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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電流が流れる第１の抵抗と、
　前記第１の電流により前記第１の抵抗の両端に生ずる第１の電圧を増幅して、第２の電
圧を出力する第１の回路と、
　前記第２の電圧に対応する第２の電流を出力する第２の回路と、
　前記第２の回路から前記第２の電流が入力され、前記第２の電流に応じた第１の信号を
生成する第３の回路と、を有し、
　前記第３の回路は、
　　　前記第２の電流が入力される第１の端子を有する第１の容量素子と、
　　　前記第１の端子の電圧に対応する信号を生成し、前記第１の信号として出力する第
４の回路と、
　　　前記第１の端子と前記第２の回路との接続を制御する第１のトランジスタと、
　　　前記第１の端子と第４の電圧が供給されるノードとの接続を制御する第２のトラン
ジスタと、を有し、
　　　前記第１のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、前記第２のトランジス
タのソースまたはドレインの一方及び前記第４の回路と電気的に接続され、
　　　前記第１のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第２の回路と電気
的に接続され、
　　　前記第２のトランジスタのゲートは、前記第４の回路と直接接続されず、
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　　　前記第２のトランジスタのゲートには、第２の信号が入力され、
　　　前記第２の信号は、前記ノードの電位をリセットする機能を有することを特徴とす
る半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第４の回路は、入力された第３の電圧を第１の基準電圧と比較し、比較結果を前記
第１の信号として出力する機能を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記第３の回路は、前記第１の端子の電圧に対応する信号を生成し、第２の信号として
出力する第５の回路を有し、
　前記第４の回路は、入力された第３の電圧を第１の基準電圧と比較し、比較結果を前記
第１の信号として出力する機能を有し、
　前記第５の回路は、前記第３の電圧を第２の基準電圧と比較し、比較結果を前記第２の
信号として出力する機能を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一において、
　前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタは、チャネルが酸化物半導体膜に
形成されることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一において、
　前記第１の容量素子は、第２の端子を有し、
　前記第２の端子は、前記第１の抵抗の一方の端子と同じ電位を有することを特徴とする
半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物（プロダクト。機械（マシン）、製品（マニュファクチャ）、組成物（コ
ンポジション・オブ・マター）を含む。）、及び方法（プロセス。単純方法及び生産方法
を含む。）に関する。例えば、本発明の一形態は、半導体装置、蓄電装置、それらの駆動
方法、又はそれらの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話やスマートフォンに代表される携帯端末の電源として、或いは、電気自
動車等のモータ駆動用の電源として、或いは、無停電電源装置の電源として、リチウムイ
オン二次電池のような蓄電池が広く利用されている。
【０００３】
　例えば、携帯コンピュータの電池パックの充電状態を管理する装置として、クーロン・
カウンタを有する電力管理装置が提案されている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６－２１７４６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　例えば、特許文献１に示すように、クーロン・カウンタでは、抵抗を流れる電流を一定
期間サンプリングすることで、サンプリング期間に抵抗を流れた電荷の総量を検出してい
る。
【０００６】
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　本発明の一形態の課題の１つは、電荷量を検出することが可能な新規な半導体装置等を
提供することにある。または、本発明の一形態の課題の１つは、電荷量の検出誤差を低減
することが可能な半導体装置等を提供することにある。または、本発明の一形態の課題の
１つは、誤差が低減された半導体装置等を提供することにある。または、本発明の一形態
の課題の１つは、新規な半導体装置等を提供することにある。
【０００７】
　なお、これらの課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。なお、本発明の
一態様は、これらの課題の全てを解決する必要はないものとする。なお、これら以外の課
題は、明細書、図面、請求項等の記載から、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図
面、請求項等の記載から、これら以外の課題を抽出することが可能である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本出願で開示される発明の一形態は、第１の電流が流れる第１の抵抗と、第１の電流に
より第１の抵抗の両端に生ずる第１の電圧を増幅して、第２の電圧を出力する第１の回路
と、第２の電圧に対応する第２の電流を出力する第２の回路と、第２の回路から第２の電
流が入力され、第２の電流に応じた第１の信号を生成する第３の回路とを有する半導体装
置である。
【０００９】
　本形態において、第３の回路は、第２の電流が入力される第１の端子を有する第１の容
量素子と、第１の端子の電圧に対応する信号を生成し、第１の信号として出力する第４の
回路と、第１の端子と第２の回路との接続を制御する第１のスイッチと、第１の端子と第
４の電圧が供給されるノードとの接続を制御する第２のスイッチとを有することができる
。
【００１０】
　或いは、本形態において、第１及び前記第２のスイッチはチャネルが酸化物半導体膜に
形成されているトランジスタとすることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の一形態により、高精度に電荷量を検出することが可能な半導体装置を提供する
ことができる。または、本発明の一形態により、誤差が低減された半導体装置を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】クーロン・カウンタの構成の一例を示す回路図。
【図２】クーロン・カウンタの駆動方法の一例を示すタイミングチャート。
【図３】Ａ、Ｂ：累積加算回路の構成の一例を示す回路図。
【図４】クーロン・カウンタの構成の一例を示す回路図。
【図５】クーロン・カウンタの駆動方法の一例を示すタイミングチャート。
【図６】クーロン・カウンタの構成の一例を示す回路図。
【図７】クーロン・カウンタの構成の一例を示す回路図。
【図８】クーロン・カウンタの構成の一例を示す回路図。
【図９】増幅回路の構成の一例を示す回路図。
【図１０】電圧電流変換回路の構成の一例を示す回路図。
【図１１】累積加算回路の構成の一例を示す回路図。
【図１２】クーロン・カウンタの駆動方法の一例を示すタイミングチャート。
【図１３】クーロン・カウンタの駆動方法の一例を示すタイミングチャート。
【図１４】クーロン・カウンタの出力信号の波形を示す図。
【図１５】クーロン・カウンタの構成の一例を示す回路図。
【図１６】累積加算回路の構成の一例を示す回路図。
【図１７】クーロン・カウンタの駆動方法の一例を示すタイミングチャート。
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【図１８】蓄電装置の構成の一例を示す回路図。
【図１９】マイクロ・プロセッサ・ユニット（ＭＰＵ）の構成の一例を示すブロック図。
【図２０】Ａ、Ｂ：レジスタの構成の一例を示す回路図。
【図２１】メモリ（ＳＲＡＭ）の構成の一例を示す回路図。
【図２２】メモリ（ＤＯＳＲＡＭ）の構成の一例を示す回路図。Ａ：メモリセルアレイ。
Ｂ：メモリセル。
【図２３】メモリ（ＤＯＳＲＡＭ）の構成の一例を示す分解斜視図。
【図２４】Ａ：メモリセル（ＮＯＳＲＡＭ）の構成の一例を示す回路図。Ｂ：メモリセル
の電気特性を説明する電圧－電流特性曲線。
【図２５】ボトムゲート型トランジスタの構成の一例を示す図。Ａ：平面図。Ｂ：切断線
Ａ１－Ａ２による図Ａの断面図。Ｃ：切断線Ｂ１－Ｂ２による図Ａの断面図。
【図２６】トランジスタの構成の一例を示す断面図。Ａ：トップゲート構造。Ｂ：デュア
ルゲート構造。
【図２７】Ａ、Ｂ：トランジスタの酸化物積層膜の構成の一例を示す断面図。
【図２８】Ａ、Ｂ：酸化物積層膜のバンド構造の一例を示す模式図。
【図２９】Ａ－Ｃ：トランジスタの酸化物積層膜の構成の一例を示す断面図。
【図３０】半導体装置の積層構造の一例を示す断面図。
【図３１】蓄電装置を備えた電子機器の構成例を示す図。Ａ：電力ネットワークシステム
図。Ｂ、Ｃ：電気自動車。
【図３２】Ａ－Ｃ：携帯情報端末の構成例を示す図。
【図３３】Ａ、Ｂ：蓄電システムの構成例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、図面を用いて、本発明の実施の形態について詳細に説明する。ただし、本発明
は以下の説明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及
び詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は
、以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。
【００１４】
　また、発明の実施の形態の説明に用いられる図面において、同一部分または同様な機能
を有する部分には同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。
【００１５】
（実施の形態１）
　図１－図６を用いて、本実施の形態の半導体装置を説明する。本実施の形態では、半導
体装置の一例として、電荷量を検出することが可能なクーロン・カウンタについて説明す
る。
【００１６】
＜＜クーロン・カウンタの構成例１＞＞
　図１は、クーロン・カウンタの構成の一例を示す回路図である。クーロン・カウンタ１
００は、抵抗１１０、増幅回路１３０、電圧電流変換回路（Ｖ－Ｉ変換回路）１５０及び
累積加算回路１７０を有する。クーロン・カウンタ１００は、抵抗１１０を流れる電流Ｉ
ｓから、検出対象から出力された電荷量Ｑｓを検出する機能を備える。ここでは、クーロ
ン・カウンタ１００の検出対象は、二次電池１０（以下、電池１０と呼ぶ。）である。電
池１０は、高電位用の端子１１１及び低電位用の端子１１２に接続されている。
【００１７】
　増幅回路１３０（ＡＭＰ）は、２つの入力端子間の電圧を増幅し、増幅した電圧を出力
する機能を有する。電流Ｉｓが流れることにより、抵抗１１０の両端には電圧Ｖｓ（＝Ｉ
ｓ×Ｒｓ）が発生する。増幅回路１３０の非反転入力端子と反転入力端子間には電圧Ｖｓ
が入力される。増幅回路１３０は、電圧Ｖｓを増幅して、電圧Ｖａを生成する機能を有す
る。電圧Ｖａは、電圧Ｖｓに比例する電圧である。
【００１８】
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　Ｖ－Ｉ変換回路１５０（Ｖ／Ｉ）は、入力された電圧を電流に変換し、出力する機能を
有する回路である。ここでは、Ｖ－Ｉ変換回路１５０は、増幅回路１３０で増幅された電
圧Ｖａを電流Ｉｃに変換する。後述するように、電流Ｉｃは、電圧Ｖａに比例する電流で
ある。
【００１９】
＜累積加算回路；ＡＤＤの構成例１＞
　図１の累積加算回路１７０（ＡＤＤ）は、入力される電流Ｉｃに応じた信号を生成する
機能を有する回路である。累積加算回路１７０は、トランジスタ１８１、トランジスタ１
８２、容量素子１８３及びコンパレータ１９１を有する。
【００２０】
　容量素子１８３の一方の端子（ノードＮ１１）は、トランジスタ１８１に接続され、他
方の端子の電位は、抵抗１１０の一方の端子と同じ電位にされている。トランジスタ１８
１は、ノードＮ１１とＶ－Ｉ変換回路１５０の出力との接続を制御するスイッチの機能を
有する。トランジスタ１８１のオン、オフはそのゲートに入力される信号ＣＯＮにより制
御される。
【００２１】
　トランジスタ１８２は、ノードＮ１１と、電圧ＶＲＥＦ３が入力されるノードＮ１２間
を接続するスイッチの機能を有する。そのため、トランジスタ１８２は、ノードＮ１１の
電圧Ｖｃをリセットするリセット回路として機能することができる。トランジスタ１８２
のオン、オフは、そのゲートに入力される信号ＳＥＴにより制御される。トランジスタ１
８２がオン状態である期間は、ノードＮ１１はノードＮ１２に接続されるため、その電圧
Ｖｃは一定電位となり、トランジスタ１８２等による電圧降下を無視する場合は、電圧Ｖ
ＲＥＦ３と等しくなる。
【００２２】
　なお、ノードＮ１１の電位をリセットするための回路（トランジスタ１８２）は、必要
に応じて形成すればよい。
【００２３】
　トランジスタ１８１及び容量素子１８３は、サンプル－ホールド回路の機能を有する。
トランジスタ１８１をオンすることにより、電流ＩｃがＶ－Ｉ変換回路１５０からノード
Ｎ１１に入力され、容量素子１８３が充電される（サンプリング動作）。トランジスタ１
８１をオフすることにより、ノードＮ１１が電気的に浮遊状態とされ、容量素子１８３で
電荷が保持される状態になる（ホールド動作）。また、ホールド動作は、ノードＮ１１の
電圧が保持されている状態ということもできる。
【００２４】
　ノードＮ１１の電圧Ｖｃは、容量素子１８３に保持されている電荷Ｑｃに比例し、電荷
Ｑｃは電流Ｉｃに比例するため、ノードＮ１１の電圧Ｖｃ、または電圧Ｖｃに応じた信号
から、抵抗１１０を流れた電荷量を表すデータを得ることができる。よって、これらの信
号から、電池１０の充電容量（または残存容量と呼ぶこともある）を得ることができる。
【００２５】
　電圧Ｖｃは、コンパレータ１９１を経て出力信号ＯＵＴとして、クーロン・カウンタ１
００から出力される。コンパレータ１９１は電圧Ｖｃと基準電圧を比較して、”０”又は
”１”の論理値を出力する。
【００２６】
　図１の例では、コンパレータ１９１の非反転入力端子はノードＮ１１（容量素子１８３
の端子）に接続され、同反転入力端子は電位ＶＲＥＦ１が入力される。コンパレータ１９
１からは、電圧Ｖｃが基準電圧を超えるとハイレベル（論理値”１”）の信号ＯＵＴが出
力され、電圧Ｖｃが基準電圧未満となるとローレベル（論理値”０”）の信号ＯＵＴが出
力される。なお、累積加算回路１７０において、ＶＲＥＦ３＜ＶＲＥＦ１である。
【００２７】
　コンパレータ１９１としては、ノイズ耐性が高いヒステリシス・コンパレータを用いる
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ことが好ましい。ヒステリシス・コンパレータを用いることにより、ノイズの影響により
出力信号ＯＵＴの電位の切り替えが頻繁に起こることを抑制することができる。
【００２８】
　なお、累積加算回路１７０では、電圧Ｖｃに対応する信号を生成するアナログ回路とし
て、コンパレータ１９１が用いられているが、本実施の形態ではこれに限定されない。例
えば、このようなアナログ回路としてアナログ－デジタル変換回路、増幅回路等を用いる
ことができる。
【００２９】
　また、クーロン・カウンタ１００の出力信号は、コンパレータ１９１からの出力信号Ｏ
ＵＴに限定されるものではない。例えば、ノードＮ１１の電圧Ｖｃを信号として出力させ
ることができる。この場合、ノードＮ１１に増幅回路を接続し、増幅回路の出力をクーロ
ン・カウンタ１００から出力できる構成とすればよい。
【００３０】
＜累積加算回路；ＡＤＤの駆動方法例＞
　次に、図２のクーロン・カウンタ１００のタイミングチャートを参照して、累積加算回
路１７０の駆動方法を説明する。図２には、信号ＳＥＴ、信号ＣＯＮ、ノードＮ１１の電
圧Ｖｃ、及び出力信号ＯＵＴの波形を示す。
【００３１】
　さらに、図２には、部分的に拡大された信号ＣＯＮの波形を示す。期間Ｔｃｏｎは、信
号ＣＯＮの１周期である。期間Ｔｃｏｎ＿ｏｎは、信号ＣＯＮがハイレベルの期間である
。期間Ｔｃｏｎにおいて、期間Ｔｃｏｎ＿ｏｎは、トランジスタ１８１がオンである期間
であって、サンプリング動作を行うサンプリング期間である。それ以外の期間は、トラン
ジスタ１８１をオフにして、ホールド動作を行うホールド期間である。
【００３２】
　抵抗１１０を流れた電荷量を検出するには、最初に、ノードＮ１１（容量素子１８３の
端子）の電圧をリセットするリセット動作を行う。信号ＳＥＴをハイレベルにして、トラ
ンジスタ１８２をオンにする。この動作により、電圧Ｖｃは、電圧ＶＲＥＦ３にリセット
される。
【００３３】
　信号ＳＥＴがローレベルの期間は、信号ＣＯＮに従って、上述したサンプリング動作及
びホールド動作が繰り返される。期間Ｔｃｏｎ＿ｏｎでは、トランジスタ１８１がオンに
なり、ノードＮ１１に電流Ｉｃが入力され、容量素子１８３が充電される。そして、信号
ＣＯＮをローレベルにしてトランジスタ１８１をオフ状態することで、ノードＮ１１は電
気的に浮遊状態とされ、容量素子１８３により電荷Ｑｃが保持される。
【００３４】
　以上のサンプリング動作及びホールド動作を繰り返すことで、電流Ｉｃに応じた電荷が
ノードＮ１１に供給される場合、図２に示すように、電圧Ｖｃが上昇する。そして、電圧
Ｖｃが電圧ＶＲＥＦ１を超えると、出力信号ＯＵＴはローレベルからハイレベルに切り替
る。また、電圧Ｖｃが、電圧ＶＲＥＦ１よりも小さくなると、出力信号ＯＵＴはハイレベ
ルからローレベルに切り替る。
【００３５】
［電圧Ｖｃの計算例］
　累積加算回路１７０は、容量素子１８３に充電された電荷Ｑｃを累積加算する演算機能
を有し、その演算結果を電圧Ｖｃに対応する信号ＯＵＴとして出力する機能を有する。よ
って、信号ＯＵＴから、抵抗１１０を流れた電荷量Ｑｓを検出することができる。以下、
累積加算回路１７０の演算処理機能について説明する。
【００３６】
　電荷Ｑｃは、電流Ｉｃを時間で積分することで得られるため、ノードＮ１１の電圧Ｖｃ
のリセット動作を実行した後、Ｎ回のサンプリングにより容量素子１８３に保持されてい
る電荷Ｑｃは、式（ａ１）で表すことができる。電荷Ｑｃと容量素子１８３の容量値Ｃｃ
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との関係から、電圧Ｖｃは式（ａ２）で表される。ここで検出期間中において電流Ｉｃが
一定であると仮定すると、電圧Ｖｃは、式（ａ３）で表される。
【００３７】
【数１】

【００３８】
　式（ａ３）で示すように、電圧Ｖｃは電流Ｉｃの比例関数で表される。ここで、Ｖ－Ｉ
変換回路１５０の機能により、電流Ｉｃは電圧Ｖａに比例する電流である。電圧Ｖａは、
抵抗１１０を流れる電流Ｉｓに比例する電圧である。従って、電圧Ｖｃ、又は電圧Ｖｃに
対応する信号を検出することで、抵抗１１０を流れた電荷の総和（Ｑｓ）を検出すること
が可能である。
【００３９】
　例えば、クーロン・カウンタ１００を電池１０の電力管理装置に用いることができる。
このような電力管理装置では、出力信号ＯＵＴを検出することで、電池１０の充電状態を
監視することができる。例えば、コンパレータ１９１に入力される電圧ＶＲＥＦ１を、例
えば、電池１０の充電完了状態に対応する電圧に設定して、出力信号ＯＵＴがハイレベル
に切り替ることをトリガーにして、電池１０の充電を停止させるような制御が可能である
。
【００４０】
［累積加算回路のトランジスタについて］
　また、高精度の電荷量Ｑｓの検出には、累積加算回路１７０のホールド動作期間（信号
ＣＯＮがローレベルの期間）において、ノードＮ１１の電圧の変動を抑制することが望ま
しい。電荷のリークパスとなる箇所は、例えばトランジスタ１８１、トランジスタ１８２
のそれぞれのソース－ドレイン間の電流パスがある。そのため、トランジスタ１８１及び
／又はトランジスタ１８２として、リーク電流が小さいトランジスタを用いることが望ま
しい。
【００４１】
　このようなトランジスタとしては、例えば、シリコンよりもバンドギャップが広く、実
質的に真性な酸化物半導体でチャネル領域が形成されているトランジスタを適用すること
ができる。
【００４２】
　この場合、チャネル領域が形成される酸化物半導体は、アルカリ金属、水素又は水等の
不純物を可能な限り低減し、また酸素を供給して酸素欠損を可能な限り低減することが、
オフ電流の低減に非常に効果的である。例えば、チャネル形成領域において、二次イオン
質量分析法（ＳＩＭＳ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔ
ｒｙ））の測定値でドナー不純物といわれる水素の量を１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３

