Application Note

RPI TFTモデルの性能を
最大限に引き出すUTMOST IV
はじめに

TFT ( 薄膜トランジスタ ) テクノロジの登場以来、Simucad
の SmartSpice は、業界標準のアナログ回路シミュレータと
して使用されています。SmartSpice は、米レンセラー工科大
学 ( Rensselaer Polytechnic Institute、以下 RPI) が開発し
たポリシリコン ( 以下 poly-Si) およびアモルファス・シリコン
( 以下 a-Si) TFT 素子向け SPICE コンパクト・モデルをいち
早く導入し、TFT 素子による集積回路の設計を可能にしまし
た。その際、回路設計者に TFT モデル・パラメータを提供す
るという重要な役割を担ったのが、Simucad の UTMOST III
SPICE パラメータ抽出ツールでした。以来、モデリング技術
者は、RPI TFT モデル、特に RPI poly-Si TFT モデルに関す
るノウハウを蓄積してきました。しかしながら、近年のテクノ
ロジの急速な進歩により、モデリング効率の向上とモデル合わ
せ込み精度の向上という 2 つの要求が TFT モデリング技術者
に重くのしかかるようになりました。本稿は、この両方の重
圧を、遺伝的アルゴリズムによるオプティマイザと伝統的な
Levenberg Marquardt 法 ( 以下 LM 法 ) オプティマイザを組
み合わせた Simucad の UTMOST IV ハイブリッド・オプティ
マイザによって軽減する方法を紹介します。RPI poly-Si TFT
モデルを使用した場合と、RPI a-Si TFT モデルを使用した場
合の 2 つの UTMOST IV パラメータ最適化の例を挙げます。

洗練を重ねた RPI TFT モデル

SmartSpice は、a-Si 用の Level 35 、poly-Si 用の Level 36
の 2 つの RPI TFT モデルを搭載しています。DC モデル・パ
ラメータの数は、a-Si TFT モデルで 24 個、poly-Si TFT モ
デルで 31 個と、両モデルともパラメータ数においては非常に
コンパクトなモデルであると言えます。しかし、そのモデル式
は、大変複雑な非線形方程式であるため、伝統的なアプローチ
の LM 法でモデル・パラメータを抽出するのは容易ではあり
ません。LM 法を使用してターゲット測定データに高精度に合
わせ込むためには、モデル・パラメータの初期値が最終的な解
に比較的近いことが必要です。これは、TFT モデリング技術
者にとっては困難な条件です。DC 電流電圧特性からは、モデ
ル・パラメータの初期値についての情報はほとんど得られませ
ん。パラメータの適切な初期値が得られない限り、この複雑な
非線形方程式の真価を発揮することはできません。
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UTMOST IV ハイブリッド・オプティマイザ :
2 つの最適化アルゴリズムを併用

UTMOST IV は、6 つの最適化アルゴリズムを搭載しています。
うち 2 つはローカル最適化アルゴリズムと呼ばれるもので、残
りの 4 つはグローバル最適化アルゴリズムです。ローカル・オ
プティマイザでは、パラメータの初期値が適切であることが必
要ですが、グローバル・オプティマイザではその必要はありま
せん。UTMOST IV では、任意の 2 つのアルゴリズムを組み合
わせて「ハイブリッド・オプティマイザ」を構成することがで
きます。RPI TFT モデル・パラメータの最適化は、
このハイブリッ
ド・オプティマイザを使用して、グローバルとローカル両方の
最適化アルゴリズムを併用するとうまくいきます。グローバル・
オプティマイザを使用して広範なパラメータ空間を探索し、い
わゆる「グローバル・ミニマム」の領域を特定します。その後、
ローカル・オプティマイザを使用して、ローカル・ミニマムに
陥る心配なく、取りうる最良の解を特定できます。
次の 2 つの例において、RPI TFT モデルの洗練された性能と
UTMOST IV の優れた機能を示します。

