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(57)【要約】
【課題】作製工程を削減し、低コストで生産性の良いト
ランジスタを提供する。良好な電気特性を有する信頼性
の高いトランジスタを提供する。該トランジスタを含む
半導体装置においても、高性能化、高信頼性化、及び高
生産化を達成する。
【解決手段】島状半導体層を形成するためのフォトリソ
グラフィ工程を省略し、ゲート電極（同一層で形成され
る配線等を含む）を形成するフォトリソグラフィ工程、
ソース電極及びドレイン電極（同一層で形成される配線
等を含む）を形成するフォトリソグラフィ工程の少なく
とも２つのフォトリソグラフィ工程でトランジスタを形
成する。電子ビーム露光を利用することで、ソース電極
及びドレイン電極の間隔（チャネル長）が短いトランジ
スタを形成することが可能となる。例えば、チャネル長
が５０ｎｍ未満のトランジスタを実現することが可能と
なる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
絶縁層と、前記絶縁層上に形成された単一の酸化物半導体層と、
少なくとも第１のトランジスタと第２のトランジスタを有する半導体装置であって、
前記第１のトランジスタは、前記酸化物半導体層上に形成された第１のゲート絶縁層と、
前記第１のゲート絶縁層上に形成された第１のゲート電極と、
前記第１のゲート絶縁層上に形成され、前記第１のゲート電極の側面を覆う第１の側壁絶
縁層と、
前記酸化物半導体層と前記第１の側壁絶縁層と接する第１のソース電極及び第１のドレイ
ン電極と、を有し、
前記第２のトランジスタは、前記酸化物半導体層上に形成された第２のゲート絶縁層と、
前記第２のゲート絶縁層上に形成された第２のゲート電極と、
前記第２のゲート絶縁層上に形成され、前記第２のゲート電極の側面を覆う第２の側壁絶
縁層と、
前記酸化物半導体層、前記第２の側壁絶縁層と接する第２のソース電極及び第２のドレイ
ン電極と、を有し、
前記第１のトランジスタのチャネル形成領域と、
前記第２のトランジスタのチャネル形成領域は、
前記単一の酸化物半導体層の異なる領域に形成されることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
絶縁層と、前記絶縁層上に形成された単一の酸化物半導体層と、
少なくとも第１のトランジスタと第２のトランジスタを有する半導体装置であって、
前記第１のトランジスタは、前記酸化物半導体層上に形成された第１のゲート絶縁層と、
前記第１のゲート絶縁層上に形成された第１のゲート電極と、
前記第１のゲート絶縁層上に形成され、前記第１のゲート電極の側面を覆う第１の側壁絶
縁層と、
前記酸化物半導体層と前記第１の側壁絶縁層と接する第１のソース電極及び第１のドレイ
ン電極と、を有し、
前記第２のトランジスタは、前記酸化物半導体層上に形成された第２のゲート絶縁層と、
前記第２のゲート絶縁層上に形成された第２のゲート電極と、
前記第２のゲート絶縁層上に形成され、前記第２のゲート電極の側面を覆う第２の側壁絶
縁層と、前記酸化物半導体層、前記第２の側壁絶縁層と接する第２のソース電極及び第２
のドレイン電極と、を有し、
前記第１のソース電極及び前記第１のドレイン電極と、
前記第２のソース電極及び前記第２のドレイン電極は、
電気的に分離されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
請求項２において、
前記第１のソース電極及び前記第１のドレイン電極と、
前記第２のソース電極及び前記第２のドレイン電極は、
前記単一の酸化物半導体層と接していることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
請求項１乃至請求項３において、
前記絶縁層は酸化アルミニウムを含むことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
請求項１乃至請求項４において、
前記第１のゲート電極及び前記第２のゲート電極は酸化アルミニウムを含むことを特徴と
する半導体装置。
【請求項６】
請求項１乃至請求項５において、
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前記単一の酸化物半導体層は、結晶性を有する酸化物半導体と非晶質酸化物半導体の積層
であることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
酸化物絶縁層を形成し、
前記酸化物絶縁層上に酸化物半導体層を形成し、
前記酸化物半導体層上にゲート絶縁層を形成し、
前記ゲート絶縁層上に、第１のフォトリソグラフィ工程によりゲート電極と絶縁層の積層
を形成し、
前記ゲート絶縁層上に、前記ゲート電極及び前記絶縁層の側面を覆う側壁絶縁層を形成し
、
前記ゲート電極、前記絶縁層、及び前記側壁絶縁層をマスクとして前記ゲート絶縁層の一
部を選択的に除去して前記酸化物半導体層の一部を露出させ、
前記酸化物半導体層の一部に接し、前記ゲート電極、前記絶縁層、及び前記側壁絶縁層上
に、第２のフォトリソグラフィ工程により導電層を形成し、
前記導電層上に層間絶縁層を形成し、
前記層間絶縁層及び前記導電層を、前記ゲート電極上の前記絶縁層が露出するまで化学的
機械研磨法により除去してソース電極及びドレイン電極を形成することを特徴とする半導
体装置の作製方法。
【請求項８】
請求項７において、
前記酸化物半導体層を島状に加工しないことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項９】
請求項７または請求項８において、
前記酸化物半導体層の形成後に、前記酸化物半導体層に酸素を導入することを特徴とする
半導体装置の作製方法。
【請求項１０】
第１の絶縁層を形成し、前記第１の絶縁層上に第２の絶縁層を形成し、
前記第２の絶縁層上に酸化物半導体層を形成し、
前記酸化物半導体層上に第３の絶縁層を形成し、前記第３の絶縁層上に第４の絶縁層を形
成し、
前記第４の絶縁層上に、第１のフォトリソグラフィ工程によりゲート電極と第５の絶縁層
の積層を形成し、
前記第４の絶縁層上に、前記ゲート電極及び前記第５の絶縁層の側面を覆う第６の絶縁層
を形成し、
前記ゲート電極、前記第５の絶縁層、及び前記第６の絶縁層をマスクとして、前記第３の
絶縁層の一部と前記第４の絶縁層の一部を選択的に除去して前記酸化物半導体層の一部を
露出させ、
露出した前記酸化物半導体層に接し、前記ゲート電極、前記第５の絶縁層、及び前記第６
の絶縁層上に、第２のフォトリソグラフィ工程により導電層を形成し、
前記導電層上に第７の絶縁層を形成し、前記第７の絶縁層上に第８の絶縁層を形成し、
前記第７の絶縁層、前記第８の絶縁層、及び前記導電層を、前記第５の絶縁層が露出する
まで化学的機械研磨法により除去してソース電極及びドレイン電極を形成することを特徴
とする半導体装置の作製方法。
【請求項１１】
請求項１０において、
前記酸化物半導体層を島状に加工しないことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１２】
請求項１０または請求項１１において、
前記酸化物半導体層の形成後に、前記酸化物半導体層に酸素を導入することを特徴とする
半導体装置の作製方法。