以下、好ましくは１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下に低減することが好ましい。トラ
ンジスタ１８１及び／又はトランジスタ１８２のオフ電流は、２５℃でチャネル幅１μｍ
あたり１×１０－１９Ａ（１００ｚＡ）以下であることが好ましく、１×１０－２２Ａ（
１００ｙＡ）以下がより好ましい。電荷のリークパスとなるトランジスタのオフ電流は、
低ければ低いほどよいが、トランジスタのオフ電流の下限値は、約１×１０－３０Ａ／μ
ｍであると見積もられる。なお、これらのオフ電流の値は、ソースとドレイン間の電圧は
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、例えば、０．１Ｖ、５Ｖ、または、１０Ｖ程度の場合である。
【００４３】
　トランジスタ１８１、トランジスタ１８２に用いられる酸化物半導体としては、例えば
Ｉｎ酸化物、Ｚｎ酸化物、Ｉｎ－Ｚｎ酸化物、又はＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物等が挙げられ
る。
【００４４】
　なお、酸化物半導体を用いたトランジスタ（以下、酸化物半導体トランジスタと呼ぶ。
）を用いる場合、そのしきい値電圧を制御する必要がある場合は、デュアルゲート構造（
図２６Ｂ参照）とするとよい。デュアルゲート構造とすることで、バックゲートに電圧ま
たは信号を供給して酸化物半導体トランジスタのしきい値電圧制御を行うことができる。
【００４５】
　以下、図３Ａ、図３Ｂおよび図４を用いて、累積加算回路１７０の他の構成例を説明す
る。以下に示す累積加算回路１７１～１７３も、累積加算回路１７０と同様に、電圧Ｖｃ
、又は電圧Ｖｃに対応する信号を検出することで、抵抗１１０を流れた電荷の総和（Ｑｓ
）を検出することが可能である。
【００４６】
＜累積加算回路；ＡＤＤ構成例２＞
　図３Ａは、累積加算回路１７１の構成の一例を示す回路図である。図１の累積加算回路
１７０は、電圧Ｖｃが基準電圧を超えることを検出する機能を有するが、図３Ａの累積加
算回路１７１は、電圧Ｖｃが基準電圧よりも低下したことを検出する機能を有する。
【００４７】
　累積加算回路１７１において、ノードＮ１１をリセットするための電圧として、ノード
Ｎ１２には電圧ＶＲＥＦ１が印加される。また、コンパレータ１９２の非反転入力端子に
は、電圧ＶＲＥＦ３が入力され、その反転入力端子にはノードＮ１１が接続されている。
例えば、コンパレータ１９２の基準電圧がＶＲＥＦ３であれば、電圧Ｖｃが電圧ＶＲＥＦ
３よりも低くなると出力信号ＯＵＴの電位がローレベルから、ハイレベルに切り替る。コ
ンパレータ１９２としては、コンパレータ１９１と同様、ヒステリシス・コンパレータが
好ましい。
【００４８】
＜累積加算回路；ＡＤＤの構成例３＞
　図３Ｂは、累積加算回路１７２の構成の一例を示す回路図である。累積加算回路１７２
は、電圧Ｖｃが基準電圧を超えたこと、及び基準電圧未満になったこと双方を検出する機
能を有する。累積加算回路１７２は、コンパレータ１９１及びコンパレータ１９２双方を
有し、コンパレータ１９１、コンパレータ１９２から、それぞれ、信号ＯＵＴ１、ＯＵＴ
２が出力される。ノードＮ１２にはリセット用の電圧ＶＲＥＦ２が供給される。累積加算
回路１７２で使用される電圧は、ＶＲＥＦ１＞ＶＲＥＦ２＞ＶＲＥＦ３である。
【００４９】
　信号ＯＵＴ１により電圧Ｖｃの増加が検出できる。コンパレータ１９１では、電圧Ｖｃ
が電圧ＶＲＥＦ１を超えるとハイレベルの信号ＯＵＴ１を出力する。信号ＯＵＴ２により
電圧Ｖｃの低下が検出できる。コンパレータ１９２では、電圧Ｖｃが電圧ＶＲＥＦ３未満
となるとハイレベルの信号ＯＵＴ２を出力する。
【００５０】
＜累積加算回路の構成例４＞
　なお、累積加算回路１７０－１７２において、コンパレータ１９１、及びコンパレータ
１９２の出力信号の変化をカウントするカウンタを設けることができる。このカウンタと
しては、例えば、コンパレータ１９１、１９２の出力信号がローレベルからハイレベルに
切り替る回数をカウントする機能を有する回路を用いることができる。また、累積加算回
路１７２においては、このカウンタが、コンパレータ１９１の出力信号のカウント値と、
コンパレータ１９２の出力信号のカウント値を演算（和、差分等）する機能を有すること
が好ましい。そのような、累積加算回路を備えたクーロン・カウンタの構成例を図４に示
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す。
【００５１】
　図４は、クーロン・カウンタの構成の一例を示す回路図である。図４に示すように、ク
ーロン・カウンタ１０３は、抵抗１１０、増幅回路１３０、電圧電流変換回路１５０、及
び累積加算回路１７３を有している。
【００５２】
　累積加算回路（ＣＯＵＮＴ）１７３は、累積加算回路１７０～１７２と同様に、入力さ
れる電流Ｉｃに応じた信号を生成する機能を有する回路である。累積加算回路１７３は、
トランジスタ１８１、トランジスタ１８２、容量素子１８３、コンパレータ１９１、コン
パレータ１９２、カウンタ１９３及びＯＲ回路１９４を有しており、累積加算回路１７２
にカウンタ１９３及びＯＲ回路１９４を追加した回路に相当する。
【００５３】
　ノードＮ１１の電圧Ｖｃは、コンパレータ１９１及びコンパレータ１９２に入力される
。コンパレータ１９１では、ノードＮ１１の電圧Ｖｃの増加を検出し、コンパレータ１９
２では、電圧Ｖｃの低下を検出する。コンパレータ１９１、コンパレータ１９２は、それ
ぞれ、電圧Ｖｃを基準電圧と比較して、比較結果として”０”又は”１”の論理値を出力
する。
【００５４】
　なお、累積加算回路１７３において使用される電圧は、ＶＲＥＦ３＜ＶＲＥＦ２＜ＶＲ
ＥＦ１である。
【００５５】
　コンパレータ１９１の非反転入力端子はノードＮ１１（容量素子１８３の端子）に接続
され、同反転入力端子には電圧ＶＲＥＦ１が入力されている。コンパレータ１９１の出力
信号（ＵＰ）は、非反転入力端子に入力されている電圧Ｖｃが基準電圧を超えると、ハイ
レベル（”１”）となり、電圧Ｖｃが基準電圧未満となるとローレベル（”０”）となる
。
【００５６】
　コンパレータ１９２の反転入力端子はノードＮ１１（容量素子１８３の端子）に接続さ
れ、同非反転入力端子には電圧ＶＲＥＦ３が入力されている。コンパレータ１９２は、反
転入力端子に入力されている電圧Ｖｃが基準電圧未満になると、ハイレベル（”１”）の
信号ＤＯＷＮを出力し、電圧Ｖｃが基準電圧を超えるとローレベル（”０”）の信号ＤＯ
ＷＮを出力する。
【００５７】
　コンパレータ１９１、１９２の出力信号（ＵＰ、ＤＯＷＮ）は、カウンタ１９３に入力
される。カウンタ１９３では、信号ＵＰ、及び信号ＤＯＷＮの変化をそれぞれカウントし
、それぞれのカウント値を得る。信号ＵＰ、ＤＯＷＮのカウント値は、それぞれの信号が
ローレベルからハイレベルに切り替る回数である。カウンタ１９３では、信号ＵＰ、信号
ＤＯＷＮのカウント値を演算処理し、信号ＯＵＴとして出力する。信号ＯＵＴは、ｎビッ
ト（例えば、１６ビット）のデジタル信号となる。
【００５８】
　信号ＯＵＴのデータは、例えば、信号ＵＰと信号ＤＯＷＮのカウント値の和、差分等が
ある。
【００５９】
　また、クーロン・カウンタ１０３の出力信号は、カウンタ１９３からの出力信号ＯＵＴ
に限定されるものではない。例えば、ノードＮ１１の電圧Ｖｃを信号として出力させるこ
とができる。この場合、ノードＮ１１に増幅回路を接続し、増幅回路の出力をクーロン・
カウンタ１０３から出力できる構成とすればよい。
【００６０】
　トランジスタ１８２は、ノードＮ１１と、電圧ＶＲＥＦ２が入力されるノードＮ１２間
を接続するスイッチの機能を有する。そのため、トランジスタ１８２は、ノードＮ１１の
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電圧Ｖｃをリセットするリセット回路として機能することができる。トランジスタ１８２
のオン、オフは、そのゲートに入力される信号ＳＥＴにより制御される。
【００６１】
　信号ＳＥＴは、ＯＲ回路１９４の出力信号である。ＯＲ回路１９４には、コンパレータ
１９１の出力信号ＵＰ、及びコンパレータ１９２の出力信号ＤＯＷＮが入力されている。
信号ＳＥＴは、信号ＵＰと信号ＤＯＷＮの論理和である。従って、信号ＵＰ及び信号ＤＯ
ＷＮの一方がハイレベルとなると、トランジスタ１８２がオンになる。トランジスタ１８
２がオン状態である期間は、ノードＮ１１はノードＮ１２に接続されるため、その電圧Ｖ
ｃは一定電位となり、トランジスタ１８２等による電圧降下を無視する場合は、電圧ＶＲ
ＥＦ２と等しくなる。
【００６２】
＜累積加算回路；ＣＯＵＮＴの駆動方法例＞
　次に、図５のクーロン・カウンタ１０３のタイミングチャートを参照して、累積加算回
路１７３の駆動方法を説明する。図５には、信号ＣＯＮ、ノードＮ１１の電圧Ｖｃ、ＯＲ
回路１９４、コンパレータ１９１及びコンパレータ１９２の出力信号（ＳＥＴ、ＵＰ、Ｄ
ＯＷＮ）の波形を示す。
【００６３】
　さらに、図５には、部分的に拡大された信号ＣＯＮの波形を示す。期間Ｔｃｏｎは、信
号ＣＯＮの１周期である。期間Ｔｃｏｎ＿ｏｎは、信号ＣＯＮがハイレベルの期間である
。期間Ｔｃｏｎにおいて、期間Ｔｃｏｎ＿ｏｎは、トランジスタ１８１がオンである期間
であって、サンプリング動作を行うサンプリング期間である。それ以外の期間は、トラン
ジスタ１８１をオフにして、ホールド動作を行うホールド期間である。
【００６４】
　信号ＣＯＮに従って、上述したサンプリング動作及びホールド動作が繰り返される。期
間Ｔｃｏｎ＿ｏｎでは、トランジスタ１８１がオンになり、ノードＮ１１に電流Ｉｃが入
力され、容量素子１８３が充電される。信号ＣＯＮをローレベルにしてトランジスタ１８
１をオフにすることで、ノードＮ１１は電気的に浮遊状態とされ、容量素子１８３により
電荷Ｑｃが保持される。
【００６５】
　以上のサンプリング動作及びホールド動作を繰り返すことで、電流Ｉｃに応じた電荷が
ノードＮ１１に供給される場合、図５に示すように、電圧Ｖｃが増加する。そして、電圧
Ｖｃが電圧ＶＲＥＦ１を超えると、コンパレータ１９１の出力信号ＵＰはローレベルから
ハイレベルに切り替る。コンパレータ１９１の出力信号ＵＰの変化に対応して、ＯＲ回路
１９４からハイレベルの信号ＳＥＴが出力される。信号ＳＥＴにより、トランジスタ１８
２がオンになり電圧Ｖｃが電圧ＶＲＥＦ２にリセットされる。
【００６６】
　また、電流Ｉｃに応じた電荷がノードＮ１１から流出される場合、図５に示すように、
電圧Ｖｃは低下する。そして、電圧Ｖｃが電圧ＶＲＥＦ３未満となると、コンパレータ１
９２の出力信号ＤＯＷＮはローレベルからハイレベルに切り替る。コンパレータ１９２の
出力信号ＤＯＷＮの変化に対応して、ＯＲ回路１９４からハイレベルの信号ＳＥＴが出力
される。信号ＳＥＴによりトランジスタ１８２がオンになり、電圧Ｖｃが電圧ＶＲＥＦ２
にリセットされる。
【００６７】
　また、カウンタ１９３では、ハイレベルの信号ＵＰ、ＤＯＷＮが入力された回数をカウ
ントしている。このように、累積加算回路１７３は、容量素子１８３に充電された電荷Ｑ
ｃを累積加算する演算機能を有し、その演算結果を電圧Ｖｃに対応する信号ＯＵＴとして
出力する機能を有する。よって、信号ＯＵＴから、抵抗１１０を流れた電荷量Ｑｓを検出
することができる。
【００６８】
　例えば、クーロン・カウンタ１０３も、電池１０の電力管理装置に用いることができる
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。このような電力管理装置では、出力信号ＯＵＴを検出することで、電池１０の充電状態
を監視することができる。出力信号ＯＵＴの値により、電池１０の充電の開始や、停止を
行うような制御が可能である。
【００６９】
　以下、図６を用いて、増幅回路１３０及びＶ－Ｉ変換回路１５０のより詳細な構成につ
いて説明する。図６は、クーロン・カウンタ１００の構成例を示す回路図である。
【００７０】
　なお、図６の例では、累積加算回路１７０（ＡＤＤ）には、オペアンプ１８４が更に設
けられている。オペアンプ１８４により電圧フォロワが構成されており、この電圧フォロ
ワ回路を介して、電圧ＶＲＥＦ３がノードＮ１２に供給されている。
【００７１】
＜増幅回路；ＩＮＴ－ＡＭＰの構成例＞
　図６の例では、増幅回路１３０として計装アンプが設けられている。増幅回路１３０（
ＩＮＴ－ＡＭＰ）は、抵抗１３１－１３４、オペアンプ１３５及びオートゼロ・アンプ１
４０を有する。オペアンプ１３５により電圧フォロワが構成されている。
【００７２】
　抵抗１３１、抵抗１１０及び抵抗１３２は直列に接続されている。オートゼロ・アンプ
１４０は、これら直列接続された抵抗の両端の電圧を増幅し、増幅された電圧Ｖａを出力
する機能を有する。オートゼロ・アンプ１４０は、非反転入力端子が抵抗１３３を介して
オペアンプ１３５でなる電圧フォロワに接続されており、その出力端子は、抵抗１３４を
介して、その反転入力端子に接続されている。
【００７３】
　オートゼロ・アンプ１４０のより詳細な構成は、実施の形態２で説明される。オートゼ
ロ・アンプ１４０は、オフセット電圧値が小さく、また温度ドリフトの少ない増幅回路で
あるので、抵抗１１０の両端の小さな電位差の増幅手段として、非常に好適である。
【００７４】
＜Ｖ－Ｉ変換回路；ＶＩ－ＣＯＮＶの構成例＞
　Ｖ－Ｉ変換回路１５０（ＶＩ－ＣＯＮＶ）は、電圧Ｖａを電流Ｉｅに変換する回路と、
定電流Ｉｃｏｍを生成する回路を有する。Ｖ－Ｉ変換回路１５０からは電流Ｉｃ＝Ｉｅ－
Ｉｃｏｍが累積加算回路１７０に出力される。
【００７５】
　Ｖ－Ｉ変換回路１５０は、オペアンプ１５１、トランジスタ１５２－１５４、抵抗１５
５、及び電流源回路１６０を有する。電流源回路１６０は、電流Ｉｃｏｍを生成する機能
を有する回路である。抵抗１５５は電流Ｉｅ及びＩｃｏｍの値を規定する抵抗である。こ
こでは、電流源回路１６０で生成される電流は、Ｉｃｏｍ＝ＶＲＥＦ２／Ｒｃｏｍ１の関
係を有する。
【００７６】
　また、オペアンプ１５１、トランジスタ１５２－１５４及び抵抗１５５を含む回路ブロ
ックは、電流源回路の機能を有し、また電圧Ｖａを電流Ｉｅに変換する機能を有する。ト
ランジスタ１５２のソース－ドレイン間には、そのゲートに入力された電圧Ｖａに対応す
る電流Ｉｅが流れる。トランジスタ１５２のゲートには、オペアンプ１５１の出力電圧が
入力されている。オペアンプ１５１は、その反転入力端子の電圧が、非反転入力端子の電
圧Ｖａと等しくなるように動作するため、電流Ｉｅ＝Ｖａ／Ｒｃｏｍ１となる。トランジ
スタ１５３及びトランジスタ１５４はカレントミラーを構成しており、このカレントミラ
ーによりトランジスタ１５２で生成された電流Ｉｅは、Ｖ－Ｉ変換回路１５０の出力へ取
り出される。
【００７７】
　なお、クーロン・カウンタ１００で使用される電圧（例えば、ＶＲＥＦ１、ＶＲＥＦ２
、ＶＲＥＦ３）を生成する電圧生成回路を、クーロン・カウンタ１００内に設けてもよい
。
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　［電流Ｉｃの算出］
　以下、数式を参照して、増幅回路１３０の出力電圧Ｖａを電流Ｉｃに変換するＶ－Ｉ変
換回路１５０の機能について説明する。
【００７９】
【数２】

【００８０】
　まず、増幅回路１３０の出力電圧Ｖａを求める。抵抗１３１と抵抗１３２の抵抗値がＲ
ａ１に等しく、かつ抵抗１３３と抵抗１３４の抵抗値がＲａ２に等しい場合、電圧Ｖａは
式（ｂ１）で表される。式（ｂ１）に示すように、電圧Ｖａは電圧Ｖｓに比例する電圧で
あることがわかる。
【００８１】
　累積加算回路１７０の出力電流Ｉｃは、式（ｂ２）に示すように、電流Ｉｅと電流Ｉｃ
ｏｍの差になる。Ｉｅ＝Ｖａ／Ｒｃｏｍ１、Ｉｃｏｍ＝ＶＲＥＦ２／Ｒｃｏｍ１から、式
（ｂ３）、（ｂ４）が得られる。電流Ｉｃは電圧Ｖｓに比例する電流であることから、式
（ｂ４）は、Ｖ－Ｉ変換回路１５０において、電圧Ｖａが電流Ｉｃに変換されることを表
している。
【００８２】
＜電荷量Ｑｓの算出＞
　以下、数式を参照して、クーロン・カウンタ１００により、抵抗１１０に流れた電荷量
Ｑｓを検出できること説明する。
【００８３】
　式（ｃ１）に示すように、電荷量Ｑｓは電流Ｉｓを時間で積分することにより得られる
。電荷量Ｑｓの検出期間において電流Ｉｓが一定であると仮定すると、電荷量Ｑｓは、式
（ｃ２）で近似される。
【００８４】

【数３】

【００８５】
　また、式（ａ３）の右辺のＩｃに式（ｂ４）を代入すると、電圧Ｖｃは式（ｄ１）で表
すことができる。式（ｄ１）から、式（ｄ２）、式（ｄ３）が導けられる。
【００８６】
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【数４】