1. RPI poly-Si TFT モデルのパラメータ
抽出例

次の N 型 TFT の例では、RPI poly-Si TFT モデルのパラメー
タ抽出における UTMOST IV ハイブリッド・オプティマイザの
能力を示します。最適化アルゴリズムには、最初に遺伝的アル
ゴリズム、次に LM 法を使用します。遺伝的アルゴリズム・オ
プティマイザによって、LM 法で使用する適正なパラメータ初
期値が得られると期待されます。
最適化シーケンスの最初のステップでは、いくつかの Vds 電
圧値における Ids-Vgs 特性を考え、負の Vgs におけるドレイ
ン・リーク電流と、サブスレッショルド電流～弱反転電流の領
域を使用します。ここで、サブスレッショルド電流領域は、ド
レイン電流全体の基礎となります。負の Vgs におけるドレイン・
リーク電流は、このサブスレッショルド電流に滑らかに接続さ
れる必要があります。RPI poly-Si TFT モデル・パラメータの
いくつかはサブスレッショルド電流領域と飽和電流領域の両方
に影響を与えますが、サブスレッショルド領域で使用されるパ
ラメータの数は、飽和領域よりも少数です。言い換えれば、パ
ラメータ数の観点において、サブスレッショルド電流領域の最
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適化は、飽和領域ほど柔軟に行えません。そこで、最初のステッ
プ 1 は、サブスレッショルド領域で使用される一般的なモデル・
パラメータについて適正な値を得ることを目的とします。その
後のステップでは、ステップ 1 で得られたパラメータに基づい
て飽和領域を最適化します。

1-1. UTMOST IV RPI poly-Si TFT モデルの最
適化 : ステップ 1

図 1 は、ターゲット・データ ( 緑 ) およびデフォルトのモデル・
パラメータによるシミュレーション曲線 ( 赤 ) を示しています。
使用したモデルは、Level 36 version 2 (ISUBMOD=1) です。
測定データに意図的に変更を加えて、TFT 特性を示すターゲッ
ト・データとしています。

図2: UTMOST IV最適化ステップ1: サブスレッショルド領域および
負のVgs領域の両方をターゲットとして指定しました。
図 3 は、ステップ 1 の結果を示しています。デフォルトのパ
ラメータ値を使用した LM 法単体でも、これに近い結果が得ら
れる可能性はありますが、遺伝的アルゴリズムを併用すること
により、不適切な合わせ込みが行われるリスクを低減できます。

図1: poly-Si TFTターゲット・データ(緑)とデフォルトのRPI polySi TFTモデル・シミュレーション曲線(赤)。

図 2 は、UTMOST IV 最適化ステップ 1 のターゲット領域の
設定を示しています。いくつかの Vds における Ids-Vgs 特性の、
対数スケール・データを使用します。ステップ 1 は、サブスレッ
ショルド領域および負の Vgs 領域におけるリーク電流を取得
することを目的に設計されています。赤枠で示されているよう
に、UTMOST IV の最適化設定では、同一の素子データに対し
て複数のターゲットを選択することができます。まず、遺伝的
アルゴリズムでグローバル・パラメータ空間を探索し、適切な
初期値を求めた後、LM 法により、合わせ込み誤差の削減を試
みます。

Page 2

図3: UTMOST IVのRPI poly-Si TFTモデル・パラメータ最適化の
ステップ1の結果。
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図 4 は、UTMOST IV の最適化プロジェクト・ウィンドウで、
最適化ステータスの一例を示しています。初期合わせ込み誤差
の 15.09% が、ハイブリッド・オプティマイザによって 5.72%、
0.85% へと順に減少していることが分かります。

図 5: UTMOST IV 最適化ステップ 2: 領域の設定。
図 6 は、最適化ステップ 2 の結果を示しています。サブスレッ
ショルド領域の合わせ込みに多少の劣化が見られるものの、線
形および対数の両方のスケールのデータについて適切に合わ
せ込まれています。

図4: UTMOST IV最適化ステータス: ハイブリッド・オプティマイザ
を示しています。

1-2. UTMOST IV RPI poly-Si TFT モデルの最
適化 : ステップ 2

図 5 は、最適化ステップ 2 の領域設定を示しています。線形
と対数の両方のスケールにおいて、いくつかの Vds における
Ids-Vgs データを選択しています。このステップの目的は、サ
ブスレッショルド電流領域の合わせ込みを大きく損なうこと
なく、線形スケールの Ids 電流を適切に合わせ込むことです。
RPI poly-Si TFT モデルのいくつかのパラメータが、サブス
レッショルド電流領域と線形 / 飽和電流領域の両方に影響を与
えます。UTMOST IV は Y 軸に従って合わせ込み誤差を計算
するため、線形スケール・データでのターゲット最小電流値は
重要です。線形スケールが重要なのは、対数スケールの方が誤
差条件が緩いためです。対数スケールと線形スケールの両方の
データを選択しますが、対数スケール・データでの合わせ込み
誤差の削減の度合いが線形スケールでの削減度合いに比べて
著しく小さい場合、サブスレッショルド電流領域の適正な合わ
せ込みが失われる可能性があります。UTMOST IV の線形ス
ケール・データにおける最小電流のターゲット範囲には、サブ
スレッショルド電流値を含める必要があります。また、対数ス
ケール・データにおけるサブスレッショルド・ターゲット領域
には、線形スケールのデータ範囲に比べて大きな最適化重みを
持たせます。
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図 7 の最適化ステータスは、ハイブリッド・オプティマイザ
の別の使用例を示しています。リーク方程式パラメータを除
く、ほぼすべてのモデル・パラメータが選択されています。こ
れは、遺伝的アルゴリズムの良い使用例です。このようにして、
モデリング技術者はパラメータを大まかに選択できます。