(4) JP 2013-168644 A 2013.8.29

10

20

30

40

50

【請求項１３】
請求項１０乃至請求項１２において、
前記第１の絶縁層、前記第４の絶縁層、前記第７の絶縁層は、酸化アルミニウムを含むこ
とを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１４】
請求項１０乃至請求項１３において、
前記第２の絶縁層、及び前記第３の絶縁層は、酸素を含む絶縁層であることを特徴とする
半導体装置の作製方法。
【請求項１５】
請求項７乃至請求項１４において、
前記酸化物半導体層は、結晶性を有する酸化物半導体と非晶質酸化物半導体の積層である
ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
開示する発明は、半導体装置、及びその作製方法に関する。
【０００２】
また、開示する発明は、半導体集積回路の微細化技術に関する。本明細書で開示する発明
の中には、半導体集積回路を構成する要素としてシリコン半導体の他に化合物半導体によ
って構成される素子が含まれ、その一例としてワイドギャップ半導体を適用したものが挙
げられる。
【０００３】
なお、本明細書等において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装置
全般を指し、電気光学装置、発光表示装置、半導体回路及び電子機器は全て半導体装置で
ある。
【背景技術】
【０００４】
絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜を用いてトランジスタ（薄膜トランジス
タ（ＴＦＴ）ともいう）を構成する技術が注目されている。該トランジスタは集積回路（
ＩＣ）や画像表示装置（表示装置）のような電子デバイスに広く応用されている。トラン
ジスタに適用可能な半導体薄膜としてシリコン系半導体材料が広く知られているが、その
他の材料として酸化物半導体が注目されている。
【０００５】
例えば、特許文献１にトランジスタの活性層として、インジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇ
ａ）、及び亜鉛（Ｚｎ）を含む非晶質酸化物を用いたトランジスタが開示されている。ま
た、特許文献２及び特許文献３に、半導体特性を示す金属酸化物層にチャネルが形成され
るトランジスタが開示されている。
【０００６】
また、半導体記憶装置としてシリコン基板を用いたダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）は良
く知られた製品であり、今日においても各種電子機器の中で使われている。ＤＲＡＭの中
核部を構成するメモリセルは書き込み及び読み出し用のトランジスタとキャパシタによっ
て構成されている。
【０００７】
ＤＲＡＭは、揮発性記憶装置の一例であり、揮発性記憶装置の別の例としてはＳＲＡＭ（
Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）がある。ＳＲＡＭは、フリ
ップフロップなどの回路を用いて記憶内容を保持するため、リフレッシュ動作が不要であ
り、この点においてはＤＲＡＭより有利である。しかし、フリップフロップなどの回路を
用いているため、記憶容量あたりの単価が高くなるという問題がある。また、電力の供給
がなくなると記憶内容が失われるという点については、ＤＲＡＭと変わるところはない。
【０００８】
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また、不揮発性記憶装置の例としては、フラッシュメモリがある。フラッシュメモリは、
トランジスタのゲート電極とチャネル形成領域との間にフローティングゲートを有し、当
該フローティングゲートに電荷を保持させることで記憶を行うため、データの保持期間は
極めて長く（半永久的）、揮発性記憶装置で必要なリフレッシュ動作が不要であるという
利点を有している。
【０００９】
しかし、書き込みの際に生じるトンネル電流によって記憶素子を構成するゲート絶縁層が
劣化するため、書き込みを何度も繰り返すことで、記憶素子が機能しなくなるという問題
が生じる。この問題を回避するために、例えば、各記憶素子の書き込み回数を均一化する
手法が採られるが、これを実現するためには、複雑な周辺回路が必要になってしまう。そ
して、このような手法を採用しても、根本的な寿命の問題が解消するわけではない。つま
り、フラッシュメモリは、情報の書き換え頻度が高い用途には不向きである。
【００１０】
また、フローティングゲートに電荷を注入し、または、その電荷を除去するためには、高
い電圧が必要である。さらに、電荷の注入、または除去のためには比較的長い時間を要し
、書き込み、消去の高速化が容易ではないという問題もある。
【００１１】
ＤＲＡＭなどに代表される揮発性記憶装置は、シリコン基板を用い、他の半導体集積回路
と同様にスケーリング則に従って回路パターンの微細化が進められてきたが、デザインル
ールを１００ｎｍ以下にすることは難しいと考えられていた時期もあった。その理由の一
つとして、トランジスタのチャネル長が１００ｎｍ以下となると、短チャネル効果により
パンチスルー電流が流れやすくなり、トランジスタがスイッチング素子として機能しなく
なることが問題視されていた。もっとも、パンチスルー電流を防ぐにはシリコン基板に高
濃度の不純物をドーピングすれば良いが、そうするとソースと基板間又はドレインと基板
間に接合リーク電流が流れやすくなり、結局はメモリの保持特性を低下させてしまう原因
となってしまい、この問題の解決策としては適切ではなかった。
【００１２】
特許文献４にメモリとして、酸化物半導体層を用いたトランジスタを利用する技術が開示
されている。
【００１３】
また、非特許文献１にアモルファス構造のＩＧＺＯを用いたトランジスタのチャネル長が
５０ｎｍであることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００６－１６５５２８号公報
【特許文献２】特開２００７－１２３８６１号公報
【特許文献３】特開２００７－９６０５５号公報
【特許文献４】特開２０１１－１７１７０２号公報
【非特許文献】
【００１５】
【非特許文献１】Ｉｈｕｎ　Ｓｏｎｇ　ｅｔ　ａｌ．、「Ｓｈｏｒｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ　
Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ　ｏｆ　Ｇａｌｌｉｕｍ－Ｉｎｄｉｕｍ－Ｚｉｎｃ－Ｏ
ｘｉｄｅ　Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓ　ｆｏｒ　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍ
ｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｓｔａｃｋｉｎｇ　Ｍｅｍｏｒｙ」　ＩＥＥＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＮ　
ＤＥＶＩＣＥ　ＬＥＴＴＥＲＳ，ＶＯＬ．２９　Ｎｏ．６，Ｊｕｎｅ　２００８、ｐ．５
４９－５５２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
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ところで、トランジスタの動作の高速化、トランジスタの低消費電力化、低価格化、など
を達成するためには、トランジスタの微細化は必須である。
【００１７】
しかしながら、トランジスタの微細化に伴って、トランジスタのしきい値電圧の低下、し
きい値電圧ばらつきの増大、オフ電流の増大などの、いわゆる電気特性の劣化が生じやす
くなる。
【００１８】
また、トランジスタの微細化に伴って、ドライエッチング工程におけるダメージや、不純
物元素の半導体層への拡散による影響を受けやすくなるため、歩留まりの低下や、信頼性
の低下が生じやすくなる。
【００１９】
特に、トランジスタのチャネルが形成される島状の半導体層は、その側面に欠陥が生じや
すく、酸素欠損に起因する寄生チャネルが生じやすい。島状の半導体層の側面に寄生チャ
ネルが生じると、該寄生チャネルを介してソースドレイン間に意図しない電流（漏れ電流
、リーク電流ともいう）が流れ、トランジスタのオフ電流の増大や、しきい値電圧ばらつ
きの増大などトランジスタの電気特性劣化の原因となる。特にチャネル長が１００ｎｍ以
下のトランジスタでは、島状の半導体層の側面に生じる寄生チャネルによる電気特性の劣
化が大きな問題となる。
【００２０】
また、トランジスタには高い信頼性が求められ、その生産方法には高い生産性及び生産コ
ストの低減が求められる。生産性を高め、生産コストを低減する方法の一つに、工程の簡
略化が挙げられる。
【００２１】
一般に、トランジスタの作製において、ゲート電極を形成するためのフォトリソグラフィ
工程、島状の半導体層を形成するためのフォトリソグラフィ工程、ソース電極及びドレイ
ン電極を形成するためのフォトリソグラフィ工程の、少なくとも３つのフォトリソグラフ
ィ工程が用いられる。
【００２２】
トランジスタの作製において、フォトリソグラフィ工程を削減または簡略化することは、
工程全体の簡略化のために重要である。例えばフォトリソグラフィ工程が１つ増加すると
、レジスト塗布、プリベーク、露光、現像、ポストベーク等の工程と、その前後の工程に
おいて、被膜の形成及びエッチング工程、更にはレジスト剥離、洗浄及び乾燥工程等が必
要になる。そのため、トランジスタの作製工程におけるフォトリソグラフィ工程が１つ増
加すると工程数が大幅に増加し、生産性の低下や生産コストの増加の原因となる。換言す
ると、フォトリソグラフィ工程の回数を減らすことで、生産性を高め、生産コストの低減
を実現することが可能となる。
【００２３】
本発明の一態様は、より高性能な半導体装置を実現するため、微細化されたトランジスタ
の電気特性を向上させて、半導体装置の高速駆動を実現する構成及びその作製方法を提供
することを課題の一つとする。
【００２４】
本発明の一態様は、ばらつきが少なく良好な電気特性を有する信頼性の高いトランジスタ
を実現することを課題の一つとする。
【００２５】
本発明の一態様は、従来よりも少ないフォトリソグラフィ工程でトランジスタを作製し、
トランジスタの生産性を高めることを課題の一つとする。
【００２６】
また、該トランジスタを含む半導体装置においても、高性能化、高信頼性化、及び生産性
の向上を達成することを課題の一つとする。
【００２７】
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島状の酸化物半導体層にチャネルが形成されるトランジスタは、加工条件又は熱処理条件
によって電気的特性が変化することがある。当該変化は、当該島状の酸化物半導体層の形
成工程時に低抵抗化元素（塩素（Ｃｌ）、フッ素（Ｆ）、硼素（Ｂ）、又は水素（Ｈ）等
）が混入する、又は当該島状の酸化物半導体層から酸素（Ｏ）が脱離することなどに起因
するものである。そして当該変化は、島状の酸化物半導体層の側面において顕在化しやす
い。すなわち、島状の酸化物半導体層にチャネルが形成されるトランジスタにおいては、
当該島状の酸化物半導体層の側面及び側面近傍の領域が低抵抗化領域となり、当該低抵抗
化領域にトランジスタの寄生チャネルが形成されやすい。なお、当該トランジスタにおい
ては、ゲートとソース間の電圧に応じて形成されるチャネル（第１のチャネルともいう）
と、当該寄生チャネル（第２のチャネルともいう）との２種のチャネルが形成されうるこ
とになる。
【００２８】
２種のチャネルが形成されうるトランジスタにおいては、多くの場合、それぞれのチャネ
ルが形成されるゲートとソース間のしきい値電圧が異なる。典型的には、第１のチャネル
が形成されるしきい値電圧は、第２のチャネルが形成されるしきい値電圧よりも高い。そ
して、第１のチャネルの電流駆動能力は、第２のチャネルの電流駆動能力よりも高い。よ
って、オフ状態にある当該トランジスタのゲートとソース間の電圧を上昇させていった場
合、ソースとドレイン間の電流が２段階の変化をすることになる。具体的には、第２のチ
ャネルが形成されるしきい値電圧の近傍において１段階目の変化（ソースとドレイン間の
電流の増加）が確認され、さらに、第１のチャネルが形成されるしきい値電圧の近傍にお
いて２段階目の変化（ソースとドレイン間の電流の増加）が確認される。
【００２９】
このようなトランジスタを、例えばデジタル回路のスイッチとして用いた場合、当該スイ
ッチは、２段階の変化をする恐れがある。当該変化は、スイッチとしては好ましくない変
化であることは言うまでもない。
【００３０】
また、島状の酸化物半導体層の側面に寄生チャネルが生じると、該寄生チャネルを介して
ソース及びドレイン間に意図しない電流（漏れ電流、リーク電流ともいう）が生じ、トラ
ンジスタのオフ電流の増大や、しきい値電圧ばらつきの増大などトランジスタの電気特性
劣化の原因となる。特にチャネル長が１００ｎｍ以下のトランジスタでは、島状の酸化物
半導体層の側面に生じる寄生チャネルによる電気特性の劣化が大きな問題となる。
【００３１】
また、酸化物半導体層にチャネルが形成されるトランジスタは、加工条件又は熱処理条件
によって電気的特性が変化することがある。この変化は、酸化物半導体層の形成工程時に
当該酸化物半導体層から酸素（Ｏ）が脱離することなどに起因するものと考えられる。そ
して、酸素（Ｏ）の脱離は、酸化物半導体層の側面（端面）において生じやすいことが分
かった。すなわち、酸化物半導体層にチャネルが形成されるトランジスタにおいては、当
該酸化物半導体層の側面近傍の領域が低抵抗化領域となり、当該領域にトランジスタの寄
生チャネルが形成されやすいことが分かった。そこで、本発明の一態様においては、寄生
チャネルが形成され難いトランジスタを提供することを課題の一つとする。
【００３２】
本発明の一態様は、酸化物半導体層の側面にトランジスタの寄生チャネルが形成されるこ
とを抑制することを課題の一つとする。
【００３３】
本発明の一態様は、寄生チャネルの形成を抑制することにより、良好な電気特性を有する
トランジスタを得ることを課題の一つとする。
【００３４】
本発明の一態様は、酸化物半導体層を用い、チャネル長が５０ｎｍ未満のトランジスタを
含む半導体装置、及びその作製方法を提供することを課題の一つとする。
【課題を解決するための手段】
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【００３５】
トランジスタが有する半導体層にｉ型（真性）または実質的にｉ型（真性）化された酸化
物半導体を用いて、半導体を島状に加工するためのフォトリソグラフィ工程を省略可能と
する。ｉ型（真性）または実質的にｉ型化した酸化物半導体は抵抗率が大きく、絶縁性が
高い。よって、半導体層を島状の半導体層に加工しなくても、異なる複数のトランジスタ
のチャネル形成領域を電気的に分離することが可能となる。
【００３６】
すなわち、従来よりも少ないフォトリソグラフィ工程によりトランジスタを作製すること
が可能となり、トランジスタの生産性を高めることができる。また、該トランジスタを含
む半導体装置においても、生産性の向上を達成することができる。
【００３７】
また、半導体層を島状に加工しないため、リーク電流の伝達経路となりうる寄生チャネル
が生じやすい半導体層の側面が形成されない。よって、トランジスタの電気特性を良好な
ものとし、該トランジスタの高性能化、高信頼性化を達成することができる。また、該ト
ランジスタを含む半導体装置においても、高性能化、高信頼性化を達成することができる
。
【００３８】
島状の半導体層を形成するためのフォトリソグラフィ工程及びエッチング工程を省略し、
ゲート電極（同一層で形成される配線等を含む）を形成する工程と、ソース電極及びドレ
イン電極となる導電層（同一層で形成される配線等を含む）を形成する工程の２つのフォ
トリソグラフィ工程でトランジスタを作製する。
【００３９】
また、上記のフォトリソグラフィ工程以外に、半導体層や絶縁層に開口を形成するための
フォトリソグラフィ工程や、異なるトランジスタと電気的に接続するための配線を形成す
るフォトリソグラフィ工程等を必要に応じて加えてもよい。
【００４０】
本発明の一態様は、絶縁層と、絶縁層上に形成された単一の酸化物半導体層と、少なくと
も第１のトランジスタと第２のトランジスタを有する半導体装置であって、第１のトラン
ジスタは、酸化物半導体層上に形成された第１のゲート絶縁層と、第１のゲート絶縁層上
に形成された第１のゲート電極と、第１のゲート絶縁層上に形成され、第１のゲート電極
の側面を覆う第１の側壁絶縁層と、酸化物半導体層と第１の側壁絶縁層と接する第１のソ
ース電極及び第１のドレイン電極と、を有し、第２のトランジスタは、酸化物半導体層上
に形成された第２のゲート絶縁層と、第２のゲート絶縁層上に形成された第２のゲート電
極と、第２のゲート絶縁層上に形成され、第２のゲート電極の側面を覆う第２の側壁絶縁
層と、酸化物半導体層、第２の側壁絶縁層と接する第２のソース電極及び第２のドレイン
電極と、を有し、第１のトランジスタのチャネル形成領域と、第２のトランジスタのチャ
ネル形成領域は、前記酸化物半導体層の異なる領域に形成されることを特徴とする。
【００４１】
また、トランジスタ毎に半導体層を島状に加工しないため、第１のトランジスタのチャネ
ル形成領域と、第２のトランジスタのチャネル形成領域は、同じ（単一の）酸化物半導体
層中の異なる領域に形成される。
【００４２】
本発明の一態様は、絶縁層と、絶縁層上に形成された単一の酸化物半導体層と、少なくと
も第１のトランジスタと第２のトランジスタを有する半導体装置であって、第１のトラン
ジスタは、酸化物半導体層上に形成された第１のゲート絶縁層と、第１のゲート絶縁層上
に形成された第１のゲート電極と、第１のゲート絶縁層上に形成され、第１のゲート電極
の側面を覆う第１の側壁絶縁層と、酸化物半導体層と第１の側壁絶縁層と接する第１のソ
ース電極及び第１のドレイン電極と、を有し、第２のトランジスタは、酸化物半導体層上
に形成された第２のゲート絶縁層と、第２のゲート絶縁層上に形成された第２のゲート電
極と、第２のゲート絶縁層上に形成され、第２のゲート電極の側面を覆う第２の側壁絶縁
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層と、酸化物半導体層、第２の側壁絶縁層と接する第２のソース電極及び第２のドレイン
電極と、を有し、第１のソース電極及び第１のドレイン電極と、第２のソース電極及び第
２のドレイン電極は、電気的に分離されていることを特徴とする。
【００４３】
また、トランジスタ毎に半導体層を島状に加工しないため、前記第１のソース電極及び前
記第１のドレイン電極と、前記第２のソース電極及び前記第２のドレイン電極は、同じ（
単一の）酸化物半導体層と接して形成される。
【００４４】
本発明の一態様は、酸化物絶縁層を形成し、酸化物絶縁層上に酸化物半導体層を形成し、
酸化物半導体層上にゲート絶縁層を形成し、ゲート絶縁層上に、第１のフォトリソグラフ
ィ工程によりゲート電極と絶縁層の積層を形成し、ゲート絶縁層上に、ゲート電極及び絶
縁層の側面を覆う側壁絶縁層を形成し、ゲート電極、絶縁層、及び側壁絶縁層をマスクと
してゲート絶縁層の一部を選択的に除去して酸化物半導体層の一部を露出させ、酸化物半
導体層の一部に接し、ゲート電極、絶縁層、及び側壁絶縁層上に、第２のフォトリソグラ
フィ工程により導電層を形成し、導電層上に層間絶縁層を形成し、層間絶縁層及び導電層
を、ゲート電極上の絶縁層が露出するまで化学的機械研磨法により除去してソース電極及
びドレイン電極を形成することを特徴とする。
【００４５】
本発明の一態様は、第１の絶縁層を形成し、第１の絶縁層上に第２の絶縁層を形成し、第
２の絶縁層上に酸化物半導体層を形成し、酸化物半導体層上に第３の絶縁層を形成し、第
３の絶縁層上に第４の絶縁層を形成し、第４の絶縁層上に、第１のフォトリソグラフィ工
程によりゲート電極と第５の絶縁層の積層を形成し、第４の絶縁層上に、ゲート電極及び
第５の絶縁層の側面を覆う第６の絶縁層を形成し、ゲート電極、第５の絶縁層、及び第６
の絶縁層をマスクとして、第３の絶縁層の一部と第４の絶縁層の一部を選択的に除去して
酸化物半導体層の一部を露出させ、露出した酸化物半導体層に接し、ゲート電極、第５の
絶縁層、及び第６の絶縁層上に、第２のフォトリソグラフィ工程により導電層を形成し、
導電層上に第７の絶縁層を形成し、第７の絶縁層上に第８の絶縁層を形成し、第７の絶縁
層、第８の絶縁層、及び導電層を、第５の絶縁層が露出するまで化学的機械研磨法により
除去してソース電極及びドレイン電極を形成することを特徴とする。
【００４６】
本発明の一態様によれば、少なくとも２つのフォトリソグラフィ工程によりトランジスタ
を作製することができる。
【００４７】
また、第２のフォトリソグラフィ工程により前記導電層を形成した後、洗浄処理を行うこ
とが好ましい。
【００４８】
不純物除去処理は、プラズマ処理、または溶液による処理によって行うことができる。プ
ラズマ処理としては、酸素プラズマ処理または一酸化二窒素プラズマ処理などを用いるこ
とができる。また、プラズマ処理として希ガス（代表的にはアルゴン）を用いてもよい。
【００４９】
また、溶液による洗浄処理としては、ＴＭＡＨ（Ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌａｍｍｏｎｉｕ
ｍ　Ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ）溶液などのアルカリ性の溶液、希フッ酸、シュウ酸などの酸性
の溶液、水などを用いて行うことができる。例えば、希フッ酸を用いる場合、５０重量％
フッ酸を、水で１／１０２乃至１／１０５程度、好ましくは１／１０３乃至１／１０５程
度に希釈した希フッ酸を使用する。すなわち、濃度が０．５重量％乃至５×１０－４重量
％の希フッ酸、好ましくは５×１０－２重量％乃至５×１０－４重量％の希フッ酸を洗浄
処理に用いることが望ましい。洗浄処理により、酸化物半導体層の表面に付着した不純物
を除去することができる。
【００５０】
また、第１の絶縁層、第４の絶縁層、第７の絶縁層は、水素、水分、水素化物、または水
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酸化物などの不純物や、酸素に対するバリア性を有する材料を用いて形成することが好ま
しい。上記絶縁層にバリア性を有する材料を用いることで、基板や外部からの不純物の浸
入を防ぐとともに、酸化物半導体層からの酸素の脱離を防ぐことができる。
【００５１】
また、第２の絶縁層、及び第３の絶縁層は、酸素を含む絶縁層を用いることが好ましい。
また、第２の絶縁層、及び第３の絶縁層は、酸化物半導体層と接するため、層中（バルク
中）に少なくとも化学量論比を超える量の酸素が存在することが好ましい。
【００５２】
なお、第１の絶縁層、及び第２の絶縁層は、下地層として機能し、第３の絶縁層、及び第
４の絶縁層は、ゲート絶縁層として機能する。
【００５３】
上述したように、酸化物半導体層の形成工程時に低抵抗化元素が混入する、又は当該酸化
物半導体層から酸素（Ｏ）が脱離することなどに起因し、当該酸化物半導体層の側面及び
側面近傍の領域が低抵抗化領域となる。当該側面及び側面近傍の領域が低抵抗化領域とな
ると、当該低抵抗化領域にトランジスタの寄生チャネルが形成される恐れが生じる。トラ
ンジスタの寄生チャネルが形成されると、トランジスタの電気的特性が変化する恐れが生
じる。
【００５４】
よって、トランジスタの酸化物半導体層の側面及び側面近傍の領域に低抵抗化領域が形成
されないようにトランジスタを作製することにより、寄生チャネルが形成されることを抑
制することができる。
【００５５】
また、寄生チャネルが形成されることを抑制することにより、良好な電気特性を有するト
ランジスタを実現することができる。
【００５６】
また、本発明の一態様は、ゲート電極（同一層で形成される配線を含む）を形成する工程
と、絶縁層中に、開口部を形成する工程と、ソース電極及びドレイン電極となる導電層（
同一層で形成される配線を含む）を形成する工程の３つのフォトリソグラフィ工程でトラ
ンジスタを作製することを特徴とする。
【００５７】
さらに、トランジスタを覆う絶縁層に開口部を形成するためのフォトリソグラフィ工程と
、該開口部を介してトランジスタと電気的に接続するための配線を形成するフォトリソグ
ラフィ工程を加えてもよい。
【００５８】
酸化物半導体層を島状に加工しないため、リーク電流の伝達経路となりうる酸化物半導体
層の側面が形成されない。よって、トランジスタの電気特性を良好なものとすることがで
きる。
【００５９】
より具体的には、基板上や絶縁層上に酸化物半導体層を形成する場合は、基板全面又は絶
縁層全面に酸化物半導体層を成膜し、成膜した酸化物半導体層を、島状に加工せずに用い
る。酸化物半導体層のうち、一対の電極であるソース電極及びドレイン電極間の、ゲート
絶縁層を介してゲート電極に重畳する領域にチャネル形成領域が形成される。
【００６０】
また、酸化物半導体層にｉ型（真性）または実質的にｉ型化した酸化物半導体を用いるこ
とが好ましい。ｉ型（真性）または実質的にｉ型化した酸化物半導体は抵抗率が大きく、
絶縁性が高い。よって、酸化物半導体層を島状の酸化物半導体層に加工しなくても、異な
る複数のトランジスタのチャネル形成領域を電気的に分離することが可能となる。
【００６１】
また当該島状に加工しない酸化物半導体層を用いて複数のトランジスタを電気的に分離す
るには、複数のトランジスタのうち一つのソース電極及びドレイン電極、並びに、別の一
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つのソース電極及びドレイン電極を電気的に分離する。
【００６２】
また基板の側面周辺の領域や絶縁層の側面周辺の領域では、酸化物半導体層の側面が形成
されてしまう可能性がある。このように酸化物半導体層の側面が形成されてしまう場合は
、酸化物半導体層の側面は、チャネル形成領域の側面と一致させず、十分離れた距離に配
置する。本明細書において、当該十分離れた距離とは、酸化物半導体層の側面及び側面近
傍の領域に低抵抗化領域が形成されたとしても、当該低抵抗化領域がチャネル形成領域に
は影響を及ぼさない程度に離れた距離をいう。
【００６３】
本発明の一態様は、下地絶縁層上に、酸化物半導体層を成膜し、当該酸化物半導体層上に
、ゲート絶縁層を形成し、当該ゲート絶縁層上に第１の導電層を形成し、当該第１の導電
層の一部を除去して、当該酸化物半導体層上にゲート電極を形成し、当該ゲート電極及び
当該ゲート絶縁層上に、絶縁層を形成し、当該ゲート絶縁層及び当該絶縁層それぞれの一
部を除去して、当該酸化物半導体層に達する開口部を形成し、当該開口部に埋め込むよう
に当該絶縁層上に第２の導電層を形成し、当該第２の導電層の一部を除去して、当該絶縁
層上に、当該酸化物半導体層と電気的に接続されるソース電極及びドレイン電極を形成し
、当該酸化物半導体層を島状に加工しないことを特徴とする。
【００６４】
本発明の一態様において、当該第２の導電層の一部を除去して、櫛状の形状を有する当該
ソース電極及び当該ドレイン電極を、当該ゲート電極を挟んで、それぞれの櫛状の形状の
凸部が重ならないように形成することを特徴とする。
【００６５】
本発明の一態様は、下地絶縁層上に、酸化物半導体層を成膜し、当該酸化物半導体層上に
、ゲート絶縁層を形成し、当該ゲート絶縁層上に第１の導電層を形成し、当該第１の導電
層の一部を除去して、当該酸化物半導体層上にゲート電極を形成し、当該ゲート電極及び
当該ゲート絶縁層上に、絶縁層を形成し、当該絶縁層及び当該ゲート絶縁層それぞれの一
部を除去して、当該酸化物半導体層に達する第１の開口部を形成し、当該絶縁層及び当該
ゲート絶縁層それぞれの別の一部を除去して、当該ゲート電極を挟んで当該第１の開口部
と逆側の領域に当該酸化物半導体層に達する第２の開口部を形成し、当該第１の開口部及
び当該第２の開口部を埋め込むように当該絶縁層上に第２の導電層を形成し、当該第２の
導電層に研磨処理を行うことにより、当該絶縁層上に設けられた当該第２の導電層を除去
して、当該第１の開口部及び当該第２の開口部にソース電極及びドレイン電極を形成し、
当該ソース電極及び当該ドレイン電極上に、ソース配線及びドレイン配線を形成し、当該
酸化物半導体層を島状に加工しないことを特徴とする。
【００６６】
本発明の一態様において、当該第２の導電層の研磨処理は、化学的機械研磨処理を用いて
行うことを特徴とする。
【００６７】
本発明の一態様において、当該下地絶縁層の下部に、当該酸化物半導体層とは異なる禁制
帯幅を持つ半導体層を有するトランジスタを形成することを特徴とする。
【００６８】
本発明の一態様において、当該下地絶縁層は、酸素の放出を抑えるブロッキング層である
第１の下地絶縁層及び酸素過剰領域を有する第２の下地絶縁層を積層して形成されること
を特徴とする。
【００６９】
本発明の一態様において、当該ゲート絶縁層は、当該酸化物半導体層と接し、酸素過剰領
域を有する第１のゲート絶縁層、及び、当該ゲート電極と接し、酸素の放出を抑えるブロ
ッキング層として機能する第２のゲート絶縁層を積層して形成されることを特徴とする。
【００７０】
本発明の一態様において、当該絶縁層は、酸素の放出を抑えるブロッキング層として機能
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することを特徴とする。
【００７１】
本発明の一態様は、下地絶縁層と、当該下地絶縁層上に形成された単一の酸化物半導体層
と、少なくとも第１のトランジスタと第２のトランジスタを有する半導体装置であり、当
該第１のトランジスタは、当該酸化物半導体層上に設けられたゲート絶縁層と、当該ゲー
ト絶縁層を介して、当該酸化物半導体層上に設けられた第１のゲート電極と、当該第１の
ゲート電極及び当該ゲート絶縁層上に設けられた絶縁層と、当該絶縁層上に設けられ、当
該第１のゲート電極を挟んで、櫛状の形状を有する第１のソース電極及び第１のドレイン
電極と、を有し、当該第１のソース電極の櫛状の形状の凸部及び当該第１のドレイン電極
の櫛状の形状の凸部は重ならないように配置され、当該第２のトランジスタは、当該酸化
物半導体層上に設けられた当該ゲート絶縁層と、当該ゲート絶縁層を介して、当該酸化物
半導体層上に設けられた第２のゲート電極と、当該第２のゲート電極及び当該ゲート絶縁
層上に設けられた当該絶縁層と、当該絶縁層上に設けられ、当該第２のゲート電極を挟ん
で、櫛状の形状を有する第２のソース電極及び第２のドレイン電極と、を有し、当該第２
のソース電極の櫛状の形状の凸部及び当該第２のドレイン電極の櫛状の形状の凸部は重な
らないように配置され、当該第１のトランジスタのチャネル形成領域と、当該第２のトラ
ンジスタのチャネル形成領域は、当該単一の酸化物半導体層の異なる領域に形成されるこ
とを特徴とする。
【００７２】
本発明の一態様は、下地絶縁層と、当該下地絶縁層上に形成された単一の酸化物半導体層
と、少なくとも第１のトランジスタと第２のトランジスタを有する半導体装置であり、当
該第１のトランジスタは、当該酸化物半導体層上に設けられたゲート絶縁層と、当該ゲー
ト絶縁層を介して、当該酸化物半導体層上に設けられた第１のゲート電極と、当該第１の
ゲート電極及び当該ゲート絶縁層上に設けられた絶縁層と、当該ゲート絶縁層及び当該絶
縁層の第１の開口部及び第２の開口部に埋め込まれ、当該酸化物半導体層と電気的に接続
する第１のソース電極及び第１のドレイン電極と、当該第１のソース電極及び当該第１の
ドレイン電極上に接して設けられた第１のソース配線及び第１のドレイン配線と、を有し
、当該第２のトランジスタは、当該酸化物半導体層上に設けられた当該ゲート絶縁層と、
当該ゲート絶縁層を介して、当該酸化物半導体層上に設けられた第２のゲート電極と、当
該第２のゲート電極及び当該ゲート絶縁層上に設けられた当該絶縁層と、当該ゲート絶縁
層及び当該絶縁層の第３の開口部及び第４の開口部に埋め込まれ、当該酸化物半導体層と
電気的に接続する第２のソース電極及び第２のドレイン電極と、当該第２のソース電極及
び当該第２のドレイン電極上に接して設けられた第２のソース配線及び第２のドレイン配
線と、を有し、当該第１のトランジスタのチャネル形成領域と、当該第２のトランジスタ
のチャネル形成領域は、当該単一の酸化物半導体層の異なる領域に形成されることを特徴
とする。
【００７３】
本発明の一態様において、当該下地絶縁層の下部に、当該酸化物半導体層とは異なる禁制
帯幅を持つ半導体層を有するトランジスタが設けられていることを特徴とする。
【００７４】
本発明の一態様において、当該下地絶縁層は、酸素の放出を抑えるブロッキング層である
第１の下地絶縁層及び酸素過剰領域を有する第２の下地絶縁層の積層であることを特徴と
する。
【００７５】
本発明の一態様において、当該ゲート絶縁層は、当該酸化物半導体層と接する第１のゲー
ト絶縁層、及び、当該ゲート電極と接する第２のゲート絶縁層を有し、当該第１のゲート
絶縁層は、酸素過剰領域を有し、当該第２のゲート絶縁層は、酸素の放出を抑えるブロッ
キング層として機能することを特徴とする。
【００７６】
本発明の一態様において、当該絶縁層は、酸素の放出を抑えるブロッキング層として機能
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することを特徴とする。
【００７７】
本発明の一態様は、フォトリソグラフィ法を用いたトランジスタの製造工程において、導
電層を部分的にエッチングすることでソース電極及びドレイン電極を形成する際に当該導
電層上に設けられるマスクを、電子ビーム露光を利用して形成することを特徴とする。
【００７８】
さらに、本発明の一態様では、パターニングされていない酸化物半導体層を用いてトラン
ジスタを構成する。なお、本明細書において、「パターニング」とは、単一の膜（層）を
部分的に除去し、複数の膜（層）へと分割することをいう。例えば、基板上面の全部に成
膜された膜（層）の一部を除去し、複数の島状の膜（層）へと分割することをいう。なお
、本明細書においては、膜（層）を部分的に除去することのみでは、「パターニング」に
該当しないこととする。例えば、基板上面の全部に成膜された膜（層）の一部を除去し、
単一の膜（層）に開口を形成することは、「パターニング」には含まれないこととする。
【００７９】
本発明の一態様は、ゲート電極上にゲート絶縁層を形成し、当該ゲート絶縁層上に酸化物
半導体層を形成し、当該酸化物半導体層上に導電層を形成し、当該導電層上にポジ型のレ
ジストを形成し、電子ビーム露光を行った後、当該導電層を選択的にエッチングして第１
の導電層及び第２の導電層を形成し、当該第１の導電層上に一部接する第３の導電層と、
当該第２の導電層上に一部接する第４の導電層を形成し、当該第１の導電層と当該第２の
導電層の間隔は、当該第３の導電層と当該第４の導電層の間隔よりも狭く、当該第１の導
電層及び当該第３の導電層はソース電極であり、当該第２の導電層及び当該第４の導電層
はドレイン電極であり、当該酸化物半導体層は、少なくともチャネル幅方向においてパタ
ーニングされていないことを特徴とする。
【００８０】
また、上記酸化物半導体層は、銅、アルミニウム、塩素などの不純物がほとんど含まれな
い高純度化されたものであることが望ましい。トランジスタの製造工程において、これら
の不純物が混入または酸化物半導体層表面に付着する恐れのない工程を適宜選択すること
が好ましく、酸化物半導体層表面に付着した場合には、シュウ酸や希フッ酸などに曝す、
またはプラズマ処理（Ｎ２Ｏプラズマ処理など）を行うことにより、酸化物半導体層表面
の不純物を除去することが好ましい。具体的には、酸化物半導体層の銅濃度は１×１０１

