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モデル4200-SCS半導体評価
システムを使ったチャージポンピング測定

イントロダクション
チャージポンピング測定はMOS構造の半導体-絶縁膜界面
評価手法としてよく知られており、絶縁膜界面のトラップ密度や断
面の平均捕獲量を含めたデバイスの品質や劣化に関する重要
な情報を得ることができる。その測定はゲート電極へパルス電圧
を印加し同時に基板のDC電流を測定する手法であるため、パル
スジェネレーターと高感度なDC電流計が必要となる。
モデル4200-SCS半導体特性評価システムは測定を自動的
に実行しその結果を解析するソフトウェアと共に高感度測定に
必要なハードウェアを搭載しているため、このチャージポンピン
グ測定の完全なソリューションを提供することができる。さらにこ
のシステムにはパルスベース電圧スイープやパルス振幅スイープ
のような一般的に使用されるチャージポンピング試験のプログラ
ムが標準的に提供される。このアプリケーションノートではモデル
4200SCSのオプションであるモデル4225-PMU超高速IVモジュ
ールもしくはモデル4220-PGUパルスジェネレータユニットを使用
したチャージポンピング測定の方法を解説する。
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図１．チャージポンピング測定の基本回路

Nit=

チャージポンピング試験の概要
図１はチャージポンピング測定回路のダイアグラムである。基
本的にMOSFETのゲート電極にはトランジスタを蓄積状態から
反転状態に繰り返し切り替えるためのパルスジェネレーターが接
続されている。そのゲートにパルスが印加されている間パルスの
立上り、立下りのタイミングで多数キャリアと少数キャリアの再結
合が起こり、その結果通常のドレイン-ソース間の電流と反対方向
の電流が発生する。この電流はチャージポンピング電流と呼ば
れ、MOSFETのバルクもしくは基板電極に高感度の電流計を接
続することにより測定できる。

ドレイン

ICP
qfA

ここで、
Nit = 界面トラップ電荷密度(cm–2)
ICP = チャージポンピング電流(A)
f = 試験周波数(Hz)
q = 電荷,1.6022 × 10 –19 C
A = チャンネル面積(cm 2)

さらにバンドの曲がりに対する界面トラップ密度の関数が次式
で得られる。

これまで幾つかのチャージポンピング測定手法が開発されて
きたが、トランジスタのソースとドレインを共に接地するかわずかな
バイアスを印加し、ゲート電極に固定した振幅や立上り/立下り時
間や周波数の電圧パルスを与えながら基板電流を測定するとい
う手法が基本となっている。その電圧パルスは振幅を一定した状
態でベース電圧をスイープしたり、ベース電圧を一定に保ち振幅
をスイープする。
その”振幅固定/ベース電圧スイープ”は振幅やパルス周期（
パルス幅）を固定した状態でベース電圧値を反転から蓄積状態
にスイープさせる。その波形とベース電圧に対するチャージポン
ピング電流値の変化を示したカーブを図２に示す。そのデータか
ら次の式を用いて界面トラップ密度を導出することができる。
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Dit=

ICP
qfA△E

ここで、
Nit = 界面トラップ電荷密度(cm–2eV–1)
ICP = チャージポンピング電流(A)
f = 試験周波数(Hz)
q = 電荷,1.6022 × 10 –19 C
A = チャンネル面積(cm 2)
△E = 反転フェルミレベルと蓄積フェルミレベルの差[1]

機器の構成
図４にモデル4200SCSを使ったチャージポンピング測定の基
本的な回路ダイアグラムを示す。このアプリケーションに対し、モデ
ル4200SCSにはモデル4220-PGU(パルスジェネレーターユニッ
ト)もしくはモデル4225-PMU(超高速IVモジュール)のいずれかと
一つないし二つのモデル4200-SMU(ソースメジャーユニット)とモ
デル4200-PA(プリアンプ)が必要となる。
対象のデバイスを反転、蓄積と変化させるために必要なパルス
電圧を与えるため、4225-PMUもしくは4220-PGUのパルスジェネ
レータをMOSFETのゲート電極に接続する。そしてチャージポン
ピング法に基づきPMUもしくはPGUで振幅スイープ、ベース電圧
スイープ、立上り/立下り時間の変化や周波数スイープを行う。そし
てテスト周波数は通常キロHz～メガHzレンジが使用される。