【００８７】
　さらに、式（ｄ３）から、電荷量Ｑｓは下記式（ｄ４）で表される。
【００８８】
【数５】

【００８９】
　したがって、式（ｄ４）に示すように、電圧Ｖｃを検出することで、抵抗１１０を流れ
た電荷の総和Ｑｓに関するデータを得ることができる。つまり、クーロン・カウンタ１０
０の出力ＯＵＴから電荷量Ｑｓに関するデータを取得できることが可能である。以下に、
式（ｄ４）から算出される電荷量Ｑｓの一例を示す。
【００９０】
［算出条件：クーロン・カウンタ１００の仕様］
　抵抗値：Ｒａ１＝１００ｋΩ、Ｒａ２＝１ＭΩ
　容量値：Ｃｃ＝１ｎＦ
　サンプリング回数：Ｎ＝２００回
　時間：Ｔｃｏｎ＝６０ｓｅｃ、Ｔｃｏｎ＿ｏｎ＝１０μｓｅｃ
　電圧値：Ｖｃ＝１．１５Ｖ、ＶＲＥＦ３＝０．２５Ｖ
【００９１】
［算出結果］
　Ｑｓ≒３．３７Ａｈｒ　（１Ａｈｒ＝３６００Ｃｏｕｌｏｍｂ）
【００９２】
　なお、ここでは、図６を参照して、累積加算回路１７０を有するクーロン・カウンタ１
００について説明したが、他の累積加算回路を有するクーロン・カウンタについても同様
である。図７に、累積加算回路１７３を有するクーロン・カウンタ１０３の構成例を示す
。クーロン・カウンタ１０３は、クーロン・カウンタ１００と同様に動作する。また、内
部で使用される電圧（例えば、ＶＲＥＦ１、ＶＲＥＦ２、ＶＲＥＦ３）を生成する電圧生
成回路を、クーロン・カウンタ１０３内に設けてもよい。
【００９３】
　本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。
【００９４】
（実施の形態２）
　図８－図１３を用いて、半導体装置の一例としてクーロン・カウンタについて説明する
。本実施の形態では、一部の回路がＩＣチップに集積されたクーロン・カウンタについて
説明する。
【００９５】
＜＜クーロン・カウンタの構成例２＞＞
　図８は、クーロン・カウンタの構成例を示す回路図である。図８に示すように、クーロ
ン・カウンタ２００は、クーロン・カウンタ１００と同様に、増幅回路２３０、Ｖ－Ｉ変
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換回路２５０及び累積加算回路２７０を有し、更に、電圧生成回路２２０を有する。検出
対象の電池１０は、高電位用の端子２１１と低電位用の端子２１２間に接続されている。
クーロン・カウンタ２００は、クーロン・カウンタ１００と同様に、抵抗２１０の両端に
生じた電圧Ｖｓから、抵抗２１０を流れた電荷量Ｑｓを検出する機能を有する。
【００９６】
　点線で示す回路ブロックは、ＩＣチップ２０１に集積されている回路を示す。ＩＣチッ
プ２０１には、複数の端子２１３が設けられている。なお、図面が煩雑になるのを避ける
ため、図８において、電源電圧ＶＳＳ用の端子のみに符号２１３を付している。
【００９７】
＜電圧生成回路の構成例＞
　電圧生成回路２２０は、ＩＣチップ２０１の内部回路で使用する電圧ＶＲＥＦ１、ＶＲ
ＥＦ２、及びＶＲＥＦ３を生成する機能を有する回路である。電圧生成回路２２０は、オ
ペアンプ２２１、及びオペアンプ２２１の出力に接続された分圧回路を有する。この分圧
回路は、直列に接続された抵抗２２２－２２５を有する。
【００９８】
　オペアンプ２２１には、端子２１３を介して外部から電圧ＶＲＥＦが供給されている。
電圧ＶＲＥＦ１はオペアンプ２２１の出力電圧に対応する。また、分圧回路から電圧ＶＲ
ＥＦ２、ＶＲＥＦ３が出力される。ここでは、ＶＲＥＦ１＞ＶＲＥＦ２＞ＶＲＥＦ３の関
係を有する。
【００９９】
＜増幅回路；ＩＮＴ－ＡＭＰの構成例＞
　図９は、増幅回路２３０（ＩＮＴ－ＡＭＰ）の構成例を示す回路図である。
【０１００】
　増幅回路２３０は、抵抗２３１－２３４、オペアンプ２３５及びオートゼロ・アンプ２
４０を有する点は、図６の増幅回路１３０と同様である。増幅回路２３０は、更にマルチ
プレクサ２３６を有する。マルチプレクサ２３６は、信号ＸＣＯＮの制御により、オペア
ンプ２３５の出力信号（ＶＲＥＦ２＿Ｏ）、またはオートゼロ・アンプ２４０の出力信号
（ＡＺＡ＿ＯＵＴ）を出力する機能を有する。
【０１０１】
　オートゼロ・アンプ２４０は、オペアンプ２４１（Ａａ）、オペアンプ２４２（Ａｂ）
、トランジスタ２４３－２４６、インバータ２４７、容量素子２４８及び容量素子２４９
を有する。オペアンプ２４１は、電圧Ｖｓを増幅するためのメイン・アンプである。オペ
アンプ２４２は、オペアンプ２４１のオフセット電圧のゼロ調整を行うアンプ（Ｎｕｌｌ
ｉｎｇ　ａｍｐｌｉｆｉｅｒ、またはＮｕｌｌ　ａｍｐｌｉｆｉｅｒ）である。トランジ
スタ２４３－２４６は、信号ＮＣＬＫにより、オン、オフが制御されるスイッチとして機
能する。
【０１０２】
　信号ＮＣＬＫは、ハイレベルとローレベルの２つの相を有するクロック信号であり、オ
ートゼロ・アンプ２４０の動作は２つのモードに分かれる。信号ＮＣＬＫがハイレベルの
期間が第１のモードであり、オペアンプ２４２によりオペアンプ２４２自身のオフセット
電圧のゼロ調整が行われる。信号ＮＣＬＫがローレベルの期間が第２のモードであり、ゼ
ロ調整されたオペアンプ２４２により、オペアンプ２４１のオフセット電圧がゼロ値に補
正される。
【０１０３】
　ハイレベルの信号ＮＣＬＫが入力されると、トランジスタ２４３及びトランジスタ２４
４がオンになり、トランジスタ２４５及びトランジスタ２４６はオフ状態となる。オペア
ンプ２４２の２つの入力端子が短絡され、オペアンプ２４２の出力電圧により、自身のオ
フセット電圧が計測される。オペアンプ２４２の出力電圧は、容量素子２４８で保持され
る。容量素子２４８で保持されている電圧は、オペアンプ２４２のゼロ調整用の電源入力
端子ＮＡに入力され、オペアンプ２４２のオフセット電圧がゼロ値に補正される。
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【０１０４】
　他方、オペアンプ２４１は、容量素子２４９で保持されている電圧によりオフセット電
圧が補正されている状態で、入力端子間の電圧；（Ｖｉｎ＋）－（Ｖｉｎ－）を増幅し、
増幅された電圧を出力する。
【０１０５】
　オペアンプ２４１のオフセット電圧をゼロ値に補正するための電圧は、信号ＮＣＬＫが
ローレベルの期間に取得され、容量素子２４９に記憶されている。
【０１０６】
　ローレベルの信号ＮＣＬＫが入力されると、トランジスタ２４５及びトランジスタ２４
６がオンになり、トランジスタ２４３及びトランジスタ２４４はオフになる。容量素子２
４８によりゼロ調整用電圧が印加されている状態で、オペアンプ２４２は入力端子間の電
圧を増幅して、容量素子２４９の端子、及びオペアンプ２４１の電源端子へ出力する。オ
ペアンプ２４２の出力電圧は、オペアンプ２４１のオフセット電圧をゼロ値に補正するた
めの電圧であり、容量素子２４９で保持される。
【０１０７】
　以上のように、信号ＮＣＬＫにより、容量素子２４８及び容量素子２４９の充電と放電
を交互に繰り返すことで、オペアンプ２４１のオフセット電圧をゼロ値に補正することが
できる。
【０１０８】
　オートゼロ・アンプ２４０の出力信号ＡＺＡ＿ＯＵＴは、マルチプレクサ２３６に入力
される（図９）。マルチプレクサ２３６は、信号ＸＣＯＮがハイレベルのときは、信号（
ＡＺＡ＿ＯＵＴ）を出力し、信号ＸＣＯＮがローレベルのときは、信号ＶＲＥＦ２＿Ｏを
出力する。
【０１０９】
＜Ｖ－Ｉ変換回路；ＶＩ－ＣＯＮＶの構成例＞
　図１０は、Ｖ－Ｉ変換回路２５０（ＶＩ－ＣＯＮＶ）の構成例を示す回路図である。Ｖ
－Ｉ変換回路２５０は、入力電圧Ｖａを電流Ｉｃに変換する機能を有しており、Ｖ－Ｉ変
換回路１５０と同様に、電圧Ｖａを電流Ｉｅに変換する回路と、定電流Ｉｃｏｍを生成す
る回路を有する。
【０１１０】
　Ｖ－Ｉ変換回路２５０は、Ｖ－Ｉ変換回路１５０と同様、オペアンプ２５１、トランジ
スタ２５２－２５４、抵抗２５５及び電流源回路２６０を有する。オペアンプ２５１、ト
ランジスタ２５２－２５４、及び抵抗２５５で構成される回路ブロックにおいて、電圧Ｖ
ａが電流Ｉｅに変換される。
【０１１１】
　電流源回路２６０は、電流Ｉｃｏｍを生成する機能を有する回路である。電流源回路２
６０は、抵抗２５６、容量素子２５７、オペアンプ２６２、トランジスタ２６３－トラン
ジスタ２６９を有する。
【０１１２】
　電流源回路２６０において、抵抗２５６、オペアンプ２６２及びトランジスタ２６３－
２６７でなる回路ブロックが定電流Ｉｃｏｍを生成する電流源回路として機能する。トラ
ンジスタ２６４とトランジスタ２６５、並びに、トランジスタ２６６とトランジスタ２６
７により２つのカレントミラーが構成されている。
【０１１３】
　２６１で示される回路ブロックは、Ｖ－Ｉ変換回路２５０の出力（ＶＩｏｕｔ）に接続
される配線２５８に流れる電流を補正する機能を有し、Ｖ－Ｉ変換回路２５０のオフセッ
ト電流を補正する機能を有する。以下、回路ブロック２６１を電流補正回路２６１と呼ぶ
。抵抗２５６は、電流Ｉｃｏｍ及びＶ－Ｉ変換回路２５０のオフセット電流を規定する抵
抗である。ここでは、Ｒｃｏｍ２＞Ｒｃｏｍ１とすることで、電流源回路２６０のオフセ
ット電流を大きくし、電流源回路２６０の出力電流のゼロ調整を行うようにしている。
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【０１１４】
　電流補正回路２６１のトランジスタ２６８及びトランジスタ２６９は、配線２５８に接
続されている。トランジスタ２６８は、電流源回路２６０のカレントミラーを構成するト
ランジスタ２６６と並列に接続されており、そのゲートは容量素子２５７の端子（ＮＣ）
に接続されている。トランジスタ２６９は、容量素子２５７の端子（ＮＣ）と配線２５８
との接続を制御するスイッチとして機能する。トランジスタ２６９のオン、オフは信号Ｎ
ＣＯＮにより制御される。
【０１１５】
　トランジスタ２６９及び容量素子２５７はサンプル－ホールド回路として機能する。ト
ランジスタ２６９でなるスイッチがオンの期間に、オフセット電流補正用の電圧Ｖｃｎが
取得される。トランジスタ２６９を介して電流が容量素子２５７に供給され、容量素子２
５７が充電される。トランジスタ２６９をオフにすることで、容量素子２５７において電
圧Ｖｃｎが保持される。
【０１１６】
　トランジスタ２６８のソース－ドレイン間には、容量素子２５７で保持されている電圧
Ｖｃｎに応じた電流Ｉｃｎが流れる。この電流Ｉｃｎにより、配線２５８に流れる電流Ｉ
ｃが補正される。これが、電流補正回路２６１によるＶ－Ｉ変換回路２５０のオフセット
電流のゼロ調整機能である。Ｖ－Ｉ変換回路２５０の出力誤差は電荷量Ｑｓの検出誤差と
なるため、電流補正回路２６１によりＶ－Ｉ変換回路２５０の出力誤差を抑えることがで
きるため、クーロン・カウンタ２００の検出精度が向上される。
【０１１７】
＜累積加算回路の構成例＞
　図１１は、累積加算回路２７０（ＡＤＤ）の構成例を示す回路図である。
【０１１８】
　累積加算回路２７０は、累積加算回路１７０と同様に、入力電流をサンプリングして、
電圧として保持し、その電圧に応じた信号を生成する機能を有する。累積加算回路２７０
は、累積加算回路１７０と同様に、トランジスタ２８１、トランジスタ２８２、容量素子
２８３、オペアンプ２８４、及びコンパレータ２９１を有する。累積加算回路２７０は、
更に、トランジスタ２８５、オペアンプ２８６及びオペアンプ２８７を有する。
【０１１９】
　トランジスタ２８５及びオペアンプ２８６は、累積加算回路２７０の入力端子（ノード
ＶＩｏｕｔ）の電圧をノードＮ２１（容量素子２８３の端子）の電圧Ｖｃに調節する機能
を有する。トランジスタ２８５のオン、オフは信号ＰＲＥにより制御される。後述するよ
うに、電流Ｉｅ－Ｉｃｏｍのサンプリング動作の前に、このノードＶＩｏｕｔの電圧の調
節が実行されるため、トランジスタ２８５及びオペアンプ２８６は、プリチャージ回路と
して機能するということもできる。
【０１２０】
　オペアンプ２８７は電圧フォロワを構成し、ノードＮ２１の電圧Ｖｃは、この電圧フォ
ロワを介して、信号ＭＯＮＩとしてクーロン・カウンタ２００の外部に出力される。
【０１２１】
　トランジスタ２８１及び／又はトランジスタ２８２も、累積加算回路１７１（図３Ａ）
のトランジスタ１８１、１８２と同様に、酸化物半導体を用いたトランジスタとすること
が好ましい。
【０１２２】
　また、増幅回路２３０及びＶ－Ｉ変換回路２５０にも、酸化物半導体トランジスタを適
用することができる。増幅回路２３０では、例えば、トランジスタ２４５及び／又はトラ
ンジスタ２４６を酸化物半導体トランジスタとしてもよい。また、Ｖ－Ｉ変換回路２５０
では、例えば、トランジスタ２６９を酸化物半導体トランジスタとしてもよい。
【０１２３】
　また、累積加算回路２７０においても、図３Ａ及び図３Ｂに示すようにコンパレータ２
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９２を設けてもよい。
【０１２４】
＜クーロン・カウンタの駆動方法例１＞
　図１２及び図１３のタイミングチャートを用いて、図８のクーロン・カウンタ２００の
駆動方法の一例を説明する。図１２には、累積加算回路２７０の入力信号（ＳＥＴ、ＣＯ
Ｎ）、及び出力信号（ＭＯＮＩ、ＯＵＴ）を示す。図１３には、累積加算回路２７０の入
力信号（ＳＥＴ、ＣＯＮ、ＰＲＥ）、Ｖ－Ｉ変換回路２５０の入力信号（ＮＣＯＮ）、及
び増幅回路２３０の入力信号（ＸＣＯＮ）を示す。
【０１２５】
　図１２に示すように、累積加算回路２７０は、累積加算回路１７０と同様に駆動される
。まず、信号ＳＥＴにより、ノードＮ２１の電圧が電圧ＶＲＥＦ３にリセットされる。信
号ＣＯＮがハイレベルの期間、ノードＮ２１に電流Ｉｅ－Ｉｃｏｍが流れ、容量素子２８
３が充電される。電流Ｉｅ－Ｉｃｏｍに応じた電荷が容量素子２８３に保持される。ノー
ドＮ２１の電圧Ｖｃが電圧ＶＲＥＦ１を超えると、信号ＯＵＴがローレベルからハイレベ
ルに切り替る。
【０１２６】
　図１３に示すように、電圧Ｖｃのホールド期間では、Ｖ－Ｉ変換回路２５０のオフセッ
ト電流の補正動作（ゼロ調整動作）、及びノードＶＩｏｕｔ（累積加算回路２７０の入力
端子）の電圧を調節するプリチャージ動作が行われる。以下、図１３を参照して、期間Ｔ
ｃｏｎでのクーロン・カウンタ２００の動作について説明する。
【０１２７】
　マルチプレクサ２３６制御用の信号ＸＣＯＮがハイレベルである期間に、信号ＮＣＯＮ
がハイレベルである期間Ｔｏｆｆｓｅｔが存在する。期間Ｔｏｆｆｓｅｔでは、Ｖ－Ｉ変
換回路２５０に電圧ＶＲＥＦ２が入力されるため、上記式（ｂ３）によると、Ｉｅ－Ｉｃ
ｏｍ＝０となる。しかしながら、電流源回路２６０の抵抗２５６により、Ｉｃはゼロ値に
ならない。期間Ｔｏｆｆｓｅｔに配線２５８を流れる電流がオフセット電流である。期間
Ｔｏｆｆｓｅｔでは、トランジスタ２６９をオンにして、上述したようにオフセット電流
により容量素子２５７を充電して、Ｖ－Ｉ変換回路２５０のオフセット電流を補正する電
圧Ｖｃｎを取得する。
【０１２８】
　次に、信号ＮＣＯＮをローレベルにし、次いでマルチプレクサ２３６の制御用の信号Ｘ
ＣＯＮをローレベルにする。ＸＣＯＮがローレベルである期間に累積加算回路２７０の入
力信号ＰＲＥがハイレベルである期間Ｔｐｒｅが存在する。期間Ｔｐｒｅでは、トランジ
スタ２８５により累積加算回路２７０の入力端子（ノードＶＩｏｕｔ）はオペアンプ２８
６の出力に接続される。オペアンプ２８６は電圧フォロワとして機能するため、期間Ｔｐ
ｒｅでは、ノードＶＩｏｕｔの電圧はノードＮ２１の電圧Ｖｃに設定される。
【０１２９】
　期間Ｔｐｒｅの経過後、入力信号ＣＯＮがハイレベルになり、累積加算回路２７０にお
いて電流Ｉｅ－Ｉｃｏｍがサンプリングされる。期間Ｔｃｏｎ＿ｏｎでは、Ｖ－Ｉ変換回
路２５０において、配線２５８を流れる電流Ｉｃは、トランジスタ２６８のソース－ドレ
イン間を流れる電流Ｉｃｎにより補正されているため、高い精度で電圧Ｖｃを検出するこ
とができる。
【０１３０】
　以上が、期間Ｔｃｏｎでのクーロン・カウンタ２００の動作である。
【０１３１】
　図１４に、実際に作製されたクーロン・カウンタ２００の出力信号波形の測定結果の一
例を示す。図１４には、電圧ＶＲＥＦ１は約１．２５Ｖであり、電圧ＶＲＥＦ３は約０．
２５Ｖであり、抵抗１１０間の電圧Ｖｓが２８ｍＶの場合の信号波形を示す。また、この
信号の測定時に、クーロン・カウンタ２００の信号ＯＵＴをマイクロ・プロセッサに入力
し、マイクロ・プロセッサ内のカウンタにおいて、信号ＯＵＴがローレベルからハイレベ
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ルに切り替るまでの期間Ｔｏｕｔ＿Ｈｉに対応するカウント値を取得した。そのカウント
値は１２７であった。
【０１３２】
　また、累積加算回路２７０（１７０）の代わりに、累積加算回路１７１（図３Ａ）、累
積加算回路１７２（図３Ｂ）、累積加算回路１７３（図４）を用いることができる。一例
として、累積加算回路２７０（１７０）の代わりに、累積加算回路１７３を用いたクーロ
ン・カウンタの構成例を、図１５に示す。なお、図面が煩雑になるのを避けるため、図１
５において、電源電圧ＶＳＳ用の端子のみに符号２１３を付している。
【０１３３】
＜クーロン・カウンタの構成例３＞
　図１５は、クーロン・カウンタの構成例を示す回路図である。図１５に示すように、ク
ーロン・カウンタ２０３は、クーロン・カウンタ２００と同様に、増幅回路２３０、Ｖ－
Ｉ変換回路２５０、累積加算回路２７３及び電圧生成回路２２０を有する。
【０１３４】
　点線で示す回路ブロックは、ＩＣチップ２０４に集積されている回路を示す。ＩＣチッ
プ２０４には、複数の端子２１３が設けられている。
【０１３５】
　図１６は、累積加算回路２７３の構成例を示す回路図である。
【０１３６】
　累積加算回路２７３は、累積加算回路１７３と同様に、入力電流をサンプリングして、
電圧として保持し、その電圧に応じたｎビットのデジタル信号を生成する機能を有する。
累積加算回路２７３は、累積加算回路１７３と同様に、トランジスタ２８１、トランジス
タ２８２、容量素子２８３、オペアンプ２８４、及びコンパレータ２９１、２９２、及び
カウンタ２９３を有する。累積加算回路２７３は、更に、トランジスタ２８５、オペアン
プ２８６、及びオペアンプ２８７を有する。
【０１３７】
　トランジスタ２８５及びオペアンプ２８６は、累積加算回路２７３の入力端子（ノード
ＶＩｏｕｔ）の電位を、ノードＮ２１（容量素子２８３の端子）の電圧Ｖｃに調節する機
能を有する。トランジスタ２８５のオン、オフは信号ＰＲＥにより制御される。後述する
ように、電流Ｉｅ－Ｉｃｏｍ（＝Ｉｃ）のサンプリング動作の前に、このノードＶＩｏｕ
ｔの電圧の調節が実行されるため、トランジスタ２８５及びオペアンプ２８６は、プリチ
ャージ回路として機能するということもできる。
【０１３８】
　オペアンプ２８７は電圧フォロワを構成し、ノードＮ２１の電圧Ｖｃは、この電圧フォ
ロワを介して、信号ＭＯＮＩとしてクーロン・カウンタ２０３の外部に出力される。
【０１３９】
＜クーロン・カウンタの駆動方法例２＞
　図５及び図１７のタイミングチャートを用いて、クーロン・カウンタ２０３の駆動方法
の一例を説明する。図５の電圧Ｖｃが、信号ＭＯＮＩに対応する。
【０１４０】
　図５に示すように、累積加算回路２７３は、累積加算回路１７３と同様に駆動される。
信号ＣＯＮに従って、電流Ｉｅ－Ｉｃｏｍがサンプリングされ、容量素子２８３において
電荷Ｑｃとして保持される。容量素子２８３で保持されている電荷Ｑｃに応じてノードＮ
２１の電圧Ｖｃが変化する。
【０１４１】
　ノードＮ２１の電圧Ｖｃが電圧ＶＲＥＦ１を超えると、コンパレータ２９１はハイレベ
ル（論理値”１”）の信号ＵＰを出力する。電圧Ｖｃが電圧ＶＲＥＦ３を未満となると、
コンパレータ２９２はハイレベル（論理値”１”）の信号ＤＯＷＮを出力する。カウンタ
２９３では、信号ＵＰ及び信号ＤＯＷＮの変化をカウントしている。例えば、信号ＵＰの
カウント値と、信号ＤＯＷＮのカウント値の和が信号ＯＵＴとして出力される。なお、信
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号ＯＵＴは、例えば１６ビットのデジタル信号とすることができる。
【０１４２】
　図１７に示すように、電圧Ｖｃのホールド期間では、Ｖ－Ｉ変換回路２５０のオフセッ
ト電流の補正動作（ゼロ調整動作）、及びノードＶＩｏｕｔ（累積加算回路２７３の入力
端子）の電位を調節するプリチャージ動作が行われる。以下、図１７を参照して、期間Ｔ
ｃｏｎでのクーロン・カウンタ２０３の動作について説明する。
【０１４３】
　マルチプレクサ２３６の制御用の信号ＸＣＯＮがハイレベルである期間に、Ｖ－Ｉ変換
回路２５０の入力信号ＮＣＯＮがハイレベルである期間Ｔｏｆｆｓｅｔが存在する。期間
Ｔｏｆｆｓｅｔでは、Ｖ－Ｉ変換回路２５０に電圧ＶＲＥＦ２が入力されるため、上記式
（ｂ３）によると、Ｉｅ－Ｉｃｏｍ＝０となる。しかしながら、電流源回路２６０の抵抗
２５６により、Ｉｃはゼロ値にならない。期間Ｔｏｆｆｓｅｔに配線２５８を流れる電流
がオフセット電流である。期間Ｔｏｆｆｓｅｔでは、トランジスタ２６９をオンにして、
上述したようにオフセット電流により容量素子２５７を充電して、Ｖ－Ｉ変換回路２５０
のオフセット電流を補正する電圧Ｖｃｎを取得する。
【０１４４】
　次に、信号ＮＣＯＮをローレベルにし、次いでマルチプレクサ２３６制御用の信号ＸＣ
ＯＮをローレベルにする。信号ＸＣＯＮがローレベルである期間に累積加算回路２７３の
入力信号ＰＲＥがハイレベルである期間Ｔｐｒｅが存在する。期間Ｔｐｒｅでは、トラン
ジスタ２８５により累積加算回路２７３の入力端子（ノードＶＩｏｕｔ）はオペアンプ２
８６の出力に接続される。オペアンプ２８６は電圧フォロワとして機能するため、期間Ｔ
ｐｒｅでは、ノードＶＩｏｕｔの電圧はノードＮ２１の電圧Ｖｃに設定される。
【０１４５】
　期間Ｔｐｒｅの経過後、入力信号ＣＯＮがハイレベルになり、累積加算回路２７３にお
いて電流Ｉｅ－Ｉｃｏｍがサンプリングされる。期間Ｔｃｏｎ＿ｏｎでは、Ｖ－Ｉ変換回
路２５０において、配線２５８を流れる電流Ｉｃは、トランジスタ２６８のソース－ドレ
イン間を流れる電流Ｉｃｎにより補正されているため、高い精度で電圧Ｖｃを検出するこ
とができる。
【０１４６】
　以上が、期間Ｔｃｏｎでのクーロン・カウンタ２０３の動作である。
【０１４７】
　本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。
【０１４８】
（実施の形態３）
　本実施の形態では、半導体装置の一例として、制御手段を備えた蓄電装置について説明
する。
【０１４９】
＜蓄電装置の構成例＞
　図１８は、蓄電装置の構成例を示す回路図である。蓄電装置３００は、蓄電体３０１、
管理装置３１０を有する。図１８は、蓄電体３０１の充電状態を示しており、電源３０２
は、蓄電体３０１を充電するための電源である。
【０１５０】
　蓄電体３０１（ＢＡＴ）としては、例えばリチウムイオン二次電池、鉛蓄電池、リチウ
ムイオンポリマー二次電池、ニッケル水素蓄電池、ニッケルカドミウム蓄電池、ニッケル
鉄蓄電池、ニッケル・亜鉛蓄電池、及び酸化銀・亜鉛蓄電池等の二次電池；レドックス・
フロー電池、亜鉛・塩素電池、及び亜鉛臭素電池等の液循環型の二次電池；アルミニウム
・空気電池、空気亜鉛電池、空気・鉄電池等のメカニカルチャージ型の二次電池；ナトリ
ウム・硫黄電池、リチウム・硫化鉄電池等の高温動作型の二次電池等を用いることができ
る。なお、これらに限定されず、例えばリチウムイオンキャパシタ等を用いて蓄電体３０
１を構成してもよい。
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【０１５１】
　管理装置３１０は、蓄電体３０１の充電状態等を管理するシステムである。管理装置３
１０は、マイクロ・プロセッサ・ユニット３２０（以下、ＭＰＵ３２０と呼ぶ。）、信号
生成回路３２１、電源制御回路３３０、及びクーロン・カウンタ１００を有する。
【０１５２】
　ＭＰＵ３２０は、管理装置３１０の制御装置として機能し、電源制御回路３３０及びク
ーロン・カウンタ１００へ制御信号を送信する機能等を有する。ＭＰＵ３２０は、管理装
置３１０の外部回路と信号の送信、受信が可能となっている。
【０１５３】
　信号生成回路３２１は、管理装置３１０の内部回路で使用される信号を生成する機能を
有する。信号生成回路３２１では、クーロン・カウンタ１００で使用される信号（例えば
、累積加算回路１７０の制御信号ＣＯＮ）が生成される。なお、信号生成回路３２１をＭ
ＰＵ３２０に設けることができる。
【０１５４】
　電源制御回路３３０は、電源３０２から供給される電力を直流電力に変換する機能を有
する。電源制御回路３３０は、直流電力の生成部であるコンバータ３４０と、コンバータ
３４０の制御部である制御回路３５０を有する。制御回路３５０は、充電の開始・停止、
並びに充電電流Ｉｃｈ、充電電圧Ｖｃｈの設定等の機能を有する。
【０１５５】
　ここでは、電源３０２として直流電源を用い、電源制御回路３３０として、降圧型ＤＣ
－ＤＣコンバータが用いられている。また、コンバータ３４０には、スイッチング・レギ
ュレータが用いられている。コンバータ３４０は、スイッチとして機能するトランジスタ
３４１、平滑回路及び分圧回路を有する。図１８の例では、平滑回路は、整流素子３４２
、コイル３４３、抵抗３４４、及び容量素子３４５を有する。分圧回路は、抵抗３４６及
び抵抗３４７を有する。
【０１５６】
　トランジスタ３４１のスイッチング動作は、制御回路３５０からの制御信号ＧＳにより
制御される。また、制御信号ＧＳにより、コンバータ３４０の出力電圧、出力電流が調節
される。制御回路３５０では、例えば、クロック信号のデューティー比を変化させること
で、信号ＧＳが生成される。信号ＧＳを生成するためのクロック信号は、制御回路３５０
の内部回路、又は信号生成回路３２１で生成することができる。また、蓄電装置３００の
外部回路で生成してもよい。
【０１５７】
　抵抗３４４は、コンバータ３４０の出力電流Ｉｃｈを検出するための抵抗である。制御
回路３５０は、信号ＳＥＮＳＥ１及び信号ＳＥＮＳＥ２により、抵抗３４４の両端の電位
差を検出する。この検出された電位差から、抵抗３４４を流れる電流を得ることができる
。また抵抗３４６、抵抗３４７を含む分圧回路の出力信号ＦＢは、コンバータ３４０の出
力電圧Ｖｃｈを検出するため信号である。信号ＦＢは制御回路３５０に入力される。
【０１５８】
　制御回路３５０では、信号（ＳＥＮＳＥ１、ＳＥＮＳＥ２、ＦＢ）に基づき、信号ＧＳ
を生成する。
【０１５９】
　クーロン・カウンタ１００では、上述したように抵抗１１０の両端に生ずる電圧Ｖｓか
ら、信号ＯＵＴが生成される。信号ＯＵＴは、ＭＰＵ３２０に入力される。ＭＰＵ３２０
は、信号ＯＵＴに基づき、電源制御回路３３０の制御信号を生成し、制御回路３５０に出
力する。制御回路３５０はこの制御信号に基づき、信号ＧＳを出力する。例えば、ＭＰＵ
３２０では、ハイレベル（論理値１）の信号ＯＵＴが入力されると、蓄電体３０１の充電
を停止させる命令信号を生成する。制御回路３５０ではこの命令信号が入力されると、信
号ＧＳにより、トランジスタ３４１をオフ状態にする。
【０１６０】
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　また、ＭＰＵ３２０では、電源制御回路３３０に蓄電体３０１の充電を開始させる命令
が生成される。管理装置３１０外部からの信号、又はＭＰＵ３２０の内部回路で生成され
た信号をトリガーにして、充電開始の命令信号を制御回路３５０に出力する。制御回路３
５０はこの命令信号に基づき、信号ＧＳをコンバータ３４０に入力する。
【０１６１】
（実施の形態４）
　本実施の形態では、蓄電装置等の半導体装置の制御に用いられるＭＰＵについて説明す
る。
【０１６２】
＜ＭＰＵの構成例＞
　図１９は、ＭＰＵ７００の構成の一例を示すブロック図である。ＭＰＵ７００は、例え
ば、図１８の蓄電装置３００のＭＰＵ３２０に用いることができる。
【０１６３】
　ＭＰＵ７００は、プロセッサ７１０、バスブリッジ７１１、メモリ７１２、メモリ・イ
ンターフェース７１３、コントローラ７２０、割り込みコントローラ７２１、Ｉ／Ｏイン
ターフェース（入出力インターフェース）７２２、及びパワーゲートユニット７３０を有
する。
【０１６４】
　さらに、ＭＰＵ７００は、水晶発振回路７４１、タイマー回路７４５、Ｉ／Ｏインター
フェース７４６、Ｉ／Ｏポート７５０、コンパレータ７５１、Ｉ／Ｏインターフェース７
５２、バスライン７６１、バスライン７６２、バスライン７６３、及びデータバスライン
７６４を有する。さらに、ＭＰＵ７００は、外部装置との接続部として少なくとも接続端
子７７０乃至接続端子７７６を有する。なお、各接続端子７７０乃至接続端子７７６は、
１つの端子又は複数の端子でなる端子群を表す。また、水晶振動子７４３を有する発振子
７４２が、接続端子７７２、及び接続端子７７３を介してＭＰＵ７００に接続されている
。
【０１６５】
　プロセッサ７１０はレジスタ７８５を有し、バスブリッジ７１１を介してバスライン７
６１乃至バスライン７６３、及びデータバスライン７６４に接続されている。
【０１６６】
　メモリ７１２は、プロセッサ７１０のメインメモリとして機能することができる記憶装
置であり、例えばＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）が用いられる。
メモリ７１２は、プロセッサ７１０が実行する命令、命令の実行に必要なデータ、及びプ
ロセッサ７１０の処理によるデータを記憶する装置である。プロセッサ７１０が処理する
命令により、メモリ７１２へのデータの書き込み、読み出しが行われる。
【０１６７】
　ＭＰＵ７００では、低消費電力モードのときにメモリ７１２に対する電力供給が遮断さ
れる。そのため、メモリ７１２は電源が供給されていない状態でもデータを保持すること
ができるメモリで構成することが好ましい。
【０１６８】
メモリ・インターフェース７１３は、外部記憶装置との入出力インターフェースである。
プロセッサ７１０が処理する命令により、メモリ・インターフェース７１３を介して、接
続端子７７６に接続される外部記憶装置へのデータの書き込み及び読み出しが行われる。
【０１６９】
　クロック生成回路７１５は、プロセッサ７１０で使用されるクロック信号ＭＣＬＫ（以
下、単に「ＭＣＬＫ」とも呼ぶ。）を生成する回路であり、ＲＣ発振器等を有する。ＭＣ
ＬＫはコントローラ７２０及び割り込みコントローラ７２１にも出力される。
【０１７０】
　コントローラ７２０はＭＰＵ７００の制御を行う回路であり、例えば、ＭＰＵ７００の
電源制御、クロック生成回路７１５、水晶発振回路７４１の制御等を行うことができる。
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【０１７１】
　接続端子７７０は、外部の割り込み信号入力用の端子であり、接続端子７７０を介して
マスク不可能な割り込み信号ＮＭＩがコントローラ７２０に入力される。コントローラ７
２０にマスク不可能な割り込み信号ＮＭＩが入力されると、コントローラ７２０は直ちに
プロセッサ７１０にマスク不可能な割り込み信号ＮＭＩを出力し、プロセッサ７１０に割
り込み処理を実行させる。
【０１７２】
　また、割り込み信号ＩＮＴが、接続端子７７０を介して割り込みコントローラ７２１に
入力される。割り込みコントローラ７２１には、周辺回路からの割り込み信号（Ｔ０ＩＲ
Ｑ、Ｐ０ＩＲＱ、Ｃ０ＩＲＱ）も、バス（７６１乃至７６４）を経由せずに入力される。
【０１７３】
　割り込みコントローラ７２１は割り込み要求の優先順位を割り当てる機能を有する。割
り込みコントローラ７２１は割り込み信号を検出すると、その割り込み要求が有効である
か否かを判定する。有効な割り込み要求であれば、コントローラ７２０に割り込み信号Ｉ
ＲＱを出力する。
【０１７４】
　また、割り込みコントローラ７２１はＩ／Ｏインターフェース７２２を介して、バスラ
イン７６１及びデータバスライン７６４に接続されている。
【０１７５】
　コントローラ７２０は、割り込み信号ＩＮＴが入力されると、プロセッサ７１０に割り
込み信号ＩＮＴを出力し、プロセッサ７１０に割り込み処理を実行させる。
【０１７６】
　また、割り込み信号Ｔ０ＩＲＱが割り込みコントローラ７２１を介さず直接コントロー
ラ７２０に入力される場合がある。コントローラ７２０は、割り込み信号Ｔ０ＩＲＱが入
力されると、プロセッサ７１０にマスク不可能な割り込み信号ＮＭＩを出力し、プロセッ
サ７１０に割り込み処理を実行させる。
【０１７７】
　コントローラ７２０のレジスタ７８０は、コントローラ７２０内に設けられ、割り込み
コントローラ７２１のレジスタ７８６は、Ｉ／Ｏインターフェース７２２に設けられてい
る。
【０１７８】
　続いて、ＭＰＵ７００が有する周辺回路を説明する。ＭＰＵ７００は、周辺回路として
、タイマー回路７４５、Ｉ／Ｏポート７５０及びコンパレータ７５１を有する。これらの
周辺回路は一例であり、ＭＰＵ７００が使用される電気機器に応じて、必要な回路を設け
ることができる。
【０１７９】
　タイマー回路７４５は、クロック生成回路７４０から出力されるクロック信号ＴＣＬＫ
（以下、単に「ＴＣＬＫ」とも呼ぶ。）を用いて、時間を計測することができる機能を有
する。また、タイマー回路７４５は、決められた時間間隔で、割り込み信号Ｔ０ＩＲＱを
、コントローラ７２０及び割り込みコントローラ７２１に出力する。タイマー回路７４５
は、Ｉ／Ｏインターフェース７４６を介して、バスライン７６１及びデータバスライン７
６４に接続されている。
【０１８０】
　ＴＣＬＫはＭＣＬＫよりも低い周波数のクロック信号である。例えば、ＭＣＬＫの周波
数を数ＭＨｚ程度（例えば、８ＭＨｚ）とし、ＴＣＬＫは、数十ｋＨｚ程度（例えば、３
２ｋＨｚ）とする。クロック生成回路７４０は、ＭＰＵ７００に内蔵された水晶発振回路
７４１と、接続端子７７２及び接続端子７７３に接続された発振子７４２を有する。発振
子７４２の振動子として、水晶振動子７４３が用いられている。なお、ＣＲ発振器等でク
ロック生成回路７４０を構成することで、クロック生成回路７４０の全てのモジュールを
ＭＰＵ７００に内蔵することが可能である。
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【０１８１】
　Ｉ／Ｏポート７５０は、接続端子７７４を介して接続された外部機器と情報の入出力を
行うためのインターフェースであり、デジタル信号の入出力インターフェースである。例
えば、Ｉ／Ｏポート７５０には、接続端子７７４を介して、クーロン・カウンタ（１００
、２００）の出力信号ＯＵＴが入力される。例えば、Ｉ／Ｏポート７５０は、入力された
信号ＯＵＴに応じて、割り込み信号Ｐ０ＩＲＱを割り込みコントローラ７２１に出力する
。
【０１８２】
　コンパレータ７５１は、例えば接続端子７７５から入力されるアナログ信号の電位（又
は電流）と基準信号の電位（又は電流）との大小を比較でき、値が０又は１のデジタル信
号を生成することができる。さらに、コンパレータ７５１は、このデジタル信号の値に応
じて割り込み信号Ｃ０ＩＲＱを生成することができる。割り込み信号Ｃ０ＩＲＱは、割り
込みコントローラ７２１に出力される。
【０１８３】
　Ｉ／Ｏポート７５０及びコンパレータ７５１は共通のＩ／Ｏインターフェース７５２を
介してバスライン７６１及びデータバスライン７６４に接続されている。ここでは、Ｉ／
Ｏポート７５０、コンパレータ７５１各々のＩ／Ｏインターフェースに共有することがで
きる回路があるため、１つのＩ／Ｏインターフェース７５２で構成しているが、Ｉ／Ｏポ
ート７５０、コンパレータ７５１のＩ／Ｏインターフェースを別々に設けることもできる
。
【０１８４】
　また、周辺回路のレジスタは、対応する入出力インターフェースに設けられている。タ
イマー回路７４５のレジスタ７８７はＩ／Ｏインターフェース７４６に設けられ、Ｉ／Ｏ
ポート７５０のレジスタ７８３及びコンパレータ７５１のレジスタ７８４は、それぞれ、
Ｉ／Ｏインターフェース７５２に設けられている。
【０１８５】
　ＭＰＵ７００は内部回路への電力供給を遮断するためのパワーゲートユニット７３０を
有する。パワーゲートユニット７３０により、動作に必要な回路のみに電力供給を行うこ
とで、ＭＰＵ７００全体の消費電力を低くすることができる。
【０１８６】
　図１９に示すように、ＭＰＵ７００内の破線で囲んだユニット７０１－７０４の回路は
、パワーゲートユニット７３０を介して、接続端子７７１に接続されている。
【０１８７】
　本実施の形態では、ユニット７０１は、タイマー回路７４５、及びＩ／Ｏインターフェ
ース７４６を含み、ユニット７０２は、Ｉ／Ｏポート７５０、コンパレータ７５１、及び
Ｉ／Ｏインターフェース７５２を含み、ユニット７０３は、割り込みコントローラ７２１
、及びＩ／Ｏインターフェース７２２を含み、ユニット７０４は、プロセッサ７１０、メ
モリ７１２、バスブリッジ７１１、及びメモリ・インターフェース７１３を含む。
【０１８８】
　パワーゲートユニット７３０は、コントローラ７２０により制御される。パワーゲート
ユニット７３０は、ユニット７０１乃至７０４への電源電圧の供給を遮断するためのスイ
ッチ７３１及びスイッチ７３２を有する。このときの電源電圧としては、例えば蓄電体３
０１の電源電圧等を用いることができる。
【０１８９】
　スイッチ７３１、スイッチ７３２のオン／オフはコントローラ７２０により制御される
。具体的には、コントローラ７２０は、プロセッサ７１０の要求によりパワーゲートユニ
ット７３０が有するスイッチの一部又は全部をオフ状態とする信号を出力する（電力供給
の停止）。また、コントローラ７２０は、マスク不可能な割り込み信号ＮＭＩ、又はタイ
マー回路７４５からの割り込み信号Ｔ０ＩＲＱをトリガーにして、パワーゲートユニット
７３０が有するスイッチをオン状態とする信号を出力する（電力供給の開始）。
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【０１９０】
　なお、図１９では、パワーゲートユニット７３０として、２つのスイッチ（スイッチ７
３１、スイッチ７３２）が設けられている回路ブロックを示しているが、これに限定され
ず、電源遮断に必要な数のスイッチをパワーゲートユニット７３０に設ければよい。
【０１９１】
　また、本実施の形態では、ユニット７０１に対する電力供給を独立して制御することが
できるようにスイッチ７３１を設け、ユニット７０２乃至７０４に対する電力供給を独立
して制御することができるようにスイッチ７３２を設けているが、このような電力供給経
路に限定されるものではない。例えば、スイッチ７３２とは別のスイッチを設けて、メモ
リ７１２の電力供給を独立して制御することができるようにしてもよい。また、１つの回
路に対して、複数のスイッチを設けてもよい。
【０１９２】
　また、コントローラ７２０には、パワーゲートユニット７３０を介さず、常時、接続端
子７７１から電源電圧が供給される。また、ノイズの影響を少なくするため、クロック生
成回路７１５の発振回路、水晶発振回路７４１には、それぞれ、電源電圧の電源回路と異
なる外部の電源回路から電源電圧が供給される。
【０１９３】
＜ＭＰＵの駆動方法例＞
　コントローラ７２０及びパワーゲートユニット７３０等を備えることにより、ＭＰＵ７
００を３種類の動作モードで動作させることが可能である。第１の動作モードは、通常動
作モードであり、ＭＰＵ７００の全ての回路がアクティブな状態である。ここでは、第１
の動作モードを「Ａｃｔｉｖｅモード」と呼ぶ。
【０１９４】
　第２、及び第３の動作モードは低消費電力モードであり、一部の回路をアクティブにす
るモードである。第２の動作モードでは、コントローラ７２０、並びにタイマー回路７４
５とその関連回路（水晶発振回路７４１、Ｉ／Ｏインターフェース７４６）がアクティブ
である。第３の動作モードでは、コントローラ７２０のみがアクティブである。ここでは
、第２の動作モードを「Ｎｏｆｆ１モード」と呼び、第３の動作モードを「Ｎｏｆｆ２モ
ード」と呼ぶことにする。Ｎｏｆｆ１モードでは、コントローラ７２０と周辺回路の一部
（タイマー動作に必要な回路）が動作し、Ｎｏｆｆ２モードでは、コントローラ７２０の
みが動作している。
【０１９５】
　なお、クロック生成回路７１５の発振器、及び水晶発振回路７４１には、動作モードに
関わらず、電源が常時供給される。クロック生成回路７１５及び水晶発振回路７４１を非
アクティブにするには、コントローラ７２０から又は外部からイネーブル信号を入力し、
クロック生成回路７１５及び水晶発振回路７４１の発振を停止させることにより行われる
。
【０１９６】
　また、Ｎｏｆｆ１、Ｎｏｆｆ２モードでは、パワーゲートユニット７３０により電力供
給が遮断されるため、Ｉ／Ｏポート７５０、Ｉ／Ｏインターフェース７５２は非Ａｃｔｉ
ｖｅになるが、接続端子７７４に接続されている外部機器を正常に動作させるために、Ｉ
／Ｏポート７５０、Ｉ／Ｏインターフェース７５２の一部には電力が供給される。具体的
には、Ｉ／Ｏポート７５０の出力バッファ、Ｉ／Ｏポート７５０用のレジスタ７８３であ
る。
【０１９７】
　なお、本明細書では、回路が非アクティブとは、電力の供給が遮断されて回路が停止し
ている状態の他、Ａｃｔｉｖｅモード（通常動作モード）での主要な機能が停止している
状態や、Ａｃｔｉｖｅモードよりも省電力で動作している状態を含む。
【０１９８】
　例えば、このような動作モードを有するＭＰＵ７００を図１８の蓄電装置３００のＭＰ
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Ｕ３２０に用いた場合の蓄電装置の動作方法を以下に示す。ユーザーが蓄電体３０１の充
電を強制的に終了させると、その強制終了の命令をコントローラ７２０が受け取る。この
命令の受信をトリガーにして、コントローラ７２０は、プロセッサ７１０に割り込み信号
ＩＮＴを出力し、プロセッサ７１０に割り込み処理を実行させる。例えば、プロセッサ７
１０では、制御回路３５０での信号ＧＳの発振を停止させる命令信号を生成し、Ｉ／Ｏポ
ート７５０を介して制御回路３５０に出力する。そして、プロセッサ７１０は、ＭＰＵ３
２０を低消費電力モードに移行する要求をパワーゲートユニット７３０に出力する。
【０１９９】
　以下、ＭＰＵ７００に適用可能なレジスタについて図２０Ａ及び図２０Ｂを参照して説
明する。図２０Ａ及び図２０Ｂは、レジスタの構成例を示す回路図である。
【０２００】
＜レジスタの構成例１＞
　図２０Ａに示すように、レジスタ６１１は、記憶回路６５１、記憶回路６５２、及びセ
レクタ６５３を有する。
【０２０１】
　記憶回路６５１には、リセット信号ＲＳＴ、クロック信号ＣＬＫ、及びデータ信号Ｄが
入力される。記憶回路６５１は、クロック信号ＣＬＫに従って入力されるデータ信号Ｄの
データを保持し、データ信号Ｑとして出力することができる機能を有する。記憶回路６５
１としては、例えばバッファレジスタや、汎用レジスタ等のレジスタを構成することがで
きる。又は、記憶回路６５１としては、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等からなるキャッシュメモリを設けることもできる。これらのレ
ジスタやキャッシュメモリは記憶回路６５２にデータを退避させることができる。
【０２０２】
　記憶回路６５２には、書き込み制御信号ＷＥ、読み出し制御信号ＲＤ、及びデータ信号
が入力される。記憶回路６５２は、書き込み制御信号ＷＥに従って、入力されるデータ信
号のデータを記憶し、読み出し制御信号ＲＤに従って、記憶されたデータをデータ信号と
して出力することができる機能を有する。
【０２０３】
　セレクタ６５３は、読み出し制御信号ＲＤに従って、データ信号Ｄ又は記憶回路６５２
から出力されるデータ信号を選択して、記憶回路６５１に入力する。
【０２０４】
　記憶回路６５２には、トランジスタ６３１及び容量素子６３２が設けられている。
【０２０５】
　トランジスタ６３１は、ｎチャネル型トランジスタであり、選択トランジスタとしての
機能を有する。トランジスタ６３１のソース及びドレインの一方は、記憶回路６５１の出
力端子に接続されている。さらに、トランジスタ６３１のバックゲートには、電源電圧が
供給される。トランジスタ６３１は、書き込み制御信号ＷＥに従って記憶回路６５１から
出力されるデータ信号の保持を制御することができる機能を有する。
【０２０６】
　トランジスタ６３１としては、クーロン・カウンタ１００のトランジスタ１８１、トラ
ンジスタ１８２（図１参照）と同様に、オフ電流の低いトランジスタ（例えば、酸化物半
導体トランジスタ）を適用してもよい。
【０２０７】
　容量素子６３２の一対の電極の一方はトランジスタ６３１のソース及びドレインの他方
に接続され、他方には低電源電圧ＶＳＳが供給される。容量素子６３２は、記憶するデー
タ信号のデータに基づく電荷を保持することができる機能を有する。トランジスタ６３１
のオフ電流が非常に低いため、電源電圧の供給が停止しても容量素子６３２の電荷は保持
され、データが保持される。
【０２０８】
　トランジスタ６３３は、ｐチャネル型トランジスタである。トランジスタ６３３のソー
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ス及びドレインの一方には高電源電圧ＶＤＤが供給され、ゲートには、読み出し制御信号
ＲＤが入力される。
【０２０９】
　トランジスタ６３４は、ｎチャネル型トランジスタである。トランジスタ６３４のソー
ス及びドレインの一方は、トランジスタ６３３のソース及びドレインの他方に接続されて
おり、ゲートには、読み出し制御信号ＲＤが入力される。
【０２１０】
トランジスタ６３５は、ｎチャネル型トランジスタである。トランジスタ６３５のソース
及びドレインの一方は、トランジスタ６３４のソース及びドレインの他方に接続されてお
り、ソース及びドレインの他方には、低電源電圧ＶＳＳが供給される。
【０２１１】
インバータ６３６の入力端子は、トランジスタ６３３のソース及びドレインの他方に接続
されている。また、インバータ６３６の出力端子は、セレクタ６５３の入力端子に接続さ
れる。
【０２１２】
　容量素子６３７の一対の電極の一方はインバータ６３６の入力端子に接続され、他方に
は低電源電圧ＶＳＳが供給される。容量素子６３２は、インバータ６３６に入力されるデ
ータ信号のデータに基づく電荷を保持することができる機能を有する。
【０２１３】
　なお、記憶回路６５２の構成は上記に限定されない。例えば相変化型メモリ（ＰＲＡＭ
（Ｐｈａｓｅ－ｃｈａｎｇｅ　ＲＡＭ）又はＰＣＭ（Ｐｈａｓｅ　Ｃｈａｎｇｅ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）ともいう）、抵抗変化型メモリ（ＲｅＲＡＭ（Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ　ＲＡＭ）
ともいう）、磁気抵抗型メモリ（ＭＲＡＭ（Ｍａｇｎｅｔｏｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　ＲＡＭ
）ともいう）等を用いて記憶回路６５２を構成してもよい。例えば、ＭＲＡＭとしては磁
気トンネル接合素子（ＭＴＪ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｔｕｎｎｅｌ　Ｊｕｎｃｔｉｏｎ）素
子ともいう）を用いたＭＲＡＭを適用することができる。
【０２１４】
　次に、レジスタ６１１の駆動方法の一例を説明する。
【０２１５】
まず、通常動作期間において、電力となる電源電圧、リセット信号ＲＳＴ、クロック信号
ＣＬＫは、レジスタに供給された状態である。このとき、セレクタ６５３は、データ信号
Ｄのデータを記憶回路６５１に出力する。記憶回路６５１は、クロック信号ＣＬＫに従っ
て入力されたデータ信号Ｄのデータを保持する。このとき、読み出し制御信号ＲＤにより
トランジスタ６３３がオン状態になり、トランジスタ６３４がオフ状態になる。
【０２１６】
　次に、電源電圧の供給を停止する直前のバックアップ期間において、書き込み制御信号
ＷＥのパルスに従って、トランジスタ６３１がオン状態になり、記憶回路６５２にデータ
信号のデータが記憶され、トランジスタ６３１がオフ状態になる。その後レジスタに対す
るクロック信号ＣＬＫの供給を停止させ、さらにその後レジスタに対するリセット信号Ｒ
ＳＴの供給を停止させる。なお、トランジスタ６３１がオン状態のとき、トランジスタ６
３１のバックゲートに正の電源電圧を供給してもよい。このとき、読み出し制御信号ＲＤ
によりトランジスタ６３３がオン状態になり、トランジスタ６３４がオフ状態になる。
【０２１７】
　次に、電源停止期間において、レジスタに対する電源電圧の供給を停止させる。このと
き、記憶回路６５２のトランジスタ６３１のオフ電流が低いため、記憶されたデータが保
持される。なお、高電源電圧ＶＤＤの代わりに接地電位ＧＮＤを供給することにより、電
源電圧の供給を停止するとみなすこともできる。なお、トランジスタ６３１がオフ状態の
とき、トランジスタ６３１のバックゲートに負電源電圧を供給してトランジスタ６３１の
オフ状態を維持してもよい。
【０２１８】
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　次に、通常動作期間に戻る直前のリカバリー期間において、レジスタに対する電源電圧
の供給を再開させ、その後クロック信号ＣＬＫの供給を再開させ、さらにその後リセット
信号ＲＳＴの供給を再開させる。このとき、クロック信号ＣＬＫが供給される配線を高電
源電圧ＶＤＤにしておき、その後クロック信号ＣＬＫの供給を再開させる。さらに、読み
出し制御信号ＲＤのパルスに従ってトランジスタ６３３がオフ状態になり、トランジスタ
６３４がオン状態になり、記憶回路６５２に記憶された値のデータ信号がセレクタ６５３
に出力される。セレクタ６５３は、読み出し制御信号ＲＤのパルスに従って上記データ信
号を記憶回路６５１に出力する。これにより、電源停止期間の直前の状態に記憶回路６５
１を復帰させることができる。
【０２１９】
　その後、通常動作期間において、再び記憶回路６５１の通常動作を行う。
【０２２０】
＜レジスタの構成例２＞
　なお、レジスタは、図２０Ａに示す構成に限定されない。例えば、図２０Ｂに示すよう
なレジスタ６１２を用いることができる。レジスタ６１１との相違点は、レジスタ６１２
には、トランジスタ６３３、トランジスタ６３４、インバータ６３６、及び容量素子６３
７が無く、セレクタ６５４がある点である。図２０Ａに示すレジスタ６１１と同じ部分に
ついては、図２０Ａに示すレジスタ６１１の説明を適宜援用する。
【０２２１】
　トランジスタ６３５のソース及びドレインの一方は、セレクタ６５３の入力端子に接続
される。また、セレクタ６５４は、書き込み制御信号ＷＥ２に従って、データとなる低電
源電圧ＶＳＳ又は記憶回路６５１から出力されるデータ信号を選択して、記憶回路６５２
に入力する。
【０２２２】
　通常動作期間において、電源電圧、リセット信号ＲＳＴ、クロック信号ＣＬＫは、レジ
スタ６１２に供給されている状態である。このとき、セレクタ６５３は、データ信号Ｄの
データを記憶回路６５１に出力する。記憶回路６５１は、クロック信号ＣＬＫに従って入
力されたデータ信号Ｄのデータを保持する。また、書き込み制御信号ＷＥ２に従いセレク
タ６５４は、低電源電圧ＶＳＳを記憶回路６５２に出力する。記憶回路６５２では、書き
込み制御信号ＷＥのパルスに従いトランジスタ６３１がオン状態になり、記憶回路６５２
に低電源電圧ＶＳＳがデータとして記憶される。
【０２２３】
　電源電圧を停止する直前のバックアップ期間において、書き込み制御信号ＷＥ２に従い
セレクタ６５４により、低電源電圧ＶＳＳの供給の代わりに記憶回路６５１の出力端子と
トランジスタ６３１のソース及びドレインの一方が導通状態になる。さらに、書き込み制
御信号ＷＥのパルスに従いトランジスタ６３１がオン状態になり、記憶回路６５２にデー
タ信号Ｄのデータが記憶され、トランジスタ６３１がオフ状態になる。このとき、データ
信号Ｄの電位が高電源電圧ＶＤＤと同じ値のときのみ、記憶回路６５２のデータが書き換
わる。さらに、レジスタ６１２に対するクロック信号ＣＬＫの供給を停止させ、レジスタ
６１２に対するリセット信号ＲＳＴの供給を停止させる。なお、トランジスタ６３１がオ
ン状態のとき、トランジスタ６３１のバックゲートに正電源電圧を供給してもよい。
【０２２４】
　電源停止期間において、レジスタ６１２に対する電源電圧の供給を停止させる。このと
き、記憶回路６５２において、トランジスタ６３１のオフ電流が低いため、データの値が
保持される。なお、高電源電圧ＶＤＤの代わりに接地電位ＧＮＤを供給することにより、
電源電圧の供給を停止させるとみなすこともできる。なお、トランジスタ６３１がオフ状
態のとき、トランジスタ６３１のバックゲートに負電源電圧を供給してトランジスタ６３
１のオフ状態を維持してもよい。
【０２２５】
　通常動作期間に戻る直前のリカバリー期間において、レジスタ６１２に対する電源電圧
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の供給を再開し、その後クロック信号ＣＬＫの供給を再開させ、さらにその後リセット信
号ＲＳＴの供給を再開させる。このとき、クロック信号ＣＬＫが供給される配線を高電源
電圧ＶＤＤにしておき、その後クロック信号ＣＬＫの供給を再開させる。セレクタ６５３
は、読み出し制御信号ＲＤのパルスに従って記憶回路６５２の記憶されたデータに応じた
値のデータ信号を記憶回路６５１に出力する。これにより、電源停止期間の直前の状態に
記憶回路６５１を復帰させることができる。その後、通常動作期間となり、再び記憶回路
６５１の通常動作を行う。
【０２２６】
　レジスタ６１２では、バックアップ期間における低電源電圧ＶＳＳであるデータの書き
込みを無くすことができるため、動作を速くすることができる。
【０２２７】
　レジスタ６１１又はレジスタ６１２を図１９のＭＰＵ７００に用いた場合、ＭＰＵ７０
０において、ＡｃｔｉｖｅモードからＮｏｆｆ１、Ｎｏｆｆ２モードへ移行する際は、電
源遮断に先立って、レジスタ７８４乃至７８７の記憶回路６５１のデータは記憶回路６５
２に書き込まれ、記憶回路６５１のデータを初期値にリセットし、電源が遮断される。
【０２２８】
　また、Ｎｏｆｆ１、又はＮｏｆｆ２モードからＡｃｔｉｖｅへ復帰する場合、レジスタ
７８４乃至７８７に電源供給が再開されると、まず記憶回路６５１のデータが初期値にリ
セットされる。そして、記憶回路６５２のデータが記憶回路６５１に書き込まれる。
【０２２９】
　従って、低消費電力モードでも、ＭＰＵ７００の処理に必要なデータがレジスタ７８４
乃至７８７で保持されているため、ＭＰＵ７００を低消費電力モードからＡｃｔｉｖｅモ
ードへ直ちに復帰させることが可能になる。よって、ＭＰＵ７００の消費電力を低減させ
ることができる。
【０２３０】
　本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。
【０２３１】
（実施の形態５）
　以下、図２１－図２４Ｂを参照して、蓄電装置等の半導体装置の記憶手段として用いる
ことが可能なメモリについて説明する。例えば、本実施の形態のメモリは、例えば、ＭＰ
Ｕ７００において、そのプロセッサ７１０のキャッシュメモリ、メモリ７１２に用いるこ
とが可能である（図１９参照）。
【０２３２】
＜メモリの構成例１；ＳＲＡＭ＞
　ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）について説明
する。図２１は、ＳＲＡＭのメモリセルの構成の一例を示す回路図である。
【０２３３】
　ＳＲＡＭではフリップフロップにデータが保持されるため、ＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ
　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）とは異なり、リフレッシュ動作が不要で
ある。そのため、データの保持時の消費電力を抑えることができる。また、データの書込
み、保持に容量素子が用いられていないため、ＳＲＡＭは高速動作が求められるメモリに
好適である。
【０２３４】
　図２１に示すように、メモリセル１０４０（ＳＲＡＭ－Ｃｅｌｌ）は、トランジスタ１
０４１―１０４６を有する。トランジスタ１０４１及びトランジスタ１０４２はｐチャネ
ル型トランジスタであり、トランジスタ１０４３及びトランジスタ１０４４はｎチャネル
型トランジスタである。ＳＲＡＭは、メモリセル１０４０がアレイ状に配置されたメモリ
アレイを有する。
【０２３５】
　メモリセル１０４０には、トランジスタ１０４１及びトランジスタ１０４３を有するイ