図6: UTMOST IV RPI poly-Si TFTモデル最適化のステップ2の
結果。
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図7: UTMOST IV最適化ステータス: ハイブリッド・オプティマイザ
を示しています。

図9: UTMOST IV最適化ステータス: あまり改善されていないこと
を示しています。

1-3. UTMOST IV RPI poly-Si TFT モデルの最
適化 : ステップ 3

1-4. UTMOST IV RPI poly-Si TFT モデルの最
適化 : ステップ 4

図8: UTMOST IV RPI poly-Si TFTの最適化: ステップ3の結果。

図10: Ids-Vgs最適化直後のUTMOST IV RPI poly-Si TFTモデ
ル。

図 8 は、UTMOST IV RPI poly-Si TFT モデル最適化のステッ
プ 3 を示します。このステップの実行は任意です。ステップ 3
の目的は、特に重要なモデル・パラメータについて、より適切
な値を確実に得ることです。ターゲット曲線の数は少なくし、
Vds ステップの中央の範囲のみを使用します。図 9 の最適化ス
テータスから、ステップ 2 でほぼ十分であり、それ以上の改善
は難しいことが分かります。
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最後のステップであるステップ 4 では、いくつかの Vgs 電圧
における Ids-Vds 特性を使用します。Ids-Vgs 特性を使用して
きたこれまでのステップには、Ids-Vds 特性の電圧設定に関す
る別の側面が含まれます。そのため、これまでのモデル合わせ
込みにより、妥当な結果が得られるはずです。図 10 に、1 つ
前の最適化ステップ実行直後の Ids-Vds 曲線を示します。IdsVds 特性についてはパラメータ最適化を行っていないにもかか
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わらず、RPI poly-Si TFT モデルは、チャネル長にスケーラブ
ルなターゲットをよく表現しています。ステップ 4 の目的は、
LM オプティマイザを使用してモデルをさらに改善することで
す。
図 11 は、Ids-Vds 曲線における合わせ込み誤差の改善を示
しています。図 12 での改善はそれほど大きくありませんが、
LM 最適化により、モデルがターゲット曲線に高精度に合わせ
込まれました。

1-5. UTMOST IV RPI poly-Si TFT モデルの最
適化 : 調整

図 13 は、RPI poly-Si TFT モデルがターゲット特性をよく表現
していることを示していますが、サブスレッショルド領域をも
う少し改善できないかと考える読者もいるかもしれません。

図13: RPI poly-Si TFTモデルにより、Ids-Vds曲線およびIds-Vgs
曲線の両方がよく表現されています。

図11: UTMOST IV RPI poly-Si TFTモデルのIds-Vds特性最適
化。

UTMOST IV では、以上で説明した最適化シーケンスを、初め
から連続モードで実行することができます。図 14 に、同じシー
ケンスを複数回反復した後の結果を示します。サブスレッショ
ルド領域が明らかに改善されていることが分かります。
Ids-Vds 曲線の合わせ込み誤差は、L = 5 um 素子で 16.4%、
L = 8 um 素子で 7.9 % でした。

図12: UTMOST IV最適化ステータス: 最終ステップを示していま
す。
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図14: RPI poly-Si TFTモデルにより、Ids-Vds曲線およびIds-Vgs
曲線の両方がよく表現されています。図13と比べ、
サブスレッショル
ド領域が改善されています。飽和領域の電流に劣化はありません。
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2. RPI a-Si TFT モデルのパラメータ抽出例

RPI a-Si TFT モデル の 最 適 化は、 上 述の poly-Si TFT の 例
に類 似しています。 ター ゲット・データセットは、Silvaco の
TCAD ツールで作成しました。入力ファイルは、TCAD 例題の
tftex05.in [1] に基づいています。RPI a-Si TFT モデルのパラ
メータ最適化の流れは、RPI poly-Si TFT モデルの場合とほぼ
同じです。最初に、サブスレッショルド領域と負の Vgs における
ドレイン・リーク電流を最適化します。次に、飽和電流領域を、
サブスレッショルド領域の合わせ込みを維持する制約条件下で使
用します。最後に、Ids-Vds 特性を使用します。

