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要約：電源電流（IDDQ ）情報は論理情報に比べて高い故障検出感度を有しているため LSI 評価に広く用いら
れている。この技術を LSI の劣化兆候の検出へ適用するにあたり、その検出方法と劣化の成長に伴う電気的
特性の挙動を検討した。前者は初期のテストベクター対 IDDQ 値のデータと経時変化するデータとの関係を
相関係数で定量化する検出方法である。この結果、正常値に対して約 1/3500 の微小変動の変化を検知でき
た。後者は LSI に欠陥を作り込み加速試験を行うことで変化する IDDQ 値と論理の挙動のモニタである。この
結果は、正常から異常論理へ移行する過程で IDDQ 値の上下振動があること、異常論理への時間変化は急峻
であることが判明した。

1. はじめに
水道管に小さな穴が開くとそこを介して水が染
み出してくる。その内その小さな穴はどんどん大
きくなり遂には噴水となって漏れだす。この現象を
リーク（leak）と呼ぶ。LSI も水道管と同じく水と
しての電流が漏れ出すリーク事象がある。このリー
ク事象は本来電気的に独立した配線間が何らかの
原因（pinhole や Particle によるショートなど）でつ
ながることで電源間に貫通路が形成され電流が染
図 1. Analogy between water and current leakage

み出す現象である。初期段階ではこのリークは高い
抵抗値を介した電流の染み出しである。しかし駆
動による時間経過とともにあたかも穴が大きくなっ

本文の目的はこの水漏れに相当する電流リーク

ていくように低抵抗となり電流値が増大していく。
そして、突然破裂し故障に至る。ここでリークのも

現象が LSI の劣化の進行過程でどのような挙動を示

ととなる抵抗の形成箇所は物理現象（発熱、発光、

すかを検証する点と、この劣化変動を高精度で捉え

異常電流など）を伴うことから場所の特定は可能で

る方式について述べることにある。

ある。図 1 はアナロジーとしての水道管漏れと液晶

構成はまず、第 2 章にて CMOSLSI の異常が電流

（LC：Liquid Crystals）の熱転移現象を用いた発熱箇

に敏感に反応する理由を説明したのち、第 3 章にて

所の検出事例であり、Visual 観察することで噴出し

微小 IDDQ 異常値の識別法に関して LSI の進展に対

口を特定できる。水漏れと電流漏れは何とよく似て

する問題点を交えて示す。第 4 章にて LSI 内に欠陥

いることか。この顕著な事象は LSI の評価に広く用

を作り込み加速試験を行うことで変化する IDDQ 値

いられる。特に CMOS と呼ぶ低消費電力を利点と

と論理の変遷を述べる。第 5 章にて欠陥の成長に

する LSI に対しては有効である。

伴う IDDQ 値の挙動とその検出の問題点とまとめを
行う。
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図 2. IDD wave profile by using oscilloscope

2. 欠陥起因の IDDQ 1, 2, 3 )
IDDQ とは何かを説明した後、CMOS 回路の異常
における IDDQ と論理の関係を述べる。
図 3. Relation between Vin –Vout and IDD of Inverter

2.1 IDDQ とは
図 2 はオシロスコープで観察した電源電流（IDD ）

circuit

波形である。図に示すように CMOS 論理回路に流
れる電源電流（IDD ）はクロック信号に同期して切替
わる論理の変化に伴うトランジェント電流（IDDT ：

Transient current）と、論理が安定した静止状態での
電源電流（IDDQ ：Quiescent Power supply Current）で
構成される。故障の有無を検知する電流は IDDQ で
あり LSI が正常であれば小さいが欠陥が存在すると
大きな電流値となる。これを IDDQ 異常（Abnormal
IDDQ ）と呼び LSI 内部に故障の存在を知らせるシグ
ナルとして LSI の評価・解析・テストなどに用いら

図 4. Distribution of IDDQ value due to LSI develop-

れている。

ment

2.2 論理と電流の関係
論理と電流の関係を図 3 に示すインバータ回路を
用いて述べる。入力端子に VDD が印加するとほぼ

3. 微小 IDDQ 異常値の識別 1, 2, 3 )

GND 電位である L 論理に、GND が印加するとほぼ

以上、有用な IDDQ 情報であるが、LSI の微細化、

VDD 電位である H 論理として出力する。以上、一
方の Tr が活性化すると他方の Tr は不活性化するた

大規模化は正常な IDDQ 値の増加を招き欠陥起因の

IDDQ 異常値を識別できなくしている。
3.1 IDDQ 値の変遷
図 4 はその変化を IDDQ 値の分布でイメージ化し

め論理の静止状態では VDD から GND へ電流が流れ
ない。しかし、論理の切り替わり時（H/L から L/H
への移行、これを中間電位と定義する）Tr は共に