(29) JP 6280362 B2 2018.2.14

10

20

30

40

50

ンバータと、トランジスタ１０４２及びトランジスタ１０４４を有するインバータとをリ
ング接続することで、フリップフロップが構成されている。
【０２３６】
　トランジスタ１０４１のゲートは、トランジスタ１０４２のドレイン、トランジスタ１
０４３のゲート、トランジスタ１０４４のドレイン、並びにトランジスタ１０４６のソー
ス及びドレインの一方に接続される。トランジスタ１０４１のソースには高電源電圧ＶＤ
Ｄが与えられる。トランジスタ１０４１のドレインは、トランジスタ１０４２のゲート、
トランジスタ１０４３のドレイン及びトランジスタ１０４５のソース及びドレインの一方
と接続される。
【０２３７】
　トランジスタ１０４２のソースには高電源電圧ＶＤＤが与えられる。トランジスタ１０
４３のソースには接地電位ＧＮＤが与えられる。トランジスタ１０４４のソースには接地
電位ＧＮＤが与えられる。トランジスタ１０４３、１０４４のバックゲートはバックゲー
ト線ＢＧＬに接続される。トランジスタ１０４５のゲートはワード線ＷＬに接続される。
トランジスタ１０４５のソース及びドレインの他方はビット線ＢＬＢに接続される。トラ
ンジスタ１０４６のゲートはワード線ＷＬに接続される。トランジスタ１０４６のソース
及びドレインの他方はビット線ＢＬに接続される。
【０２３８】
　なお、本実施の形態では、トランジスタ１０４５、１０４６としてｎチャネル型トラン
ジスタが適用された例を示す。ただし、トランジスタ１０４５、１０４６は、ｎチャネル
型トランジスタに限定されず、ｐチャネル型トランジスタを適用することもできる。その
場合、書き込み、保持及び読み出しのための制御信号の電位のレベル等を適宜変更すれば
よい。
【０２３９】
　トランジスタ１０４３及びトランジスタ１０４４を、酸化物半導体トランジスタにする
ことが好ましい。これにより、トランジスタ１０４３、１０４４の貫通電流を極めて小さ
くすることができる。酸化物半導体トランジスタが用いられる場合、トランジスタ１０４
３、１０４４にバックゲートを設け、これらのバックゲートに、バックゲート線ＢＧＬを
接続する。このような構成にすることで、バックゲート線ＢＧＬに入力される電位により
、トランジスタ１０４３、１０４４のしきい値電圧を調節することができる。
【０２４０】
　トランジスタ１０４１、１０４２として、ｐチャネル型トランジスタに代えて、ｎチャ
ネル型トランジスタを適用することもできる。トランジスタ１０４１及びトランジスタ１
０４２としてｎチャネル型トランジスタを用いる場合、デプレッション型トランジスタを
適用すればよい。
【０２４１】
　ｐチャネル型トランジスタとしては、例えばシリコンを用いたトランジスタを適用すれ
ばよい。ただし、ｐチャネル型トランジスタは、シリコンを用いたトランジスタに限定さ
れない。また、ｎチャネル型トランジスタとしては、実施の形態６で後述する酸化物膜を
用いたトランジスタを用いればよい。
【０２４２】
　以下、メモリセル１０４０の書き込み、保持及び読み出しについて説明する。
【０２４３】
　書き込み時は、まずビット線ＢＬ及びビット線ＢＬＢにデータ０又はデータ１に対応す
る電位を印加する。
【０２４４】
　例えば、データ１を書き込みたい場合、ビット線ＢＬを高電源電圧ＶＤＤ、ビット線Ｂ
ＬＢを接地電位ＧＮＤとする。次に、ワード線ＷＬにトランジスタ１０４５、トランジス
タ１０４６のしきい値電圧に高電源電圧ＶＤＤを加えた電位以上の電位（ＶＨ）を印加す
る。
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【０２４５】
　次に、ワード線ＷＬの電位をトランジスタ１０４５、トランジスタ１０４６のしきい値
電圧未満とすることで、フリップフロップに書き込んだデータ１が保持される。ＳＲＡＭ
の場合、データの保持で流れる電流はトランジスタのリーク電流のみとなる。ここで、Ｓ
ＲＡＭを構成するトランジスタの一部に上記オフ電流の低いトランジスタを適用すること
により、データ保持のための待機電力を小さくすることができる。
【０２４６】
　読み出し時は、あらかじめビット線ＢＬ及びビット線ＢＬＢを高電源電圧ＶＤＤとする
。次に、ワード線ＷＬにＶＨを印加することで、ビット線ＢＬは高電源電圧ＶＤＤのまま
変化しないが、ビット線ＢＬＢはトランジスタ１０４５及びトランジスタ１０４３を介し
て放電し、接地電位ＧＮＤとなる。このビット線ＢＬとビット線ＢＬＢとの電位差をセン
スアンプ（図示せず）にて増幅することにより保持されたデータ１を読み出すことができ
る。
【０２４７】
　なお、データ値”０”を書き込む場合は、ビット線ＢＬを接地電位ＧＮＤ、ビット線Ｂ
ＬＢを高電源電圧ＶＤＤとし、その後にワード線ＷＬにＶＨを印加すればよい。次に、ワ
ード線ＷＬの電位をトランジスタ１０４５、トランジスタ１０４６のしきい値電圧未満と
することで、フリップフロップに書き込んだデータ０が保持される。読み出し時は、あら
かじめビット線ＢＬ及びビット線ＢＬＢを高電源電圧ＶＤＤとし、ワード線ＷＬにＶＨを
印加することで、ビット線ＢＬＢは高電源電圧ＶＤＤのまま変化しないが、ビット線ＢＬ
はトランジスタ１０４６及びトランジスタ１０４４を介して放電し、接地電位ＧＮＤとな
る。このビット線ＢＬとビット線ＢＬＢとの電位差をセンスアンプにて増幅することによ
り保持されたデータ値”０”を読み出すことができる。
【０２４８】
　以上のメモリセル１０４０により、待機電力の小さいＳＲＡＭを提供することができる
。このようなＳＲＡＭは、ＭＰＵ７００のメモリ７１２のキャッシュメモリ、プロセッサ
７１０等に適用することができる。
【０２４９】
　上述したように、酸化物半導体トランジスタはオフ電流が極めて小さいという優れた電
気特性を有する。このような酸化物半導体トランジスタの電気特性を効果的に利用した２
種類のメモリについて説明する。ここでは、それぞれのメモリを『ＤＯＳＲＡＭ』、『Ｎ
ＯＳＲＡＭ』と呼ぶことにする。
【０２５０】
　ＤＯＳＲＡＭとは、Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｒａ
ｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙに由来する名称である。また、ＮＯＳＲＡＭとは
、Ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌｅ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｒａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙに由来する名称である。ＤＯＳＲＡＭ、ＮＯＳＲＡＭのメ
モリセルには、メモリセルの選択トランジスタ（スイッチング素子としてのトランジスタ
）に酸化物半導体トランジスタが用いられている。
【０２５１】
＜メモリの構成例２；ＤＯＳＲＡＭ＞
　図２２Ａ、図２２Ｂは、ＤＯＳＲＡＭの構成の一例を示す回路図である。図２２Ａには
メモリセルアレイを示し、図２２Ｂにはメモリセルを示す。図２３は、複数のＩＣチップ
を積層することで構成されたＤＯＳＲＡＭの模式的な分解斜視図である。
【０２５２】
　図２２Ａに示すように、ＤＯＳＲＡＭのメモリセルアレイ１０５９（ＤＯＳＲＡＭ－Ｍ
Ａ）は、メモリセル１０５０、ビット線１０５１、ワード線１０５２、容量線１０５３、
及びセンスアンプ１０５４を有する。
【０２５３】
　複数のメモリセル１０５０はアレイ状に配置されており、各メモリセル１０５０は、ビ
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ット線１０５１及びワード線１０５２に接続されている。ビット線１０５１にはセンスア
ンプ１０５４が接続されている。メモリセルアレイ１０５９の駆動回路からの制御信号に
より、センスアンプ１０５４からは、ビット線１０５１の電位がデータとして読み出され
る。
【０２５４】
　図２２Ｂに示すように、メモリセル１０５０は、トランジスタ１０５５、及び容量素子
１０５６を有する。トランジスタ１０５５は、ゲートがワード線１０５２と接続され、そ
のソースはビット線１０５１と接続され、そのドレインは容量素子１０５６の一方の端子
に接続される。容量素子１０５６の他方の端子は容量線１０５３に接続される。
【０２５５】
　容量素子１０５６に保持された電圧は、トランジスタ１０５５のリーク電流によって時
間が経つと徐々に低減していく。当初Ｖ０からＶ１まで充電された電圧は、時間が経過す
るとｄａｔａ１を読み出す限界点であるＶＡまで低減する。この期間を保持期間Ｔ＿１と
する。すなわち、２値メモリセルの場合、保持期間Ｔ＿１の間にリフレッシュをする必要
がある。
【０２５６】
　例えば、トランジスタ１０５５のオフ電流が十分小さくない場合、容量素子１０５６に
保持された電圧の時間変化が大きいため、保持期間Ｔ＿１が短くなる。従って、頻繁にリ
フレッシュをする必要がある。リフレッシュの頻度が高まると、メモリの消費電力が高ま
ってしまう。
【０２５７】
　トランジスタ１０５５のオフ電流が極めて小さいため、保持期間Ｔ＿１を極めて長くす
ることができる。すなわち、リフレッシュの頻度を少なくすることが可能となるため、消
費電力を低減することができる。例えば、オフ電流が１×１０－２１Ａから１×１０－２