８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは１×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。ま
た、酸化物半導体層のアルミニウム濃度は１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。
また、酸化物半導体層の塩素濃度は２×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。
【００８１】
また、酸化物半導体層は成膜直後において、化学量論的組成より酸素が多い過飽和の状態
とすることが好ましい。例えば、スパッタリング法を用いて酸化物半導体層を成膜する場
合、成膜ガスの酸素の占める割合が多い条件で成膜することが好ましく、特に酸素雰囲気
（酸素ガス１００％）で成膜を行うことが好ましい。成膜ガスの酸素の占める割合が多い
条件、特に酸素ガス１００％の雰囲気で成膜すると、例えば成膜温度を３００℃以上とし
ても、膜中からのＺｎの放出が抑えられる。
【００８２】
酸化物半導体層は水素などの不純物が十分に除去されることにより、または、十分な酸素
が供給されて酸素が過飽和の状態とされることにより、高純度化されたものであることが
望ましい。具体的には、酸化物半導体層の水素濃度は５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以
下、望ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より望ましくは５×１０１７ａｔ
ｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。なお、上述の酸化物半導体層中の水素濃度は、二次イオン質
量分析法（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒ
ｙ）で測定されるものである。また、十分な酸素が供給されて酸素が過飽和の状態とする
ため、酸化物半導体層を包みこむように過剰酸素を含む絶縁層（ＳｉＯｘなど）を接して
設けてもよい。
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【００８３】
過剰酸素を含む絶縁層は、プラズマＣＶＤ法やスパッタ法における成膜条件を適宜設定し
て層中に酸素を多く含ませたＳｉＯｘや、酸化窒化シリコンを用いる。また、多くの過剰
酸素を絶縁層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してもよい。
【００８４】
過剰酸素を含む絶縁層の水素濃度が、７．２×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上である場
合には、トランジスタの初期特性のバラツキの増大、Ｌ長依存性の増大、さらにＢＴスト
レス試験において大きく劣化するため、過剰酸素を含む絶縁層の水素濃度は、７．２×１
０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満とする。即ち、酸化物半導体層の水素濃度は５×１０１９

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、且つ、過剰酸素を含む絶縁層の水素濃度は、７．２×１０２０

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満とすることが好ましい。
【００８５】
さらに酸化物半導体層を包み、且つ、過剰酸素を含む絶縁層の外側に配置されるように、
酸化物半導体層からの酸素の脱離を抑えるブロッキング層（ＡｌＯｘ層など）を設けると
好ましい。
【００８６】
過剰酸素を含む絶縁層及びブロッキング層で酸化物半導体層を包み込むことで、酸化物半
導体層において化学量論的組成とほぼ一致するような状態、または化学量論的組成より酸
素が多い過飽和の状態とすることができる。例えば、酸化物半導体層がＩＧＺＯの場合、
化学量論的組成の一例はＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ：Ｏ＝１：１：１：４［原子数比］であるため
、酸素の原子数比が４または４以上含む状態となる。
【発明の効果】
【００８７】
本発明の一態様によれば、半導体層を島状に加工しないため、リーク電流の伝達経路とな
りうる半導体層の側面が形成されない。よって、微細な構造であってもばらつきが少なく
良好な電気特性を有するトランジスタを歩留まりよく提供することができる。また、信頼
性の高いトランジスタを提供することができる。
【００８８】
本発明の一態様によれば、従来よりも少ないフォトリソグラフィ工程でトランジスタを作
製でき、トランジスタの生産性を高めることができる。
【００８９】
また、上記トランジスタを含む半導体装置においても、高性能化、高信頼性化、及び生産
性の向上を達成することができる。
【００９０】
本発明の一態様では、導電層上に電子ビーム露光を利用して形成されたマスクを設けた状
態で当該導電層をエッチングすることで、ソース電極及びドレイン電極を形成する。ここ
で、電子ビーム露光を利用してマスクを形成する場合には、マスクの微細な加工が可能で
ある。よって、導電層上に当該マスクが設けた状態でエッチングすることで形成されるソ
ース電極及びドレイン電極の間隔（チャネル長）が短いトランジスタを形成することが可
能となる。例えば、チャネル長が５０ｎｍ未満のトランジスタを実現することが可能とな
る。
【００９１】
また、本発明の一態様では、パターニングされていない酸化物半導体層を用いてトランジ
スタを構成する。よって、トランジスタのソース電極とドレイン電極が酸化物半導体層の
側面（端面）近傍の領域（酸素（Ｏ）が脱離することなどに起因して低抵抗化した領域）
を介して電気的に接続される蓋然性を低減することが可能となる。すなわち、当該トラン
ジスタにおける寄生チャネルの形成を抑制することが可能である。
【００９２】
さらに、本発明の一態様では、トランジスタの作製工程における酸化物半導体層のパター
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ニングに必要な工程が不要となる。これにより、当該トランジスタの製造コストを低減す
ること及び歩留まりを向上させることなどが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】半導体装置を説明する上面図及び断面図。
【図２】半導体装置の作製方法を説明する断面図。
【図３】半導体装置の作製方法を説明する断面図。
【図４】半導体装置を説明する断面図。
【図５】半導体装置を説明する上面図、断面図及び回路図。
【図６】半導体装置を説明する上面図及び断面図。
【図７】半導体装置を説明する回路図及び斜視図。
【図８】半導体装置を説明する上面図及び断面図。
【図９】半導体装置を説明する断面図。
【図１０】半導体装置を説明する上面図及び断面図。
【図１１】半導体装置の作製方法を説明する断面図。
【図１２】半導体装置の作製方法を説明する上面図。
【図１３】半導体装置を説明する上面図及び断面図。
【図１４】半導体装置の作製方法を説明する断面図。
【図１５】半導体装置の作製方法を説明する上面図。
【図１６】半導体装置を説明する上面図及び断面図。
【図１７】半導体装置の作製方法を説明する断面図。
【図１８】半導体装置の作製方法を説明する断面図。
【図１９】半導体装置の作製方法を説明する上面図。
【図２０】半導体装置の作製方法を説明する上面図。
【図２１】半導体装置を説明する断面図。
【図２２】半導体装置を説明する断面図。
【図２３】半導体装置を説明する上面図、断面図及び回路図。
【図２４】半導体装置を説明する上面図、断面図及び回路図。
【図２５】半導体装置を説明する上面図、断面図及び回路図。
【図２６】半導体装置を説明する斜視図。
【図２７】半導体装置を説明する断面図。
【図２８】半導体装置を説明する断面図。
【図２９】半導体装置を説明する断面図。
【図３０】半導体装置を説明する断面図。
【図３１】半導体装置を説明する断面図。
【図３２】半導体装置を説明する断面図。
【図３３】半導体装置を説明する上面図及び断面図。
【図３４】半導体装置を説明する回路図。
【図３５】半導体装置の作製方法を説明する断面図。
【図３６】半導体装置を説明する上面図及び断面図。
【図３７】半導体装置の作製方法を説明する上面図及び断面図。
【図３８】半導体装置の作製方法を説明する上面図及び断面図。
【図３９】半導体装置の作製方法を説明する上面図及び断面図。
【図４０】半導体装置の作製方法を説明する上面図及び断面図。
【図４１】半導体装置を説明する断面図及び回路図。
【図４２】半導体装置を説明する斜視図。
【図４３】半導体装置を説明する断面図。
【図４４】半導体装置を説明する回路図。
【図４５】半導体装置を説明するブロック図。
【図４６】半導体装置を説明するブロック図。
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【図４７】半導体装置を説明するブロック図。
【図４８】半導体装置を説明する断面図及び回路図。
【図４９】半導体装置を説明するブロック図。
【図５０】電子機器を説明する図。
【図５１】電子機器を説明する図。
【図５２】過剰酸素の移動の計算に用いたモデル図。
【図５３】図５２に示すモデル図の計算結果。
【図５４】酸素欠損の移動の計算に用いたモデル図。
【図５５】図５４に示すモデル図の計算結果。
【発明を実施するための形態】
【００９４】
実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。但し、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。なお、以下に説明する発明の構成において
、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を異なる図面間で共通して用い、
その繰り返しの説明は省略する。
【００９５】
また、本明細書等における「第１」、「第２」、「第３」などの序数は、構成要素の混同
を避けるために付すものであり、数的に限定するものではない。
【００９６】
また、図面等において示す各構成の、位置、大きさ、範囲などは、理解の簡単のため、実
際の位置、大きさ、範囲などを表していない場合がある。このため、開示する発明は、必
ずしも、図面等に開示された位置、大きさ、範囲などに限定されない。
【００９７】
また、トランジスタの「ソース」や「ドレイン」の機能は、異なる極性のトランジスタを
採用する場合や、回路動作において電流の方向が変化する場合などには入れ替わることが
ある。このため、本明細書においては、「ソース」や「ドレイン」の用語は、入れ替えて
用いることができるものとする。
【００９８】
また、本明細書等において「電極」や「配線」の用語は、これらの構成要素を機能的に限
定するものではない。例えば、「電極」は「配線」の一部として用いられることがあり、
その逆もまた同様である。さらに、「電極」や「配線」の用語は、複数の「電極」や「配
線」が一体となって形成されている場合なども含む。
【００９９】
なお、本明細書等において、「電気的に接続」には、「何らかの電気的作用を有するもの
」を介して接続されている場合が含まれる。ここで、「何らかの電気的作用を有するもの
」は、接続対象間での電気信号の授受を可能とするものであれば、特に制限を受けない。
例えば、「何らかの電気的作用を有するもの」には、電極や配線をはじめ、トランジスタ
などのスイッチング素子、抵抗素子、インダクタ、キャパシタ、その他の各種機能を有す
る素子などが含まれる。
【０１００】
本明細書等において厚さに関する「略等しい」の用語は、完全に等しい場合のみでなく、
実質的に等しい場合をも含む趣旨で用いる。例えば、「略等しい」には、完全に等しい場
合と比較して半導体装置の特性に与える影響が無視できる程度の差（特性に与える影響が
５％以下）である場合や、意図せずに僅かに研磨された場合（研磨量が５ｎｍ未満程度の
場合）などが含まれる。
【０１０１】
なお、本明細書等において「上」や「下」の用語は、構成要素の位置関係が「直上」また
は「直下」であることを限定するものではない。例えば、「ゲート絶縁層上のゲート電極
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」の表現であれば、ゲート絶縁層とゲート電極との間に他の構成要素を含むものを除外し
ない。
【０１０２】
（実施の形態１）
本実施の形態では、半導体装置及び半導体装置の作製方法の一形態を、図１を用いて説明
する。本実施の形態では、半導体装置の一例として酸化物半導体層を有するトランジスタ
を示す。
【０１０３】
トランジスタはチャネル形成領域が１つ形成されるシングルゲート構造でも、２つ形成さ
れるダブルゲート構造もしくは３つ形成されるトリプルゲート構造であってもよい。また
、チャネル領域の上下にゲート絶縁層を介して配置された２つのゲート電極を有する、デ
ュアルゲート型でもよい。
【０１０４】
図１（Ａ）乃至図１（Ｃ）に示すトランジスタ５４０ａは、トップゲート構造のトランジ
スタの一例である。図１（Ａ）は上面図であり、図１（Ａ）中の一点鎖線Ｘ１－Ｘ２で切
断した断面が図１（Ｂ）に相当し、図１（Ａ）中の一点鎖線Ｙ１－Ｙ２で切断した断面が
図１（Ｃ）に相当する。
【０１０５】
チャネル長方向の断面図である図１（Ｂ）及びチャネル幅方向の断面図である図１（Ｃ）
に示すように、トランジスタ５４０ａを含む半導体装置は、絶縁層５３６が設けられた絶
縁表面を有する基板５００上に、酸化物半導体層５０３、ソース電極５０５ａ、ドレイン
電極５０５ｂ、ゲート絶縁層５０２、ゲート電極５０１、ゲート電極５０１の側面に設け
られた側壁絶縁層５１２、ゲート電極５０１上に設けられた絶縁層５１３、ソース電極５
０５ａ及びドレイン電極５０５ｂ上に設けられた層間絶縁層５１７、層間絶縁層５１７上
に設けられた層間絶縁層５１５、トランジスタ５４０ａを覆う絶縁層５０７を有する。な
お、図面をわかりやすくするため、図１（Ａ）では一部の構成要素の記載を省略している
。
【０１０６】
絶縁層５３６は下地層として機能する。また、本実施の形態に示す絶縁層５３６は、絶縁
層５３６ａ、絶縁層５３６ｂの積層により構成する例を示している。また、本実施の形態
に示すゲート絶縁層５０２は、ゲート絶縁層５０２ａ、ゲート絶縁層５０２ｂの積層によ
り構成する例を示している。絶縁層５３６ａ、ゲート絶縁層５０２ｂ、層間絶縁層５１７
は、水素、水分、水素化物、または水酸化物などの不純物や、酸素に対するバリア性を有
する材料を用いることが好ましい。上記絶縁層にバリア性を有する材料を適用することで
、外部からの不純物の浸入を防ぐとともに、酸化物半導体層５０３、絶縁層５３６ｂ、ゲ
ート絶縁層５０２ａからの酸素の脱離を防ぐことができる。
【０１０７】
層間絶縁層５１５はトランジスタ５４０ａによる凹凸を平坦化するように設けられており
、該上面の高さ（基板５００表面からの垂直距離）は側壁絶縁層５１２、及び絶縁層５１
３と概略同じである。また、ソース電極５０５ａ及びドレイン電極５０５ｂの上面の高さ
は、層間絶縁層５１５、側壁絶縁層５１２、及び絶縁層５１３の上面の高さより低く、ゲ
ート電極５０１の上面の高さより高い。
【０１０８】
また、図１において、絶縁層５０７は、層間絶縁層５１５、層間絶縁層５１７、ソース電
極５０５ａ、ドレイン電極５０５ｂ、側壁絶縁層５１２、絶縁層５１３と接して設けられ
ている。
【０１０９】
なお、酸化物半導体層５０３中のゲート電極５０１と重畳する領域を、チャネル形成領域
と言い、酸化物半導体層５０３中のソース電極５０５ａと接する領域をソース領域と言い
、酸化物半導体層５０３中のドレイン電極５０５ｂと接する領域をドレイン領域と言う。
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また、酸化物半導体層５０３中のチャネル形成領域とソース領域の間の領域をオフセット
領域５０６ａと言い、チャネル形成領域とドレイン領域の間の領域をオフセット領域５０
６ｂと言う。オフセット領域５０６ａ、及びオフセット領域５０６ｂは、酸化物半導体層
５０３中の側壁絶縁層５１２と重畳する位置に形成される。
【０１１０】
すなわち、チャネル形成領域、ソース領域、ドレイン領域、オフセット領域５０６ａ、オ
フセット領域５０６ｂは、自己整合により形成される。なお、オフセット領域を設けるこ
とにより、チャネル形成領域とソース電極５０５ａ間に生じる寄生容量を低減することが
できる。また、チャネル形成領域とドレイン電極５０５ｂ間に生じる寄生容量を低減する
ことができる。
【０１１１】
また、自己整合によりチャネル形成領域が形成されるため、トランジスタの微細化が実現
し易く、オン特性（例えば、オン電流及び電界効果移動度）が高く、高速動作が可能とな
る。
【０１１２】
酸化物半導体層５０３に用いる酸化物半導体としては、少なくともインジウム（Ｉｎ）ま
たは亜鉛（Ｚｎ）を含むことが好ましい。特にＩｎとＺｎを含むことが好ましい。また、
該酸化物半導体を用いたトランジスタの電気特性のばらつきを減らすためのスタビライザ
ーとして、それらに加えてガリウム（Ｇａ）を有することが好ましい。また、スタビライ
ザーとしてスズ（Ｓｎ）を有することが好ましい。また、スタビライザーとしてハフニウ
ム（Ｈｆ）を有することが好ましい。また、スタビライザーとしてアルミニウム（Ａｌ）
を有することが好ましい。また、スタビライザーとしてジルコニウム（Ｚｒ）を有するこ
とが好ましい。
【０１１３】
また、他のスタビライザーとして、ランタノイドである、ランタン（Ｌａ）、セリウム（
Ｃｅ）、プラセオジム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、サマリウム（Ｓｍ）、ユウロピウム
（Ｅｕ）、ガドリニウム（Ｇｄ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄｙ）、ホル
ミウム（Ｈｏ）、エルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）、イッテルビウム（Ｙｂ）、ル
テチウム（Ｌｕ）のいずれか一種あるいは複数種を有してもよい。
【０１１４】
例えば、酸化物半導体層５０３として、酸化インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛、二元系金
属の酸化物であるＩｎ－Ｚｎ系酸化物、Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物、Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｚｎ
－Ｍｇ系酸化物、Ｓｎ－Ｍｇ系酸化物、Ｉｎ－Ｍｇ系酸化物、Ｉｎ－Ｇａ系酸化物、三元
系金属の酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物（ＩＧＺＯとも表記する）、Ｉｎ－Ａｌ
－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ａｌ－Ｇａ－
Ｚｎ系酸化物、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｌａ－Ｚ
ｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｃｅ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｐｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｎｄ－Ｚｎ
系酸化物、Ｉｎ－Ｓｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｕ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｇｄ－Ｚｎ系
酸化物、Ｉｎ－Ｔｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｄｙ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｏ－Ｚｎ系酸
化物、Ｉｎ－Ｅｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｙｂ－Ｚｎ系酸化
物、Ｉｎ－Ｌｕ－Ｚｎ系酸化物、四元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸
化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ
－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ａｌ－Ｚｎ系酸
化物を用いることができる。
【０１１５】
なお、ここで、例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物とは、ＩｎとＧａとＺｎを主成分とし
て有する酸化物という意味であり、ＩｎとＧａとＺｎの比率は問わない。また、ＩｎとＧ
ａとＺｎ以外の金属元素が入っていてもよい。
【０１１６】
また、酸化物半導体として、ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＞０）で表記される材料を用い
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てもよい。なお、Ｍは、Ｇａ、Ｆｅ、Ｍｎ及びＣｏから選ばれた一の金属元素または複数
の金属元素を示す。また、酸化物半導体として、Ｉｎ２ＳｎＯ５（ＺｎＯ）ｎ（ｎ＞０）
で表記される材料を用いてもよい。
【０１１７】
例えば、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１（＝１／３：１／３：１／３）、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚ
ｎ＝２：２：１（＝２／５：２／５：１／５）、あるいはＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝３：１：２
（＝１／２：１／６：１／３）の原子数比のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物やその組成の近傍
の酸化物を用いることができる。あるいは、Ｉｎ：Ｓｎ：Ｚｎ＝１：１：１（＝１／３：
１／３：１／３）、Ｉｎ：Ｓｎ：Ｚｎ＝２：１：３（＝１／３：１／６：１／２）あるい
はＩｎ：Ｓｎ：Ｚｎ＝２：１：５（＝１／４：１／８：５／８）の原子数比のＩｎ－Ｓｎ
－Ｚｎ系酸化物やその組成の近傍の酸化物を用いるとよい。
【０１１８】
しかし、これらに限られず、必要とする半導体特性（移動度、しきい値、ばらつき等）に
応じて適切な組成のものを用いればよい。また、必要とする半導体特性を得るために、キ
ャリア濃度や不純物濃度、欠陥密度、金属元素と酸素の原子数比、原子間距離、密度等を
適切なものとすることが好ましい。
【０１１９】
例えば、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物では比較的容易に高い移動度が得られる。しかしなが
ら、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物でも、バルク内欠陥密度を低くすることにより移動度を上
げることができる。
【０１２０】
なお、例えば、Ｉｎ、Ｇａ、Ｚｎの原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝ａ：ｂ：ｃ（ａ＋ｂ＋
ｃ＝１）である酸化物の組成が、原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝Ａ：Ｂ：Ｃ（Ａ＋Ｂ＋Ｃ
＝１）の酸化物の組成の近傍であるとは、ａ、ｂ、ｃが、（ａ－Ａ）２＋（ｂ－Ｂ）２＋
（ｃ－Ｃ）２≦ｒ２を満たすことをいう。ｒとしては、例えば、０．０５とすればよい。
他の酸化物でも同様である。
【０１２１】
本実施の形態に開示する酸化物半導体には、単結晶酸化物半導体、多結晶（ポリクリスタ
ルともいう。）酸化物半導体、または非晶質酸化物半導体の他に、ＣＡＡＣ－ＯＳ（Ｃ　
Ａｘｉｓ　Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕ
ｃｔｏｒ）を用いることができる。
【０１２２】
ＣＡＡＣ－ＯＳ層を得る方法の一例として、次の三つを挙げることができる。一つ目は、
成膜温度を２００℃以上４５０℃以下として酸化物半導体層の成膜を行い、表面に概略垂
直にｃ軸配向させる方法である。二つ目は、酸化物半導体層を薄く成膜した後、２００℃
以上７００℃以下の熱処理を行い、表面に概略垂直にｃ軸配向させる方法である。三つ目
は、一層目を薄く成膜した後、２００℃以上７００℃以下の熱処理を行い、二層目の成膜
を行い、表面に概略垂直にｃ軸配向させる方法である。
【０１２３】
ＣＡＡＣ－ＯＳは、完全な単結晶ではなく、完全な非晶質でもない。ＣＡＡＣ－ＯＳは、
非晶質相に結晶部を有する結晶－非晶質混相構造の酸化物半導体である。なお、当該結晶
部は、一辺が１００ｎｍ未満の立方体内に収まる大きさであることが多い。また、透過型
電子顕微鏡（ＴＥＭ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏ
ｐｅ）による観察像では、ＣＡＡＣ－ＯＳに含まれる非晶質部と結晶部との境界は明確で
はない。また、ＴＥＭによってＣＡＡＣ－ＯＳには粒界（グレインバウンダリーともいう
。）は確認できない。そのため、ＣＡＡＣ－ＯＳは、粒界に起因する電子移動度の低下が
抑制される。
【０１２４】
ＣＡＡＣ－ＯＳに含まれる結晶部は、ｃ軸がＣＡＡＣ－ＯＳの被形成面または表面に垂直
な方向に揃い、かつａｂ面に垂直な方向から見て三角形状または六角形状の原子配列を有
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し、ｃ軸に垂直な方向から見て金属原子が層状または金属原子と酸素原子とが層状に配列
している。
【０１２５】
また、ＣＡＡＣ－ＯＳに含まれる結晶部は、ｃ軸がＣＡＡＣ－ＯＳの被形成面の法線ベク
トルまたは表面の法線ベクトルに平行な方向に揃い、かつａｂ面に垂直な方向から見て三
角形状または六角形状の原子配列を有し、ｃ軸に垂直な方向から見て金属原子が層状また
は金属原子と酸素原子とが層状に配列していると言い換えることもできる。
【０１２６】
なお、異なる結晶部間で、それぞれａ軸及びｂ軸の向きが異なっていてもよい。本明細書
において、単に垂直と記載する場合、８５°以上９５°以下の範囲も含まれることとする
。また、単に平行と記載する場合、－５°以上５°以下の範囲も含まれることとする。
【０１２７】
なお、ＣＡＡＣ－ＯＳにおいて、結晶部の分布が一様でなくてもよい。例えば、ＣＡＡＣ
－ＯＳの形成過程において、酸化物半導体層の表面側から結晶成長させる場合、被形成面
の近傍に対し表面の近傍では結晶部の占める割合が高くなることがある。また、ＣＡＡＣ
－ＯＳへ不純物を添加することにより、当該不純物添加領域において結晶部が非晶質化す
ることもある。
【０１２８】
ＣＡＡＣ－ＯＳに含まれる結晶部のｃ軸は、ＣＡＡＣ－ＯＳの被形成面または表面に垂直
な方向に揃うため、ＣＡＡＣ－ＯＳの形状（被形成面の断面形状または表面の断面形状）
によっては互いに異なる方向を向くことがある。なお、結晶部のｃ軸の方向は、ＣＡＡＣ
－ＯＳが形成されたときの被形成面または表面に垂直な方向となる。結晶部は、成膜する
ことにより、または成膜後に加熱処理などの結晶化処理を行うことにより形成される。
【０１２９】
ＣＡＡＣ－ＯＳ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。
【０１３０】
なお、酸化物半導体層を構成する酸素の一部は窒素で置換されてもよい。
【０１３１】
また、ＣＡＡＣ－ＯＳのように結晶部を有する酸化物半導体では、よりバルク内欠陥を低
減することができ、表面の平坦性を高めればアモルファス状態の酸化物半導体以上の移動
度を得ることができる。表面の平坦性を高めるためには、平坦な表面上に酸化物半導体を
形成することが好ましく、具体的には、算術平均面粗さ（Ｒａ）が１ｎｍ以下、好ましく
は０．３ｎｍ以下、より好ましくは０．１ｎｍ以下の表面上に形成するとよい。
【０１３２】
なお、Ｒａは、「基準面から指定面までの偏差の絶対値を平均した値」と表現でき以下の
式（１）にて定義される。
【０１３３】
【数１】

