エネルギー分散
といえます。
されるトランジスタの特性とプ
型 X 線分析法）による As ドーパ
図 2 は故障箇所として特定された ロービングは変えずに、B1500A
ントの分布図で、電気試験による
SRAM のメモリセル内にある 6 個 内でソース／ドレイン（S/D）の
故障原因の推定を裏付けていま
のトランジスタを B1500A とナノ SMU 定義付けを交換した S/D の
す。このような詳細な解析は、従
プローバを用いて測定した Id- Vd
逆方向で測定したデータになりま 来の断面 TEM による観察だけで
曲線を示したものです。図 2(a)
す。S/D 順方向の場合には、正常 は発見できないもので、この新し
はアクセス用のトランジスタ、図 値よりも一桁小さい電流しか流れ い電気測定による詳細な故障原因
2(b) はドライバ用のトランジス
ず、I- V 曲線が下に凸になってい
追求が、従来の故障解析より威力
タ、図 2(c) はロード用のトランジ ます。一方、S/D の逆方向の場合 を発揮することを示しています。
スタの測定例で、実線が左側、破 には、I- V 曲線は上に凸になって
線が右側のトランジスタのデータ いるものの、正常値の 1000 分の
を示しています。これらのデータ 1 程度の電流しか流れません。

SRAM 故障解析に必要な測定アプリケーション
Agilent B1500A 半導体デバイス・
アナライザには、100 以上のアプリ
ケーション・テストが搭載されてい
ます。したがって、基本的な I- V 測
定のような場合には、既存のアプリ
ケーション・テストを使用すること
が可能です。しかしながら、条件分
岐を含むような既存のアプリケー
ション・テストよりも複雑な評価を
行う場合には、ユーザーは既存のも
のに変更を加えたり、新たに独自の
アプリケーション・テストを作成し
たりすることができます。

図 2 のデータは Id- Vd 測定の結果
です。SRAM 中にある MOS トラ
ンジスタの評価に使用される I- V
測定としては、一般的に、Id- Vd
測定や Id- Vg 測定があげられま
す。
そこで、このアプリケーション
ノートでは、SRAM の故障解析用
に、Id- Vd 測定または Id- Vg 測定
を選択することができるアプリ
ケーション・テスト例を紹介しま
す。

前章でも述べているように、ファ
ンクション・テストにおいて、複
数のトランジスタを含む SRAM の
故障が見つかった場合、故障解析
では、その SRAM のメモリセルの
中でどのトランジスタに故障箇所
があるかを知ることが必要になり
ます。その方法のひとつとして、
電気特性評価があります。ナノ・
プローブ・システムを用いること
により、個々の MOS トランジス
タの端子にプローバの針を接続す
ることができ、実デバイスの電気
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特性（I- V 測定 ) を評価すること
が可能です。また、ソースとドレ
インの SMU への割り当てを変更
して、再度測定を行うことによ
り、実測の結果とシミュレーショ
ン結果を考察して、故障の原因を
予測することが可能になります。
一般的に、SMU 定義付けを交換
して測定を行う場合には、予め、
定義付けの異なる 2 種類のセット
アップを作成し、常に 2 パターン
の測定を行うか、もしくは、まず
は通常の測定を行い、異常なデー
タを示したトランジスタに対し
て、SMU 定義付けを変更した
セットアップを作成するか、また
は接続を換えて、再度測定を行う
必要があります。常に 2 パターン
の測定を行う場合、本来必要のな
い測定までも行うこととなりま
す。また、異常なデータを示した
トランジスタに対してのみ 2 つ目
の測定を行う場合でも、セット
アップを変更するには時間がかか
るため、ナノプローバの電気的接
触が安定せず、プロービングしな

おすことになりますし、接続を換
える場合にもプロービングしなお
す必要があります。いずれにして
も、測定に時間がかかってしまい
ます。
しかし、以下で紹介するアプリ
ケーション・テストの例では、異
常なデータを示したトランジスタ
に対して、即座にソースとドレイ
ンの SMU 定義付けを変更して測
定することができるアルゴリズム
を実現しています。これにより、
故障解析に必要な測定を最小限の
時間で行うことが可能となりま
す。