空乏

蓄積

反転

SMU1は基板電極に接続され基板電流を測定する。このチャ
ージポンピング電流(ICP)は場合によってはナノもしくはピコアンペ
アレンジになるため、モデル4200-PAのプリアンプが必要になる。

図２．固定振幅/ベース電圧スイープのパルス波形と対応するチャージ
ポンピング電流カーブ

さらに“ベース電圧固定/振幅スイープ”もチャージポンピング
電流を求めるためによく用いられる手法である。その手法ではベ
ース電圧を蓄積状態で固定した状態でパルスの振幅を反転状
態へ変化させていく。図３に示したように、パルスの振幅(VAMP)が
大きくなるに従いチャージポンピング電流値が飽和して行く。

MOSFETのソース及びドレイン電極はSMU2に共通接続され
わずかな反転電圧(Vr)を与える。もしVr =0vの場合、ソース/ドレ
イン端子はSMU2の代わりにGNDUに接続することも可能であ
る。測定の際発振やノイズの影響を回避するため、全てのSMUと
4225-PMUもしくは4220-PMUのLo端子をできる限りデバイスに
近いところで相互接続することが重要となる。SMUのLo端子は３
軸コネクタの外部シールド、PMUもしくはPGUのLo端子はSMAケ
ーブルの外部シールドになる。
微小電流測定における静電気干渉によるノイズを最小化す
るため、デバイスをSMUのLo端子と接続されシールドされてい
る金属箱の中に設置する。モデル4200SCSでの微小電流測
定を行うための更なる情報に関しては#2959アプリケーションノ
ート“Optimizing Low Current Measurement with the Model
4200-SCS Semiconductor Characterization System”を参照。
ドレイン
ゲート

バルク

ソース

図３．ベース電圧固定/振幅スイープのパルス波形と対応するチャージ
ポンピング電流カーブ

それら ”振幅固定/ベース電圧スイープ”や “ベース電圧固
定/振幅スイープ”以外にもパルスの立上り/立下り時間を変化さ
せたり、チャージポンピング電流の周波数依存性を測定する手
法も用いられることがある。

SMU2の電圧源がソース プリアンプ付きの
とドレインに逆バイアス SMU1がICPを測定
PGUまたはPMUがゲー Vrを供給、またはSMU2
トにパルスVGを印加 をコモンに設定可能

図４．チャージポンピング測定のための4200-SCS型の構成
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KITE ソフトウェアを使用したチャー
ジポンピング測定の自動化
モデル4200SCSには一般的によく使用されるチャージポン
ピング測定手法のテストライブラリーを含んだプロジェクトがC:
＼S4200＼kiuser＼Projects＼_Pulseのフォルダに存在する。その
プロジェクトを開くと図5に示したプロジェクトナビゲーターにそら
れのテストが表示される。表１にそれぞれのテストとその簡単な解
説を示す。

ユーザーは実行したいテストを選択し、定義タブにおいて各テ
ストパラメータに対する適切な値を入力する。そのパラメータはそ
れぞれのテストにより異なるが、主にパルス電圧値、スイープ値、
立上り/立下り時間、テスト周波数、デューティー比等の値を入力
する。それらのテストパラメータを含む各テストの詳細については
モデル4200SCSコンプリート・リファレンスマニュアルの第16章に
記載されている。
チャージポンピング電流(ICP) vs. ベース電圧(V)

プロジェク
トナビゲー
タに示され
る試験のリ
スト

図６．BaseSweepユーザテストモジュールの試験結果

ハードウェアとソフトウェアを設定した後、スクリーン上のランボ
タンをクリックすることにより測定が実行される。そして測定結果
がグラフタブ中にグラフ表示され、データはデータシートに表示さ
れる。そのシートタブでは記録されたデータの操作が行え、.xls、.
txt、もしくは.csvファイル形式で保存することができる。