【０１３４】
ここで、指定面とは、粗さ計測の対象となる面であり、座標（ｘ１，ｙ１，ｆ（ｘ１，ｙ
１）），（ｘ１，ｙ２，ｆ（ｘ１，ｙ２）），（ｘ２，ｙ１，ｆ（ｘ２，ｙ１）），（ｘ
２，ｙ２，ｆ（ｘ２，ｙ２））の４点で表される四角形の領域とし、指定面をｘｙ平面に
投影した長方形の面積をＳ０、基準面の高さ（指定面の平均の高さ）をＺ０とする。Ｒａ
は原子間力顕微鏡（ＡＦＭ：Ａｔｏｍｉｃ　Ｆｏｒｃｅ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）にて測
定可能である。
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【０１３５】
酸化物半導体層の厚さは、１ｎｍ以上３０ｎｍ以下（好ましくは５ｎｍ以上１０ｎｍ以下
）とし、スパッタリング法、ＭＢＥ（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｅａｍ　Ｅｐｉｔａｘｙ）
法、ＣＶＤ法、パルスレーザ堆積法、ＡＬＤ（Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉ
ｔｉｏｎ）法等を適宜用いることができる。また、酸化物半導体層５０３は、スパッタリ
ングターゲット表面に対し、概略垂直に複数の基板表面がセットされた状態で成膜を行う
スパッタ装置を用いて成膜してもよい。
【０１３６】
図２（Ａ）乃至（Ｄ）及び図３（Ａ）乃至（Ｄ）にトランジスタ５４０ａを有する半導体
装置の作製方法の一例を示す。
【０１３７】
まず、基板５００上に絶縁層５３６を形成する。
【０１３８】
基板５００に使用することができる基板に大きな制限はないが、少なくとも、後の熱処理
に耐えうる程度の耐熱性を有していることが必要となる。例えば、バリウムホウケイ酸ガ
ラスやアルミノホウケイ酸ガラスなどのガラス基板、セラミック基板、石英基板、サファ
イア基板などを用いることができる。また、シリコンや炭化シリコンなどの単結晶半導体
基板、多結晶半導体基板、シリコンゲルマニウムなどの化合物半導体基板、ＳＯＩ基板な
どを適用することもでき、これらの基板上に半導体素子が設けられたものを、基板５００
として用いてもよい。
【０１３９】
また、基板５００として、可撓性基板を用いて半導体装置を作製してもよい。可撓性を有
する半導体装置を作製するには、可撓性基板上に酸化物半導体層５０３を含むトランジス
タ５４０ａを直接作製してもよいし、他の作製基板に酸化物半導体層５０３を含むトラン
ジスタ５４０ａを作製し、その後可撓性基板に剥離、転置してもよい。なお、作製基板か
ら可撓性基板に剥離、転置するために、作製基板と酸化物半導体層５０３を含むトランジ
スタ５４０ａとの間に剥離層を設けるとよい。
【０１４０】
絶縁層５３６としては、プラズマＣＶＤ法又はスパッタリング法等により、酸化シリコン
、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化アルミニウム、窒化アルミ
ニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化ガリウム
、又はこれらの混合材料を用いて形成することができる。なお、本明細書において、酸化
窒化物とは、その組成として、窒素よりも酸素の含有量が多いものを指し、窒化酸化物と
は、その組成として、酸素よりも窒素の含有量が多いものを指すものとする。例えば、酸
化窒化シリコンとは、酸素が５０原子％以上７０原子％以下、窒素が０．５原子％以上２
０原子％以下、珪素が２５原子％以上３５原子％以下の範囲で含まれるものをいう。また
、構成元素の含有比率は、その合計が１００原子％を超えない値をとる。ここで、酸素及
び窒素の含有量は、ラザフォード後方散乱法（ＲＢＳ：Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ　Ｂａｃｋ
ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）または水素前方散乱法（ＨＦＳ：Ｈ
ｙｄｒｏｇｅｎ　Ｆｏｒｗａｒｄ　ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）
を用いて測定するものとする。
【０１４１】
また、絶縁層５３６として、熱酸化膜を用いてもよい。熱酸化膜は、基板を酸化性雰囲気
中で熱処理することで、基板表面を酸化させて形成することができる。例えば、基板５０
０として単結晶シリコン基板を用いて、酸素を含む雰囲気や水蒸気を含む雰囲気中で、９
００℃乃至１２００℃で数時間の熱処理を行うことで、基板５００の表面に熱酸化膜を形
成することができる。
【０１４２】
また、絶縁層５３６は、単層でも積層でもよい。本実施の形態では、絶縁層５３６として
、絶縁層５３６ａと絶縁層５３６ｂの積層を用いる。また、基板５００上に形成する絶縁
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層５３６ａは、窒化シリコンや酸化アルミニウムなどの、水素、水分、水素化物、または
水酸化物などの不純物や、酸素に対するバリア性を有する材料を用いることが好ましい。
また、絶縁層５３６ａ上に形成する絶縁層５３６ｂは酸化物半導体層５０３と接するため
、層中（バルク中）に少なくとも化学量論比を超える量の酸素が存在することが好ましい
。例えば、絶縁層５３６ｂとして、酸化シリコンを用いる場合には、ＳｉＯ２＋α（ただ
し、α＞０）とする。このような絶縁層５３６ｂを用いることで、酸化物半導体層５０３
に酸素を供給することができ、特性を良好にすることができる。酸化物半導体層５０３へ
酸素を供給することにより、酸化物半導体層５０３中の酸素欠損を補填することができる
。
【０１４３】
本実施の形態では、基板５００として単結晶シリコン基板を用い、絶縁層５３６ａとして
基板５００上にプラズマＣＶＤ法により厚さ５０ｎｍの窒化シリコン層を形成し、絶縁層
５３６ａ上に絶縁層５３６ｂとして厚さ３００ｎｍの酸化シリコン層を形成する（図２（
Ａ）参照）。
【０１４４】
絶縁層５３６形成時の温度は、基板５００が耐えうる温度以下で、より高いほうが好まし
い。例えば、基板５００を３５０℃以上４５０℃以下の温度に加熱しながら絶縁層５３６
を形成する。なお、絶縁層５３６形成時の温度は一定であることが好ましい。例えば、絶
縁層５３６の形成を、基板５００を３５０℃に加熱して行う。
【０１４５】
また、絶縁層５３６の形成後、減圧下、窒素雰囲気下、希ガス雰囲気下、または超乾燥エ
ア窒素雰囲気下において、加熱処理を行ってもよい。加熱処理により絶縁層５３６に含ま
れる水素、水分、水素化物、または水酸化物などの濃度を低減することができる。加熱処
理度は、基板５００が耐えうる温度以下で、より高い温度で行うことが好ましい。具体的
には、絶縁層５３６の成膜温度以上、基板５００の歪点以下で行うことが好ましい。
【０１４６】
なお、絶縁層５３６の水素濃度は、５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは１
×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以
下、更に好ましくは１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とすることが望ましい。
【０１４７】
また、絶縁層５３６の形成後、絶縁層５３６に酸素（少なくとも、酸素ラジカル、酸素原
子、酸素イオン、のいずれかを含む）を導入して、絶縁層５３６を化学量論的組成より酸
素が多い領域を有する（酸素過剰領域を有する）状態としてもよい。酸素の導入は、酸素
雰囲気下による熱処理や、イオン注入法、イオンドーピング法、プラズマイマージョンイ
オンインプランテーション法、酸素を含む雰囲気下で行うプラズマ処理などを用いること
ができる。例えば、酸素を含む雰囲気下で行うプラズマ処理を行う場合は、アッシング装
置を用いることができる。
【０１４８】
また、酸素の導入により、絶縁層５３６を構成する元素と水素の間の結合、或いは該元素
と水酸基の間の結合を切断するとともに、これらの水素または水酸基が酸素と反応するこ
とで水を生成するため、酸素の導入後に加熱処理を行うと、不純物である水素または水酸
基が、水として脱離しやすくなる。このため、絶縁層５３６へ酸素を導入した後に加熱処
理を行ってもよい。その後、さらに絶縁層５３６に酸素を導入し、絶縁層５３６を酸素過
剰な状態としてもよい。また、絶縁層５３６への酸素の導入と加熱処理は、それぞれを交
互に複数回行ってもよい。また、加熱処理と酸素の導入を同時に行ってもよい。
【０１４９】
次に、絶縁層５３６上に酸化物半導体層５０３をスパッタリング法により形成する（図２
（Ａ）参照）。
【０１５０】
酸化物半導体層５０３の形成工程において、酸化物半導体層５０３に水素、又は水がなる
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べく含まれないようにするために、酸化物半導体層５０３の成膜の前処理として、スパッ
タリング装置の予備加熱室で絶縁層５３６が形成された基板を予備加熱し、基板及び絶縁
層５３６に吸着した水素、水分などの不純物を脱離し排気することが好ましい。なお、予
備加熱室に設ける排気手段はクライオポンプが好ましい。
【０１５１】
絶縁層５３６において酸化物半導体層５０３が接して形成される領域に、平坦化処理を行
ってもよい。平坦化処理としては、特に限定されないが、研磨処理（例えば、化学的機械
研磨法）、ドライエッチング処理、プラズマ処理を用いることができる。
【０１５２】
プラズマ処理としては、例えば、アルゴンガスを導入してプラズマを発生させる逆スパッ
タリングを行うことができる。逆スパッタリングとは、アルゴン雰囲気下で基板側にＲＦ
電源を用いて電圧を印加して基板近傍にプラズマを形成して表面を改質する方法である。
なお、アルゴン雰囲気に代えて窒素、ヘリウム、酸素などを用いてもよい。逆スパッタリ
ングを行うと、絶縁層５３６の表面に付着している粉状物質（パーティクル、ごみともい
う）を除去することができる。
【０１５３】
平坦化処理として、研磨処理、ドライエッチング処理、プラズマ処理は複数回行ってもよ
く、それらを組み合わせて行ってもよい。また、組み合わせて行う場合、工程順も特に限
定されず、絶縁層５３６表面の凹凸状態に合わせて適宜設定すればよい。
【０１５４】
平坦化処理は、例えば、絶縁層５３６として用いる酸化シリコン層表面に化学的機械研磨
法により研磨処理（研磨条件：ポリウレタン系研磨布、シリカ系スラリー、スラリー温度
室温、研磨圧０．００１ＭＰａ、研磨時回転数（テーブル／スピンドル）６０ｒｐｍ／５
６ｒｐｍ、研磨時間０．５分）を行い、酸化シリコン層表面における平均面粗さ（Ｒａ）
を約０．１５ｎｍとすればよい。
【０１５５】
なお、酸化物半導体層５０３を形成するためのスパッタリングガスは、希ガス（代表的に
はアルゴン）雰囲気、酸素雰囲気、希ガス及び酸素の混合ガスを適宜用いる。また、スパ
ッタリングガスには、水素、水、水酸基または水素化物などの不純物が除去された高純度
ガスを用いることが好ましい。
【０１５６】
なお、酸化物半導体層５０３は、酸素が多く含まれるような条件（例えば、酸素１００％
の雰囲気下でスパッタリング法により成膜を行うなど）で形成して、酸素を多く含むまた
は酸素が過飽和な状態（好ましくは酸化物半導体が結晶状態における化学量論的組成に対
し、酸素の含有量が過剰な領域が含まれている状態）とすることが好ましい。
【０１５７】
例えば、スパッタリング法を用いて酸化物半導体層を形成する場合、スパッタリングガス
の酸素の占める割合が多い条件で行うことが好ましく、スパッタリングガスを酸素ガス１
００％として行うことが好ましい。スパッタリングガス中の酸素ガスの占める割合が多い
条件、特に酸素ガス１００％で形成すると、例えば形成温度を３００℃以上としても、酸
化物半導体層中からのＺｎの放出が抑えられる。
【０１５８】
酸化物半導体層５０３は、銅、アルミニウム、塩素などの不純物がほとんど含まれない高
純度化されたものであることが望ましい。トランジスタの製造工程において、これらの不
純物が混入または酸化物半導体層表面に付着する恐れのない工程を適宜選択することが好
ましい。具体的には、酸化物半導体層５０３の銅濃度は１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３

以下、好ましくは１×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。また、酸化物半導体層５
０３のアルミニウム濃度は１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。また、酸化物半
導体層５０３の塩素濃度は２×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。
【０１５９】
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また、酸化物半導体層５０３中のナトリウム（Ｎａ）、リチウム（Ｌｉ）、カリウム（Ｋ
）などのアルカリ金属の濃度は、Ｎａは５×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましく
は１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは１×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃ
ｍ３以下、Ｌｉは５×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは１×１０１５ａｔｏ
ｍｓ／ｃｍ３以下、Ｋは５×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは１×１０１５