Start

IDVD=OFF &
IDVG=OFF

No

Yes
Select measurement item
Id-Vd
IDVD=ON

Both
IDVD=ON
IDVG=ON

IDVD=ON
Yes
Set up the Integration Time

Id-Vg
IDVG=ON

No

IDVG=ON
Yes
Set up the Integration Time

Set up the Graph axis

i=1,2,3
i=2
Drain_m=Source
Source_m=Drain

i=1
Drain_m=Drain
Source_m=Source

i=3

i=2

i=1,2
i=1
Switch
Drain/Source?
Yes
i=i+1

Set up the Graph axis

j=2

Drain_m=Drain
Source_m=Source

Drain_m=Source
Source_m=Drain

Id-Vg
No
j=2

j=1,2
j=1
Switch
Drain/Source?
Yes
j=j+1

図 5. SRAM 故障解析用アプリケーション・テストのフローチャート
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SRAM 故障解析用アプリケーション・テストの例
図 5 にこの SRAM 故障解析用ア
プリケーション・テスト例のフ
ロー・チャートを示します。この
プログラムの概要は以下のとおり
です。
1. 測定項目を選択（Id- Vd、IdVg 測定の両方もしくはいずれ
かを選択 )
2. 積分時間の設定
3. グラフ画面の X 軸の設定
4. ソース / ドレインの SMU 定義
付け（チャネルの設定）
5. 測定の実行（Id- Vd 測定、また
は Id- Vg 測定）
6. 測定結果を確認後、メッセー
ジ・ボックスにて次に行う作
業を選択
6.a ソースとドレインを入れ
替えて測定
（上記 4、5 を繰り返し）
6.b 終了

図 6. SRAM 故障解析用アプリケーション・テストのメイン・ウィンドウ
と Extended Setup 画面

＊ 1 で両方の測定を選択した場合
には、Id- Vd 測定後、Id- Vg 測
定に対して 2 〜 6 のステップ
を繰り返す。
このアプリケーション・テスト定
義のメイン・ウィンドウと
Extended Setup 画面を図 6 に示
します。メイン・ウィンドウで
は、測定項目の選択、トランジス
タの各端子に対するチャネル設
定、及び測定条件の設定ができま
す。EasyEXPERT のメイン・ウィ
ンドウにおいて、これらのパラ
メータを設定するだけで、測定が
可能です。
このアプリケーション・テストの
測定結果の例を図 7 に示します。
これらのデータは自動的に
Results のリストエリアに保存さ
れます。初期設定の状態では、
Results のリストエリアには、最
後に表示された Data Display を
含むアプリケーション・テストの
行のみが表示されます。しかし、
"Results > Filter > Expand
Application Test Results" メ
ニューを選択することによって、
図 8 のように、すべてのデータが
リストエリアに表示されます。

(a) Vd-Id data (S/D Forward)

(b) Vd-Id data (S/D Reverse)

(c) Vg-Id data (S/D Forward)

(d) Vg-Id data (S/D Reverse)

図 7. SRAM 故障解析用アプリケーション・テストの測定結果 (Data Display) 例

図 8. 拡張後のリストエリア
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まとめ
このアプリケーションノートで取
り上げたドーパント異常のような
故障解析は、従来の物理的観察技
術による故障解析手法では発見す
ることが非常に困難でしたが、ナ
ノプローバを用いた解析によっ
て、より短時間で簡単に発見する
ことが可能になります。今まで測
定できなかった実デバイスを構成
する単体トランジスタを B1500A
とナノプローバを用いてソース、
ドレイン、ゲート、基板というに
ようにプロービングすることで、
TEG に対して行ってきたパラメト
リックテストと同様の電気的評価
が可能になります。このことは、
実デバイスでの故障解析において
も、詳細な電気的評価が可能な
り、今まで見つけにくかった電気
的性能にのみ現れるような故障原
因をもきちんと評価できるように
なることを意味します。このよう
な新しい故障解析に対して、専用
のアプリケーション・テストを含
む B1500A とナノプローバが最適
の環境を提供します。
このアプリケーションノートで紹
介した SRAM 故障解析用のアプリ
ケーション・テスト定義は、アジ
レントの B1500A Web サイト
（http://www.agilent.com/see/
B1500A) からダウンロードできま
す。
参考文献
1）国宗依信、LSI テストシンポジ
ウム 2005 会議録、pp329,
2005
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この頁は意図的に白紙を使用しています。
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サポート、サービス、およびアシスタンス