2-1. UTMOST IV RPI a-Si TFT モデルのパラ
メータ最適化 : ステップ 1

図 15 は、 ター ゲット・デ ー タとデ フォルトの RPI a-Si TFT
Level-35 version 2 モデルのシミュレーション曲線を示してい
ます。デフォルト・パラメータは、明らかにターゲットとは大きく
離れています。UTMOST IV の遺伝的アルゴリズムと LM 法を組
み合わせたハイブリッド・オプティマイザの実力が試されます。
図16: UTMOST IVのa-Si TFTモデル向けの1回目の最適化設定。
サブスレッショルド領域と負のVgs領域の両方をターゲットとして
指定しました。対数スケールは結果の確認のために使用します。赤
枠がターゲット・データから外れているのは、
パラメータ最適化を実
行しないことを示しています。
図 17 はこのステップの最適化結果、図 18 はその最適化ステー
タスを示しています。当初のシミュレーション曲線はターゲットか
ら大きく離れていたにもかかわらず、UTMOST IV ハイブリッド・
オプティマイザは、サブスレッショルド領域において、ターゲット
に近い解を見つけることができました。負の Vgs 領域については、
次のステップでの改善が必要です。

図15: a-Si TFTターゲット・データ(緑)とデフォルトのRPI a-Si
TFTモデル・シミュレーション曲線(赤)。
図 16 は、ステップ 1 における、Ids-Vgs 特性を使用した最適化
の範囲設定を示します。最適化ターゲットは、線形スケール・デー
タに対し、負の Vgs におけるドレイン・リーク電流領域を含めて
指定します。対数スケール・データは、最適化結果を観察するた
めに使用します。そのため、最適化ターゲットは指定しません。
これは、赤枠がターゲット・データの外側にあることで示されて
います。
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図17: UTMOST IV RPI a-Si TFTのパラメータ最適化結果: ステ
ップ1。
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ステップ 1 の結果は、図 17 のようになる代わりに、たとえば図
19 のようになることもあります。これは、UTMOST IV オプティ
マイザがかなり無理のあるパラメータ値から最適化プロセスを開
始する必要があったためで、RPI a-Si TFT モデルを使用する場
合、このようなケースも受け入れる必要があります。ただし、ステッ
プ 1 の結果が満足できないものであっても、この後の UTMOST
IV 最適化シーケンスにおいて、適切な解を見つけることが可能で
す。ポイントは、負の Vgs におけるドレイン・リーク電流、サブ
スレッショルド、および強反転領域などの特性が定性的に表され
ているかどうかです。

2-2. UTMOST IV RPI a-Si TFT モデルのパラ
メータ最適化 : ステップ 2

ステップ 2 では、サブスレッショルドと飽和電流領域の両方を最
適化ターゲットとして使用します。図 17 に対応する設定を図 20
に示します。図 19 のように、サブスレッショルド領域が少しター
ゲットから離れているケースは、ここで改善できます。このステッ
プでは、サブスレッショルド領域の最適化エリアに、線形スケー
ルにおけるエリアよりも大きな重みを持たせているためです。

図18: UTMOST IV RPI a-Si TFTモデルの最適化ステータス: ス
テップ1。

図20: UTMOST IV RPI a-Si TFTモデルのパラメータ最適化設
定: ステップ2。

図 21 はステップ 2 の結果、図 22 はその最適化ステータスを示
しています。サブスレッショルド領域は高精度な合わせ込みを維
持したまま、線形スケールの曲線が改善されています。

図19: UTMOST IV RPI a-Si TFTモデルのパラメータ最適化結果:
ステップ1の別の結果。
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2-3. UTMOST IV RPI a-Si TFT モデルのパラ
メータ最適化 : ステップ 3

ステップ 3 では、負の Vgs におけるドレイン・リーク電流領域を
最適化します。このステップは、ステップ 1 の直後に行っても構
いません。最小の Vds におけるリーク電流は、この例では異なっ
た特性を示しているため、最適化ターゲットから外しています。
図 23 に、UTMOST IV がプロットした 2 つの Ids-Vgs 曲線を
示します。