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とすることが好ましい。
【０１６０】
本実施の形態においては、酸化物半導体層５０３として、ＡＣ電源装置を有するスパッタ
リング装置を用いたスパッタリング法により、厚さ３５ｎｍのＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物
（ＩＧＺＯ）層を形成する。スパッタリング法で作製するためのターゲットとしては、組
成として、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝３：１：２［原子数比］の金属酸化物ターゲットを用いる
。
【０１６１】
また、金属酸化物ターゲットの相対密度（充填率）は９０％以上１００％以下、好ましく
は９５％以上９９．９％以下である。相対密度の高い金属酸化物ターゲットを用いること
により、成膜した酸化物半導体層５０３は緻密な膜とすることができる。
【０１６２】
酸化物半導体層５０３を、成膜する際に用いるスパッタリングガスは水素、水、水酸基又
は水素化物などの不純物が除去された高純度ガスを用いることが好ましい。
【０１６３】
まず、減圧状態に保持された成膜室内に基板を保持する。そして、成膜室内の残留水分を
除去しつつ水素及び水分が除去されたスパッタガスを導入し、上記ターゲットを用いて基
板５００上に酸化物半導体層５０３を成膜する。成膜室内の残留水分を除去するためには
、吸着型の真空ポンプ、例えば、クライオポンプ、イオンポンプ、チタンサブリメーショ
ンポンプを用いることが好ましい。また、排気手段としては、ターボ分子ポンプにコール
ドトラップを加えたものであってもよい。クライオポンプを用いて排気した成膜室は、例
えば、水素原子、水（Ｈ２Ｏ）など水素原子を含む化合物（より好ましくは炭素原子を含
む化合物も）等が排気されるため、当該成膜室で成膜した酸化物半導体層５０３に含まれ
る不純物の濃度を低減できる。
【０１６４】
また、絶縁層５３６と酸化物半導体層５０３を大気に解放せずに連続的に形成してもよい
。絶縁層５３６と酸化物半導体層５０３とを大気に曝露せずに連続して形成すると、絶縁
層５３６表面に水素や水分などの不純物が付着することを防止することができる。
【０１６５】
また、酸化物半導体層５０３形成後に、酸化物半導体層５０３中の過剰な水素（水や水酸
基を含む）を除去（脱水化または脱水素化）するための加熱処理を行ってもよい。加熱処
理の温度は、３００℃以上７００℃以下、または基板の歪み点未満とする。加熱処理は減
圧下又は窒素雰囲気下などで行うことができる。例えば、加熱処理装置の一つである電気
炉に基板を導入し、酸化物半導体層５０３に対して窒素雰囲気下４５０℃において１時間
の加熱処理を行う。
【０１６６】
なお、加熱処理装置は電気炉に限られず、抵抗発熱体などの発熱体からの熱伝導または熱
輻射によって、被処理物を加熱する装置を用いてもよい。例えば、ＧＲＴＡ（Ｇａｓ　Ｒ
ａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置、ＬＲＴＡ（Ｌａｍｐ　Ｒａｐｉｄ　Ｔ
ｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置等のＲＴＡ（Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅ
ａｌ）装置を用いることができる。ＬＲＴＡ装置は、ハロゲンランプ、メタルハライドラ
ンプ、キセノンアークランプ、カーボンアークランプ、高圧ナトリウムランプ、高圧水銀
ランプなどのランプから発する光（電磁波）の輻射により、被処理物を加熱する装置であ
る。ＧＲＴＡ装置は、高温のガスを用いて加熱処理を行う装置である。高温のガスには、
アルゴンなどの希ガス、または窒素のような、加熱処理によって被処理物と反応しない不
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活性気体が用いられる。
【０１６７】
例えば、加熱処理として、６５０℃～７００℃の高温に加熱した不活性ガス中に基板を入
れ、数分間加熱した後、基板を不活性ガス中から出すＧＲＴＡを行ってもよい。
【０１６８】
なお、加熱処理においては、窒素、またはヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガスに、水
、水素などが含まれないことが好ましい。または、熱処理装置に導入する窒素、またはヘ
リウム、ネオン、アルゴン等の希ガスの純度を、６Ｎ（９９．９９９９％）以上好ましく
は７Ｎ（９９．９９９９９％）以上（即ち不純物濃度を１ｐｐｍ以下、好ましくは０．１
ｐｐｍ以下）とすることが好ましい。
【０１６９】
また、加熱処理により酸化物半導体層５０３を加熱した後、同じ炉に高純度の酸素ガス、
高純度の一酸化二窒素ガス、又は超乾燥エア（ＣＲＤＳ（キャビティリングダウンレーザ
ー分光法）方式の露点計を用いて測定した場合の水分量が２０ｐｐｍ（露点換算で－５５
℃）以下、好ましくは１ｐｐｍ以下、より好ましくは１０ｐｐｂ以下の空気）を導入して
もよい。酸素ガスまたは一酸化二窒素ガスに、水、水素などが含まれないことが好ましい
。または、熱処理装置に導入する酸素ガスまたは一酸化二窒素ガスの純度を、６Ｎ以上好
ましくは７Ｎ以上（即ち、酸素ガスまたは一酸化二窒素ガス中の不純物濃度を１ｐｐｍ以
下、好ましくは０．１ｐｐｍ以下）とすることが好ましい。酸素ガス又は一酸化二窒素ガ
スの作用により、脱水化または脱水素化処理による不純物の排除工程によって同時に減少
してしまった酸化物半導体を構成する主成分材料である酸素を供給することによって、酸
化物半導体内の酸素欠損が低減され、酸化物半導体層５０３をｉ型（真性）または実質的
にｉ型化することができる。この点、シリコンなどのように不純物元素を添加してのｉ型
化ではないため、酸化物半導体のｉ型化は従来にない技術思想を含むものといえる。
【０１７０】
脱水化又は脱水素化のための加熱処理は、酸化物半導体層の形成後であれば、島状の酸化
物半導体層５０３の形成前に行ってもよく、形成後に行ってもよい。また、脱水化又は脱
水素化のための加熱処理は、複数回行ってもよく、他の加熱処理と兼ねてもよい。
【０１７１】
また、脱水化又は脱水素化処理によって、酸化物半導体を構成する主成分材料である酸素
が同時に脱離して減少してしまう恐れがある。酸化物半導体層において、酸素が脱離した
箇所では酸素欠損が存在し、該酸素欠損に起因してトランジスタの電気的特性変動を招く
ドナー準位が生じてしまう。
【０１７２】
このため、脱水化又は脱水素化処理を行った酸化物半導体層５０３に、酸素（少なくとも
、酸素ラジカル、酸素原子、酸素イオン、のいずれかを含む）を導入して層中に酸素を供
給してもよい。
【０１７３】
脱水化又は脱水素化処理を行った酸化物半導体層５０３に、酸素を導入して層中に酸素を
供給することによって、脱水化または脱水素化処理による不純物の排除工程によって生じ
た酸化物半導体内の酸素欠損を低減し、酸化物半導体層５０３をｉ型（真性）化すること
ができる。ｉ型（真性）化した酸化物半導体層５０３を有するトランジスタは、電気特性
変動が抑制されており、電気的に安定である。
【０１７４】
酸素の導入方法としては、イオン注入法、イオンドーピング法、プラズマイマージョンイ
オンインプランテーション法、酸素を含む雰囲気下で行うプラズマ処理などを用いること
ができる。
【０１７５】
酸素の導入工程は、酸化物半導体層５０３に酸素導入する場合、酸化物半導体層５０３に
直接導入してもよいし、他の層を通過して酸化物半導体層５０３へ導入してもよい。酸素
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を他の層を通過して導入する場合は、イオン注入法、イオンドーピング法、プラズマイマ
ージョンイオンインプランテーション法などを用いればよいが、酸素を露出された酸化物
半導体層５０３へ直接導入する場合は、酸素を含む雰囲気下で行うプラズマ処理なども用
いることができる。
【０１７６】
また、酸素の導入により、酸化物半導体層５０３を構成する元素と水素の間の結合、或い
は該元素と水酸基の間の結合を切断するとともに、これらの水素または水酸基が酸素と反
応することで水を生成するため、酸素の導入後に加熱処理を行うと、不純物である水素ま
たは水酸基が、水として脱離しやすくなる。このため、酸化物半導体層５０３へ酸素を導
入した後に加熱処理を行ってもよい。その後、さらに酸化物半導体層５０３に酸素を導入
し、酸化物半導体層５０３を酸素過剰な状態としてもよい。また、酸化物半導体層５０３
への酸素の導入と加熱処理は、それぞれを交互に複数回行ってもよい。また、加熱処理と
酸素の導入を同時に行ってもよい。
【０１７７】
このように、酸化物半導体層５０３は水素などの不純物が十分に除去されることにより高
純度化され、また、十分な酸素が供給されて酸化物半導体層５０３中の酸素欠損が低減さ
れることにより、ｉ型（真性）または実質的にｉ型（真性）化されたものであることが望
ましい。
【０１７８】
電子供与体（ドナー）となる水分または水素などの不純物が低減されて高純度化された酸
化物半導体（ｐｕｒｉｆｉｅｄ　ＯＳ）は、その後、酸化物半導体に酸素を供給して、酸
化物半導体内の酸素欠損を低減することによりｉ型（真性）の酸化物半導体又はｉ型に限
りなく近い（実質的にｉ型化した）酸化物半導体とすることができる。チャネルが形成さ
れる半導体層にｉ型または実質的にｉ型化された酸化物半導体を用いたトランジスタは、
オフ電流が著しく低いという特性を有する。
【０１７９】
具体的に、高純度化された酸化物半導体層の水素濃度は、ＳＩＭＳ分析法による水素濃度
の測定値が、５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ
／ｃｍ３以下、より好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。また、酸化
物半導体層５０３に十分な酸素が供給されて酸素が過飽和の状態とするため、酸化物半導
体層５０３を挟むように酸素を多く含む絶縁層（酸化シリコン層など）を接して設けるこ
とが好ましい。
【０１８０】
また、酸素を多く含む絶縁層の水素濃度もトランジスタの特性に影響を与えるため重要で
ある。酸素を多く含む絶縁層の水素濃度が、７．２×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上で
ある場合には、トランジスタの初期特性のバラツキの増大、Ｌ長依存性の増大、さらにＢ
Ｔストレス試験において大きく劣化するため、酸素を多く含む絶縁層の水素濃度は、７．
２×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満とする。即ち、酸化物半導体層の水素濃度は５×１
０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、且つ、酸素を多く含む絶縁層の水素濃度は、７．２×１
０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満とすることが好ましい。
【０１８１】
ここで、水素濃度のＳＩＭＳ分析について触れておく。ＳＩＭＳ分析は、その原理上、試
料表面近傍や、材質が異なる膜との積層界面近傍のデータを正確に得ることが困難である
ことが知られている。そこで、層中における水素濃度の厚さ方向の分布をＳＩＭＳで分析
する場合、対象となる層が存在する範囲において、値に極端な変動が無く、ほぼ一定の値
が得られる領域における平均値を、水素濃度として採用する。また、測定の対象となる層
の厚さが小さい場合、隣接する膜内の水素濃度の影響を受けて、ほぼ一定の値が得られる
領域を見いだせない場合がある。この場合、当該膜が存在する領域における、水素濃度の
最大値または最小値を、当該膜中の水素濃度として採用する。さらに、当該膜が存在する
領域において、最大値を有する山型のピーク、最小値を有する谷型のピークが存在しない
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場合、変曲点の値を水素濃度として採用する。
【０１８２】
また、ｉ型（真性）または実質的にｉ型（真性）化された酸化物半導体は抵抗率が高く、
実質的に絶縁体として機能する。このため、トランジスタ毎に半導体層を分離しなくても
、異なる複数のトランジスタのチャネル形成領域を電気的に分離することが可能となる。
すなわち、酸化物半導体層５０３にｉ型（真性）または実質的にｉ型（真性）化された酸
化物半導体を用いることで、酸化物半導体層５０３を島状に加工するためのフォトリソグ
ラフィ工程を省略することができる。加えて、酸化物半導体層５０３を島状に加工しない
ため、漏れ電流の伝達経路となりうる半導体層の側面が形成されず、電気特性の良好なト
ランジスタを実現することが可能となる。特にトランジスタのチャネル長を１００ｎｍ以
下、さらには６０ｎｍ未満とした場合であっても、電気特性の良好なトランジスタを実現
することが可能となる。よって、消費電流が低減された半導体装置を実現することが可能
となる。
【０１８３】
次いで、酸化物半導体層５０３を覆うゲート絶縁層５４２を形成する（図２（Ｂ）参照）
。
【０１８４】
なお、ゲート絶縁層５４２の被覆性を向上させるために、酸化物半導体層５０３表面にも
上記平坦化処理を行ってもよい。特にゲート絶縁層５４２として薄い厚さの絶縁層を用い
る場合、酸化物半導体層５０３表面の平坦性が良好であることが好ましい。
【０１８５】
ゲート絶縁層５４２の厚さは、１ｎｍ以上２０ｎｍ以下とし、スパッタリング法、ＭＢＥ
法、ＣＶＤ法、パルスレーザ堆積法、ＡＬＤ法等を適宜用いて形成することができる。ま
た、ゲート絶縁層５４２は、スパッタリングターゲット表面に対し、概略垂直に複数の基
板表面がセットされた状態で成膜を行うスパッタ装置を用いて成膜してもよい。
【０１８６】
また、ゲート絶縁層５４２は、単層でも積層でもよい。本実施の形態では、ゲート絶縁層
５４２として、ゲート絶縁層５４２ａとゲート絶縁層５４２ｂの積層を用いる。ゲート絶
縁層５４２の材料としては、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化
シリコン、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化酸化アル
ミニウム、酸化ハフニウム、酸化ガリウム、又はこれらの混合材料を用いて形成すること
ができる。
【０１８７】
また、一般に、容量素子は対向する二つの電極の間に誘電体を挟む構成を有し、誘電体の
厚さが薄いほど（対向する二つの電極間距離が短いほど）、また、誘電体の誘電率が大き
いほど容量値が大きくなる。ただし、容量素子の容量値を増やすために誘電体を薄くする
と、二つの電極間に生じるリーク電流が増加しやすくなり、また、容量素子の絶縁耐圧が
低下しやすくなる。
【０１８８】
トランジスタのゲート電極、ゲート絶縁層、半導体層が重畳する部分は、前述した容量素
子として機能する（以下、「ゲート容量」ともいう）。なお、半導体層の、ゲート絶縁層
を介してゲート電極と重畳する領域にチャネルが形成される。すなわち、ゲート電極と、
チャネル形成領域が容量素子の二つの電極として機能し、ゲート絶縁層が容量素子の誘電
体として機能する。ゲート容量の容量値は大きいほうが好ましいが、容量値を増やすため
にゲート絶縁層を薄くすると、前述のリーク電流の増加や、絶縁耐圧の低下といった問題
が生じやすい。
【０１８９】
そこで、ゲート絶縁層５４２として、ハフニウムシリケート（ＨｆＳｉｘＯｙ（ｘ＞０、
ｙ＞０））、窒素が添加されたハフニウムシリケート（ＨｆＳｉｘＯｙＮｚ（ｘ＞０、ｙ
＞０、ｚ＞０））、窒素が添加されたハフニウムアルミネート（ＨｆＡｌｘＯｙＮｚ（ｘ
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＞０、ｙ＞０、ｚ＞０））、酸化ハフニウム、酸化イットリウムなどのｈｉｇｈ－ｋ材料
を用いると、ゲート絶縁層５４２を厚くしても、ゲート電極５０１と酸化物半導体層５０
３間の容量値を十分確保することが可能となる。
【０１９０】
例えば、ゲート絶縁層５４２として誘電率が大きいｈｉｇｈ－ｋ材料を用いると、ゲート
絶縁層５４２を厚くしても、ゲート絶縁層５４２に酸化シリコンを用いた場合と同等の容
量値を実現できるため、ゲート電極５０１と酸化物半導体層５０３間に生じるリーク電流
を低減できる。また、ゲート電極５０１と同じ層を用いて形成された配線と、該配線と重
畳する他の配線との間に生じるリーク電流を低減できる。なお、ゲート絶縁層５４２をｈ
ｉｇｈ－ｋ材料と、上記材料との積層構造としてもよい。
【０１９１】
ゲート絶縁層５４２は、酸化物半導体層５０３と接する部分において酸素を含むことが好
ましい。本実施の形態においては、酸化物半導体層５０３と接するゲート絶縁層５４２ａ
は、膜中（バルク中）に少なくとも化学量論比を超える量の酸素が存在することが好まし
い。例えば、ゲート絶縁層５４２ａとして、酸化シリコンを用いる場合には、ＳｉＯ２＋