図５．チャージポンピングのプロジェクト
表１．チャージポンピングのユーザテストモジュール（UTM）
ユーザテストモジュール

内容

BaseSweep

パルス振幅を一定に保って、波形のベ
ース電圧がスイープされる。チャージポ
ンピング電流が測定されベース電圧の
関数としてグラフ化される。ソース/ドレ
イン端子は一緒にグランドされる。
BaseSweep試験と同じだが、2つ目の
SMUが追加されソース/ドレイン端子に
DC電圧バイアスを印加する点が違う。
バイアス電圧を一定に保ってパルス振
幅がスイープされる。チャージポンピン
グ電流が測定されパルス振幅電圧の
関数としてグラフ化される。ソース/ドレ
イン端子は一緒にグランドされる。
AmpitudeSweep試験と同じだが、2つ
目のSMUが追加されソース/ドレイン
端子にDC電圧バイアスを印加する点
が違う。
パルスの立上がり遷移時間のリニアス
イープを実行する。ICPが測定され立
上がり時間の関数としてグラフ化され
る。ソース/ドレイン端子は一緒にグラ
ンドされる。
パルスの立下り遷移時間のリニアスイ
ープを実行する。ICPが測定され立下
り時間の関数としてグラフ化される。ソ
ース/ドレイン端子は一緒にグランド
される。
振幅、オフセット電圧、立上り/立下り時
間を一定にして、ICPが測定され試験
周波数のリニアスイープの関数としてグ
ラフ化される。ソース/ドレイン端子は一
緒にグランドされる。
振幅、オフセット電圧、立上り/立下り時
間を一定にして、ICPが測定され試験
周波数のログスイープの関数としてグラ
フ化される。ソース/ドレイン端子は一
緒にグランドされる。

BaseSweep_2SMU
AmplitudeSweep

AmplitudeSweep_2SMU

RiseTimeLin

FallTimeLin

FreqLin

FreqLog

ベーススイープのテストモジュールにて取得したグラフを図6に
示す。これはベース電圧値に対するチャージポンピング電流の関
係を表す。
チャージポンピング電流(ICP)vs.ベース電圧(V)、
試験周波数(1MHz-6MHz)

図７．複数の試験周波数でのチャージポンピング電流の測定結果

このユーザーテストモジュールに新しいパラメータを入力し測
定を繰り返すことができる。それを行う一つの方法としてスクリーン
上のAppend Runボタンがある。それにより一つのグラフに複数の
テスト結果を表示させることができる。図７にテスト周波数を1MHz
から6MHzまで増やした結果を示す。各データがグラフにアペン
ドされ新たなワークシートがAppend Run毎にシートタブに追加さ
れる。
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チャージポンピング測定の一般的なもう一つの試験に振幅ス
イープがある。これはベース電圧を一定に保った状態でパルスの
振幅をスイープしながらチャージポンピング電流を測定する。そ
の結果を図８に示す。
チャージポンピング(ICP)

vs. パルス振幅(V)

結論
モデル4200SCSはゲート絶縁膜の界面の特性評価を行うた
めの理想的なツールである。内蔵されたモデル4225-PMUもしく
はモデル4220-PGUのようなパルスジェネレータとKTEIソフトウェ
アにより、ユーザーはプログラミング作業を行うことなく測定と解析
を簡素化することができる。さらにモデル4225-PMUを搭載する
ことにより、モデル4200-SCSはここで示したチャージポンピング
測定を含めデバイスの一般的なDC及び超高速IV特性評価に
必要な多様な測定を行うための強力なツールになる。この4225PMUは単なるパルスジェネレータにとどまらず、電圧と電流の測
定機能を持っているため、過渡応答電流電圧（波形キャプチャ
ー）測定のアプリケーションに対しても活用できる。
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パルス振幅
図８．パルス振幅の関数として示したチャージポンピング電流

ソフトウェアにあらかじめ搭載されている関数式を用いることに
より界面準位密度を導き出すような解析を行うことができる。その
関数を使用するためにはテスト設定画面の定義タブ上のフォーミ
ュレーターボタンをクリックし、図９に示したようにDitの式を入力す
ることによりDitの値をグラフに表示することができる。

図９．フォーミュレータ機能を使って式を入力
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