５Ａであるトランジスタ１０５５でメモリセルを構成すると、電力を供給せずに数日間か
ら数十年間に渡ってデータを保持することが可能となる。従って、データ保持に必要な消
費電力を削減することができる。
【０２５８】
　図２３には、記憶容量の大きなＤＯＳＲＡＭの構成例を示す。ＤＯＳＲＡＭは、メモリ
セルアレイが形成された複数のＩＣチップ１０６０（１）－１０６０（ｎ）と、各ＩＣチ
ップ１０６０に形成されたメモリセルアレイを動作させるための処理回路が形成されたＩ
Ｃチップ１０６１を有する。図２３のようなＤＯＳＲＡＭは、ＣＰＵ、ＭＰＵ等のプロセ
ッサユニットの主記憶装置として好適である。
【０２５９】
＜メモリの構成例３；ＮＯＳＲＡＭ＞
　ここでは、ＮＯＳＲＡＭの一例として、上記オフ電流の低いトランジスタを、メモリセ
ルの選択トランジスタ（スイッチング素子としてのトランジスタ）に用い、シリコン材料
等を用いたトランジスタをメモリセルの出力トランジスタに用いられた構造のメモリにつ
いて説明する。
【０２６０】
　図２４Ａは、ＮＯＳＲＡＭのメモリセルの構成の一例を示す回路図であり、図２４Ｂは
図２４Ａに示すメモリセルの電気特性を示す図である。
【０２６１】
　図２４Ａに示すようにより、メモリセル１０７０（ＮＯＳＲＡＭ－Ｃｅｌｌ）は、トラ
ンジスタ１０７１、トランジスタ１０７２、及び容量素子１０７３を有する。トランジス
タ１０７１に、酸化物半導体トランジスタが適用される。トランジスタ１０７１としてオ
フ電流の低いトランジスタを用いることにより、データの保持時間を長くすることができ
る。また、データを読み出す際にデータが失われないため、繰り返しデータを読み出すこ
とができる。
【０２６２】
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　トランジスタ１０７１は、ゲートがワード線１０７６と接続され、そのソースはソース
線１０７４と接続され、そのドレインはトランジスタ１０７２のゲート及び容量素子１０
７３の一方の端子と接続されている。容量素子１０７３の一方の端子をノード１０７９と
呼ぶ。容量素子１０７３のもう一方の端子は容量線１０７８と接続される。トランジスタ
１０７２のソースはソース線１０７５と接続され、同ドレインはドレイン線１０７７と接
続される。
【０２６３】
メモリセル１０７０のデータの保持機能は、ノード１０７９の電位に応じて、トランジス
タ１０７２の見かけ上のしきい値電圧が変動することを利用したものである。図２４Ｂは
、容量線１０７８の電圧ＶＣＬに対するトランジスタ１０７２のソース－ドレイン間電流
Ｉｄ＿２の変化を示すグラフである。
【０２６４】
　トランジスタ１０７１のスイッチング動作により、ノード１０７９の電位を調整するこ
とができる。例えば、ソース線１０７４の電位を高電源電圧ＶＤＤとする。このとき、ワ
ード線１０７６の電位をトランジスタ１０７１のしきい値電圧Ｖｔｈに高電源電圧ＶＤＤ
を加えた電位以上とすることで、ノード１０７９の電位をハイレベルにすることができる
。また、ワード線１０７６の電位をトランジスタ１０７１のしきい値電圧Ｖｔｈ以下とす
ることで、ノード１０７９の電位をローレベルにすることができる。
【０２６５】
　そのため、トランジスタ１０７２の電圧－電流特性は、ＬＯＷで示した曲線か、ＨＩＧ
Ｈで示した曲線のいずれかで示される。すなわち、ＬＯＷとは、ＶＣＬ＝０ＶのときのＩ
ｄ＿２が十分に小さい状態であり、ノード１０７９においてデータ値”０”が保持されて
いる状態である。また、ＨＩＧＨでは、ＶＣＬ＝０ＶのときのＩｄ＿２が十分に大きい状
態であり、ノード１０７９でデータ値”１”が保持されている状態である。
【０２６６】
　本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。
【０２６７】
（実施の形態６）
　本実施の形態では、半導体装置の一例として、トランジスタ及びその作製方法等を説明
する。
【０２６８】
　半導体装置のトランジスタの構造は特に限定されず、任意の構造とすることができる。
トランジスタの構造として、ゲート電極の構造の違いにより、ボトムゲート構造、トップ
ゲート構造、デュアルゲート構造に分類される。なお、デュアルゲート構造とは、チャネ
ル形成領域の上下にゲート絶縁膜を介して配置された２つのゲート電極を有する構造のこ
とをいう。
【０２６９】
　また、トランジスタの構造をチャネルの数で分類することがある。１つのチャネルが形
成されるシングルゲート構造、複数のチャネルが形成されるマルチチャネル構造（マルチ
ゲート構造と呼ばれることも或る）がある。マルチチャネル構造において、チャネルの数
が、２つの場合はダブルゲート構造とよばれ、３つの場合はトリプルゲート構造と呼ばれ
る。
【０２７０】
　以下、図２５Ａ－図２６Ｂを参照して、トランジスタの構造の３つの構成例を示す。こ
れらの構成例においては、トランジスタはシングルゲート構造であるが、マルチゲート構
造とすることができる。
【０２７１】
＜トランジスタの構成例１；ボトムゲート＞
　図２５Ａ－図２５Ｃに、ボトムゲート型トランジスタの構成例を示す。図２５Ａは、ト
ランジスタの平面図であり、図２５Ｂは、切断線Ａ１－Ａ２による図２５Ａの断面図であ
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り、図２５Ｃは、切断線Ｂ１－Ｂ２による図２５Ａの断面図である。
【０２７２】
　トランジスタ４２１は、絶縁表面を有する基板４００上に設けられたゲート電極４０１
と、ゲート電極４０１上に設けられたゲート絶縁膜４０２と、ゲート絶縁膜４０２を介し
てゲート電極４０１と重畳する酸化物膜４０４と、酸化物膜４０４と接して設けられたソ
ース電極４０５ａ及びドレイン電極４０５ｂとを有する。また、ソース電極４０５ａ及び
ドレイン電極４０５ｂを覆い、酸化物膜４０４と接するように絶縁膜４０６が設けられて
いる。なお、基板４００は、他の素子が形成された被素子形成基板であってもよい。
【０２７３】
　なお、酸化物膜４０４は、ソース電極４０５ａ及びドレイン電極４０５ｂに接する領域
にｎ型化領域を有していてもよい。
【０２７４】
＜トランジスタの構成例２；トップゲート構造＞
　図２６Ａは、トップゲート構造のトランジスタの構成例を示す断面図である。
【０２７５】
　トランジスタ４２２は、絶縁表面を有する基板４００上に設けられた絶縁膜４０８と、
絶縁膜４０８上に設けられた酸化物膜４０４と、酸化物膜４０４に接して設けられたソー
ス電極４０５ａ及びドレイン電極４０５ｂと、酸化物膜４０４、ソース電極４０５ａ及び
ドレイン電極４０５ｂ上に設けられたゲート絶縁膜４０９と、ゲート絶縁膜４０９を介し
て酸化物膜４０４と重畳するゲート電極４１０とを有する。
【０２７６】
　なお、酸化物膜４０４は、ソース電極４０５ａ及びドレイン電極４０５ｂに接する領域
にｎ型化領域４０３を有していてもよい。
【０２７７】
＜トランジスタの構成例３；デュアルゲート構造＞
　図２６Ｂは、デュアルゲート構造のトランジスタの構成例を示す断面図である。デュア
ルゲート型トランジスタとは、ゲート絶縁膜を介してチャネル形成領域の上下にそれぞれ
ゲート電極が設けられているトランジスタである。
【０２７８】
　トランジスタ４２３は、絶縁表面を有する基板４００上に設けられたゲート電極４０１
と、ゲート電極４０１上に設けられたゲート絶縁膜４０２と、ゲート絶縁膜４０２を介し
てゲート電極４０１と重畳する酸化物膜４０４と、酸化物膜４０４と接して設けられたソ
ース電極４０５ａ及びドレイン電極４０５ｂと、ソース電極４０５ａ及びドレイン電極４
０５ｂを覆い、酸化物膜４０４と接するゲート絶縁膜４０９と、ゲート絶縁膜４０９を介
して酸化物膜４０４と重畳するゲート電極４１０とを有する。
【０２７９】
　なお、酸化物膜４０４のうち、ソース電極４０５ａ及びドレイン電極４０５ｂに接する
領域にｎ型化領域４０３を有していてもよい。
【０２８０】
＜トランジスタの構成要素＞
　以下、トランジスタ（４２１－４２３）の各構成要素について説明する。
【０２８１】
［導電層］
　ゲート電極４０１及びゲート電極４１０としては、例えばＡｌ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｔａ、Ｔ
ｉ、Ｍｏ、Ｗ等を有する層を用いることができる。
【０２８２】
　ソース電極４０５ａ及びドレイン電極４０５ｂとしては、例えばＡｌ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｔ
ａ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗ等を有する層を用いることができる。
【０２８３】
［絶縁層］
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　ゲート絶縁膜４０２、絶縁膜４０６、ゲート絶縁膜４０９としては、例えば酸化シリコ
ン膜、酸化窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、酸化ガリウム膜、酸
化アルミニウム膜、又は酸化窒化アルミニウム膜を用いることができる。
【０２８４】
　なお、本明細書中では、酸化窒化物とは、酸素の含有量が窒素よりも多い化合物のこと
をいう。また、窒化酸化物とは、窒素の含有量が酸素よりも多い化合物のことをいう。
【０２８５】
　また、酸素が多く含まれる成膜条件で絶縁膜を成膜することにより、過剰酸素を含む絶
縁膜を形成できる。また、より多くの過剰酸素を絶縁膜に含ませたい場合には、イオン注
入法やイオンドーピング法やプラズマ処理によって酸素を添加すればよい。これにより、
酸化物膜に酸素を供給することができる。
【０２８６】
［酸化物膜；単層膜］
　酸化物膜４０４としては、例えばＩｎ酸化物、Ｚｎ酸化物、Ｉｎ－Ｚｎ酸化物、又はＩ
ｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物等の膜を適用することができる。
【０２８７】
　また、酸化物膜４０４としては、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物のＧａの一部若しくは全部を
他の金属元素に置換した酸化物を用いることができる。この金属元素としては、例えばガ
リウムよりも多くの酸素原子と結合が可能な金属元素を用いればよく、例えばチタン、ジ
ルコニウム、ハフニウム、ゲルマニウム、錫、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオ
ジム、サマリウム、ユウロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミ
ウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、及びルテチウム等がある。Ｉｎ－Ｇａ－
Ｚｎ酸化物中の一部または全てのＧａを、これら金属元素のうち１つの元素、又は複数の
元素と置換すればよい。これらの金属元素は、スタビライザーとしての機能を有し、酸化
物膜中での酸素欠損の発生を抑制する機能を有していてもよい。なお、これらの金属元素
の添加量は、酸化物が半導体として機能することが可能な量である。Ｇａよりも多くの酸
素原子と結合が可能な金属元素を用い、さらには酸化物中に酸素を供給することにより、
酸化物中の酸素欠陥を少なくすることができる。
【０２８８】
　酸化物膜４０４中の水素濃度は、二次イオン質量分析（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ
　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）において、２×１０２０ａｔｏｍｓ／
ｃｍ３以下、好ましくは５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは１×１０
１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下と
することができる。
【０２８９】
　また、酸化物膜４０４中の窒素濃度は、ＳＩＭＳにおいて、５×１０１９ａｔｏｍｓ／
ｃｍ３未満、好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは１×１０
１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下と
することができる。
【０２９０】
　また、酸化物膜４０４中の炭素濃度は、ＳＩＭＳにおいて、５×１０１９ａｔｏｍｓ／
ｃｍ３未満、好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは１×１０
１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下と
することができる。
【０２９１】
　また、酸化物膜４０４中のシリコン濃度は、ＳＩＭＳにおいて、５×１０１９ａｔｏｍ
ｓ／ｃｍ３未満、好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは１×
１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以
下とすることができる。
【０２９２】
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　また、酸化物膜４０４中のナトリウム濃度は、ＳＩＭＳにおいて、５×１０１６ａｔｏ
ｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは
１×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とすることができる。また、酸化物膜４０４中のリ
チウム濃度は、ＳＩＭＳにおいて、５×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは１
×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とすることができる。また、酸化物膜４０４中のカリ
ウム濃度は、ＳＩＭＳにおいて、５×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは１×
１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とすることができる。
【０２９３】
　また、酸化物膜４０４では、昇温脱離ガス分光法（ＴＤＳ：Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｄｅｓｏ
ｒｐｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）分析によるｍ／ｚが２（水素分子等）である
気体分子（原子）、ｍ／ｚが１８である気体分子（原子）、ｍ／ｚが２８である気体分子
（原子）及びｍ／ｚが４４である気体分子（原子）の放出量が、それぞれ１×１０１９個
／ｃｍ３以下、好ましくは１×１０１８個／ｃｍ３以下であることが好ましい。
【０２９４】
　酸化物膜４０４には、例えば酸化物半導体膜を用いることができる。なお、酸化物半導
体膜は、例えば、非晶質酸化物半導体膜、微結晶酸化物半導体膜、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜のう
ち、二種以上を有する積層膜であってもよい。酸化物半導体膜が複数の構造を有する場合
、ナノビーム電子回折を用いることで構造解析が可能となる場合がある。
【０２９５】
　以下では、酸化物半導体膜の構造について説明する。
【０２９６】
　酸化物半導体膜は、非単結晶酸化物半導体膜と単結晶酸化物半導体膜とに大別される。
非単結晶酸化物半導体膜とは、ＣＡＡＣ－ＯＳ（Ｃ　Ａｘｉｓ　Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｃｒｙ
ｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）膜、多結晶酸化物半導体
膜、微結晶酸化物半導体膜、非晶質酸化物半導体膜などをいう。
【０２９７】
　まずは、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜について説明する。なお、以下の説明において、「平行」と
は、二つの直線が－１０°以上１０°以下の角度で配置されている状態をいう。従って、
－５°以上５°以下の場合も含まれる。また、「垂直」とは、二つの直線が８０°以上１
００°以下の角度で配置されている状態をいう。従って、８５°以上９５°以下の場合も
含まれる。
【０２９８】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、ｃ軸配向した複数の結晶部を有する酸化物半導体膜の一つである
。
【０２９９】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）によって観察すると、明確な結晶部同士の境界、即ち
結晶粒界（グレインバウンダリーともいう。）を確認することができない。そのため、Ｃ
ＡＡＣ－ＯＳ膜は、結晶粒界に起因する電子移動度の低下が起こりにくいといえる。
【０３００】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を、試料面と概略平行な方向からＴＥＭによって観察（断面ＴＥＭ観
察）すると、結晶部において、金属原子が層状に配列していることを確認できる。金属原
子の各層は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の膜を形成する面（被形成面ともいう。）または上面の凹
凸を反映した形状であり、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面または上面と平行に配列する。
【０３０１】
一方、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を、試料面と概略垂直な方向からＴＥＭによって観察（平面ＴＥ
Ｍ観察）すると、結晶部において、金属原子が三角形状または六角形状に配列しているこ
とを確認できる。しかしながら、異なる結晶部間で、金属原子の配列に規則性は見られな
い。
【０３０２】
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　なお、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に対し、電子回折を行うと、配向性を示すスポット（輝点）が
観測される。例えば、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の上面に対し、例えば１ｎｍ以上３０ｎｍ以下の
電子線を用いる電子回折（ナノビーム電子回折ともいう。）を行うと、スポットが観測さ
れる。
【０３０３】
　断面ＴＥＭ観察および平面ＴＥＭ観察より、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の結晶部は配向性を有し
ていることを確認することができる。
【０３０４】
　なお、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に含まれるほとんどの結晶部は、一辺が１００ｎｍ未満の立方
体内に収まる大きさである。従って、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に含まれる結晶部は、一辺が１０
ｎｍ未満、５ｎｍ未満または３ｎｍ未満の立方体内に収まる大きさの場合も含まれる。た
だし、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に含まれる複数の結晶部が連結することで、一つの大きな結晶領
域を形成する場合がある。例えば、平面ＴＥＭ像において、２５００ｎｍ２以上、５μｍ
２以上または１０００μｍ２以上となる結晶領域が観察される場合がある。
【０３０５】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に対し、Ｘ線回折（ＸＲＤ：Ｘ－Ｒａｙ　Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ）
装置を用いて構造解析を行うと、例えばＩｎＧａＺｎＯ４の結晶を有するＣＡＡＣ－ＯＳ
膜のｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ法による解析では、回折角（２θ）が３１°近傍にピーク
が現れる場合がある。このピークは、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶の（００９）面に帰属され
ることから、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の結晶がｃ軸配向性を有し、ｃ軸が被形成面または上面に
概略垂直な方向を向いていることが確認できる。
【０３０６】
　一方、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に対し、ｃ軸に概略垂直な方向からＸ線を入射させるｉｎ－ｐ
ｌａｎｅ法による解析では、２θが５６°近傍にピークが現れる場合がある。このピーク
は、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶の（１１０）面に帰属される。ＩｎＧａＺｎＯ４の単結晶酸
化物半導体膜であれば、２θを５６°近傍に固定し、試料面の法線ベクトルを軸（φ軸）
として試料を回転させながら分析（φスキャン）を行うと、（１１０）面と等価な結晶面
に帰属されるピークが６本観察される。これに対し、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の場合は、２θを
５６°近傍に固定してφスキャンした場合でも、明瞭なピークが現れない。
【０３０７】
　以上のことから、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜では、異なる結晶部間ではａ軸およびｂ軸の配向は
不規則であるが、ｃ軸配向性を有し、かつｃ軸が被形成面または上面の法線ベクトルに平
行な方向を向いていることがわかる。従って、前述の断面ＴＥＭ観察で確認された層状に
配列した金属原子の各層は、結晶のａｂ面に平行な面である。
【０３０８】
　なお、結晶部は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を成膜した際、または加熱処理などの結晶化処理を
行った際に形成される。上述したように、結晶のｃ軸は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面ま
たは上面の法線ベクトルに平行な方向に配向する。従って、例えば、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の
形状をエッチングなどによって変化させた場合、結晶のｃ軸がＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成
面または上面の法線ベクトルと平行にならないこともある。
【０３０９】
　また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜中において、ｃ軸配向した結晶部の分布が均一でなくてもよい
。例えば、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の結晶部が、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の上面近傍からの結晶成長に
よって形成される場合、上面近傍の領域は、被形成面近傍の領域よりもｃ軸配向した結晶
部の割合が高くなることがある。また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に不純物を添加する場合、不純
物が添加された領域が変質し、部分的にｃ軸配向した結晶部の割合の異なる領域が形成さ
れることもある。
【０３１０】
　なお、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶を有するＣＡＡＣ－ＯＳ膜のｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ
法による解析では、２θが３１°近傍のピークの他に、２θが３６°近傍にもピークが現
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れる場合がある。２θが３６°近傍のピークは、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜中の一部に、ｃ軸配向
性を有さない結晶が含まれることを示している。ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、２θが３１°近傍
にピークを示し、２θが３６°近傍にピークを示さないことが好ましい。
【０３１１】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、不純物濃度の低い酸化物半導体膜である。不純物は、水素、炭素
、シリコン、遷移金属元素などの酸化物半導体膜の主成分以外の元素である。特に、シリ
コンなどの、酸化物半導体膜を構成する金属元素よりも酸素との結合力の強い元素は、酸
化物半導体膜から酸素を奪うことで酸化物半導体膜の原子配列を乱し、結晶性を低下させ
る要因となる。また、鉄やニッケルなどの重金属、アルゴン、二酸化炭素などは、原子半
径（または分子半径）が大きいため、酸化物半導体膜内部に含まれると、酸化物半導体膜
の原子配列を乱し、結晶性を低下させる要因となる。なお、酸化物半導体膜に含まれる不
純物は、キャリアトラップやキャリア発生源となる場合がある。
【０３１２】
　また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、欠陥準位密度の低い酸化物半導体膜である。例えば、酸化
物半導体膜中の酸素欠損は、キャリアトラップとなることや、水素を捕獲することによっ
てキャリア発生源となることがある。
【０３１３】
　不純物濃度が低く、欠陥準位密度が低い（酸素欠損の少ない）ことを、高純度真性また
は実質的に高純度真性と呼ぶ。高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体
膜は、キャリア発生源が少ないため、キャリア密度を低くすることができる。従って、当
該酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、しきい値電圧がマイナスとなる電気特性（ノ
ーマリーオンともいう。）になることが少ない。また、高純度真性または実質的に高純度
真性である酸化物半導体膜は、キャリアトラップが少ない。そのため、当該酸化物半導体
膜を用いたトランジスタは、電気特性の変動が小さく、信頼性の高いトランジスタとなる
。なお、酸化物半導体膜のキャリアトラップに捕獲された電荷は、放出するまでに要する
時間が長く、あたかも固定電荷のように振る舞うことがある。そのため、不純物濃度が高
く、欠陥準位密度が高い酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、電気特性が不安定とな
る場合がある。
【０３１４】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を用いたトランジスタは、可視光や紫外光の照射による電気特性の変
動が小さい。よって、当該トランジスタは、信頼性が高い。
【０３１５】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の形成では、成膜中に、水素や水等を膜中に含ませないようにするこ
とにより、酸化物膜４０４に含まれる不純物濃度を低減する。また、酸化物膜４０４の成
膜後に、加熱処理を行うことにより、酸化物膜に含まれる水素や水等を除去することによ
って、不純物濃度を低減してもよい。この後に、酸化物膜４０４に酸素を供給し、酸素欠
損を補填することにより、酸化物膜４０４を高純度化することができる。また、酸化物膜
に酸素を添加してもよい。高純度化された酸化物膜は、ｉ型（真性半導体）又はｉ型に限
りなく近い。また、ｉ型に限りなく近い酸化物膜のキャリア密度は、１×１０１７／ｃｍ
３未満、１×１０１５／ｃｍ３未満、又は１×１０１３／ｃｍ３未満である。
【０３１６】
　なお、酸化物半導体膜に酸素を供給することで、酸化物半導体膜の酸素欠損密度を低減
することができる場合がある。酸素欠損は、酸素が入ることで安定状態とすることができ
る。また、電気的に中性になる。例えば、酸化物半導体膜中、又は酸化物半導体膜の近傍
に設けられた絶縁膜中が過剰酸素を有することで、酸化物半導体膜の酸素欠損を効果的に
低減することができる。過剰酸素とは、例えば、化学量論的組成を超えて含まれる酸素を
いう。又は、過剰酸素とは、例えば、加熱することで放出される酸素をいう。酸化物半導
体膜中で、酸素欠損は、隣接する酸素原子を捕獲していくことで、見かけ上移動すること
がある。同様に、過剰酸素も酸化物半導体膜中を見かけ上移動することがある。
【０３１７】
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　このように、酸素欠損は、水素又は酸素のいずれかによって、準安定状態又は安定状態
となることがある。酸化物半導体膜中の水素濃度が高い場合、酸素欠損に捕獲される水素
が多くなる。一方、酸化物半導体膜中の水素濃度が低い場合、酸素欠損に捕獲される水素
が少なくなる。
【０３１８】
［酸化物膜；積層膜］
　さらに、酸化物膜４０４は積層膜でもよい。酸化物積層膜について以下に説明する。酸
化物積層膜の構造例を図２７Ａ及び図２７Ｂに示す。また、図２７Ａ及び図２７Ｂは、酸
化物膜４０４として酸化物積層膜が用いられたトップゲート型トランジスタ４２２（図２
６Ａ）の部分拡大図に対応する。
【０３１９】
　図２７Ａに示すように、酸化物積層膜４４１は、酸化物層４６１、酸化物層４６２、及
び酸化物層４６３を有する。酸化物層４６１は、トランジスタのバックチャネル側の絶縁
膜と酸化物層４６２との間に存在する層である。酸化物層４６３は、トランジスタのゲー
ト絶縁膜４０９と酸化物層４６２との間に存在する層である。
【０３２０】
　図２７Ｂに示すように、酸化物積層膜４４２は、酸化物層４６２、及び酸化物層４６３
を有する。図２７Ｂの酸化物積層膜４４２は、図２７Ａの酸化物積層膜４４１において、
酸化物層４６１が形成されていない膜に対応する。
【０３２１】
　酸化物層４６１及び酸化物層４６３は、酸化物層４６２を構成する金属元素を一種以上
含む酸化物層である。
【０３２２】
　酸化物層４６２は、上記酸化物膜４０４に適用可能な酸化物を用いて形成される。
【０３２３】
　酸化物層４６１としては、Ｉｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物（ＭはＡｌ、Ｔｉ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｙ、
Ｚｒ、Ｓｎ、Ｌａ、Ｃｅ又はＨｆ等の金属）で表記され、酸化物層４６２よりもＭの原子
数比が高い酸化物層を含む。具体的には、酸化物層４６１として、酸化物層４６２よりも
前述の元素を１．５倍以上、好ましくは２倍以上、さらに好ましくは３倍以上高い原子数
比で含む酸化物層を用いる。前述の元素はインジウムよりも酸素と強く結合するため、酸
素欠損が酸化物層に生じることを抑制することができる機能を有する。即ち、酸化物層４
６１は酸化物層４６２よりも酸素欠損が生じにくい酸化物層である。
【０３２４】
　酸化物層４６３としては、酸化物層４６１と同様にＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物（ＭはＡｌ、
Ｔｉ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｌａ、Ｃｅ又はＨｆ等の金属）で表記され、酸化物
層４６２よりもＭの原子数比が高い酸化物層を含む。具体的には、酸化物層４６３として
、酸化物層４６２よりも前述の元素を１．５倍以上、好ましくは２倍以上、さらに好まし
くは３倍以上高い原子数比で含む酸化物層を用いる。
【０３２５】
　つまり、酸化物層４６１、酸化物層４６２、酸化物層４６３が、少なくともインジウム
、亜鉛及びＭ（Ａｌ、Ｔｉ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｌａ、Ｃｅ又はＨｆ等の金属
）を含むＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物であるとき、酸化物層４６１をＩｎ：Ｍ：Ｚｎ＝ｘ１：ｙ

１：ｚ１［原子数比］、酸化物層４６２をＩｎ：Ｍ：Ｚｎ＝ｘ２：ｙ２：ｚ２［原子数比
］、酸化物層４６３をＩｎ：Ｍ：Ｚｎ＝ｘ３：ｙ３：ｚ３［原子数比］とすると、ｙ１／
ｘ１及びｙ３／ｘ３がｙ２／ｘ２よりも大きくなることが好ましい。ｙ１／ｘ１及びｙ３