アジレント・テクノロジー株式会社

アジレント・テクノロジーが、サービスおよびサポートにおいてお約束できることは明確です。リス
クを最小限に抑え、さまざまな問題の解決を図りながら、お客様の利益を最大限に高めることにあり
ます。アジレント・テクノロジーは、お客様が納得できる計測機能の提供、お客様のニーズに応じた
サポート体制の確立に努めています。アジレント・テクノロジーの多種多様なサポート・リソースと
サービスを利用すれば、用途に合ったアジレント・テクノロジーの製品を選択し、製品を十分に活用
することができます。アジレント・テクノロジーのすべての測定器およびシステムには、グローバル
保証が付いています。アジレント・テクノロジーのサポート政策全体を貫く 2 つの理念が、「アジレ
ント・テクノロジーのプロミス」と「お客様のアドバンテージ」です。

本社〒 192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1

計測お客様窓口
受付時間 9:00-19:00
(12:00- 13:00 もお受けしています。土・日・祭日を除く )
FA X 、E - m a i l 、Web は 2 4 時間受け付けています。

TEL ■■
FAX ■■

0120-421-345
(0426-56-7832)
0120-421-678
(0426-56-7832)
(0426-56-7840)

Email

contact_japan@agilent.com

アジレント・テクノロジーのプロミス
お客様が新たに製品の購入をお考えの時、アジレント・テクノロジーの経験豊富なテスト・エンジニ
アが現実的な性能や実用的な製品の推奨を含む製品情報をお届けします。お客様がアジレント・テク
ノロジーの製品をお使いになる時、アジレント・テクノロジーは製品が約束どおりの性能を発揮する
ことを保証します。それらは以下のようなことです。
●
●
●
●
●

機器が正しく動作するか動作確認を行います。
機器操作のサポートを行います。
データシートに載っている基本的な測定に係わるアシストを提供します。
セルフヘルプ・ツールの提供。
世界中のアジレント・テクノロジー・サービス・センタでサービスが受けられるグローバル保証。

お客様のアドバンテージ
お客様は、アジレント・テクノロジーが提供する多様な専門的テストおよび測定サービスを利用する
ことができます。こうしたサービスは、お客様それぞれの技術的ニーズおよびビジネス・ニーズに応
じて購入することが可能です。お客様は、設計、システム統合、プロジェクト管理、その他の専門的
なサービスのほか、校正、追加料金によるアップグレード、保証期間終了後の修理、オンサイトの教
育およびトレーニングなどのサービスを購入することにより、問題を効率良く解決して、市場のきび
しい競争に勝ち抜くことができます。世界各地の経験豊富なアジレント・テクノロジーのエンジニア
が、お客様の生産性の向上、設備投資の回収率の最大化、製品の測定確度の維持をお手伝いします。
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www.agilent.co.jp/find/emailupdates-Japan
Agilent からの最新情報を記載した電子メールを無料でお送りします。
Agilent 電子計測ソフトウェアおよびコネクティビティ
Agilent の電子計測ソフトウェアおよびコネクティビティ製品、ソリューション、デベロッパ・ネッ
トワークは、PC 標準に基づくツールによって測定器とコンピュータとの接続時間を短縮し、本来の
仕事に集中することを可能にします。詳細については www.agilent.co.jp/find/jpconnectivity を参照して
ください。
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