たものである。欠陥に起因して発生する IDDQ 異常

活性化し VDD から GND へ貫通電流が流れる。一般

値はデバイスの設計寸法に依存せず、数 10µA〜数

に回路内に欠陥が存在すると欠陥を介した信号は

100µA 程度とほぼ一定であると考えられる。初期
の頃（DR が緩やかで小規模な回路構成）の正常な
CMOS 回路の IDDQ 値は数 µA オーダ以下とほとん

中間電位となり、この電位が印加するインバータ回
路は VDD から GND へ貫通電流（IDDQ ）が流れる。

ど無視できるため上限値を設定することで異常有
無の識別ができた。しかしデバイスの進展と共にオ
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フリーク電流（Isubth、Igidi、Ig などから構成）の増
加や大規模化に伴う Tr 数の増加の積算により数 m
〜数 100mA と欠陥起因の IDDQ 値を完全に被ってし
まうようになった。そのため異常を顕在化させる工
夫が必要となってきた。

3.2 IDDQ 異常値の識別 4 )
欠陥に起因して発生する微小な電流の識別は絶
対値比較では困難であり、テストベクタ（TV）に依
存して検出される IDDQ 値の形状（IDDQ -signature）の
解析による異常の検知が効果的である（図 5(a)）。
この識別のため相関係数（Correlation coeﬃcient：r）
を用いた 5 ) 。相関係数（r）は図 5(b) に示すように
横軸に初期 LSI の IDDQ 値、縦軸に時間の経過にお
ける LSI の IDDQ 値を設定することで時間毎の変化
として算出できる。相関係数は式 (1) として定義さ
れる。

r(x, y) =
=

1 ∑ xk − x yk − y
·
N
σ(x)
σ(y)
C(x, y)
σ(x)σ(y)

(1)

ここで、C(x, y) は共分散、σ(x)、σ(y) は標準偏差
を示す。この識別方式を用いて正常 IDDQ 値（n IDDQ：

Normal IDDQ ）が平均 36mA 流れるデータを用いて任
意パタンに微小電流（∆IDDQ ）を印加した時の識別
状態をチェックした。
異常 IDDQ 値の付加は 500 パタンの 10 ％（50 パタ
ン）に付加した。その結果 36mA に対して 0.5mA の
変化の識別ができ、その検出感度は約 70 倍であっ
た（図 5(c)）。さらに、式 (2) に示すように相関係数
の傾き r を角度 θ に変換した逆余弦関数 arccos(r) で
プロットすると 36mA に対して 10µA と検出感度は

3500 倍に増加した（図 5(d)）。
θ = arccos(r)

(2)

この方式は IDDQ の微小な変化に対して高い検出
感度を得られるため有用であることが判明した。

図 5. Identification of tiny IDDQ by correlation coef-

ficient

4. LSI が示す IDDQ 異常値の変化
欠陥を形成した実デバイスを用いて加速試験に
よる劣化が IDDQ 値にどのように反映してくるかを

の LSI をダイナミック駆動させながら約 70 倍の加

実験した。まず、この測定フローを示した後、LSI

速係数を有する環境（VDD ：規格の 1.5 倍印加、温

に形成した欠陥の経時変化に伴う IDDQ 異常値の変

度：125 ℃）にて加速しながら、一定時間毎の論理

化と論理故障の対応を述べる。

動作及び、IDDQ 値を測定し、データを収集した。

4.1 測定フロー 6 )

レ ー ザ は YAG 第 2 高 調 波（532nm）HSL-4000II

図 6 に測定フローを示す。まず、市販 LSI を開封

（4mJ/pulse、0.6MWpeak power）を用いた。欠陥はク

し、チップ上にレーザで欠陥を形成する。そして、

ロス配線箇所、well 接合箇所、Well 内といった論理

テスターにて論理動作及び IDDQ 値を測定する。こ

が劣化をしやすい箇所を選んだ。しかし中途半端な
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図 9. Transition of abnormal IDDQ value by acceler-

ation test

図 6. Measurement flow

図 10. Defect formation images by Laser
図 7. Defect formation images by Laser

4.2 サンプル評価
特徴的な傾向を示した 3 つのサンプルについて
述べる。

4.2.1 CD4515BE（TI 社製）
本品は Latch ／ Decoder ／ Multiplexer 機能を有す
る LSI である。開封後レーザ照射により 0bit 目に
あたる 1 段目 Inverter 回路の PchTr のゲート・ドレ
イン間にレーザを 3 パルス照射し欠陥を作りこん
だ（図 7）。その結果、論理は異常を示し、テスト
ベクタ番号（TVN）に依存する IDDQ 値は 358µA と
正常値 40nA（Typ. at 5V）の約 9000 倍となった（図

8）。この状態で加速試験（VDD：15v、Temp：125deg、
Acceleration Time：150hr）を行った。PN 接合部の欠
陥の活性化エネルギーを 0.5eV とすると加速率は