／ｘ３はｙ２／ｘ２よりも１．５倍以上、好ましくは２倍以上、さらに好ましくは３倍以
上とする。このとき、酸化物層４６２において、ｙ２がｘ２以上であるとトランジスタの
電気特性を安定させることができる。ただし、ｙ２がｘ２の３倍以上になると、トランジ
スタの電界効果移動度が低下してしまうため、ｙ２はｘ２の３倍未満であることが好まし
い。
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【０３２６】
　なお、酸化物層４６１がＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物であるとき、ＩｎとＭの原子数比率は好
ましくはＩｎが５０ａｔｏｍｉｃ％未満、Ｍが５０ａｔｏｍｉｃ％以上、さらに好ましく
はＩｎが２５ａｔｏｍｉｃ％未満、Ｍが７５ａｔｏｍｉｃ％以上とする。また、酸化物層
４６２がＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物であるとき、ＩｎとＭの原子数比率は好ましくはＩｎが２
５ａｔｏｍｉｃ％以上、Ｍが７５ａｔｏｍｉｃ％未満、さらに好ましくはＩｎが３４ａｔ
ｏｍｉｃ％以上、Ｍが６６ａｔｏｍｉｃ％未満とする。また、酸化物層４６３がＩｎ－Ｍ
－Ｚｎ酸化物であるとき、ＩｎとＭの原子数比率は好ましくはＩｎが５０ａｔｏｍｉｃ％
未満、Ｍが５０ａｔｏｍｉｃ％以上、さらに好ましくはＩｎが２５ａｔｏｍｉｃ％未満、
Ｍが７５ａｔｏｍｉｃ％以上とする。なお、上記のＩｎとＭの原子数比率はＩｎおよびＭ
の和を１００ａｔｏｍｉｃ％としたときの値である。
【０３２７】
　なお、酸化物層４６１と酸化物層４６３とは、異なる構成元素を含む層としてもよいし
、同じ構成元素を同一の原子数比で、又は異なる原子数比で含む層としてもよい。
【０３２８】
　酸化物層４６１、酸化物層４６２、及び酸化物層４６３には、例えば、インジウム、亜
鉛及びガリウムを含んだ酸化物半導体を用いることができる。具体的には、酸化物層４６
１としては、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：２［原子数比］のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物、Ｉ
ｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：４［原子数比］のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ
＝１：６：４［原子数比］のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：９：６［
原子数比］のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物、又はその近傍の組成を有する酸化物を用いること
ができる。酸化物層４６２としては、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１［原子数比］のＩｎ
－Ｇａ－Ｚｎ酸化物、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝３：１：２［原子数比］のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸
化物、又はその近傍の組成を有する酸化物を用いることができる。酸化物層４６３として
は、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：２［原子数比］のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物、Ｉｎ：Ｇａ
：Ｚｎ＝１：３：４［原子数比］のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：６
：４［原子数比］のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：９：６［原子数比
］のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物、又はその近傍の組成を有する酸化物を用いることができる
。
【０３２９】
　酸化物層４６１の厚さは、３ｎｍ以上１００ｎｍ以下、好ましくは３ｎｍ以上５０ｎｍ
以下とする。また、酸化物層４６２の厚さは、３ｎｍ以上１５０ｎｍ以下、好ましくは３
ｎｍ以上１００ｎｍ以下、さらに好ましくは３ｎｍ以上５０ｎｍ以下とする。酸化物層４
６３の厚さは、３ｎｍ以上１００ｎｍ以下、好ましくは３ｎｍ以上５０ｎｍ以下とする。
【０３３０】
　なお、酸化物層４６１及び酸化物層４６３は、酸化物層４６２に用いる材料よりもイン
ジウムの原子数比が少ない材料を用いる。酸化物層中のインジウムやガリウム等の含有量
は、飛行時間型二次イオン質量分析法（ＴＯＦ－ＳＩＭＳ）や、Ｘ線電子分光法（ＸＰＳ
）で比較することができる。
【０３３１】
　また、酸化物層４６１及び酸化物層４６３は、酸化物層４６２を構成する金属元素を一
種以上含み、伝導帯下端のエネルギーが酸化物層４６２よりも、０．０５ｅＶ、０．０７
ｅＶ、０．１ｅＶ、０．１５ｅＶのいずれか以上であって、２ｅＶ、１ｅＶ、０．５ｅＶ
、０．４ｅＶのいずれか以下の範囲で真空準位に近い酸化物半導体で形成することが好ま
しい。
【０３３２】
　なお、酸化物層４６１、酸化物層４６２、及び酸化物層４６３は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の
他に、非晶質酸化物膜、単結晶酸化物膜、多結晶酸化物膜、及び微結晶酸化物膜で構成す
ることもできる。酸化物層４６２は、結晶部を含むＣＡＡＣ－ＯＳ膜であり、酸化物層４
６１及び酸化物層４６３は、必ずしも結晶性を有していなくてもよく、非晶質酸化物膜で
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あってもよい。例えば、酸化物層４６１を非晶質酸化物膜とし、酸化物層４６２及び酸化
物層４６３をＣＡＡＣ－ＯＳ膜とする。このように、チャネルが形成される酸化物層４６
２をＣＡＡＣ－ＯＳ膜とすることにより、トランジスタに安定した電気特性を付与するこ
とができる。また、酸化物層４６１を非晶質酸化物膜とすることにより、酸化物層４６２
の形成に対する酸化物層４６１の影響を低減できるため、酸化物層４６２がＣＡＡＣ－Ｏ
Ｓ膜になりやすくなる。
【０３３３】
　このような構造において、トランジスタのゲート電極に電界を印加すると、酸化物積層
膜（４４１、４４２）のうち、伝導帯下端のエネルギーが最も小さい酸化物層４６２にチ
ャネルが形成される。すなわち、酸化物層４６２とゲート絶縁膜４０９との間に酸化物層
４６３が形成されていることよって、トランジスタのチャネルをゲート絶縁膜４０９と接
しない構造とすることができる。
【０３３４】
　ここで、酸化物積層膜４４１のバンド構造を説明する。
【０３３５】
　酸化物積層膜４４１のバンド構造は、例えば以下の方法を用いて特定することができる
。例えば分光エリプソメータを用いて酸化物層４６１乃至酸化物層４６３のエネルギーギ
ャップ、酸化物層４６１乃至酸化物層４６３のそれぞれの界面のエネルギーギャップを測
定する。次に、紫外線光電子分光分析（ＵＰＳともいう）装置を用いて酸化物層４６１乃
至酸化物層４６３のそれぞれの真空準位と価電子帯上端のエネルギー差を測定する。次に
、真空準位と価電子帯上端のエネルギー差と、各層のエネルギーギャップとの差分として
算出される真空準位と伝導帯下端のエネルギー差（電子親和力）をプロットする。以上の
方法により、酸化物積層膜４４１のバンド構造を特定することができる。ここでは、酸化
物層４６１及び酸化物層４６３をエネルギーギャップが３．１５ｅＶであるＩｎ－Ｇａ－
Ｚｎ酸化物とし、酸化物層４６２をエネルギーギャップが２．８ｅＶであるＩｎ－Ｇａ－
Ｚｎ酸化物とする。さらに、酸化物層４６１と酸化物層４６２との界面近傍のエネルギー
ギャップを３ｅＶ、酸化物層４６３と酸化物層４６２との界面近傍のエネルギーギャップ
を３ｅＶとする。
【０３３６】
　上記の方法により特定された酸化物積層膜４４１のバンド構造の模式図を図２８Ａに示
す。図２８Ａは、酸化物層４６１及び酸化物層４６３と接する絶縁膜（４０８、４０９）
が酸化シリコン膜の場合のバンド構造の模式図であり、その縦軸は電子エネルギー（ｅＶ
）を表し、その横軸は距離を表している。また、ＥｃＩ１及びＥｃＩ２は酸化シリコン膜
の伝導帯下端のエネルギーであり、ＥｃＳ１は酸化物層４６１の伝導帯下端のエネルギー
であり、ＥｃＳ２は酸化物層４６２の伝導帯下端のエネルギーであり、ＥｃＳ３は酸化物
層４６３の伝導帯下端のエネルギーである。
【０３３７】
　図２８Ａに示すように、酸化物層４６１、酸化物層４６２、酸化物層４６３において、
伝導帯下端のエネルギーが連続的に変化する。これは、酸化物層４６１、酸化物層４６２
、酸化物層４６３の組成が近似することにより、酸素が相互に拡散しやすい点からも理解
される。
【０３３８】
　なお、図２８Ａでは酸化物層４６１及び酸化物層４６３が同様のエネルギーギャップを
有する酸化物層である場合について示したが、エネルギーギャップが異なる酸化物層でも
よい。例えば、ＥｃＳ３よりもＥｃＳ１が高いエネルギーを有する場合は、酸化物積層膜
４４１のバンド構造は、図２８Ｂのように示される。また、ＥｃＳ３がＥｃＳ１よりも高
いエネルギーであってもよい。
【０３３９】
　また、図２８Ａ、図２８Ｂは、酸化物層４６２がウェル（井戸）となり、酸化物積層膜
４４１が用いられたトランジスタでは、チャネルが酸化物層４６２に形成されることを示
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している。なお、酸化物積層膜４４１は伝導帯下端のエネルギーが連続的に変化している
ため、Ｕ字型井戸（Ｕ　Ｓｈａｐｅ　Ｗｅｌｌ）とも呼ぶことができる。また、このよう
な構成で形成されたチャネルを埋め込みチャネルということもできる。
【０３４０】
　酸化物層４６１及び酸化物層４６３は、酸化物層４６２を構成する金属元素を一種以上
含む酸化物層であるから、酸化物積層膜４４１は主成分を共通して積層された酸化物積層
膜ともいえる。主成分を共通として積層された酸化物積層膜は、各層を単に積層するので
はなく連続接合（ここでは、特に伝導帯下端のエネルギーが各層の間で連続的に変化する
Ｕ字型の井戸構造）が形成されるように作製する。なぜなら、各層の界面にトラップ中心
や再結合中心のような欠陥準位を形成するような不純物が混在していると、エネルギーバ
ンドの連続性が失われ、界面でキャリアがトラップあるいは再結合により消滅してしまう
ためである。
【０３４１】
　連続接合を形成するためには、ロードロック室を備えたマルチチャンバー方式の成膜装
置（スパッタリング装置）を用いて各層を大気に触れさせることなく連続して積層するこ
とが必要となる。スパッタリング装置における各チャンバーは、酸化物半導体にとって不
純物となる水等を可能な限り除去すべくクライオポンプのような吸着式の真空排気ポンプ
を用いて高真空排気（５×１０－７Ｐａ～１×１０－４Ｐａ程度まで）することが好まし
い。又は、ターボ分子ポンプとコールドトラップを組み合わせて排気系からチャンバー内
に気体が逆流しないようにしておくことが好ましい。
【０３４２】
　高純度真性酸化物半導体を得るためには、チャンバー内を高真空排気するのみならずス
パッタガスの高純度化も必要である。スパッタガスとして用いる酸素ガスやアルゴンガス
は、露点が－４０℃以下、好ましくは－８０℃以下、－１００℃以下、－１２０℃以下に
まで高純度化したガスを用いることで酸化物半導体に水分等が取り込まれることを可能な
限り防ぐことができる。また、スパッタリング装置のリークレートが３×１０－６Ｐａ・
ｍ３／ｓ以下、好ましくは１×１０－６Ｐａ・ｍ３／ｓ以下であることが好ましい。
【０３４３】
　なお、成膜していない期間においてもチャンバー内には、希ガスまたは酸素ガス等を微
量流し続けることにより、成膜室の圧力を高く保てるため、真空ポンプ等から不純物（例
えばシリコン、炭素等）が逆流することを抑制できる。また、配管、その他の部材等から
不純物が放出することを抑制できる。従って、酸化物膜に対する不純物の混入を低減する
ことができる。例えば、アルゴンを１ｓｃｃｍ以上５００ｓｃｃｍ以下、好ましくは２ｓ
ｃｃｍ以上２００ｓｃｃｍ以下、さらに好ましくは５ｓｃｃｍ以上１００ｓｃｃｍ以下流
せばよい。
【０３４４】
　酸化物層４６１及び酸化物層４６３はバリア層として機能し、酸化物積層膜４４１に接
する絶縁膜と、酸化物積層膜４４１との界面に形成されるトラップ準位の影響が、トラン
ジスタのキャリアの主な経路（キャリアパス）となる酸化物層４６２へと及ぶことを抑制
することができる。
【０３４５】
　例えば、酸化物半導体層の酸素欠損の影響は、酸化物半導体のエネルギーギャップ内の
深いエネルギー位置に存在する局在準位として顕在化する。このような局在準位にキャリ
アがトラップされることで、トランジスタの信頼性が低下するため、酸化物半導体層に含
まれる酸素欠損を低減することが必要となる。酸化物積層膜４４１においては、酸化物層
４６２と比較して酸素欠損の生じにくい酸化物層（４６１、４６３）を酸化物層４６２の
上下に接して設けることで、酸化物層４６２における酸素欠損を低減することができる。
例えば、酸化物層４６２は、一定光電流測定法（ＣＰＭともいう）により測定された局在
準位による吸収係数を１×１０－３／ｃｍ未満、好ましくは１×１０－４／ｃｍ未満とす
ることができる。
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【０３４６】
　なお、チャネル形成領域とは、酸化物積層膜４４１（酸化物層４６１、酸化物層４６２
、及び酸化物層４６３）のうち、ゲート電極４１０が重畳している領域をいう。ただし、
酸化物積層膜４４１中にｎ型化領域４０３が形成されうる場合においては、酸化物積層膜
４４１のうち、ゲート電極４１０が重畳し、かつｎ型化領域４０３に挟まれた領域がチャ
ネル形成領域となる。このように、チャネル形成領域は、酸化物積層膜４４１のうち、ゲ
ート電極４１０が重畳している領域に主に形成され、酸化物積層膜４４１の半導体特性に
依存する。したがって、酸化物積層膜４４１のゲート電極４１０が重畳した領域は、酸化
物積層膜４４１がｉ型の場合にはチャネル形成領域であり、酸化物積層膜４４１がｎ型の
場合にはチャネル形成領域でない場合がある。なお、チャネルとは、チャネル形成領域に
おいて、電流が主として流れる経路をいう。
【０３４７】
　また、酸化物層４６２が、構成元素の異なる絶縁層（例えば、酸化シリコンを含む下地
絶縁層）と接する場合、２層の界面に界面準位が形成され、該界面準位はチャネルを形成
することがある。このような場合、しきい値電圧の異なる別のトランジスタが出現し、ト
ランジスタの見かけ上のしきい値電圧が変動することがある。しかしながら、酸化物積層
膜４４１においては酸化物層４６２を構成する金属元素を一種以上含んで酸化物層４６１
が構成されるため、酸化物層４６１と酸化物層４６２の界面に界面準位を形成しにくくな
る。よって酸化物層４６１を設けることにより、トランジスタのしきい値電圧等の電気特
性のばらつきを低減することができる。
【０３４８】
　また、ゲート絶縁膜４０９と酸化物層４６２との界面にチャネルが形成される場合、該
界面で界面散乱が起こり、トランジスタの電界効果移動度が低くなる。しかしながら、酸
化物積層膜４４１においては、酸化物層４６２を構成する金属元素を一種以上含んで酸化
物層４６３が構成されるため、酸化物層４６２と酸化物層４６３との界面ではキャリアの
散乱が起こりにくく、トランジスタの電界効果移動度を高くすることができる。
【０３４９】
　また、酸化物層４６１及び酸化物層４６３は、酸化物積層膜４４１に接する絶縁層の構
成元素が、酸化物層４６２へ混入して、不純物による準位が形成されることを抑制するた
めのバリア層としても機能する。
【０３５０】
　例えば、酸化物積層膜４４１に接する絶縁層として、シリコンを含む絶縁層を用いる場
合、該絶縁層中のシリコン、又は絶縁層中に混入されうる炭素が、酸化物層４６１又は酸
化物層４６３の中へ界面から数ｎｍ程度まで混入することがある。シリコン、炭素等の不
純物が酸化物半導体層中に入ると不純物準位を形成し、不純物準位がドナーとなり電子を
生成することでｎ型化することがある。
【０３５１】
　しかしながら、酸化物層４６１及び酸化物層４６３の膜厚が、数ｎｍよりも厚ければ、
混入したシリコン、炭素等の不純物が酸化物層４６２にまで到達しないため、不純物準位
の影響は低減される。
【０３５２】
　ここで、酸化物層４６２に含まれるシリコンの濃度は３×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３