α（ただし、α＞０）とする。本実施の形態では、ゲート絶縁層５４２ａとして、ＳｉＯ

２＋α（ただし、α＞０）である酸化シリコンを用いる。この酸化シリコンをゲート絶縁
層５４２に用いることで、酸化物半導体層５０３に酸素を供給することができ、特性を良
好にすることができる。さらに、ゲート絶縁層５４２ａは、作製するトランジスタのサイ
ズやゲート絶縁層５４２ａの段差被覆性を考慮して形成することが好ましい。
【０１９２】
ゲート絶縁層５４２ａ上に形成するゲート絶縁層５４２ｂは、窒化シリコンや酸化アルミ
ニウムなどの、水素、水分、水素化物、または水酸化物などの不純物や、酸素に対するバ
リア性を有する材料を用いることが好ましい。
【０１９３】
また、ゲート絶縁層５４２を形成する前に、酸素、一酸化二窒素、もしくは希ガス（代表
的にはアルゴン）などを用いたプラズマ処理により、酸化物半導体層５０３の表面に付着
した水分や有機物などの不純物を除去することが好ましい。
【０１９４】
また、ゲート絶縁層５４２の形成後、ゲート絶縁層５４２に酸素（少なくとも、酸素ラジ
カル、酸素原子、酸素イオン、のいずれかを含む）を導入してゲート絶縁層５４２を酸素
過剰な状態としてもよい。酸素の導入は、イオン注入法、イオンドーピング法、プラズマ
イマージョンイオンインプランテーション法、酸素を含む雰囲気下で行うプラズマ処理な
どを用いることができる。
【０１９５】
酸素の導入により、ゲート絶縁層５４２を構成している元素と水素の間の結合、或いは該
元素と水酸基の間の結合を切断するとともに、これら水素、または水酸基が、酸素と反応
することで水を生成するため、酸素の導入後に加熱処理を行うことで、不純物である水素
、または水酸基を、水として、脱離させやすくすることができる。すなわち、ゲート絶縁
層５４２中の不純物濃度をさらに低減することができる。このため、ゲート絶縁層５４２
へ酸素を導入した後に加熱処理を行ってもよい。その後、さらにゲート絶縁層５４２に酸
素を導入し、ゲート絶縁層５４２を酸素過剰な状態としてもよい。また、ゲート絶縁層５
４２への酸素の導入と加熱処理は、それぞれを交互に複数回行ってもよい。また、加熱処
理と酸素の導入を同時に行ってもよい。なお、酸素の導入は、ゲート絶縁層５４２ａまた
はゲート絶縁層５４２ｂのどちらか一方の層に行ってもよいし、両方の層に行ってもよい
。
【０１９６】
次に、ゲート絶縁層５４２上に、ゲート電極５０１を形成するための導電層５０４（図示
せず）、及び絶縁層５１３を形成するための絶縁層５０８（図示せず）の積層を形成し、
第１のフォトリソグラフィ工程により導電層５０４及び絶縁層５０８の一部を選択的にエ
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ッチングして、ゲート電極５０１及び絶縁層５１３の積層を形成する（図２（Ｃ）参照）
。
【０１９７】
なお、特段の説明が無い限り、本明細書で言うフォトリソグラフィ工程には、レジストマ
スクの形成工程と、導電層または絶縁層のエッチング工程と、レジストマスクの剥離工程
が含まれているものとする。
【０１９８】
本実施の形態では、導電層５０４として、スパッタリング法によりゲート絶縁層５４２上
に厚さ３０ｎｍの窒化タンタル層を形成し、該窒化タンタル層上に厚さ１３５ｎｍのタン
グステン層を形成する。また、絶縁層５０８として、プラズマＣＶＤ法により厚さ２００
ｎｍの酸化窒化シリコン層を形成する。
【０１９９】
導電層５０４及び絶縁層５０８の一部を選択的にエッチングして、ゲート電極５０１及び
絶縁層５１３を形成するためのレジストマスクは、印刷法やインクジェット法で形成して
もよい。レジストマスクをインクジェット法で形成するとフォトマスクを使用しないため
、製造コストを低減できる。
【０２００】
また、ゲート電極５０１及び絶縁層５１３を形成するためのエッチングは、ドライエッチ
ング法でもウェットエッチング法でもよく、両方を用いてもよい。なお、微細なパターン
を形成するためには、異方性エッチングが可能なドライエッチング法を用いることが好ま
しい。
【０２０１】
導電層５０４及び絶縁層５０８のエッチングをドライエッチング法で行う場合は、エッチ
ングガスとしてハロゲン元素を含むガスを用いることができる。ハロゲン元素を含むガス
の一例としては、塩素（Ｃｌ２）、三塩化硼素（ＢＣｌ３）、四塩化珪素（ＳｉＣｌ４）
もしくは四塩化炭素（ＣＣｌ４）などを代表とする塩素系ガス、四フッ化炭素（ＣＦ４）
、六フッ化硫黄（ＳＦ６）、三フッ化窒素（ＮＦ３）もしくはトリフルオロメタン（ＣＨ
Ｆ３）などを代表とするフッ素系ガス、臭化水素（ＨＢｒ）または酸素を適宜用いること
ができる。また用いるエッチング用ガスに不活性気体を添加してもよい。また、ドライエ
ッチング法としては、平行平板型ＲＩＥ（Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔｃｈｉｎｇ）
法や、ＩＣＰ（Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ：誘導結合型プ
ラズマ）エッチング法を用いることができる。所望の加工形状にエッチングできるように
、エッチング条件（コイル型の電極に印加される電力量、基板側の電極に印加される電力
量、基板側の電極温度等）を適宜調節する。
【０２０２】
後にゲート電極５０１となる導電層５０４の材料は、モリブデン、チタン、タンタル、タ
ングステン、アルミニウム、銅、クロム、ネオジム、スカンジウム等の金属材料またはこ
れらを主成分とする合金材料を用いて形成することができる。また、導電層５０４として
リン等の不純物元素をドーピングした多結晶シリコンに代表される半導体、ニッケルシリ
サイドなどのシリサイドを用いてもよい。導電層５０４は、単層構造としてもよいし、積
層構造としてもよい。
【０２０３】
また、導電層５０４の材料は、酸化インジウム酸化スズ、酸化タングステンを含むインジ
ウム酸化物、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むインジウ
ム酸化物、酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、酸化インジウム酸化亜鉛、酸化ケイ素
を添加したインジウム錫酸化物などの導電性材料を適用することもできる。また、上記導
電性材料と、上記金属材料の積層構造とすることもできる。
【０２０４】
また、ゲート絶縁層５４２と接する導電層５０４として、窒素を含む金属酸化物、具体的
には、窒素を含むＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物や、窒素を含むＩｎ－Ｓｎ系酸化物や、窒素
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を含むＩｎ－Ｇａ系酸化物や、窒素を含むＩｎ－Ｚｎ系酸化物や、窒素を含む酸化錫や、
窒素を含む酸化インジウムや、金属窒化物（ＩｎＮ、ＳｎＮなど）を用いることができる
。これらの材料は５ｅＶ（電子ボルト）以上の仕事関数を有し、ゲート電極として用いた
場合、トランジスタの電気特性のしきい値電圧をプラスにすることができ、所謂ノーマリ
ーオフのスイッチング素子を実現できる。
【０２０５】
絶縁層５１３の材料は、代表的には酸化シリコン、酸化窒化シリコン、酸化アルミニウム
、酸化窒化アルミニウム、窒化シリコン、窒化アルミニウム、窒化酸化シリコン、窒化酸
化アルミニウムなどの無機絶縁材料を用いることができる。絶縁層５１３は、ＣＶＤ法又
はスパッタリング法等を用いて形成することができる。
【０２０６】
次に、ゲート電極５０１及び絶縁層５１３上に絶縁層５１１（図示せず）を形成し、絶縁
層５１１をエッチングして側壁絶縁層５１２を形成する。さらに、ゲート電極５０１及び
側壁絶縁層５１２をマスクとして、ゲート絶縁層５４２をエッチングし、ゲート絶縁層５
０２（ゲート絶縁層５０２ａ、ゲート絶縁層５０２ｂ）を形成する（図２（Ｄ）参照）。
【０２０７】
絶縁層５１１は、絶縁層５１３と同様な材料及び方法を用いて形成することができる。本
実施の形態では、ＣＶＤ法により形成した酸化窒化シリコンを用いる。
【０２０８】
次いで、酸化物半導体層５０３、ゲート絶縁層５０２、ゲート電極５０１、側壁絶縁層５
１２、及び絶縁層５１３上に、後にソース電極及びドレイン電極（これと同じ層で形成さ
れる配線を含む）となる島状の導電層５４５を形成する（図３（Ａ）参照）。
【０２０９】
導電層５４５は後の加熱処理に耐えられる材料を用いて形成する。導電層５４５に用いる
材料としては、例えば、Ａｌ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗから選ばれた元素を含
む金属、または上述した元素を成分とする金属窒化物（窒化チタン、窒化モリブデン、窒
化タングステン）等を用いることができる。また、Ａｌ、Ｃｕなどの金属層の下側又は上
側の一方または双方にＴｉ、Ｍｏ、Ｗなどの高融点金属膜またはそれらの金属窒化物膜（
窒化チタン膜、窒化モリブデン膜、窒化タングステン膜）を積層させた構成としても良い
。また、導電層５４５に用いる導電層としては、導電性の金属酸化物で形成しても良い。
導電性の金属酸化物としては酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）、酸化スズ（ＳｎＯ２）、酸
化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム酸化スズ（Ｉｎ２Ｏ３―ＳｎＯ２、ＩＴＯと略記する
）、酸化インジウム酸化亜鉛（Ｉｎ２Ｏ３―ＺｎＯ）またはこれらの金属酸化物に酸化シ
リコンを含ませたものを用いることができる。
【０２１０】
本実施の形態では、導電層５４５として、スパッタリング法により厚さ３０ｎｍのタング
ステン層を形成する。
【０２１１】
島状の導電層５４５は、第２のフォトリソグラフィ工程により形成する。具体的には、導
電層５４５上にレジストマスクを形成し、導電層５４５の一部を選択的にエッチングした
後、レジストマスクを除去して島状の導電層５４５を形成する。なお、該エッチング工程
では、ゲート電極５０１と重畳する部分の導電層５４５の除去は行わない。
【０２１２】
導電層として厚さ３０ｎｍのタングステン層を用いる場合、該導電層のエッチングは、例
えばドライエッチング法により、タングステン層の一部を選択的にエッチング（（エッチ
ング条件：エッチングガス（ＣＦ４：Ｃｌ２：Ｏ２＝５５ｓｃｃｍ：４５ｓｃｃｍ：５５
ｓｃｃｍ）、電源電力３０００Ｗ、バイアス電力１４０Ｗ、圧力０．６７Ｐａ）して、島
状のタングステン層を形成すればよい。
【０２１３】
この時、導電層５４５の形成により露出した酸化物半導体層５０３の表面には、導電層５
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４５を構成する元素や、処理室内に存在する元素、エッチングに用いたエッチングガスを
構成する元素が不純物として付着する場合がある。
【０２１４】
不純物が付着すると、トランジスタのオフ電流の増加、或いはトランジスタの電気的特性
の劣化がもたらされやすい。また、酸化物半導体層５０３に寄生チャネルが生じやすくな
り、電気的に分離されるべき電極や配線が酸化物半導体層５０３を介して電気的に接続さ
れやすくなる。
【０２１５】
また、不純物によっては、酸化物半導体層５０３内（バルク内）の表面近傍に混入し、酸
化物半導体層５０３中の酸素を引き抜いてしまい、酸化物半導体層５０３の表面及び表面
近傍に酸素欠損が形成されることがある。例えば、上述したエッチングガスに含まれる塩
素やボロンや、処理室の構成材料であるアルミニウムは、酸化物半導体層５０３が低抵抗
化（ｎ型化）する要因の一つとなりうる。
【０２１６】
そこで、導電層５４５を形成するためのエッチングが終了した後、酸化物半導体層５０３
の表面に付着した不純物を除去するための洗浄処理（不純物除去処理）を行うことが好ま
しい。
【０２１７】
不純物除去処理は、プラズマ処理、または溶液による処理によって行うことができる。プ
ラズマ処理としては、酸素プラズマ処理または一酸化二窒素プラズマ処理などを用いるこ
とができる。また、プラズマ処理として希ガス（代表的にはアルゴン）を用いてもよい。
【０２１８】
また、溶液による洗浄処理としては、ＴＭＡＨ（Ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌａｍｍｏｎｉｕ
ｍ　Ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ）溶液などのアルカリ性の溶液、希フッ酸、シュウ酸などの酸性
の溶液、水などを用いて行うことができる。例えば、希フッ酸を用いる場合、５０重量％
フッ酸を、水で１／１０２乃至１／１０５程度、好ましくは１／１０３乃至１／１０５程
度に希釈した希フッ酸を使用する。すなわち、濃度が０．５重量％乃至５×１０－４重量
％の希フッ酸、好ましくは５×１０－２重量％乃至５×１０－４重量％の希フッ酸を洗浄
処理に用いることが望ましい。洗浄処理により、酸化物半導体層５０３の表面に付着した
上記不純物を除去することができる。
【０２１９】
また、希フッ酸溶液を用いて不純物除去処理を行うと、酸化物半導体層５０３の表面をエ
ッチングすることができる。すなわち、酸化物半導体層５０３の表面に付着した不純物や
、酸化物半導体層５０３内の表面近傍に混入した不純物を、酸化物半導体層５０３の一部
とともに除去することができる。これにより、酸化物半導体層５０３の、導電層５４５と
重畳する領域の厚さが、重畳しない領域より厚くなる場合がある。すなわち、酸化物半導
体層５０３の、ソース電極５０５ａ及びドレイン電極５０５ｂと重畳する領域の厚さが、
重畳しない領域より大きく（厚く）なる場合がある。例えば、１／１０３希釈フッ酸（０
．０５％フッ酸）で、ＩＧＺＯ層を処理すると、１秒あたり１～３ｎｍ膜厚が減少し、２
／１０５希釈フッ酸（０．００２５％フッ酸）で、ＩＧＺＯ層を処理すると、１秒あたり
０．１ｎｍ程度厚さが減少する。
【０２２０】
不純物除去処理を行うことで、ＳＩＭＳを用いた分析により得られる濃度のピーク値にお
いて、半導体層表面における塩素濃度を１×１０１９／ｃｍ３以下（好ましくは５×１０
１８／ｃｍ３以下、さらに好ましくは１×１０１８／ｃｍ３以下）とすることができる。
また、半導体層表面におけるボロン濃度を１×１０１９／ｃｍ３以下（好ましくは５×１
０１８／ｃｍ３以下、さらに好ましくは１×１０１８／ｃｍ３以下）とすることができる
。また、半導体層表面におけるアルミニウム濃度を１×１０１９／ｃｍ３以下（好ましく
は５×１０１８／ｃｍ３以下、さらに好ましくは１×１０１８／ｃｍ３以下）とすること
ができる。
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【０２２１】
不純物除去処理を行うことで、安定した電気特性を有する信頼性の高いトランジスタを実
現することができる。なお、ゲート絶縁層５０２形成後にも不純物除去処理を行っても構
わない。
【０２２２】
次に、島状の導電層５４５上に絶縁層５４７を形成し、絶縁層５４７上に絶縁層５４６を
形成する（図３（Ｂ）参照）。
【０２２３】
絶縁層５４７は、ゲート絶縁層５０２ｂ、絶縁層５３６ａと同様の材料及び方法で形成す
ることができる。絶縁層５４６は、絶縁層５１３と同様の材料及び方法を用いて形成する
ことができる。絶縁層５４７は、窒化シリコンや酸化アルミニウムなどの、水素、水分、
水素化物、または水酸化物などの不純物や、酸素に対するバリア性を有する材料を用いる
ことが好ましい。本実施の形態では、絶縁層５４７としてスパッタリング法により酸化ア
ルミニウム層を１０ｎｍの厚さで形成する。酸化アルミニウム層を高密度（密度３．２ｇ
／ｃｍ３以上、好ましくは３．６ｇ／ｃｍ３以上）とすることによって、トランジスタ５
４０ａ、トランジスタ５４０ｂに安定な電気特性を付与することができる。膜密度はラザ
フォード後方散乱法（ＲＢＳ）や、Ｘ線反射率測定法（ＸＲＲ：Ｘ－Ｒａｙ　Ｒｅｆｌｅ
ｃｔｉｏｎ）によって測定することができる。
【０２２４】
また、絶縁層５４６は、これまで基板５００上に形成された層により生じる凹凸を平坦化
できる厚さで形成する。本実施の形態では、絶縁層５４６としてＣＶＤ法により酸化窒化
シリコン層を３００ｎｍの厚さで形成する。
【０２２５】
また、絶縁層５４７の形成後に、酸素（少なくとも、酸素ラジカル、酸素原子、酸素イオ
ン、のいずれかを含む）を導入して絶縁層５４７中に酸素を供給し、絶縁層５４７を酸素
過剰な状態としてもよい。また、絶縁層５４６の形成後に、酸素（少なくとも、酸素ラジ
カル、酸素原子、酸素イオン、のいずれかを含む）を導入して絶縁層５４６中に酸素を供
給し、絶縁層５４６を酸素過剰な状態としてもよい。
【０２２６】
また、絶縁層５４７に直接酸素を導入してもよいし、他の層を介して導入してもよい。ま
た、絶縁層５４６に直接酸素導入してもよいし、他の層を介して導入してもよい。酸素を
他の層を通過して導入する場合は、イオン注入法、イオンドーピング法、プラズマイマー
ジョンイオンインプランテーション法などを用いてもよい。また、直接酸素を導入する場
合は、上記の方法に加えて酸素雰囲気下で行うプラズマ処理なども用いることができる。
【０２２７】
酸素の導入により、絶縁層を構成している元素と水素の間の結合、或いは該元素と水酸基
の間の結合を切断するとともに、これら水素、または水酸基が、酸素と反応することで水
を生成するため、酸素の導入後に加熱処理を行うことで、不純物である水素、または水酸
基を、水として、脱離させやすくすることができる。すなわち、絶縁層中の不純物濃度を
さらに低減することができる。このため、絶縁層へ酸素を導入した後に加熱処理を行って
もよい。その後、さらに絶縁層に酸素を導入し、絶縁層を酸素過剰な状態としてもよい。
また、絶縁層への酸素の導入と加熱処理は、それぞれを交互に複数回行ってもよい。また
、加熱処理と酸素の導入を同時に行ってもよい。
【０２２８】
次に絶縁層５４７、絶縁層５４６及び導電層５４５に化学的機械研磨法により研磨処理を
行い、絶縁層５１３が露出するよう絶縁層５４７、絶縁層５４６及び導電層５４５の一部
を除去する（図３（Ｃ）参照）。
【０２２９】
該研磨処理によって、絶縁層５４６を層間絶縁層５１５に加工し、絶縁層５４７を層間絶
縁層５１７に加工し、ゲート電極５０１上の導電層５４５を除去してソース電極５０５ａ
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及びドレイン電極５０５ｂを形成する。
【０２３０】
本実施の形態では、絶縁層５４６、絶縁層５４７及び導電層５４５の除去に化学的機械研
磨法を用いたが、他の切削（研削、研磨）方法を用いてもよい。また、ゲート電極５０１
上の導電層５４５を除去する工程において、化学的機械研磨法などの切削（研削、研磨）
法の他、エッチング（ドライエッチング、ウェットエッチング）法や、プラズマ処理など
を組み合わせてもよい。例えば、化学的機械研磨法による除去工程後、ドライエッチング
法やプラズマ処理（逆スパッタリングなど）を行い、処理表面の平坦性向上を図ってもよ
い。切削（研削、研磨）方法に、エッチング法、プラズマ処理などを組み合わせて行う場
合、工程順は特に限定されず、絶縁層５４６、絶縁層５４７及び導電層５４５の材料、厚
さ、及び表面の凹凸状態に合わせて適宜設定すればよい。
【０２３１】
なお、本実施の形態においては、ソース電極５０５ａ、ドレイン電極５０５ｂはゲート電
極５０１側面に設けられた側壁絶縁層５１２の側面に接するように設けられている。また
、ソース電極５０５ａ、及びドレイン電極５０５ｂは、側壁絶縁層５１２を側壁絶縁層５
１２の側面の上端部よりやや低い位置まで覆っている。ソース電極５０５ａ、及びドレイ
ン電極５０５ｂの形状は導電層５４５を除去する研磨処理の条件によって異なり、本実施
の形態に示すように、側壁絶縁層５１２、及び絶縁層５１３の研磨処理された表面より厚
さ方向に後退した形状となる場合がある。しかし、研磨処理の条件によっては、ソース電
極５０５ａ、及びドレイン電極５０５ｂの上端部と、側壁絶縁層５１２ａの上端部とは概
略一致する場合もある。
【０２３２】
以上の工程で、本実施の形態のトランジスタ５４０ａが作製される（図３（Ｃ）参照）。
【０２３３】
トランジスタ５４０ａは作製工程において、ゲート電極５０１、絶縁層５１３、及び側壁
絶縁層５１２上に設けられた導電層５４５を化学機械研磨処理することによって除去し導
電層５４５を分断することによって、ソース電極５０５ａ及びドレイン電極５０５ｂを形
成する。
【０２３４】
また、ソース電極５０５ａ、及びドレイン電極５０５ｂは、露出した酸化物半導体層５０
３上面、及び側壁絶縁層５１２と接して設けられている。よって、ソース電極５０５ａ又
はドレイン電極５０５ｂと酸化物半導体層５０３とが接する領域（ソース領域又はドレイ
ン領域）と、ゲート電極５０１との距離は、側壁絶縁層５１２のチャネル長方向の幅とな
り、より微細化が達成できる他、作製工程におけるばらつきをより少なくすることができ
る。
【０２３５】
また、ソース電極５０５ａ又はドレイン電極５０５ｂと酸化物半導体層５０３とが接する
領域（ソース領域又はドレイン領域）と、ゲート電極５０１との距離を短くすることがで
きるため、ソース電極５０５ａ又はドレイン電極５０５ｂと酸化物半導体層５０３とが接
する領域（ソース領域又はドレイン領域）、及びゲート電極５０１間の抵抗が減少し、ト
ランジスタ５４０ａのオン特性を向上させることが可能となる。
【０２３６】
また、ソース電極５０５ａ及びドレイン電極５０５ｂの形成工程におけるゲート電極５０
１上の導電層５４５を除去する工程において、レジストマスクを用いたエッチング工程を
用いないため、精密な加工を正確に行うことができる。よって、半導体装置の作製工程に
おいて、形状や特性のばらつきが少ない微細な構造を有するトランジスタ５４０ａを歩留
まりよく作製することができる。
【０２３７】
なお、ソース電極５０５ａ及びドレイン電極５０５ｂの形成工程におけるゲート電極５０
１上の導電層５４５を除去する工程において、絶縁層５１３の一部、又は絶縁層５１３全
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部を除去してもよい。図４（Ｃ）に、絶縁層５１３を全部除去し、ゲート電極５０１が露
出しているトランジスタ５４０ｃの例を示す。また、ゲート電極５０１も上方の一部が除
去されてもよい。トランジスタ５４０ｃのようにゲート電極５０１を露出する構造は、ト
ランジスタ５４０ｃ上に他の配線や半導体素子を積層する集積回路において用いることが
できる。
【０２３８】
トランジスタ５４０ａ上に保護絶縁層となる緻密性の高い無機絶縁層（代表的には酸化ア
ルミニウム層）を設けてもよい。
【０２３９】
本実施の形態では、絶縁層５１３、ソース電極５０５ａ、ドレイン電極５０５ｂ、側壁絶
縁層５１２、及び層間絶縁層５１５上に接して絶縁層５０７を形成する（図３（Ｄ）参照
）。
【０２４０】
また、層間絶縁層５１７を形成せず、層間絶縁層５１５として保護絶縁層となる緻密性の
高い無機絶縁層（代表的には酸化アルミニウム層）を設けてもよい。図４（Ｂ）にソース
電極５０５ａ及びドレイン電極５０５ｂと層間絶縁層５１５との間に層間絶縁層５１７を
形成しないトランジスタ５４０ｂの例を示す。
【０２４１】
また、絶縁層５０７は単層でも積層でもよく、少なくとも酸化アルミニウム層を含むこと
が好ましい。
【０２４２】
絶縁層５０７は、プラズマＣＶＤ法、スパッタリング法、又は蒸着法等により成膜するこ
とができる。
【０２４３】
酸化アルミニウム以外の絶縁層５０７に用いる材料としては、例えば酸化シリコン、窒化
シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム
、酸化窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウム、又は酸化ガリウムなどの無機絶縁材料
などを用いることができる。また、酸化ハフニウム、酸化マグネシウム、酸化ジルコニウ
ム、酸化ランタン、酸化バリウム、又は金属窒化物も用いることができる。
【０２４４】
本実施の形態では、絶縁層５０７としてスパッタリング法により酸化アルミニウム層を形
成する。酸化アルミニウム層を高密度（密度３．２ｇ／ｃｍ３以上、好ましくは３．６ｇ
／ｃｍ３以上）とすることによって、トランジスタ５４０ａ、トランジスタ５４０ｂに安
定な電気特性を付与することができる。
【０２４５】
酸化物半導体層５０３上に設けられる絶縁層５０７、絶縁層５１０として用いることので
きる酸化アルミニウム層は、水素、水分などの不純物、及び酸素の両方に対して膜を通過
させない遮断効果（ブロック効果）が高い。
【０２４６】
従って、酸化アルミニウムで形成された絶縁層は、作製工程中及び作製後において、変動
要因となる水素、水分などの不純物の酸化物半導体層５０３への混入、及び酸化物半導体
を構成する主成分材料である酸素の酸化物半導体層５０３からの放出を防止する保護層と
して機能する。
【０２４７】
絶縁層５０７は、絶縁層５０７に水、水素等の不純物を混入させない方法（好適にはスパ
ッタリング法など）を適宜用いて形成することが好ましい。
【０２４８】
また、酸化物半導体層の形成時と同様に、成膜室内の残留水分を除去するために、吸着型
の真空ポンプ（クライオポンプなど）を用いることが好ましい。クライオポンプを用いて
排気した成膜室で形成した絶縁層５０７、絶縁層５１０に含まれる不純物の濃度を低減で
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きる。また、成膜室内の残留水分を除去するための排気手段としては、ターボ分子ポンプ
にコールドトラップを加えたものであってもよい。
【０２４９】
絶縁層５０７を、成膜する際に用いるスパッタガスとしては、水素、水、水酸基又は水素
化物などの不純物が除去された高純度ガスを用いることが好ましい。
【０２５０】
また、トランジスタ起因の表面凹凸を低減するために、トランジスタ上に平坦化絶縁層を
形成してもよい。平坦化絶縁層としては、ポリイミド、アクリル樹脂、ベンゾシクロブテ
ン系樹脂、等の有機材料を用いることができる。また上記有機材料の他に、低誘電率材料
（ｌｏｗ－ｋ材料）等を用いることができる。なお、これらの材料で形成される絶縁層を
複数積層させることで、平坦化絶縁層を形成してもよい。
【０２５１】
また、図４（Ａ）に、絶縁層５０７、層間絶縁層５１５及び層間絶縁層５１７にソース電
極５０５ａ、及びドレイン電極５０５ｂに達する開口５３３ａ、開口５３３ｂを形成し、
絶縁層５０７上に、開口５３３ａを介してソース電極５０５ａと電気的に接続する配線５
３５ａと、開口５３３ｂを介してドレイン電極５０５ｂに電気的に接続する配線５３５ｂ
を形成する例を示す。配線５３５ａ、配線５３５ｂを用いて他のトランジスタや素子と接
続させ、様々な回路を構成することができる。
【０２５２】
開口５３３ａ、及び開口５３３ｂは、第３のフォトリソグラフィ工程により絶縁層５０７
、層間絶縁層５１５及び層間絶縁層５１７の一部を選択的にエッチングして形成すること
ができる。絶縁層５０７、層間絶縁層５１５及び層間絶縁層５１７のエッチングは、ドラ
イエッチング法でもウェットエッチング法でもよく、両方を用いてもよい。
【０２５３】
配線５３５ａ及び配線５３５ｂは、開口５３３ａ及び開口５３３ｂの形成後、絶縁層５０
７上に配線５３５ａ及び配線５３５ｂを形成するための導電層を形成し、第４のフォトリ
ソグラフィ工程により該導電層の一部を選択的にエッチングして形成することができる。
【０２５４】
配線５３５ａ、及び配線５３５ｂを形成するための導電層は、ゲート電極５０１、ソース
電極５０５ａ、又はドレイン電極５０５ｂと同様の材料を用いることができる。例えば、
Ａｌ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗから選ばれた元素を含む金属材料、または上述