図21: UTMOST IV RPI a-Si TFTモデルのパラメータ最適化結
果: ステップ2。

図23: UTMOST IV RPI a-Si TFT最適化の設定: ステップ3。
図 24 はステップ 3 の結果、図 25 はその最適化ステータスを示
しています。UTMOST IV ハイブリッド・オプティマイザは、ドレ
イン電流の負の傾斜領域を合わせ込むのに役立ちます。

図22: ステップ2におけるUTMOST IV最適化ステータス。
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図24: UTMOST IV RPI a-Si TFTモデルのパラメータ最適化結果:
ステップ3。
ドレイン電流の負の傾斜領域が、
よく表現されています。
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図 27 はこのステップの最適化結果、図 28 はその最適化ステー
タスを示しています。
残念ながら、線形スケールのデータセットに一層の改善は見られ
ませんでした。

図25: ステップ3におけるUTMOST IV RPI a-Si TFT最適化ステ
ータス。

2-4. UTMOST IV RPI a-Si TFT モデルのパラ
メータ最適化 : ステップ 4

図27: UTMOST IV RPI a-Si TFTモデルの最適化: ステップ4の
結果。

ステップ 4 では、線形スケールの Ids-Vgs 特性と、サブスレッショ
ルド領域とのバランスを取ります。図 26 は、最適化ターゲットを
示します。サブスレッショルド領域の合わせ込みを維持するため、
対数スケールのターゲットだけではなく、線形スケールのターゲッ
ト領域にもサブスレッショルド電流領域を含めます。

図26: UTMOST IV RPI a-Si TFTモデル最適化の設定: ステップ
4。
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図28: ステップ4におけるUTMOST IV最適化ステータス。
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2-5. UTMOST IV RPI a-Si TFT モデルのパラ
メータ最適化 : ステップ 5

最適化シーケンスの最後のステップでは、図 29 に示す Ids-Vds
曲線を使用します。

図29: UTMOST IV RPI a-Si TFTモデル最適化の設定:ステップ5。

図31: ステップ5におけるUTMOST IV最適化ステータス。

これまでの Ids-Vgs 特性を使用するステップにおいて、Ids-Vds
特性最適化のための初期値として良好な合わせ込みが得られたこ
とが分かります。図 30 と図 31 は、このステップによる最適化結
果と最適化ステータスを示しています。図 30 から、これらのシミュ
レーション曲線が、ターゲット曲線に非常に近いことが分かりま
す。UTMOST IV の遺伝的アルゴリズムと LM 法を用いたハイブ
リッド・オプティマイザにより、
合わせ込み誤差が改善されました。

Ids-Vds 曲線はよく表現されていますが、サブスレッショルド領
域は確認が必要です。図 32 のように、サブスレッショルドが前
のステップよりも劣化している可能性もあるためです。

図30: UTMOST IV RPI a-Si TFTモデルの最適化結果: ステップ5。

図32: サブスレッショルドの劣化を示す、UTMOST IV RPI a-Siス
テップ5の最適化結果。
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まとめ

Simucad の UTMOST IV ハイブリッド・オプティマイザは、RPI
poly-Si TFT モデルと a-Si TFT モデルの両方において、優れた
モデリング効率と合わせ込み能力を示しました。
ここに示したように、TFT モデリング技術者および SmartSpice
シミュレータのユーザは、RPI TFT モデルをより有効に利用でき
るようになります。

参考文献
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examples/tft/tftex05.html

図33: UTMOST IV RPI a-Si TFTモデルの最適化結果: 同じ最適
化シーケンスを反復した場合。
以上に説明した最適化シーケンスを反復することで、さらに改善
された結果が得られます。図 33 は、Ids-Vds 特性およびサブス
レッショルド領域の両方について、非常に高精度な合わせ込みを
示しています。Ids-Vds 曲線の合わせ込み誤差は、3.44% でした。

モデリング効率および合わせ込み誤差

UTMOST IV オプティマイザの反復回数は、RPI poly-Si TFT
モデルの 例で 合計 8,464 回、RPI a-Si TFT モデルの 例で 合
計 9,708 回でした。このシーケンスに要した時間は、両例とも、
Red Hat Enterprise Linux 4 を搭載した Intel Core 2 Duo
マシンを使用して 4 分未満でした。RPI poly-Si TFT モデルの
例での Ids-Vds 曲線の合わせ込み誤 差は、L = 5 um 素子で
16.4%、L = 8 um 素子で 7.9 % でした。RPI a-Si TFT モデル
の例の合わせ込み誤差は、3.44% でした。
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