図 8. Abnormal IDDQ value each test vector

70 倍である。120 時間の加速試験の結果は論理故障
を維持したまま、IDDQ 値は変化なく推移した（max

欠陥形成の成功率は 2 ％（50 個中 1 個）と極端に低
かった。ダイナミック試験は自作のパルス発生器か

360µA）（図 9）。
4.2.2 CD4515BE（TI 社製）
上記同様の LSI を開封した後、レーザ照射により

ら 1kHz のクロック信号を印加してダイナミック動
作を行った。テスターは HPG3000N（阪和電子製）
を用いた。電流測定は平均の正常 IDDQ 値に合わせ

同一箇所にレーザを 1 パルス照射し欠陥を作りこ

た検出抵抗を用いることで有効桁数を 1 ％以下に

んだ（図 10）。その結果、論理は異常を示し、TVN

確保できた。

に依存する IDDQ 値は 361µA と正常値 40nA（Typ. at
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図 11. Abnormal IDDQ value each test vector

図 13. Defect formation images by Laser

図 12. Transition of abnormal IDDQ value by accel-

図 14. IDDQ value of number of test pattern

eration test

5V）の約 9000 倍となった（図 11）。この状態で加速
試験（VDD：15v、Temp：125deg、Acceleration Time：
150hr）を行った。その結果、加速 3 時間目（1 回目
の測定）で論理は正常となり、IDDQ 値は 1µA 以下
まで一気に低下した。この状態は 126 時間経過して
も正常論理を維持した（図 11、12）。

4.2.3 TC74HC11AP（TOSHIBA 製）
本品は Up ／ Down Binary Counter 機能を有する

LSI である。開封後、レーザ照射により 6pin の 1 段
目 Inverter 回路の PchTr と NchTr のゲート・ドレイ

図 15. Change of IDDQ bumps values by acceleration

ン間及び、8pin の PchTr のゲート・ドレイン間の 3

test

か所にレーザを 1 パルスずつ照射し欠陥を作りこ
んだ（図 13）。その結果、論理は正常を示し IDDQ 値
は正常値 1µA に対して、全体が 493µA となり、そ

変化を繰り返した。テスタによる測定はこの I B 値

の中で 1 パタンのみ 581µA と突出した値を示した

を示すパタンのみで正常／異常論理を繰り返した

（図 14）。この状態で加速試験（VDD：5v、Fre：1kHz、

ため、変化する I S 値を規格化して I B 値の変化の

Temp：125deg、Acceleration Time：150hr）を行った。

みに注目した。図 15 は加速試験による I B 値の変化

この結果、ほぼ一定値（I Steady：I S）を保ちながら

を示したもので 209µA〜 1359µA 間を繰り返した。

特定テストパタンのみ突出値（I Bumps：I B）を示

図 16 は 加 速 時 間 に 対 す る I B 値 の 変 化 で あ

す電流パタン形状の傾向は加速試験にても変わら

り、581µA（0hr）→ 188µA（3hr）→ 890µA（12hr）→

なかった。但し、加速劣化に伴い I S、I B はともに
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する LSI の IDDQ 値はいきなり数 100µA オーダを示
し、nA オーダからの欠陥の成長に合わせた IDDQ 値
の増加をモニターすることはできなかった。
今後、欠陥形成の精度を高めた加工によるモニ
タを実施する予定である。また測定環境におけるノ
イズの影響を検証する予定である。
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我々は LSI の劣化兆候の検出へ適用するにあた
り、その検出方法と劣化の成長に伴う IDDQ 値の挙
動を検討した。
前者の劣化の検出方法は IDDQ -Signature を相関係
数の変化分として捉えることで精度の高い検出方
法を確立した。その結果、正常値の 1/3500 の微小
な変化分を検出できることが判明した。
後者の劣化の成長に伴う IDDQ 値の挙動は LSI に欠
陥を作り込み加速試験を行うことで変化する IDDQ
値と論理の挙動のモニタである。当初、欠陥が成長
することでその抵抗値が減少し、リーク電流が増
大していくものと考えていたが結果は異常論理へ
移行していく過程で IDDQ 値の上下振動があること、
異常論理への時間変化は急峻であることが判明し
た。しかし、レーザ照射により作り込んだ欠陥を有
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Abstract: Supply current (IDDQ ) information has higher fault detection sensitivity than that of logic, and hence the IDDQ
information is widely used for LSI evaluation technology. This time, The IDDQ information has been applied to detection
way of deterioration signs and behavior analysis of degradation process. The former way is method to use correlation
coeﬃcient of tiny IDDQ values to change with time. This simulation result indicates to detect 1/3500 or less changes of
normal IDDQ value. The latter analysis is monitor of IDDQ behavior of degradation growth process of defects fabricated
by Laser irradiation. This result denotes that IDDQ signature shows transition with up and down movement irrespective of
logic state, and transition time from normal to abnormal logic state is steep.
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