以下、好ましくは３×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。また、酸化物層４６２に
含まれる炭素の濃度は３×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは３×１０１７ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。特に酸化物層４６２に第１４族元素であるシリコン、及び
炭素が多く混入しないように、酸化物層４６１及び酸化物層４６３で、キャリアパスとな
る酸化物層４６２を挟む構成、又は囲む構成とすることが好ましい。すなわち、酸化物層
４６２に含まれるシリコン及び炭素の濃度は、酸化物層４６１及び酸化物層４６３に含ま
れるシリコン及び炭素の濃度よりも低いことが好ましい。
【０３５３】
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　また、水素や水分が不純物として酸化物半導体層に含まれてしまうとドナーを作りｎ型
化するため、酸化物積層膜４４１の上方に水素や水分が外部から侵入することを防止する
保護絶縁層（窒化シリコン層等）を設けることは、井戸型構造を実現する上で有用である
。
【０３５４】
　さらに、図２９Ａ－図２９Ｃに、酸化物積層膜の他の構成例を示す。図２９Ａ－図２９
Ｃでは、トップゲート型のトランジスタのチャネル幅方向における酸化物積層膜の断面構
造を示す。
【０３５５】
　図２９Ａにおいては、酸化物積層膜４４３は、絶縁膜４０８の上に酸化物層４６１と、
酸化物層４６１上に設けられた酸化物層４６２と、酸化物層４６２上に設けられた酸化物
層４６３と、酸化物層４６１の側面、酸化物層４６２の側面、酸化物層４６３の側面に接
して設けられた酸化物層４６４とを有する。酸化物層４６２は、酸化物層４６１、酸化物
層４６３、及び酸化物層４６４により囲まれている。また、酸化物層４６４は、ゲート絶
縁膜４０９に接している。
【０３５６】
　また、酸化物積層膜４４３は、任意の一又は複数の曲率半径で定義される曲面を有する
。そのため、酸化物層４６４のゲート絶縁膜４０９に接している面の少なくとも一部は、
曲面である。このような酸化物積層膜４４３を設ける場合、図２９Ａに示すように、ゲー
ト電極４１０が絶縁膜４０８に接してもよい。
【０３５７】
　酸化物層４６４は、例えば酸化物層４６１に適用可能な材料を含む。酸化物層４６４は
、例えばドライエッチング法等により、酸化物層４６１、酸化物層４６２、及び酸化物層
４６３をエッチングする際に、酸化物層４６１の反応生成物が酸化物層４６２及び酸化物
層４６３の側面に付着することにより生成される。
【０３５８】
なお、酸化物層４６１、酸化物層４６３、及び酸化物層４６４は厳密に区別のつかない場
合がある。そのため、酸化物層４６２が酸化物に囲まれていると言い換えることもできる
。
【０３５９】
また、酸化物積層膜を図２９Ｂ、及び図２９Ｃに示す構造とすることができる。図２９Ｂ
に示すように、酸化物積層膜４４４を、端部に傾斜（テーパー角）領域を有する構造とす
ることができる。酸化物積層膜４４４の端部に傾斜（テーパー角）領域を設けることによ
り、ゲート絶縁膜４０９の被覆性を向上させることができる。
【０３６０】
　また、図２９Ｃに示す酸化物積層膜４４５のように、酸化物積層膜４４４が有するテー
パ領域の一部が削られた構造の酸化物積層膜とすることもできる。
【０３６１】
　酸化物積層膜４４３－４４５を有する示すトランジスタにおいて、酸化物半導体膜と、
酸化物半導体膜の上側及び下側に接して設けられる酸化物層の積層でなる酸化物積層膜の
断面は、曲面又は傾斜領域を有することになる。酸化物積層膜の断面に曲面又は傾斜領域
を有することで、酸化物積層膜上に形成される膜の被覆性を向上させることができる。よ
って、酸化物積層膜上に形成された膜を均一に形成することができ、膜密度の低い領域や
、膜が形成されていない領域から酸化物積層膜中に不純物元素が入り込み、トランジスタ
の電気特性の劣化を抑制し、安定した特性のトランジスタとすることができる。
【０３６２】
　本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。
【０３６３】
（実施の形態７）
　本実施の形態では、酸化物半導体トランジスタを有する半導体装置、およびその作製方
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法について説明する。
【０３６４】
　図３０は、半導体装置の積層構造の一例を説明する断面図である。図３０には、半導体
装置を構成する半導体素子として、トランジスタ１１７１、トランジスタ１１７２、及び
容量素子１１７８が示されている。
【０３６５】
　上部のトランジスタ１１７１として、酸化物半導体トランジスタが形成されている。下
部のトランジスタ１１７２は、酸化物半導体以外の半導体（例えば、シリコン）で作製さ
れトランジスタである。トランジスタ１１７２を作製するための半導体としては、例えば
、シリコン、ゲルマニウム、シリコンゲルマニウム、炭化シリコン、又はガリウムヒ素等
がある。また、トランジスタ１１７２を高速動作させる場合は、単結晶半導体からトラン
ジスタ１１７２を作製することが好ましい。
【０３６６】
　単結晶半導体を用いたトランジスタは、高速動作が容易である。一方で、酸化物半導体
トランジスタは、オフ電流が数ｙＡ／μｍ～数ｚＡ／μｍ程度という、優れたオフ電流特
性を有する。これら２種類のトランジスタを組み合わせることで、回路の性能を向上させ
ることができる。本実施の形態を適用して、例えば、クーロン・カウンタ（１００、２０
０）、蓄電装置３００、ＭＰＵ７００等を作製することができる。
【０３６７】
　例えば、本実施の形態を適用することで、誤差の少ないクーロン・カウンタを作製する
ことができる。また、高速動作可能で、かつ消費電力が少ないＭＰＵを作製することがで
きる。
【０３６８】
　図３０の例では、トランジスタ１１７２は、バルク状の半導体基板１０８０を用いて作
製されているが、バルク状の半導体基板の替わりに、ＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｏｎ　Ｉ
ｎｓｕｌａｔｏｒ）基板から、トランジスタ１１７２を作製することができる。
【０３６９】
　ＳＯＩ基板（ＳＯＩウェハともいう）は、半導体基板と、半導体基板上の埋め込み酸化
膜（ＢＯＸ（Ｂｕｒｉｅｄ　Ｏｘｉｄｅ）層ともいう）と、埋め込み酸化膜上の半導体膜
（以下ＳＯＩ層という）とからなる。該ＳＯＩ基板は、シリコン基板の所定の深さに酸素
イオンを注入して高温処理によってＢＯＸ層とＳＯＩ層を形成したＳＩＭＯＸ（Ｓｅｐａ
ｒａｔｉｏｎ　ｂｙ　ＩＭｐｌａｎｔｅｄ　ＯＸｇｅｎ：ＳＵＭＣＯ　ＴＥＣＨＸＩＶ株
式会社の登録商標）基板や、陽極化成による多孔質シリコン層を用いたＥＬＴＲＡＮ（Ｅ
ｐｉｔａｘｉａｌ　Ｌａｙｅｒ　ＴＲＡＮｓｆｅｒ：キヤノン株式会社の登録商標）基板
、熱酸化膜を形成した基板（デバイスウェハ）に水素イオンを注入して脆弱層を形成し、
他のシリコン基板（ハンドルウェハ）と貼り合わせ後に熱処理により脆弱層からハンドル
ウェハを剥離してＳＯＩ層を形成したＵＮＩＢＯＮＤ（ＳＯＩＴＥＣ社の登録商標）基板
等を適宜用いることができる。
【０３７０】
　一般的にはＳＯＩ基板はシリコン基板上にＢＯＸ層を介してシリコン薄膜からなるＳＯ
Ｉ層が設けられたものを指すが、シリコンに限られず、他の単結晶半導体材料を用いても
よい。また、ＳＯＩ基板にはガラス基板等の絶縁基板上に絶縁層を介して半導体層が設け
られた構成のものが含まれるものとする。
【０３７１】
　半導体基板の替わりに、ＳＯＩ基板を用いた場合には、下部のトランジスタのチャネル
領域に上記のＳＯＩ層を用いる。ＳＯＩ基板を用いたトランジスタを用いることで、バル
クシリコン基板を用いた場合と比較して、ＢＯＸ層の存在により寄生容量が小さい、α線
等の入射によるソフトエラーの確率が低い、寄生トランジスタの形成によるラッチアップ
が生じない、素子が容易に絶縁分離することができる等の多くの利点を有する。
【０３７２】
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　また、ＳＯＩ層は単結晶シリコン等の単結晶半導体からなる。従って、下部のトランジ
スタにＳＯＩ層を用いることで、半導体装置の動作を高速化することができる。
【０３７３】
　トランジスタ１１７２は、ＳＴＩ１０８５（Ｓｈａｌｌｏｗ　Ｔｒｅｎｃｈ　Ｉｓｏｌ
ａｔｉｏｎ）によって他の素子と絶縁分離されている。ＳＴＩ１０８５を用いることによ
り、ＬＯＣＯＳによる素子分離法で発生した素子分離部のバーズビークを抑制することが
でき、素子分離部の縮小等が可能となる。一方で、構造の微細化小型化が要求されない半
導体装置においてはＳＴＩ１０８５の形成は必ずしも必要ではなく、ＬＯＣＯＳ等の素子
分離手段を用いることもできる。なお、トランジスタ１１７２のしきい値を制御するため
、ＳＴＩ１０８５間にはウェル１０８１が形成される。
【０３７４】
　トランジスタ１１７２は、基板１０８０中に設けられたチャネル形成領域と、チャネル
形成領域を挟むように設けられた不純物領域１１１２（ソース領域及びドレイン領域とも
いう）と、チャネル形成領域上に設けられたゲート絶縁膜１１１３、１１１４と、ゲート
絶縁膜１１１３、１１１４上にチャネル形成領域と重畳するように設けられたゲート電極
１１１６、１１１８とを有する。トランジスタ１１７２のゲート電極は、加工精度を高め
るための第１の材料からなるゲート電極１１１６と、配線として低抵抗化を目的とした第
２の材料からなるゲート電極１１１８を積層した構造とすることができるが、この構造に
限らず、適宜要求される仕様に応じて、トランジスタ１１７２のゲート電極の材料、積層
数、形状等を調整することができる。なお、図において、明示的にはソース電極やドレイ
ン電極を有しない場合があるが、便宜上このような状態を含めてトランジスタとよぶ場合
がある。
【０３７５】
　また、基板１０８０中に設けられた不純物領域１１１２には、図示しないが、コンタク
トプラグが接続されている。ここでコンタクトプラグは、トランジスタ１１７２等のソー
ス電極やドレイン電極としても機能する。また、不純物領域１１１２とチャネル形成領域
との間には、不純物領域１１１２と異なる不純物領域１１１１が設けられている。不純物
領域１１１１は、導入された不純物の濃度によって、ＬＤＤ領域やエクステンション領域
としてチャネル形成領域近傍の電界分布を制御することができる機能を果たす。ゲート電
極１１１６、１１１８の側壁には絶縁膜１１１７を介してサイドウォール絶縁膜１１１５
を有する。絶縁膜１１１７やサイドウォール絶縁膜１１１５を用いることで、ＬＤＤ領域
やエクステンション領域を形成することができる。
【０３７６】
　また、トランジスタ１１７２は、層間絶縁膜１０８８－１０９２により被覆されている
。層間絶縁膜１０８８には保護膜としての機能を持たせることができ、外部からチャネル
形成領域への不純物の侵入を防止することができる。また、層間絶縁膜１０８８をＣＶＤ
法による窒化シリコン等の材料とすることで、チャネル形成領域に単結晶シリコンを用い
た場合には加熱処理によって水素化を行うことができる。また、層間絶縁膜１０８８に引
張応力又は圧縮応力を有する絶縁膜を用いることで、チャネル形成領域を構成する半導体
材料に歪みを与えることができる。ｎチャネル型のトランジスタの場合にはチャネル形成
領域となるシリコン材料に引張応力を、ｐチャネル型のトランジスタの場合にはチャネル
形成領域となるシリコン材料に圧縮応力を付加することで、各トランジスタの移動度を向
上させることができる。
【０３７７】
　なお、トランジスタ１１７２を、フィン型構造（トライゲート構造、Ωゲート構造とも
いう）のトランジスタとしてもよい。フィン型構造とは、半導体基板の一部を板状の突起
形状に加工し、突起形状の長尺方向を交差するようにゲート電極を設けた構造である。ゲ
ート電極は、ゲート絶縁膜を介して突起構造の上面及び側面を覆う。トランジスタ１１７
２をフィン型構造のトランジスタとすることで、チャネル幅を縮小してトランジスタの集
積化を図ることができる。また、電流を多く流すことができ、加えて制御効率を向上させ
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ることができるため、トランジスタのオフ時の電流及び閾値電圧を低減することができる
。
【０３７８】
　容量素子１１７８は、絶縁膜１０８３を誘電体膜とする。その一方の電極（端子）は、
不純物領域１０８２で構成され、他方の電極（端子）は、電極１０８４及び電極１０８７
とで構成されている。絶縁膜１０８３は、トランジスタ１１７２のゲート絶縁膜１１１３
、１１１４と同一の膜から形成されている。電極１０８４及び電極１０８７は、トランジ
スタ１１７２のゲート電極１１１６、１１１８と同一の膜から形成されている。また、不
純物領域１０８２は、トランジスタ１１７２が有する不純物領域１１１２と同一のプロセ
スを経て形成することができる。
【０３７９】
　トランジスタ１１７１は、回路構成に応じて半導体基板１０８０に作製される半導体素
子、配線等に接続される。図３０においては、トランジスタ１１７１のソース又はドレイ
ンがトランジスタ１１７２のゲートと電気的に接続されている例を示している。
【０３８０】
　導電層１１７４は、トランジスタ１１７１のソース電極又はドレイン電極としての機能
を有していてもよい。一対の導電層１１７４は、酸素と結合し易い導電材料で形成するこ
とが好ましい。例えば、Ａｌ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗ等を用いることができ
る。後のプロセス温度を比較的高くすることができること等から、融点の高いＷを用いる
ことが特に好ましい。なお、酸素と結合し易い導電材料には、酸素が拡散又は移動し易い
材料も含まれる。
【０３８１】
　酸素と結合し易い導電材料と酸化物層を接触させると、酸化物層中の酸素が、酸素と結
合し易い導電材料側に拡散又は移動する現象が起こる。トランジスタの作製工程には、い
くつかの加熱工程があることから、上記現象により、酸化物層のソース電極層及びドレイ
ン電極層と接触した近傍の領域に酸素欠損が発生し、当該領域はｎ型化する。したがって
、ｎ型化した当該領域はトランジスタのソース又はドレインとして作用させることができ
る。
【０３８２】
　チャネル長が短いトランジスタを形成する場合、上記酸素欠損の発生によってｎ型化し
た領域がトランジスタのチャネル長方向に延在してしまうことがある。この場合、トラン
ジスタの電気特性には、しきい値電圧のシフトやゲート電圧でオンオフの制御ができない
状態（導通状態）が現れる。そのため、チャネル長が短いトランジスタを形成する場合は
、ソース電極及びドレイン電極に酸素と結合し易い導電材料を用いることは好ましくない
。
【０３８３】
　したがって、本実施の形態に示すようにソース電極層及びドレイン電極層を積層とし、
チャネル長を定める一対の導電層１１７５には、酸素と結合しにくい導電材料を用いる。
当該導電材料としては、例えば、窒化タンタル、窒化チタン等の導電性窒化物、又はルテ
ニウム等を用いることが好ましい。なお、酸素と結合しにくい導電材料には、酸素が拡散
又は移動しにくい材料も含まれる。
【０３８４】
　上記酸素と結合しにくい導電材料を一対の導電層１１７５に用いることによって、酸化
物膜１１７３に形成されるチャネル形成領域に酸素欠損が形成されることを抑制すること
ができ、チャネルのｎ型化を抑えることができる。したがって、チャネル長が短いトラン
ジスタであっても良好な電気特性を得ることができる。
【０３８５】
　なお、上記酸素と結合しにくい導電材料のみでソース電極層及びドレイン電極層を形成
すると、酸化物膜１１７３とのコンタクト抵抗が高くなりすぎることから、一対の導電層
１１７４を、酸化物膜１１７３上に形成し、導電層１１７４を覆うように導電層１１７５
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を形成することが好ましい。
【０３８６】
　絶縁膜１１７６は、ゲート絶縁膜としての機能を有していてもよい。絶縁膜１１７６と
しては、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化
酸化シリコン、窒化シリコン、酸化ガリウム、酸化ゲルマニウム、酸化イットリウム、酸
化ジルコニウム、酸化ランタン、酸化ネオジム、酸化ハフニウム及び酸化タンタルを一種
以上含む絶縁膜を用いることができる。また、絶縁膜１１７６は上記材料の積層であって
もよい。
【０３８７】
　導電層１１７７は、ゲート電極としての機能を有していてもよい。導電層１１７７は、
Ａｌ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｙ、Ｚｒ、Ｍｏ、Ｒｕ、Ａｇ、Ｔａ及びＷ等の導
電膜を用いることができる。また、導電層１１７７は、上記材料の積層であってもよい。
【０３８８】
　絶縁膜１１０２には、酸素の拡散又は移動が少ない材料を用いると良い。また、絶縁膜
１１０２は、膜中に水素の含有量が少ない材料を用いると良い。絶縁膜１１０２中の水素
の含有量としては、好ましくは５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、さらに好ましくは
５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満とする。絶縁膜１１０２中の水素の含有量を上記数
値とすることによって、トランジスタ１１７１のオフ電流を低くすることができる。例え
ば、絶縁膜１１０２としては、窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜を用いるとよい。
【０３８９】
　絶縁膜１１０２を覆って、更に層間絶縁膜１１０４、層間絶縁膜１１０５が形成されて
いる。
【０３９０】
　また、トランジスタ１１７１においてチャネル長は短く、５ｎｍ以上６０ｎｍ未満、好
ましくは１０ｎｍ以上４０ｎｍ以下とする。トランジスタ１１７１は、酸化物半導体膜を
チャネル領域に用いているため、短チャネル効果を有さない、又はその効果が極めて少な
いため、チャネル長を短くしてもスイッチング素子としての優れた性能を示す。
【０３９１】
　トランジスタ１１７１のソース又はドレインの一方は、コンタクトプラグ１１０３ｂを
介して配線１１０７ａに接続され、その他方は、コンタクトプラグ１１０３ｃを介して配
線１１０７ｂに接続されている。
【０３９２】
　ここでは、コンタクトプラグ１０８６ａ、１０８６ｂ、１１０３ａ、１１０３ｂ、１１
０３ｃ等は、それぞれ柱状又は壁状の形状を有している。これらのコンタクトプラグは層
間絶縁膜に設けられた開口（ビア）内に導電材料を埋め込むことで形成される。導電材料
として、タングステン、ポリシリコン等の埋め込み性の高い導電材料を用いることができ
る。また、図示しないが、当該材料の側面及び底面を、チタン膜、窒化チタン膜又はこれ
らの積層膜等からなるバリア膜（拡散防止膜）で覆うことができる。この場合、バリア膜
も含めてコンタクトプラグという。
【０３９３】
　なお、コンタクトプラグは、接続用導体部、埋め込みプラグ、あるいは単にプラグとも
呼ばれることがある。
【０３９４】
　配線１０９４、１０９８、１１０７ａ、１１０７ｂは、それぞれ層間絶縁膜１０９１、
１０９６、１１０８中に埋め込まれている。これら配線１０９４、１０９８、１１０７ａ
、１１０７ｂは、例えば銅、アルミニウム等の低抵抗な導電性材料で形成することが好ま
しい。低抵抗な導電性材料を用いることで、配線１０９４、１０９８、１１０７ａ、１１
０７ｂを伝播する信号のＲＣ遅延を低減することができる。
【０３９５】
　配線１０９４、１０９８、１１０７ａ、１１０７ｂに銅を用いる場合には、銅のチャネ
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ル形成領域への拡散を防止するため、バリア膜１０９３、１０９７、１１０６を形成する
。これらのバリア膜として、例えば窒化タンタル、窒化タンタルとタンタルとの積層、窒
化チタン、窒化チタンとチタンとの積層等による膜を用いることができるが、配線材料の
拡散防止機能、及び配線材料や下地膜等との密着性が確保される程度においてこれらの材
料からなる膜に限られない。バリア膜１０９３、１０９７、１１０６は配線１０９４、１
０９８、１１０７ａ、１１０７ｂとは別個の層として形成しても良く、バリア膜となる材
料を配線材料中に含有させ、加熱処理によって層間絶縁膜１０９１、１０９６、１１０８
に設けられた開口の内壁に析出させて形成しても良い。
【０３９６】
　層間絶縁膜１０９１、１０９６、１１０８は、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化
酸化シリコン、ＢＰＳＧ（Ｂｏｒｏｎ　Ｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓ　Ｓｉｌｉｃａｔｅ　Ｇｌ
ａｓｓ）、ＰＳＧ（Ｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓ　Ｓｉｌｉｃａｔｅ　Ｇｌａｓｓ）、炭素を添
加した酸化シリコン（ＳｉＯＣ）、フッ素を添加した酸化シリコン（ＳｉＯＦ）、Ｓｉ（
ＯＣ２Ｈ５）４を原料とした酸化シリコンで形成することができる。また、ＨＳＱ（Ｈｙ
ｄｒｏｇｅｎ　Ｓｉｌｓｅｓｑｕｉｏｘａｎｅ）を原料とした膜（ＨＳＧ膜）、ＭＳＱ（
Ｍｅｔｈｙｌ　Ｓｉｌｓｅｓｑｕｉｏｘａｎｅ）を原料とした膜（ＭＳＧ膜）、ＯＳＧ（
Ｏｒｇａｎｏ　Ｓｉｌｉｃａｔｅ　Ｇｌａｓｓ）を原料とした膜（ＯＳＱ膜）、有機ポリ
マー系の材料で形成された膜等も、これら層間絶縁膜に用いることができる。
【０３９７】
　特に半導体装置の微細化を進める場合には、配線間の寄生容量が顕著になり信号遅延が
増大するため酸化シリコンの比誘電率（ｋ＝４．０～４．５）では高く、ｋが３．０以下
の材料を用いることが好ましい。また該層間絶縁膜に配線を埋め込んだ後にＣＭＰ処理を
行うため、層間絶縁膜には機械的強度が要求される。この機械的強度を確保することがで
きる限りにおいて、これらを多孔質（ポーラス）化させて低誘電率化することができる。
層間絶縁膜１０９１、１０９６、１１０８は、スパッタリング法、ＣＶＤ法、スピンコー
ト法（Ｓｐｉｎ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ：ＳＯＧともいう）を含む塗布法等により形成する。
【０３９８】
　層間絶縁膜１０９１、１０９６、１１０８上には、層間絶縁膜１０９２、１１００、１
１０９を設けても良い。層間絶縁膜１０９２、１１００、１１０９は、配線材料を層間絶
縁膜１０９１、１０９６、１１０８中に埋め込んだ後、ＣＭＰ等による平坦化処理を行う
際のエッチングストッパとして機能する。
【０３９９】
　配線１０９４、１０９８、１１０７ａ、１１０７ｂ上には、バリア膜１０９５、１０９
９、１１１０が設けられている。銅等の配線材料の拡散を防止することを目的とした膜で
ある。バリア膜１０９５、１０９９、１１１０は、配線１０９４、１０９８、１１０７ａ
、１１０７ｂの上面のみに限らず、層間絶縁膜１０９１、１０９６、１１０８上に形成し
てもよい。バリア膜１０９５、１０９９、１１１０は、窒化シリコンやＳｉＣ、ＳｉＢＯ
Ｎ等の絶縁性材料で形成することができる。ただし、バリア膜１０９５、１０９９、１１
１０の膜厚が厚い場合には配線間容量を増加させる要因となるため、バリア性を有し、か
つ低誘電率の材料を選択することが好ましい。
【０４００】
　配線１０９８は上部の配線部分と、下部のビアホール部分から構成される。下部のビア
ホール部分は下層の配線１０９４と接続する。該構造の配線１０９８はいわゆるデュアル
ダマシン法等により形成することができる。また、上下層の配線間の接続はデュアルダマ
シン法によらず、コンタクトプラグを用いて接続してもよい。
【０４０１】
　トランジスタ１１７１のソース又はドレインの一方は、容量素子１１７８の上部電極及
びトランジスタ１１７２のゲート電極と電気的に接続する。
【０４０２】
　トランジスタ１１７２及び容量素子１１７８の上方には、配線１０９４が設けられてい
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る。容量素子の上部電極にあたる電極１０８４、１０８７は、層間絶縁膜１０８８、１０
８９、１０９０を貫くコンタクトプラグ１０８６ａを介して配線１０９４と電気的に接続
する。また、トランジスタ１１７２のゲート電極は、層間絶縁膜１０８８、１０８９、１
０９０を貫くコンタクトプラグ１０８６ｂを介して配線１０９４と電気的に接続する。他
方、酸化物膜をチャネルに用いたトランジスタ１１７１のソース又はドレインの一方は、
絶縁膜、層間絶縁膜を貫くコンタクトプラグ１１０３ｂを介して一旦上層の配線１１０７
ａと電気的に接続されている。配線１１０７ａは、絶縁膜、層間絶縁膜及び下地絶縁膜１
１０１を貫くコンタクトプラグ１１０３ａを介して配線１０９８と電気的に接続されてい
る。配線１０９８は、下層の配線１０９４と電気的に接続する。
【０４０３】
　なお、コンタクトプラグを用いた配線の電気的接続は、図３０に示す配線１０９８と配
線１１０７ａとの接続のように複数本のコンタクトプラグを用いた接続でも良く、また、
電極１０８４、１０８７と配線１０９４との接続のように壁状のコンタクトプラグを用い
て接続しても良い。
【０４０４】
　上記の電気的接続の態様は一例であって、上記した配線とは異なる配線を用いて各素子
の接続を行っても良い。例えば図３０で示す態様においては、トランジスタ１１７１とト
ランジスタ１１７２及び容量素子１１７８との間には、配線を２層設けているが、１層で
も良いし、３層以上設けてもよい。あるいは、配線を介さずに複数のプラグを上下に接続
して、直接素子どうしを電気的に接続してもよい。また、図３０で示す態様においては、
配線１０９４、配線１０９８はダマシン法で形成しているが（配線１０９８の形成は、い
わゆるデュアルダマシン法による。）、他の手法により形成した配線であってもよい。
【０４０５】
　なお、配線等の寄生容量の存在等のため、容量素子１１７８を設けない構成とすること
もできる。また、トランジスタ１１７２の上方やトランジスタ１１７１の上方に更に容量
素子を設けてもよい。
【０４０６】
　また、図示しないが、配線１０９８の不純物拡散防止膜として機能するバリア膜１０９
９と、下地絶縁膜１１０１との間に、酸素、水素、水等のブロッキング効果を有する酸化
アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、酸化ガリウム、酸化窒化ガリウム、酸化イットリ
ウム、酸化窒化イットリウム、酸化ハフニウム、酸化窒化ハフニウム等の金属酸化膜を設
けることが好ましい。
【０４０７】
　図３０において、トランジスタ１１７１と、トランジスタ１１７２とは、少なくとも一
部が重畳するように設けられており、トランジスタ１１７１のソース領域又はドレイン領
域と酸化物膜の一部が重畳するように設けられているのが好ましい。また、トランジスタ
１１７１が、容量素子１１７８と重畳するように設けられていてもよい。このような平面
レイアウトを採用することにより、半導体装置の占有面積の低減を図ることができるため
、高集積化を図ることができる。
【０４０８】
　なお、図３０では、トランジスタ１１７１と容量素子１１７８とが、異なる層に設けら
れた例を示すが、これに限定されない。例えば、トランジスタ１１７１及び容量素子１１
７８を同一平面に設けても構わない。このような構造とすることで、データ保持部の上に
同様の構成のデータ保持部を重畳させることができる。よって、半導体装置の集積度を高
めることができる。
【０４０９】
　このような半導体装置は、上記の構成に限らず、発明の趣旨を逸脱しない範囲において
、任意に変更が可能である。例えば、説明においては半導体材料を用いたトランジスタと
、本発明の一態様に係る酸化物膜を用いたトランジスタの間の配線層は２層として説明し
たが、これを１層あるいは３層以上とすることもでき、また配線を用いることなく、コン
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タクトプラグのみによって両トランジスタを直接接続することもできる。この場合、例え
ばシリコン貫通電極（Ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｖｉａ：ＴＳＶ）技術を用いる
こともできる。また、配線は銅等の材料を層間絶縁膜中に埋め込むことで形成する場合に
ついて説明したが、例えばバリア膜＼配線材料層＼バリア膜の三層構造としてフォトリソ
グラフィ工程により配線パターンに加工したものを用いてもよい。
【０４１０】
　特に、トランジスタ１１７２とトランジスタ１１７１との間の階層に銅配線を形成する
場合には、上層のトランジスタ１１７１の製造工程で実施される熱処理の影響を十分考慮
する必要がある。換言すれば、トランジスタ１１７１の製造工程での熱処理の温度を配線
材料の性質に適合するように留意する必要がある。例えば、トランジスタ１１７１の構成
する膜に対して高温で熱処理を行った場合、銅配線では熱応力が発生し、これに起因した
ストレスマイグレーション等の不都合が生じるためである。
【０４１１】
　本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。
【０４１２】
（実施の形態８）
　本発明の一態様に係る蓄電装置は、様々な電気機器の電源として用いることができる。
　ここで電気機器とは、電気の力によって作用する部分を含む機器、装置のことをいう。
電気機器は、家電等の民生用に限られず、業務用、産業用、軍事用等、種々の用途のもの
を広くこの範疇とする。
【０４１３】
　蓄電装置を電源とすることが可能な電気機器としては、例えば、テレビやモニタ等の表
示装置、照明装置、デスクトップ型やノート型等のパーソナルコンピュータ、ワードプロ
セッサ、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）等の記録媒体に記憶
された静止画又は動画を再生する画像再生装置、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）プレ
ーヤやデジタルオーディオプレーヤ等の携帯型又は据置型の音響再生機器、携帯型又は据
置型のラジオ受信機、テープレコーダやＩＣレコーダ（ボイスレコーダ）等の録音再生機
器、ヘッドホンステレオ、ステレオ、リモートコントローラ、置き時計や壁掛け時計等の
時計、コードレス電話子機、トランシーバ、携帯電話機、自動車電話、携帯型又は据置型
のゲーム機、歩数計、電卓、携帯情報端末、電子手帳、電子書籍、電子翻訳機、マイクロ
フォン等の音声入力機器、スチルカメラやビデオカメラ等の写真機、玩具、電気シェーバ
、電動歯ブラシ、電子レンジ等の高周波加熱装置、電気炊飯器、電気洗濯機、電気掃除機
、温水器、扇風機、毛髪乾燥機、加湿器や除湿器やエアコンディショナ等の空気調和設備
、食器洗い器、食器乾燥器、衣類乾燥器、布団乾燥器、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気冷
凍冷蔵庫、ＤＮＡ保存用冷凍庫、懐中電灯、電動工具、煙感知器、補聴器、心臓ペースメ
ーカ、携帯型Ｘ線撮影装置、放射線測定器、電気マッサージ器や透析装置等の健康機器や
医療機器等が挙げられる。
【０４１４】
　さらに、誘導灯、信号機、ガスメータや水道メータ等の計量器、ベルトコンベア、エレ
ベータ、エスカレータ、自動販売機、自動券売機、現金自動支払機（ＣＤ。Ｃａｓｈ　Ｄ
ｉｓｐｅｎｓｅｒの略）や現金自動預金支払機（ＡＴＭ。ＡｕｔｏＭａｔｅｄ　Ｔｅｌｌ
ｅｒ　Ｍａｃｈｉｎｅの略）、デジタルサイネージ（電子看板）、産業用ロボット、無線
用中継局、携帯電話の基地局、電力貯蔵システム、電力の平準化やスマートグリッドのた
めの蓄電装置等の産業機器が挙げられる。また、蓄電装置からの電力を用いて電動機によ
り推進する移動体（輸送体）等も、蓄電装置を電源とすることが可能な電気機器である。
【０４１５】
　移動体として、例えば、電気自動車（ＥＶ）、内燃機関と電動機を併せ持ったハイブリ
ッド車（ＨＥＶ）、プラグインハイブリッド車（ＰＨＥＶ）、これらのタイヤ車輪を無限
軌道に変えた装軌車両、農業機械、電動アシスト自転車を含む原動機付自転車、自動二輪
車、電動車椅子、電動カート、小型又は大型船舶、潜水艦、固定翼機や回転翼機等の航空
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機、ロケット、人工衛星、宇宙探査機や惑星探査機、宇宙船等が挙げられる。
【０４１６】
　なお、これらの電気機器は、動作時の主電源として蓄電装置を用いることが可能である
。また、電気機器は、主電源や商用電源からの電力の供給が停止した場合に、電気機器へ
の電力の供給を行うことができる無停電電源として、本発明の一態様に係る蓄電装置を用
いることができる。あるいは上記電気機器は、主電源や商用電源からの電気機器への電力
の供給と並行して、電気機器への電力の供給を行うための補助電源として、本発明の一態
様に係る蓄電装置を用いることができる。
【０４１７】
＜電気機器の構成例；電力ネットワークシステム＞
上述した電気機器は、個々に蓄電装置を搭載する場合に限らず、複数の電気機器と蓄電装
置とこれらの電力系を制御する制御装置とを有線又は無線で接続することにより、電力供
給を制御するためのネットワークシステム（電力ネットワークシステム）を構築すること
ができる。電力系のネットワークを制御装置により制御することによって、ネットワーク
全体における電力の使用効率を向上させることができる。
【０４１８】
　図３１Ａに、複数の家電機器、制御装置、及び蓄電装置等を住宅内で接続したＨＥＭＳ
（家庭内エネルギー管理システム。Ｈｏｍｅ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓ
ｙｓｔｅｍの略）の例を示す。このようなシステムによって、家全体の電力消費量を容易
に把握することが可能になる。また、複数の家電機器の運転を遠隔操作することができる
。また、センサや制御装置を用いて家電機器を自動制御する場合には、電力の節約にも貢
献することができる。
【０４１９】
　住宅８０００に設置された分電盤８００３は、引込み線８００２を介して電力系統８０
０１に接続される。分電盤８００３は、引込み線８００２から供給される商用電力である
交流電力を、複数の家電機器それぞれに供給するものである。制御装置８００４は分電盤
８００３と接続されるとともに、複数の家電機器や蓄電システム８００５、太陽光発電シ
ステム８００６等と接続される。また制御装置８００４は、住宅８０００の屋外等に駐車
され、分電盤８００３とは独立した電気自動車８０１２とも接続することができる。
【０４２０】
　制御装置８００４は、分電盤８００３と複数の家電機器とを繋ぎネットワークを構成す
るものであり、ネットワークに接続された複数の家電機器を制御するものである。
【０４２１】
　また、制御装置８００４は、インターネット８０１１に接続され、インターネット８０
１１を経由して、管理サーバ８０１３と接続することができる。管理サーバ８０１３は、
使用者の電力の使用状況を受信してデータベースを構築することができ、当該データベー
スに基づき、種々のサービスを使用者に提供することができる。また、管理サーバ８０１
３は、例えば時間帯に応じた電力の料金情報を使用者に随時提供することができ、当該情