した元素を成分とする金属窒化物（窒化チタン、窒化モリブデン、窒化タングステン）等
を用いることができる。また、上記材料の単層または積層を用いることができる。例えば
、配線５３５ａ、及び配線５３５ｂを形成するための導電層として、Ａｌ、Ｃｕなどの金
属層の下側又は上側の一方または双方にＴｉ、Ｍｏ、Ｗなどの高融点金属層またはそれら
の金属窒化物（窒化チタン、窒化モリブデン、窒化タングステン）を積層させた構成とし
ても良い。また、配線５３５ａ、配線５３５ｂに用いる導電層としては、導電性の金属酸
化物で形成しても良い。導電性の金属酸化物としては酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）、酸
化スズ（ＳｎＯ２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム酸化スズ（Ｉｎ２Ｏ３―Ｓｎ
Ｏ２、ＩＴＯと略記する）、酸化インジウム酸化亜鉛（Ｉｎ２Ｏ３―ＺｎＯ）またはこれ
らの金属酸化物材料に酸化シリコンを含ませたものを用いることができる。
【０２５５】
また、配線５３５ａ及び配線５３５ｂとして、モリブデンの単層、窒化タンタルと銅との
積層、又は窒化タンタルとタングステンとの積層などを用いることができる。
【０２５６】
本実施の形態によれば、半導体装置において、形状や特性のばらつきの少ない微細な構造
を有するオン特性の高いトランジスタ５４０ａ、トランジスタ５４０ｂ、トランジスタ５
４０ｃを歩留まりよく提供することができる。
【０２５７】
従って、微細化を実現し、かつ高い電気的特性を付与された半導体装置、及び該半導体装
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置の作製方法を提供することができる。
【０２５８】
また、本実施の形態によれば、島状半導体層を形成するためのフォトリソグラフィ工程を
省略することができるため、従来よりも少ないフォトリソグラフィ工程により半導体装置
を作製することが可能となる。よって、低コストで、生産性の良い半導体装置を作製する
ことができる。
【０２５９】
なお、酸化物半導体層５０３を、複数の酸化物半導体層が積層された構造としてもよい。
例えば、酸化物半導体層５０３を、第１の酸化物半導体層と第２の酸化物半導体層の積層
として、第１の酸化物半導体層と第２の酸化物半導体層に異なる組成の金属酸化物を用い
てもよい。例えば、第１の酸化物半導体層に三元系金属の酸化物を用い、第２の酸化物半
導体層に二元系金属の酸化物を用いてもよい。また、例えば、第１の酸化物半導体層と第
２の酸化物半導体層を、どちらも三元系金属の酸化物としてもよい。
【０２６０】
また、第１の酸化物半導体層と第２の酸化物半導体層の構成元素を同一とし、両者の組成
を異ならせてもよい。例えば、第１の酸化物半導体層の原子数比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１
：１：１とし、第２の酸化物半導体層の原子数比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝３：１：２として
もよい。また、第１の酸化物半導体層の原子数比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：２とし、
第２の酸化物半導体層の原子数比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝２：１：３としてもよい。
【０２６１】
この時、第１の酸化物半導体層と第２の酸化物半導体層のうち、ゲート電極に近い側（チ
ャネル側）の酸化物半導体層のＩｎとＧａの含有率をＩｎ＞Ｇａとするとよい。またゲー
ト電極から遠い側（バックチャネル側）の酸化物半導体層のＩｎとＧａの含有率をＩｎ≦
Ｇａとするとよい。
【０２６２】
酸化物半導体では主として重金属のｓ軌道がキャリア伝導に寄与しており、Ｉｎの含有率
を多くすることによりｓ軌道のオーバーラップが多くなる傾向があるため、Ｉｎ＞Ｇａの
組成となる酸化物はＩｎ≦Ｇａの組成となる酸化物と比較して高い移動度を備える。また
、ＧａはＩｎと比較して酸素欠損の形成エネルギーが大きく酸素欠損が生じにくいため、
Ｉｎ≦Ｇａの組成となる酸化物はＩｎ＞Ｇａの組成となる酸化物と比較して安定した特性
を備える。
【０２６３】
チャネル側にＩｎ＞Ｇａの組成となる酸化物半導体を適用し、バックチャネル側にＩｎ≦
Ｇａの組成となる酸化物半導体を適用することで、トランジスタの移動度及び信頼性をさ
らに高めることが可能となる。
【０２６４】
また、第１の酸化物半導体層と第２の酸化物半導体層に、結晶性の異なる酸化物半導体を
適用してもよい。すなわち、単結晶酸化物半導体、多結晶酸化物半導体、非晶質酸化物半
導体、またはＣＡＡＣ－ＯＳを適宜組み合わせた構成としてもよい。また、第１の酸化物
半導体層と第２の酸化物半導体層の少なくともどちらか一方に非晶質酸化物半導体を適用
すると、酸化物半導体層５０３の内部応力や外部からの応力を緩和し、トランジスタの特
性ばらつきが低減され、また、トランジスタの信頼性をさらに高めることが可能となる。
【０２６５】
一方で、非晶質酸化物半導体は水素などのドナーとなる不純物を吸収しやすく、また、酸
素欠損が生じやすいためｎ型化されやすい。このため、チャネル側の酸化物半導体層は、
ＣＡＡＣ－ＯＳなどの結晶性を有する酸化物半導体を適用することが好ましい。
【０２６６】
また、トランジスタとしてボトムゲート構造のチャネルエッチング型のトランジスタを用
いる場合、バックチャネル側に非晶質酸化物半導体を用いると、ソース電極及びドレイン
電極形成時のエッチング処理により酸素欠損が生じ、ｎ型化されやすい。このため、チャ
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ネルエッチング型のトランジスタを用いる場合は、バックチャネル側の酸化物半導体層に
結晶性を有する酸化物半導体を適用することが好ましい。
【０２６７】
また、酸化物半導体層５０３を３層以上の積層構造とし、複数層の結晶性を有する酸化物
半導体層で非晶質酸化物半導体層を挟む構造としてもよい。また、結晶性を有する酸化物
半導体層と非晶質酸化物半導体層を交互に積層する構造としてもよい。
【０２６８】
酸化物半導体層５０３を複数層の積層構造とする場合の上記構成は、それぞれを適宜組み
合わせて用いることができる。
【０２６９】
また、酸化物半導体層５０３を複数層の積層構造とし、各酸化物半導体層の形成後に酸素
を導入してもよい。酸素の導入は、酸素雰囲気下による熱処理や、イオン注入法、イオン
ドーピング法、プラズマイマージョンイオンインプランテーション法、酸素を含む雰囲気
下で行うプラズマ処理などを用いることができる。
【０２７０】
各酸化物半導体層の形成毎に酸素を導入することで、酸化物半導体内の酸素欠損を低減す
る効果を高めることができる。
【０２７１】
また、本実施の形態に示すトランジスタは、酸化物半導体層５０３としてＣＡＡＣ－ＯＳ
が適用される場合に特に有用である。ＣＡＡＣ－ＯＳで形成された酸化物半導体層は、側
面（端面）から酸素が脱離しやすいからである。なお、この点については、下記の参考例
において詳述する。
【０２７２】
なお、本実施の形態では、島状に加工しない酸化物半導体層を用いて構成されたトランジ
スタについて示したが、当該構成と異なる構成を有するトランジスタであっても寄生チャ
ネルの形成を抑制することが可能である。具体的には、トランジスタのチャネル幅方向（
図１（Ａ）に示すＹ１－Ｙ２線に沿う方向）において酸化物半導体層がパターニングされ
ていなければ（チャネル幅方向において酸化物半導体層が延在していれば）、寄生チャネ
ルの形成を抑制することが可能である。換言すると、トランジスタのチャネル長方向（図
１（Ａ）に示すＸ１－Ｘ２線に沿う方向）においてパターニングされている酸化物半導体
層であっても、寄生チャネルの形成が抑制されることがある。
【０２７３】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０２７４】
（実施の形態２）
本実施の形態では、本明細書に示すトランジスタを使用し、電力が供給されない状況でも
記憶内容の保持が可能で、かつ、書き込み回数にも制限が無い半導体装置の一例を、図面
を用いて説明する。
【０２７５】
図５は、半導体装置の構成の一例である。図５（Ａ）に、半導体装置の断面図を、図５（
Ｂ）に半導体装置の上面図を、図５（Ｃ）に半導体装置の回路図をそれぞれ示す。ここで
、図５（Ａ）は、図５（Ｂ）のＧ１－Ｇ２、及びＨ１－Ｈ２における断面に相当する。な
お、図５（Ｂ）においては、図５（Ａ）に示す半導体装置の一部の構成要素の記載を省略
している。
【０２７６】
図５（Ａ）及び図５（Ｂ）に示す半導体装置は、下部に第１の半導体材料を用いたトラン
ジスタ３６０を有し、上部に第２の半導体材料を用いたトランジスタ３６２を有するもの
である。トランジスタ３６２としては、実施の形態１で示すトランジスタ５４０ａの構造
を適用する例である。
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【０２７７】
ここで、第１の半導体材料と第２の半導体材料は異なる禁制帯幅を持つ材料とすることが
望ましい。例えば、第１の半導体材料を酸化物半導体以外の半導体材料（シリコンなど）
とし、第２の半導体材料を酸化物半導体とすることができる。酸化物半導体以外の材料を
用いたトランジスタは、高速動作が容易である。一方で、酸化物半導体を用いたトランジ
スタは、その特性により長時間の電荷保持を可能とする。
【０２７８】
なお、上記トランジスタは、いずれもｎチャネル型トランジスタであるものとして説明す
るが、ｐチャネル型トランジスタを用いることができるのはいうまでもない。また、情報
を保持するために酸化物半導体を実施の形態１に示すようなトランジスタ３６２に用いる
他、半導体装置に用いられる材料や半導体装置の構造など、半導体装置の具体的な構成を
ここで示すものに限定する必要はない。
【０２７９】
図５（Ａ）におけるトランジスタ３６０は、半導体材料（例えば、シリコンなど）を含む
基板３００に設けられたチャネル形成領域３１６と、チャネル形成領域３１６を挟むよう
に設けられた不純物領域３２０と、不純物領域３２０に接する金属間化合物領域３２４と
、チャネル形成領域３１６上に設けられたゲート絶縁層３０８と、ゲート絶縁層３０８上
に設けられたゲート電極３１０と、を有する。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
と呼ぶ場合がある。また、この場合、トランジスタの接続関係を説明するために、ソース
領域やドレイン領域を含めてソース電極やドレイン電極と表現することがある。つまり、
本明細書において、ソース電極との記載には、ソース領域が含まれうる。
【０２８０】
基板３００上にはトランジスタ３６０を囲むように素子分離絶縁層３０６が設けられてお
り、トランジスタ３６０を覆うように絶縁層３２８、及び絶縁層３３０が設けられている
。なお、トランジスタ３６０において、ゲート電極３１０の側面に側壁絶縁層（サイドウ
ォール絶縁層）を設け、不純物濃度が異なる領域を含む不純物領域３２０としてもよい。
なお、素子分離絶縁層３０６は、ＬＯＣＯＳ（Ｌｏｃａｌ　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　ｏｆ　
Ｓｉｌｉｃｏｎ）や、ＳＴＩ（ｓｈａｌｌｏｗ　ｔｒｅｎｃｈ　ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）な
どの素子分離技術を用いて形成することができる。
【０２８１】
単結晶半導体基板を用いたトランジスタ３６０は、高速動作が可能である。このため、当
該トランジスタを読み出し用のトランジスタとして用いることで、情報の読み出しを高速
に行うことができる。トランジスタ３６０を覆うように絶縁層を２層形成し、トランジス
タ３６２及び容量素子３６４の形成前の処理として、該絶縁層２層にＣＭＰ処理を施して
、平坦化した絶縁層３２８、絶縁層３３０を形成し、同時にゲート電極３１０の上面を露
出させる。
【０２８２】
絶縁層３２８、絶縁層３３０は、代表的には酸化シリコン、酸化窒化シリコン、酸化アル
ミニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化シリコン、窒化アルミニウム、窒化酸化シリコン
、窒化酸化アルミニウムなどの無機絶縁材料を用いることができる。絶縁層３２８、絶縁
層３３０は、プラズマＣＶＤ法又はスパッタリング法等を用いて形成することができる。
【０２８３】
また、ポリイミド、アクリル樹脂、ベンゾシクロブテン系樹脂、等の有機材料を用いるこ
とができる。また上記有機材料の他に、低誘電率材料（ｌｏｗ－ｋ材料）等を用いること
ができる。有機材料を用いる場合、スピンコート法、印刷法などの湿式法によって絶縁層
３２８、絶縁層３３０を形成してもよい。
【０２８４】
なお、本実施の形態において、絶縁層３２８として窒化シリコン、絶縁層３３０として酸
化シリコンを用いる。
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【０２８５】
絶縁層３３０表面において、酸化物半導体層３４４形成領域に、平坦化処理を行うことが
好ましい。本実施の形態では、研磨処理（例えばＣＭＰ処理）により十分に平坦化した（
好ましくは絶縁層３３０表面の平均面粗さは０．１５ｎｍ以下）絶縁層３３０上に酸化物
半導体層３４４を形成する。
【０２８６】
図５（Ａ）に示すトランジスタ３６２は、酸化物半導体をチャネル形成領域に用いたトラ
ンジスタである。ここで、トランジスタ３６２に含まれる酸化物半導体層３４４は、ｉ型
化、または実質的にｉ型化された酸化物半導体を用いることが好ましい。ｉ型化された酸
化物半導体を用いることで、極めて優れたオフ特性のトランジスタ３６２を得ることがで
きる。
【０２８７】
トランジスタ３６２は、オフ電流が小さいため、これを用いることにより長期にわたり記
憶内容を保持することが可能である。つまり、リフレッシュ動作を必要としない、或いは
、リフレッシュ動作の頻度が極めて少ない半導体記憶装置とすることが可能となるため、
消費電力を十分に低減することができる。
【０２８８】
トランジスタ３６２は作製工程において、ゲート電極３４８、絶縁層３３７、及び側壁絶
縁層３３６上に設けられた導電層を化学機械研磨処理により除去する工程を用いて、ソー
ス電極及びドレイン電極として機能する電極３４２ａ、電極３４２ｂを形成する。
【０２８９】
よって、トランジスタ３６２は、ソース電極又はドレイン電極として機能する電極３４２
ａ、電極３４２ｂと酸化物半導体層３４４が接する領域（コンタクト領域）と、ゲート電
極３４８との距離を短くすることができるため、電極３４２ａ、電極３４２ｂと酸化物半
導体層３４４とが接する領域（コンタクト領域）、及びゲート電極３４８間の抵抗が減少
し、トランジスタ３６２のオン特性を向上させることが可能となる。
【０２９０】
電極３４２ａ、電極３４２ｂの形成工程におけるゲート電極３４８上の導電層を除去する
工程において、レジストマスクを用いたエッチング工程を用いないため、精密な加工を正
確に行うことができる。よって、半導体装置の作製工程において、形状や特性のばらつき
の少ない微細な構造を有するトランジスタを歩留まりよく作製することができる。
【０２９１】
トランジスタ３６２上には、層間絶縁層３３５、絶縁層３５０が単層または積層で設けら
れている。本実施の形態では、絶縁層３５０として、酸化アルミニウム層を用いる。酸化
アルミニウム層を高密度（密度３．２ｇ／ｃｍ３以上、好ましくは３．６ｇ／ｃｍ３以上
）とすることによって、トランジスタ３６２に安定な電気特性を付与することができる。
【０２９２】
また、層間絶縁層３３５及び絶縁層３５０を介して、トランジスタ３６２の電極３４２ａ
と重畳する領域には、配線３５４が設けられており、電極３４２ａと、層間絶縁層３３５
と、絶縁層３５０と、配線３５４とによって、容量素子３６４が構成される。すなわち、
トランジスタ３６２の電極３４２ａは、容量素子３６４の一方の電極として機能し、配線
３５４は、容量素子３６４の他方の電極として機能する。なお、容量が不要の場合には、
容量素子３６４を設けない構成とすることもできる。また、容量素子３６４は、別途、ト
ランジスタ３６２の上方に設けてもよい。
【０２９３】
配線３５３、配線３５４、配線３５５は同一の工程において同時に形成することができる
。また、電極３４２ａとゲート電極３１０が配線３５３により電気的に接続されている。
配線３５３は、絶縁層３５０、層間絶縁層３３５、絶縁層３３４、酸化物半導体層３４４
、絶縁層３３２、及び絶縁層３３３に形成した開口を介して、電極３４２ａとゲート電極
３１０を電気的に接続する。また、配線３５５は、絶縁層３５０、層間絶縁層３３５、絶
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縁層３３４、酸化物半導体層３４４、絶縁層３３２、及び絶縁層３３３に形成した他の開
口を介して、電極３４２ｂと電気的に接続する。酸化物半導体層３４４に用いるｉ型また
は実質的にｉ型化された酸化物半導体は抵抗率が高く、ほぼ絶縁体と見なすことができる
。このため、該開口において酸化物半導体層３４４の側面と配線３５３や配線３５５が接
触しても、酸化物半導体層３４４を介して他の配線もしくは電極にリーク電流が流れる心
配がない。
【０２９４】
なお、電極３４２ａ及び電極３４２ｂの形成前に、絶縁層３３３及び酸化物半導体層３４
４に開口３６５を形成し、電極３４２ａとゲート電極３１０が直接接続する構成としても
よい。図６（Ａ）に、電極３４２ａとゲート電極３１０が直接接続する構成を有する半導
体装置の断面図を示し、図６（Ｂ）に該半導体装置の上面図を示す。図６（Ａ）は、図６
（Ｂ）のＱ１－Ｑ２、及びＲ１－Ｒ２における断面に相当する。なお、図６（Ｂ）におい
ては、図６（Ａ）に示す半導体装置の一部の構成要素の記載を省略している。
【０２９５】
また、トランジスタ３６２及び容量素子３６４の上には絶縁層３５２が設けられている。
また、絶縁層３５２上に必要に応じて配線３５６を設けてもよい。図５（Ａ）には図示し
ないが、配線３５６を、絶縁層３５２に設けた開口を介して配線３５３と電気的に接続し
てもよい。
【０２９６】
また、配線３５６を、電極３４２ａまたは電極３４２ｂと電気的に接続する構成としても
よい。配線３５６と、電極３４２ａまたは電極３４２ｂの電気的接続は、電極３４２ａま
たは電極３４２ｂと、配線３５６を直接接触させて行ってもよいし、電極３４２ａまたは
電極３４２ｂと、配線３５６の間の絶縁層に電極を設けて、該電極を介して行ってもよい
。また、間に介する電極は、複数でもよい。
【０２９７】
図５（Ａ）及び図５（Ｂ）において、トランジスタ３６０と、トランジスタ３６２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３６０のソース領域また
はドレイン領域と酸化物半導体層３４４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３６２及び容量素子３６４が、トランジスタ３６０の少なくと
も一部と重畳するように設けられている。例えば、容量素子３６４の配線３５４は、トラ
ンジスタ３６０のゲート電極３１０と少なくとも一部が重畳して設けられている。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。
【０２９８】
次に、図５（Ａ）及び図５（Ｂ）に対応する回路構成の一例を図５（Ｃ）に示す。
【０２９９】
図５（Ｃ）において、第１の配線（１ｓｔ　Ｌｉｎｅ）とトランジスタ３６０のソース電
極とは、電気的に接続され、第２の配線（２ｎｄ　Ｌｉｎｅ）とトランジスタ３６０のド
レイン電極とは、電気的に接続されている。また、第３の配線（３ｒｄ　Ｌｉｎｅ）とト
ランジスタ３６２のソース電極またはドレイン電極の一方とは、電気的に接続され、第４
の配線（４ｔｈ　Ｌｉｎｅ）と、トランジスタ３６２のゲート電極とは、電気的に接続さ
れている。そして、トランジスタ３６０のゲート電極と、トランジスタ３６２のソース電
極またはドレイン電極の他方は、容量素子３６４の電極の一方と電気的に接続され、第５
の配線（５ｔｈ　Ｌｉｎｅ）と、容量素子３６４の電極の他方は電気的に接続されている
。
【０３００】
図５（Ｃ）に示す半導体装置では、トランジスタ３６０のゲート電極の電位が保持可能と
いう特徴を生かすことで、次のように、情報の書き込み、保持、読み出しが可能である。
【０３０１】
情報の書き込み及び保持について説明する。まず、第４の配線の電位を、トランジスタ３
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６２がオン状態となる電位にして、トランジスタ３６２をオン状態とする。これにより、
第３の配線の電位が、トランジスタ３６０のゲート電極、及び容量素子３６４に与えられ
る。すなわち、トランジスタ３６０のゲート電極には、所定の電荷が与えられる（書き込
み）。ここでは、異なる二つの電位レベルを与える電荷（以下Ｌｏｗレベル電荷、Ｈｉｇ
ｈレベル電荷という）のいずれかが与えられるものとする。その後、第４の配線の電位を
、トランジスタ３６２がオフ状態となる電位にして、トランジスタ３６２をオフ状態とす
ることにより、トランジスタ３６０のゲート電極に与えられた電荷が保持される（保持）
。
【０３０２】
トランジスタ３６２のオフ電流は極めて小さいため、トランジスタ３６０のゲート電極の
電荷は長時間にわたって保持される。
【０３０３】
次に情報の読み出しについて説明する。第１の配線に所定の電位（定電位）を与えた状態
で、第５の配線に適切な電位（読み出し電位）を与えると、トランジスタ３６０のゲート
電極に保持された電荷量に応じて、第２の配線は異なる電位をとる。一般に、トランジス
タ３６０をｎチャネル型とすると、トランジスタ３６０のゲート電極にＨｉｇｈレベル電
荷が与えられている場合の見かけのしきい値Ｖｔｈ＿Ｈは、トランジスタ３６０のゲート
電極にＬｏｗレベル電荷が与えられている場合の見かけのしきい値Ｖｔｈ＿Ｌより低くな
るためである。ここで、見かけのしきい値電圧とは、トランジスタ３６０を「オン状態」
とするために必要な第５の配線の電位をいうものとする。したがって、第５の配線の電位
をＶｔｈ＿ＨとＶｔｈ＿Ｌの間の電位Ｖ０とすることにより、トランジスタ３６０のゲー
ト電極に与えられた電荷を判別できる。例えば、書き込みにおいて、Ｈｉｇｈレベル電荷
が与えられていた場合には、第５の配線の電位がＶ０（＞Ｖｔｈ＿Ｈ）となれば、トラン
ジスタ３６０は「オン状態」となる。Ｌｏｗレベル電荷が与えられていた場合には、第５
の配線の電位がＶ０（＜Ｖｔｈ＿Ｌ）となっても、トランジスタ３６０は「オフ状態」の
ままである。このため、第２の配線の電位を見ることで、保持されている情報を読み出す
ことができる。
【０３０４】
なお、メモリセルをアレイ状に配置して用いる場合、所望のメモリセルの情報のみを読み
出せることが必要になる。このように情報を読み出さない場合には、ゲート電極の状態に
かかわらずトランジスタ３６０が「オフ状態」となるような電位、つまり、Ｖｔｈ＿Ｈよ
り小さい電位を第５の配線に与えればよい。または、ゲート電極の状態にかかわらずトラ
ンジスタ３６０が「オン状態」となるような電位、つまり、Ｖｔｈ＿Ｌより大きい電位を
第５の配線に与えればよい。
【０３０５】
本実施の形態に示す半導体装置では、チャネル形成領域に酸化物半導体を用いたオフ電流
の極めて小さいトランジスタを適用することで、極めて長期にわたり記憶内容を保持する
ことが可能である。つまり、リフレッシュ動作が不要となるか、または、リフレッシュ動
作の頻度を極めて低くすることが可能となるため、消費電力を十分に低減することができ
る。また、電力の供給がない場合（ただし、電位は固定されていることが望ましい）であ
っても、長期にわたって記憶内容を保持することが可能である。
【０３０６】
また、本実施の形態に示す半導体装置では、情報の書き込みに高い電圧を必要とせず、素
子の劣化の問題もない。例えば、従来の不揮発性メモリのように、フローティングゲート
への電子の注入や、フローティングゲートからの電子の引き抜きを行う必要がないため、
ゲート絶縁層の劣化といった問題が全く生じない。すなわち、開示する発明に係る半導体
装置では、従来の不揮発性メモリで問題となっている書き換え可能回数に制限はなく、信
頼性が飛躍的に向上する。さらに、トランジスタのオン状態、オフ状態によって、情報の
書き込みが行われるため、高速な動作も容易に実現しうる。
【０３０７】
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以上のように、微細化及び高集積化を実現し、かつ高い電気的特性を付与された半導体装
置、及び該半導体装置の作製方法を提供することができる。また、従来よりも少ないフォ
トリソグラフィ工程により半導体装置を作製することが可能となるため、低コストで、生
産性の良い半導体装置を提供することができる。
【０３０８】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０３０９】
（実施の形態３）
本実施の形態では、上記実施の形態に示すトランジスタを使用し、実施の形態２に示した
構成と異なる構成の半導体装置について、図７乃至図９を用いて説明する。
【０３１０】
図７（Ａ）は、半導体装置の回路構成の一例を示し、図７（Ｂ）は半導体装置の一例を示
す概念図である。まず、図７（Ａ）に示す半導体装置について説明を行い、続けて図７（
Ｂ）に示す半導体装置について説明を行う。
【０３１１】
図７（Ａ）に示す半導体装置において、ビット線ＢＬとトランジスタ３６２のソース電極
又はドレイン電極の一方とは電気的に接続され、ワード線ＷＬとトランジスタ３６２のゲ
ート電極とは電気的に接続され、トランジスタ３６２のソース電極又はドレイン電極の他
方と容量素子７５４の第１の端子とは電気的に接続されている。
【０３１２】
次に、図７（Ａ）に示す半導体装置（メモリセル７５０）に、情報の書き込み及び保持を
行う場合について説明する。
【０３１３】
まず、ワード線ＷＬの電位を、トランジスタ３６２がオン状態となる電位として、トラン
ジスタ３６２をオン状態とする。これにより、ビット線ＢＬの電位が、容量素子７５４の
第１の端子に与えられる（書き込み）。その後、ワード線ＷＬの電位を、トランジスタ３
６２がオフ状態となる電位として、トランジスタ３６２をオフ状態とすることにより、容
量素子７５４の第１の端子の電位が保持される（保持）。
【０３１４】
酸化物半導体を用いたトランジスタ３６２は、オフ電流が極めて小さいという特徴を有し
ている。このため、トランジスタ３６２をオフ状態とすることで、容量素子７５４の第１
の端子の電位（あるいは、容量素子７５４に蓄積された電荷）を極めて長時間にわたって
保持することが可能である。
【０３１５】
次に、情報の読み出しについて説明する。トランジスタ３６２がオン状態となると、浮遊
状態であるビット線ＢＬと容量素子７５４の第１の端子とが導通し、ビット線ＢＬと容量
素子７５４の間で電荷が再分配される。その結果、ビット線ＢＬの電位が変化する。ビッ
ト線ＢＬの電位の変化量は、容量素子７５４の第１の端子の電位（あるいは容量素子７５
４に蓄積された電荷）によって、異なる値をとる。
【０３１６】
例えば、容量素子７５４の第１の端子の電位をＶ、容量素子７５４の容量をＣ、ビット線
ＢＬが有する容量成分（以下、ビット線容量とも呼ぶ）をＣＢ、電荷が再分配される前の
ビット線ＢＬの電位をＶＢ０とすると、電荷が再分配された後のビット線ＢＬの電位は、
（ＣＢ×ＶＢ０＋Ｃ×Ｖ）／（ＣＢ＋Ｃ）となる。従って、メモリセル７５０の状態とし
て、容量素子７５４の第１の端子の電位がＶ１とＶ０（Ｖ１＞Ｖ０）の２状態をとるとす
ると、電位Ｖ１を保持している場合のビット線ＢＬの電位（＝（ＣＢ×ＶＢ０＋Ｃ×Ｖ１