報に基づいて、制御装置８００４は住宅８０００内における最適な使用形態を設定するこ
ともできる。
【０４２２】
　複数の家電機器は、例えば、図３１Ａに示す表示装置８００７、照明装置８００８、空
気調和設備８００９、電気冷蔵庫８０１０であるが、勿論これに限られず、上述した電気
機器等住宅内に設置可能なあらゆる電気機器を指す。
【０４２３】
　例えば、表示装置８００７は、表示部に液晶表示装置、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌ
ｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）素子等の発光素子を各画素に備えた発光装置、電気泳動表示装
置、ＤＭＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｉｃｒｏｍｉｒｒｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＤＰ（Ｐｌ
ａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）、ＦＥＤ（Ｆｉｅｌｄ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄ
ｉｓｐｌａｙ）等の半導体表示装置が組み込まれ、ＴＶ放送受信用の他、パーソナルコン
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ピュータ用、広告表示用等、情報表示用表示装置として機能するものが含まれる。
【０４２４】
　また、照明装置８００８は、電力を利用して人工的に光を得る人工光源を含むものであ
り、人工光源としては、白熱電球、蛍光灯等の放電ランプ、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉ
ｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）や有機ＥＬ素子等の発光素子を用いることができる。図３１Ａ
に示す照明装置８００８は天井に設置されたものであるが、この他、壁面、床、窓等に設
けられた据付け型であってもよく、卓上型であってもよい。
【０４２５】
　また、空気調和設備８００９は、温度、湿度、空気清浄度等の室内環境の調整を行う機
能を有する。図３１Ａでは、一例としてエアコンディショナを示す。エアコンディショナ
は、圧縮機や蒸発器を一体とした室内機と、凝縮器を内蔵した室外機（図示せず）を備え
るものや、これらを一体としたもの等で構成される。
【０４２６】
　また、電気冷蔵庫８０１０は、食料品等を低温で保管するための電気機器であり、０℃
以下で凍らせる目的の冷凍庫を含む。圧縮器により圧縮したパイプ内の冷媒が気化する際
に熱を奪うことにより、庫内を冷却するものである。
【０４２７】
　これら複数の家電機器は、それぞれに蓄電装置を有していてもよく、また蓄電装置を有
さずに、蓄電システム８００５の電力や商用電源からの電力を利用してもよい。家電機器
が蓄電装置を内部に有する場合には、停電等により商用電源から電力の供給が受けられな
い場合であっても、蓄電装置を無停電電源として用いることで、当該家電機器の利用が可
能となる。
【０４２８】
　以上のような家電機器のそれぞれの電源供給端子の近傍に、電流センサ等の電力検出手
段を設けることができる。電力検出手段により検出した情報を制御装置８００４に送信す
ることによって、使用者が家全体の電力使用量を把握することができる他、該情報に基づ
いて、制御装置８００４が複数の家電機器への電力の配分を設定し、住宅８０００内にお
いて効率的なあるいは経済的な電力の使用を行うことができる。
【０４２９】
　また、商用電源の供給元が供給可能な総電力量のうち電力使用率が低い時間帯において
、商用電源から蓄電システム８００５に充電することができる。また、太陽光発電システ
ム８００６によって、日中に蓄電システム８００５に充電することができる。なお、充電
する対象は、蓄電システム８００５に限られず、制御装置８００４に接続された電気自動
車８０１２に搭載された蓄電装置でもよく、複数の家電機器が有する蓄電装置であっても
よい。
【０４３０】
　このようにして、種々の蓄電装置に充電された電力を制御装置８００４が効率的に配分
して使用することで、住宅８０００内において効率的なあるいは経済的な電力の使用を行
うことができる。
【０４３１】
　以上のように、電力系をネットワーク化して制御する例として、家庭内規模の電力網を
示したがこれに限らず、スマートメーター等の制御機能や通信機能を組み合わせた都市規
模、国家規模の電力網（スマートグリッドという）を構築することもできる。また、工場
や事業所の規模で、エネルギー供給源と消費施設を構成単位とするマイクログリッドを構
築することもできる。
【０４３２】
＜電気機器の構成例；電気自動車＞
　次に、電気機器の一例として移動体の例について、図３１Ｂ及び図３１Ｃを用いて説明
する。本発明の一態様に係る蓄電装置を、移動体の制御用の蓄電装置に用いることができ
る。
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【０４３３】
　図３１Ｂは、電気自動車の内部構造の一例を示している。電気自動車８０２０には、充
放電の可能な蓄電装置８０２４が搭載されている。蓄電装置８０２４の電力は、電子制御
ユニット８０２５（ＥＣＵともいう。Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ
の略）により出力が調整されて、インバータユニット８０２６を介して走行モータユニッ
ト８０２７に供給される。インバータユニット８０２６は、蓄電装置８０２４から入力さ
れた直流電力を３相交流電力に変換するとともに、変換した交流電力の電圧、電流及び周
波数を調整して走行モータユニット８０２７に出力することができる。
【０４３４】
　従って、運転者がアクセルペダル（図示せず）を踏むと、走行モータユニット８０２７
が作動し、走行モータユニット８０２７で生じたトルクが出力軸８０２８及び駆動軸８０
２９を介して後輪（駆動輪）８０３０に伝達される。これに追従して前輪８０２３も併せ
て稼働することで、電気自動車８０２０を駆動走行させることができる。
【０４３５】
　各ユニットには、例えば電圧センサ、電流センサ、温度センサ等の検出手段が設けられ
、電気自動車８０２０の各部位における物理量が適宜監視される。
【０４３６】
　電子制御ユニット８０２５は、図示しないＲＡＭ、ＲＯＭ等のメモリやＣＰＵを有する
処理装置である。電子制御ユニット８０２５は、電気自動車８０２０の加速、減速、停止
等の操作情報、走行環境や各ユニットの温度情報、制御情報、蓄電装置の充電状態（ＳＯ
Ｃ）等の入力情報に基づき、インバータユニット８０２６や走行モータユニット８０２７
、蓄電装置８０２４に制御信号を出力する。当該メモリには、各種のデータやプログラム
が格納される。
【０４３７】
　走行モータユニット８０２７は、交流電動機の他、直流電動機やこれらの電動機と内燃
機関とを組み合わせて用いることができる。
【０４３８】
　なお、本発明の一態様に係る蓄電装置を具備していれば、上記で示した移動体に特に限
定されないことは言うまでもない。
【０４３９】
　電気自動車８０２０に搭載された蓄電装置８０２４は、プラグイン方式や非接触給電方
式等により外部の充電設備から電力供給を受けて、充電することができる。図３１Ｃに、
地上設置型の充電装置８０２１から電気自動車８０２０に搭載された蓄電装置８０２４に
、ケーブル８０２２を介して充電を行っている状態を示す。充電に際しては、充電方法や
コネクタの規格等はＣＨＡｄｅＭＯ（登録商標）等の所定の方式で適宜行えばよい。充電
装置８０２１は、商用施設に設けられた充電ステーションでもよく、また家庭の電源であ
ってもよい。例えば、図３１Ｂに示す、蓄電装置８０２４と接続する接続プラグ８０３１
を充電装置８０２１と電気的に接続させるプラグイン技術によって、外部からの電力供給
により電気自動車８０２０に搭載された蓄電装置８０２４を充電することができる。充電
は、ＡＣ／ＤＣコンバータ等の変換装置を介して、一定の電圧値を有する直流定電圧に変
換して行うことができる。
【０４４０】
　また、図示しないが、受電装置を移動体に搭載し、地上の送電装置から電力を非接触で
供給して充電することもできる。この非接触給電方式の場合には、道路や外壁に送電装置
を組み込むことで、停車中に限らず走行中に充電を行うこともできる。また、この非接触
給電の方式を利用して、移動体どうしで電力の送受信を行ってもよい。さらに、移動体の
外装部に太陽電池を設け、停車時や走行時に蓄電装置８０２４の充電を行ってもよい。こ
のような非接触での電力の供給には、電磁誘導方式や磁界共鳴方式を用いることができる
。
【０４４１】
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　なお、移動体が鉄道用電気車両の場合、架線や導電軌条からの電力供給により、搭載す
る蓄電装置に充電することができる。
【０４４２】
　蓄電装置８０２４として、本発明の一態様に係る蓄電装置を搭載することで、蓄電装置
のサイクル特性が良好となり、利便性を向上させることができる。また、蓄電装置８０２
４の特性の向上により、蓄電装置８０２４自体を小型軽量化できれば、車両の軽量化に寄
与するため、燃費を向上させることができる。また、移動体に搭載した蓄電装置８０２４
が比較的大容量であることから、屋内等の電力供給源として用いることもできる。この場
合、電力需要のピーク時に商用電源を用いることを回避することができる。
【０４４３】
＜電気機器の構成例；携帯情報端末＞
さらに、図３２Ａ乃至図３２Ｃを用いて、電気機器の一例として携帯情報端末の例につい
て説明する。
【０４４４】
　図３２Ａは、携帯情報端末８０４０の正面及び側面を示した斜視図である。携帯情報端
末８０４０は、一例として、移動電話、電子メール、文章閲覧及び作成、音楽再生、イン
ターネット通信、コンピュータゲーム等の種々のアプリケーションの実行が可能である。
携帯情報端末８０４０は、筐体８０４１の正面に表示部８０４２、カメラ８０４５、マイ
クロフォン８０４６、スピーカ８０４７を有し、筐体８０４１の左側面には操作用のボタ
ン８０４３、底面には接続端子８０４８を有する。
【０４４５】
　表示部８０４２には、表示モジュール又は表示パネルが用いられる。表示モジュール又
は表示パネルとして、有機発光素子（ＯＬＥＤ）に代表される発光素子を各画素に備えた
発光装置、液晶表示装置、電気泳動方式や電子粉流体（登録商標）方式等により表示を行
う電子ペーパ、ＤＭＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｉｃｒｏｍｉｒｒｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ）、Ｐ
ＤＰ（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）、ＦＥＤ（Ｆｉｅｌｄ　Ｅｍｉｓｓ
ｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＳＥＤ（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎ－ｅｍｉｔｔｅｒ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ
　Ｄｉｏｄｅ）ディスプレイ、カーボンナノチューブディスプレイ、ナノ結晶ディスプレ
イ、量子ドットディスプレイ等が用いることができる。
【０４４６】
　図３２Ａに示す携帯情報端末８０４０は、筐体８０４１に表示部８０４２を一つ設けた
例であるが、これに限らず、表示部８０４２を携帯情報端末８０４０の背面に設けてもよ
いし、折り畳み型の携帯情報端末として、二以上の表示部を設けてもよい。
【０４４７】
　また、表示部８０４２には、指やスタイラス等の指示手段により情報の入力が可能なタ
ッチパネルが入力手段として設けられている。これにより、表示部８０４２に表示された
アイコン８０４４を指示手段により簡単に操作することができる。また、タッチパネルの
配置により携帯情報端末８０４０にキーボードを配置する領域が不要となるため、広い領
域に表示部を配置することができる。また、指やスタイラスで情報の入力が可能となるこ
とから、ユーザフレンドリなインターフェースを実現することができる。タッチパネルと
しては、抵抗膜方式、静電容量方式、赤外線方式、電磁誘導方式、表面弾性波方式等、種
々の方式を採用することができるが、本発明に係る表示部８０４２は湾曲するものである
ため、特に抵抗膜方式、静電容量方式を用いることが好ましい。また、このようなタッチ
パネルは、上述の表示モジュール又は表示パネルと一体として組み合わされた、いわゆる
インセル方式のものであってもよい。
【０４４８】
　また、タッチパネルは、イメージセンサとして機能させることができるものであっても
よい。この場合、例えば、表示部８０４２に掌や指で触れ、掌紋、指紋等を撮像すること
で、本人認証を行うことができる。また、表示部８０４２に近赤外光を発光するバックラ
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イト又は近赤外光を発光するセンシング用光源を用いれば、指静脈、掌静脈等を撮像する
こともできる。
【０４４９】
　また、表示部８０４２にタッチパネルを設けずにキーボードを設けてもよく、さらにタ
ッチパネルとキーボードの双方を設けてもよい。
【０４５０】
　操作用のボタン８０４３には、用途に応じて様々な機能を持たせることができる。例え
ば、ボタン８０４３をホームボタンとし、ボタン８０４３を押すことで表示部８０４２に
ホーム画面を表示する構成としてもよい。また、ボタン８０４３を所定の時間押し続ける
ことで、携帯情報端末８０４０の主電源をオフするようにしてもよい。また、スリープモ
ードの状態に移行している場合、ボタン８０４３を押すことで、スリープモード状態から
復帰させるようにしてもよい。その他、押し続ける期間や、他のボタンと同時に押す等に
より、種々の機能を起動させるスイッチとして用いることができる。
【０４５１】
　また、ボタン８０４３を音量調整ボタンやミュートボタンとし、音出力のためのスピー
カ８０４７の音量の調整等を行う機能を持たせてもよい。スピーカ８０４７からは、オペ
レーティングシステム（ＯＳ）の起動音等特定の処理時に設定した音、音楽再生アプリケ
ーションソフトからの音楽等各種アプリケーションにおいて実行される音ファイルによる
音、電子メールの着信音等様々な音を出力する。なお、図示しないが、音出力をスピーカ
８０４７とともに、あるいはスピーカ８０４７に替えてヘッドフォン、イヤフォン、ヘッ
ドセット等の装置に音を出力するためのコネクタを設けてもよい。
【０４５２】
　このようにボタン８０４３には、種々の機能を与えることができる。図３２Ａでは、左
側面にボタン８０４３を２つ設けた携帯情報端末８０４０を図示しているが、勿論、ボタ
ン８０４３の数や配置位置等はこれに限定されず、適宜設計することができる。
【０４５３】
　マイクロフォン８０４６は、音声入力や録音に用いることができる。また、カメラ８０
４５により取得した画像を表示部８０４２に表示させることができる。
【０４５４】
　携帯情報端末８０４０の操作には、上述した表示部８０４２に設けられたタッチパネル
やボタン８０４３の他、カメラ８０４５や携帯情報端末８０４０に内蔵されたセンサ等を
用いて使用者の動作（ジェスチャー）を認識させて操作を行うこともできる（ジェスチャ
ー入力という）。あるいは、マイクロフォン８０４６を用いて、使用者の音声を認識させ
て操作を行うこともできる（音声入力という）。このように、人間の自然な振る舞いによ
り電気機器に入力を行うＮＵＩ（Ｎａｔｕｒａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）技術
を実装することで、携帯情報端末８０４０の操作性をさらに向上させることができる。
【０４５５】
　接続端子８０４８は、外部機器との通信や電力供給のための信号又は電力の入力端子で
ある。例えば、携帯情報端末８０４０に外部メモリドライブするために、接続端子８０４
８を用いることができる。外部メモリドライブとして、例えば外付けＨＤＤ（ハードディ
スクドライブ）やフラッシュメモリドライブ、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉ
ｌｅ　Ｄｉｓｋ）やＤＶＤ－Ｒ（ＤＶＤ－Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ）、ＤＶＤ－ＲＷ（ＤＶ
Ｄ－ＲｅＷｒｉｔａｂｌｅ）、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）、ＣＤ－Ｒ（Ｃｏｍｐ
ａｃｔ　Ｄｉｓｃ　Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ）、ＣＤ－ＲＷ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ　
ＲｅＷｒｉｔａｂｌｅ）、ＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｏ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｃ）、ＦＤＤ
（Ｆｌｏｐｐｙ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）、又は他の不揮発性のソリッドステートドライ
ブ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ：ＳＳＤ）デバイス等の記録メディアドライブ
が挙げられる。また、携帯情報端末８０４０は表示部８０４２上にタッチパネルを有して
いるが、これに替えて筐体８０４１上にキーボードを設けてもよく、またキーボードを外
付けしてもよい。
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【０４５６】
　図３２Ａでは、底面に接続端子８０４８を１つ設けた携帯情報端末８０４０を図示して
いるが、接続端子８０４８の数や配置位置等はこれに限定されず、適宜設計することがで
きる。
【０４５７】
　図３２Ｂは、携帯情報端末８０４０の背面及び側面を示した斜視図である。携帯情報端
末８０４０は、筐体８０４１の表面に太陽電池８０４９とカメラ８０５０を有し、また、
充放電制御回路８０５１、蓄電装置８０５２、ＤＣ－ＤＣコンバータ８０５３等を有する
。なお、図３２Ｂでは充放電制御回路８０５１の一例として蓄電装置８０５２、ＤＣ－Ｄ
Ｃコンバータ８０５３を有する構成について示しており、蓄電装置８０５２には、上記実
施の形態で説明した本発明の一態様に係る蓄電装置を用いる。
【０４５８】
　携帯情報端末８０４０の背面に装着された太陽電池８０４９によって、電力を表示部、
タッチパネル、又は映像信号処理部等に供給することができる。なお、太陽電池８０４９
は、筐体８０４１の片面又は両面に設けることができる。携帯情報端末８０４０に太陽電
池８０４９を搭載させることで、屋外等の電力の供給手段がない場所においても、携帯情
報端末８０４０の蓄電装置８０５２の充電を行うことができる。
【０４５９】
　また、太陽電池８０４９としては、単結晶シリコン、多結晶シリコン、微結晶シリコン
、非晶質シリコン又はこれらの積層からなるシリコン系の太陽電池や、ＩｎＧａＡｓ系、
ＧａＡｓ系、ＣＩＳ系、Ｃｕ２ＺｎＳｎＳ４、ＣｄＴｅ－ＣｄＳ系の太陽電池、有機色素
を用いた色素増感太陽電池、導電性ポリマーやフラーレン等を用いた有機薄膜太陽電池、
ｐｉｎ構造におけるｉ層中にシリコン等による量子ドット構造を形成した量子ドット型太
陽電池等を用いることができる。
【０４６０】
　ここで、図３２Ｂに示す充放電制御回路８０５１の構成、及び動作についての一例を、
図３２Ｃに示すブロック図を用いて説明する。
【０４６１】
　図３２Ｃには、太陽電池８０４９、蓄電装置８０５２、ＤＣ－ＤＣコンバータ８０５３
、コンバータ８０５７、スイッチ８０５４、スイッチ８０５５、スイッチ８０５６、表示
部８０４２について示しており、蓄電装置８０５２、ＤＣ－ＤＣコンバータ８０５３、コ
ンバータ８０５７、スイッチ８０５４、スイッチ８０５５、スイッチ８０５６が、図３２
Ｂに示す充放電制御回路８０５１に対応する箇所となる。
【０４６２】
　外光により太陽電池８０４９で発電した電力は、蓄電装置８０５２を充電するために必
要な電圧とするために、ＤＣ－ＤＣコンバータ８０５３で昇圧又は降圧される。そして、
表示部８０４２の動作に太陽電池８０４９からの電力が用いられる際には、スイッチ８０
５４をオンにし、コンバータ８０５７で表示部８０４２に必要な電圧に昇圧又は降圧する
。また、表示部８０４２での表示を行わない際には、スイッチ８０５４をオフにし、スイ
ッチ８０５５をオンにして蓄電装置８０５２の充電を行う。
【０４６３】
　なお、発電手段の一例として太陽電池８０４９を示したが、これに限定されず、圧電素
子（ピエゾ素子）や熱電変換素子（ペルティエ素子）等の他の発電手段を用いて蓄電装置
８０５２の充電を行ってもよい。また、携帯情報端末８０４０の蓄電装置８０５２への充
電方法はこれに限られず、例えば上述した接続端子８０４８と電源とを接続して充電を行
ってもよい。また、無線で電力を送受信して充電する非接触電力伝送モジュールを用いて
もよく、以上の充電方法を組み合わせてもよい。
【０４６４】
　ここで、蓄電装置８０５２の充電状態（ＳＯＣ。Ｓｔａｔｅ　Ｏｆ　Ｃｈａｒｇｅの略
）が、表示部８０４２の左上（破線枠内）に表示される。これにより、使用者は、蓄電装
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置８０５２の充電状態を把握することができ、これに応じて携帯情報端末８０４０を節電
モードと選択することもできる。使用者が省電力モードを選択する場合には、例えば上述
したボタン８０４３やアイコン８０４４を操作し、携帯情報端末８０４０に搭載される表
示モジュール又は表示パネルや、ＣＰＵ等の演算装置、メモリ等の構成部品を省電力モー
ドに切り換えることができる。具体的には、これらの構成部品のそれぞれにおいて、任意
の機能の使用頻度を低減し、停止させる。省電力モードでは、また、充電状態に応じて設
定によって自動的に省電力モードに切り替わる構成とすることもできる。また、携帯情報
端末８０４０に光センサ等の検出手段を設け、携帯情報端末８０４０の使用時における外
光の光量を検出して表示輝度を最適化することで、蓄電装置８０５２の電力の消費を抑え
ることができる。
【０４６５】
　また、太陽電池８０４９等による充電時には、図３２Ａに示すように、表示部８０４２
の左上（破線枠内）にそれを示す画像等の表示を行ってもよい。
【０４６６】
　また、本発明の一態様に係る蓄電装置を具備していれば、図３２に示した電気機器に限
定されないことは言うまでもない。
【０４６７】
＜電気機器の構成例；蓄電システム＞
さらに、電気機器の一例として蓄電システムの例について、図３３Ａ及び図３３Ｂを用い
て説明する。ここで説明する蓄電システム８１００は、上述した蓄電システム８００５と
して家庭で用いることができる。また、ここでは一例として家庭用の蓄電システムについ
て説明するが、これに限られず、業務用として又はその他の用途で用いることができる。
【０４６８】
　図３３Ａに示すように、蓄電システム８１００は、系統電源８１０３と電気的に接続す
るためのプラグ８１０１を有する。また、蓄電システム８１００は、家庭内に設けられた
分電盤８１０４と電気的に接続する。
【０４６９】
　また、蓄電システム８１００は、動作状態等を示すための表示パネル８１０２等を有し
ていてもよい。表示パネルはタッチスクリーンを有していてもよい。また、表示パネルの
他、主電源のオンオフを行うためのスイッチや蓄電システムの操作を行うためのスイッチ
等を有していてもよい。
【０４７０】
　なお、図示しないが、蓄電システム８１００を操作するために、蓄電システム８１００
とは別に、例えば室内の壁に操作スイッチを設けてもよい。あるいは、蓄電システム８１
００と家庭内に設けられたパーソナルコンピュータ、サーバ等と接続し、間接的に蓄電シ
ステム８１００を操作してもよい。さらに、スマートフォン等の情報端末機やインターネ
ット等を用いて蓄電システム８１００を遠隔操作してもよい。これらの場合、蓄電システ
ム８１００とその他の機器とは有線により又は無線により通信を行う機構を、蓄電システ
ム８１００に設ければよい。
【０４７１】
　図３３Ｂは、蓄電システム８１００の内部を模式的に示した図である。蓄電システム８
１００は、複数の蓄電装置群８１０６とＢＭＵ（Ｂａｔｔｅｒｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
　Ｕｎｉｔ）８１０７とＰＣＳ（Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ
）８１０８とを有する。
【０４７２】
　蓄電装置群８１０６は、上述した蓄電装置８１０５を複数並べて接続したものである。
系統電源８１０３からの電力を、蓄電装置群８１０６に蓄電することができる。複数の蓄
電装置群８１０６のそれぞれは、ＢＭＵ８１０７と電気的に接続されている。
【０４７３】
　ＢＭＵ８１０７は、蓄電装置群８１０６が有する複数の蓄電装置８１０５の状態を監視
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及び制御し、また蓄電装置８１０５を保護することができる機能を有する。具体的には、
ＢＭＵ８１０７は、蓄電装置群８１０６が有する複数の蓄電装置８１０５のセル電圧、セ
ル温度データ収集、過充電及び過放電の監視、過電流の監視、セルバランサ制御、電池劣
化状態の管理、電池残量（（充電率）Ｓｔａｔｅ　Ｏｆ　Ｃｈａｒｇｅ：ＳＯＣ）の算出
演算、駆動用蓄電装置の冷却ファンの制御、又は故障検出の制御等を行う。なお、これら
の機能の一部又は全部は上述のように、蓄電装置８１０５内に含めてもよく、あるいは蓄
電装置群ごとに当該機能を付与してもよい。また、ＢＭＵ８１０７はＰＣＳ８１０８と電
気的に接続する。
【０４７４】
　ここで、ＢＭＵ８１０７を構成する電子回路には、上述した酸化物半導体を有するトラ
ンジスタを用いた電子回路を有するとよい。この場合、ＢＭＵ８１０７の消費電力を大幅
に低減することが可能となる。
【０４７５】
　ＰＣＳ８１０８は、交流（ＡＣ）電源である系統電源８１０３と電気的に接続され、直
流－交流変換を行う。例えば、ＰＣＳ８１０８は、インバータや、系統電源８１０３の異
常を検出して動作を停止する系統連系保護装置等を有する。蓄電システム８１００の充電
時には、例えば系統電源８１０３の交流の電力を直流に変換してＢＭＵ８１０７へ送電し
、蓄電システム８１００の放電時には、蓄電装置群８１０６に蓄えられた電力を屋内等の
負荷に交流に変換して供給する。なお、蓄電システム８１００から負荷への電力の供給は
、図３３Ａに示すように分電盤８１０４を介してもよく、あるいは蓄電システム８１００
と負荷とを有線又は無線により直接行ってもよい。
【０４７６】
　なお、蓄電システム８１００への充電は上述する系統電源８１０３からに限らず、例え
ば屋外に設置した太陽発電システムから電力を供給してもよいし、電気自動車に搭載した
蓄電システムから供給してもよい。
【０４７７】
　本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。
【符号の説明】
【０４７８】
１０　電池
１００　クーロン・カウンタ
１０３　クーロン・カウンタ
１１０　抵抗
１１１　端子
１１２　端子
１３０　増幅回路
１３１　抵抗
１３２　抵抗
１３３　抵抗
１３４　抵抗
１３５　オペアンプ
１４０　オートゼロ・アンプ
１５０　Ｖ－Ｉ変換回路
１５１　オペアンプ
１５２　トランジスタ
１５３　トランジスタ
１５４　トランジスタ
１５５　抵抗
１６０　電流源回路
１７０　累積加算回路
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１７１　累積加算回路
１７２　累積加算回路
１７３　累積加算回路
１８１　トランジスタ
１８２　トランジスタ
１８３　容量素子
１８４　オペアンプ
１９１　コンパレータ
１９２　コンパレータ
２００　クーロン・カウンタ
２０１　ＩＣチップ
２０３　クーロン・カウンタ
２０４　ＩＣチップ
２１０　抵抗
２１１　端子
２１２　端子
２１３　端子
２２０　電圧生成回路
２２１　オペアンプ
２２２　抵抗
２２３　抵抗
２２４　抵抗
２２５　抵抗
２３０　増幅回路
２３１　抵抗
２３２　抵抗
２３３　抵抗
２３４　抵抗
２３５　オペアンプ
２３６　マルチプレクサ
２４０　オートゼロ・アンプ
２４１　オペアンプ
２４２　オペアンプ
２４３　トランジスタ
２４４　トランジスタ
２４５　トランジスタ
２４６　トランジスタ
２４７　インバータ
２４８　容量素子
２４９　容量素子
２５０　Ｖ－Ｉ変換回路
２５１　オペアンプ
２５２　トランジスタ
２５３　トランジスタ
２５４　トランジスタ
２５５　抵抗
２５６　抵抗
２５７　容量素子
２５８　配線
２６０　電流源回路
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２６１　電流補正回路
２６２　オペアンプ
２６３　トランジスタ
２６４　トランジスタ
２６５　トランジスタ
２６６　トランジスタ
２６７　トランジスタ
２６８　トランジスタ
２６９　トランジスタ
２７０　累積加算回路
２７３　累積加算回路
２８１　トランジスタ
２８２　トランジスタ
２８３　容量素子
２８４　オペアンプ
２８５　トランジスタ
２８６　オペアンプ
２８７　オペアンプ
２９１　コンパレータ
３００　蓄電装置
３０１　蓄電体
３０２　電源
３１０　管理装置
３２０　ＭＰＵ
３２１　信号生成回路
３３０　電源制御回路
３４０　コンバータ
３４１　トランジスタ
３４２　整流素子
３４３　コイル
３４４　抵抗
３４５　容量素子
３４６　抵抗
３４７　抵抗
３５０　制御回路
４００　基板
４０１　ゲート電極
４０２　ゲート絶縁膜
４０３　ｎ型化領域
４０４　酸化物膜
４０５ａ　ソース電極
４０５ｂ　ドレイン電極
４０６　絶縁膜
４０８　絶縁膜
４０９　ゲート絶縁膜
４１０　ゲート電極
４２１　トランジスタ
４２２　トランジスタ
４２３　トランジスタ
４４１　酸化物積層膜
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４４２　酸化物積層膜
４４３　酸化物積層膜
４４４　酸化物積層膜
４４５　酸化物積層膜
４６１　酸化物層
４６２　酸化物層
４６３　酸化物層
４６４　酸化物層
６１１　レジスタ
６１２　レジスタ
６３１　トランジスタ
６３２　容量素子
６３３　トランジスタ
６３４　トランジスタ
６３５　トランジスタ
６３６　インバータ
６３７　容量素子
６５１　記憶回路
６５２　記憶回路
６５３　セレクタ
６５４　セレクタ
７００　ＭＰＵ
７０１　ユニット
７０２　ユニット
７０３　ユニット
７０４　ユニット
７１０　プロセッサ
７１１　バスブリッジ
７１２　メモリ
７１３　メモリ・インターフェース
７１５　クロック生成回路
７２０　コントローラ
７２１　コントローラ
７２２　Ｉ／Ｏインターフェース
７３０　パワーゲートユニット
７３１　スイッチ
７３２　スイッチ
７４０　クロック生成回路
７４１　水晶発振回路
７４２　発振子
７４３　水晶振動子
７４５　タイマー回路
７４６　Ｉ／Ｏインターフェース
７５０　Ｉ／Ｏポート
７５１　コンパレータ
７５２　Ｉ／Ｏインターフェース
７６１　バスライン
７６２　バスライン
７６３　バスライン
７６４　データバスライン
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７７０　接続端子
７７１　接続端子
７７２　接続端子
７７３　接続端子
７７４　接続端子
７７５　接続端子
７７６　接続端子
７８０　レジスタ
７８３　レジスタ
７８４　レジスタ
７８５　レジスタ
７８６　レジスタ
７８７　レジスタ
１０４１　トランジスタ
１０４２　トランジスタ
１０４３　トランジスタ
１０４４　トランジスタ
１０４５　トランジスタ
１０４６　トランジスタ
１０５０　メモリセル
１０５１　ビット線
１０５２　ワード線
１０５３　容量線
１０５４　センスアンプ
１０５５　トランジスタ
１０５６　容量素子
１０６０　ＩＣチップ
１０６１　ＩＣチップ
１０７１　トランジスタ
１０７２　トランジスタ
１０７３　容量素子
１０７４　ソース線
１０７５　ソース線
１０７６　ワード線
１０７７　ドレイン線
１０７８　容量線
１０７９　ノード
１０８０　半導体基板
１０８１　ウェル
１０８２　不純物領域
１０８３　絶縁膜
１０８４　電極
１０８５　ＳＴＩ
１０８６ａ　コンタクトプラグ
１０８６ｂ　コンタクトプラグ
１０８７　電極
１０８８　層間絶縁膜
１０８９　層間絶縁膜
１０９０　層間絶縁膜
１０９１　層間絶縁膜
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１０９２　層間絶縁膜
１０９３　バリア膜
１０９４　配線
１０９５　バリア膜
１０９６　層間絶縁膜
１０９７　バリア膜
１０９８　配線
１０９９　バリア膜
１１００　層間絶縁膜
１１０１　下地絶縁膜
１１０２　絶縁膜
１１０３ａ　コンタクトプラグ
１１０３ｂ　コンタクトプラグ
１１０３ｃ　コンタクトプラグ
１１０４　層間絶縁膜
１１０５　層間絶縁膜
１１０７ａ　配線
１１０７ｂ　配線
１１０６　バリア膜
１１０８　層間絶縁膜
１１０９　層間絶縁膜
１１１０　バリア膜
１１１１　不純物領域
１１１２　不純物領域
１１１３　ゲート絶縁膜
１１１４　ゲート絶縁膜
１１１５　サイドウォール絶縁膜
１１１６　ゲート電極
１１１７　絶縁膜
１１１８　ゲート電極
１１７１　トランジスタ
１１７２　トランジスタ
１１７３　酸化物膜
１１７４　導電層
１１７５　導電層
１１７６　絶縁膜
１１７７　導電層
１１７８　容量素子
８０００　住宅
８００１　電力系統
８００２　線
８００３　分電盤
８００４　制御装置
８００５　蓄電システム
８００６　太陽光発電システム
８００７　表示装置
８００８　照明装置
８００９　空気調和設備
８０１０　電気冷蔵庫
８０１１　インターネット
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８０１２　電気自動車
８０１３　管理サーバ
８０２０　電気自動車
８０２１　充電装置
８０２２　ケーブル
８０２３　前輪
８０２４　蓄電装置
８０２５　電子制御ユニット
８０２６　インバータユニット
８０２７　走行モータユニット
８０２８　出力軸
８０２９　駆動軸
８０３１　接続プラグ
８０４０　携帯情報端末
８０４１　筐体
８０４２　表示部
８０４３　ボタン
８０４４　アイコン
８０４５　カメラ
８０４６　マイクロフォン
８０４７　スピーカ
８０４８　接続端子
８０４９　太陽電池
８０５０　カメラ
８０５１　充放電制御回路
８０５２　蓄電装置
８０５３　ＤＣ－ＤＣコンバータ
８０５４　スイッチ
８０５５　スイッチ
８０５６　スイッチ
８０５７　コンバータ
８１００　蓄電システム
８１０１　プラグ
８１０２　表示パネル
８１０３　系統電源
８１０４　分電盤
８１０５　蓄電装置
８１０６　蓄電装置群
８１０７　ＢＭＵ
８１０８　ＰＣＳ
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