）／（ＣＢ＋Ｃ））は、電位Ｖ０を保持している場合のビット線ＢＬの電位（＝（ＣＢ×
ＶＢ０＋Ｃ×Ｖ０）／（ＣＢ＋Ｃ））よりも高くなることがわかる。
【０３１７】
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そして、ビット線ＢＬの電位を所定の電位と比較することで、情報を読み出すことができ
る。
【０３１８】
このように、図７（Ａ）に示す半導体装置は、トランジスタ３６２のオフ電流が極めて小
さいという特徴から、容量素子７５４に蓄積された電荷は長時間にわたって保持すること
ができる。つまり、リフレッシュ動作が不要となるか、または、リフレッシュ動作の頻度
を極めて低くすることが可能となるため、消費電力を十分に低減することができる。また
、電力の供給がない場合であっても、長期にわたって記憶内容を保持することが可能であ
る。
【０３１９】
次に、図７（Ｂ）に示す半導体装置について、説明を行う。
【０３２０】
図７（Ｂ）に示す半導体装置は、上部に記憶回路として図７（Ａ）に示したメモリセル７
５０を複数有するメモリセルアレイ７５１ａ及び７５１ｂを有し、下部に、メモリセルア
レイ７５１（メモリセルアレイ７５１ａ及び７５１ｂ）を動作させるために必要な周辺回
路７５３を有する。なお、周辺回路７５３は、メモリセルアレイ７５１と電気的に接続さ
れている。
【０３２１】
図７（Ｂ）に示した構成とすることにより、周辺回路７５３をメモリセルアレイ７５１の
直下に設けることができるため半導体装置の小型化を図ることができる。
【０３２２】
周辺回路７５３に設けられるトランジスタは、トランジスタ３６２とは異なる半導体材料
を用いるのがより好ましい。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、またはガリウムヒ素等を用いることができ、単結晶半導体を用いることが
好ましい。他に、有機半導体材料などを用いてもよい。このような半導体材料を用いたト
ランジスタは、十分な高速動作が可能である。したがって、該トランジスタにより、高速
動作が要求される各種回路（論理回路、駆動回路など）を好適に実現することが可能であ
る。
【０３２３】
なお、図７（Ｂ）に示した半導体装置では、２つのメモリセルアレイ７５１（メモリセル
アレイ７５１ａと、メモリセルアレイ７５１ｂ）が積層された構成を例示したが、積層す
るメモリセルアレイの数はこれに限定されない。３つ以上のメモリセルアレイを積層する
構成としても良い。
【０３２４】
次に、図７（Ａ）に示したメモリセル７５０の具体的な構成について図８を用いて説明を
行う。
【０３２５】
図８は、メモリセル７５０の構成の一例である。図８（Ａ）に、メモリセル７５０の断面
図を、図８（Ｂ）にメモリセル７５０の上面図をそれぞれ示す。ここで、図８（Ａ）は、
図８（Ｂ）のＳ１－Ｓ２、及びＴ１－Ｔ２における断面に相当する。なお、図面をわかり
やすくするため、図８（Ｂ）では一部の構成要素の記載を省略している。
【０３２６】
図８（Ａ）及び図８（Ｂ）に示すトランジスタ３６２は、上記実施の形態で示した構成と
同一の構成とすることができる。
【０３２７】
絶縁層３８０上に設けられたトランジスタ３６２上には、絶縁層７５６が単層または積層
で設けられている。また、絶縁層７５６を介して、トランジスタ３６２の電極３４２ａと
重畳する領域には、配線７６３が設けられており、電極３４２ａと、層間絶縁層３３５と
、絶縁層７５６と、配線７６３とによって、容量素子７５４が構成される。すなわち、ト
ランジスタ３６２の電極３４２ａは、容量素子７５４の一方の電極として機能し、配線７
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６３は、容量素子７５４の他方の電極として機能する。
【０３２８】
トランジスタ３６２及び容量素子７５４の上には絶縁層７５８が設けられている。そして
、絶縁層７５８上にはメモリセル７５０と、隣接するメモリセル７５０を接続するための
配線７６０が設けられている。図示しないが、配線７６０を絶縁層７５８に設けた開口を
介して配線７６２と電気的に接続してもよい。
【０３２９】
また、配線７６０を、絶縁層７５８、絶縁層７５６、層間絶縁層３３５、及び絶縁層３３
４に設けた開口を介してトランジスタ３６２の電極３４２ａまたは電極３４２ｂと電気的
に接続してもよい。但し、開口に他の導電層を設け、該他の導電層を介して、配線７６０
と、電極３４２ａまたは電極３４２ｂとを電気的に接続してもよい。なお、本実施の形態
における配線７６０は、図７（Ａ）の回路図におけるビット線ＢＬに相当する。
【０３３０】
図８（Ａ）及び図８（Ｂ）において、トランジスタ３６２の電極３４２ｂは、隣接するメ
モリセルに含まれるトランジスタのソース電極としても機能することができる。
【０３３１】
図８（Ａ）に示す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、半導体装置の高集積化を図ることができる。
【０３３２】
図９は、図７（Ｂ）に示した半導体装置の積層構成の一例を示す断面図である。図９では
、周辺回路７５３、メモリセルアレイ７５１ａ及びメモリセルアレイ７５１ｂの一部の積
層構成を図示している。図９では、メモリセルアレイ７５１ａが複数有するメモリセル７
５０の一つを、メモリセル７５０ａとして示している。また、メモリセルアレイ７５１ｂ
が複数有するメモリセル７５０の一つを、メモリセル７５０ｂとして示している。また、
メモリセル７５０ａが有するトランジスタ３６２をトランジスタ３６２ａとして示し、メ
モリセル７５０ｂが有するトランジスタ３６２をトランジスタ３６２ｂとして示している
。
【０３３３】
周辺回路７５３が有するトランジスタ７８１は、酸化物半導体以外の材料（例えば、シリ
コンなど）で形成された基板７７０に設けられている。トランジスタ７８１は、素子分離
絶縁層７８５に囲まれた領域に、チャネル形成領域となる領域を形成することによって得
られるトランジスタとすることができる。なお、トランジスタ７８１は、絶縁表面上に形
成されたシリコン等の半導体層や、ＳＯＩ基板のシリコン層にチャネル形成領域が形成さ
れるトランジスタであってもよい。トランジスタ７８１の構成については、公知の構成を
用いることが可能であるため、説明は省略する。
【０３３４】
また、メモリセルアレイ７５１ｂは絶縁層７７１を介して周辺回路７５３上に形成され、
メモリセルアレイ７５１ａは絶縁層７７２を介してメモリセルアレイ７５１ｂ上に形成さ
れている。メモリセルアレイ７５１ａは配線７６０ａを介してさらに他の回路と電気的に
接続することができる。
【０３３５】
また、絶縁層７７１、絶縁層７７２は、層間絶縁層として機能し、その表面は平坦化され
た構成とすることができる。
【０３３６】
周辺回路７５３、メモリセルアレイ７５１ａ及びメモリセルアレイ７５１ｂは、配線７７
３、配線７７４、配線７７５、配線７６０ｂにより電気的に接続されている。
【０３３７】
また、トランジスタ３６２ａ及びトランジスタ３６２ｂは、酸化物半導体を用いたトラン
ジスタにより形成されている。酸化物半導体を用いたトランジスタは、オフ電流が小さい
ため、これを用いることにより長期にわたり記憶内容を保持することが可能である。つま
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り、リフレッシュ動作の頻度を極めて低くすることが可能となるため、消費電力を十分に
低減することができる。
【０３３８】
また、酸化物半導体以外の材料を用いたトランジスタ（換言すると、十分な高速動作が可
能なトランジスタ）を用いた周辺回路と、酸化物半導体を用いたトランジスタ（より広義
には、十分にオフ電流が小さいトランジスタ）を用いた記憶回路とを一体に備えることで
、これまでにない特徴を有する半導体装置を実現することができる。また、周辺回路と記
憶回路を積層構造とすることにより、半導体装置の集積化を図ることができる。
【０３３９】
以上のように、微細化及び高集積化を実現し、かつ高い電気的特性を付与された半導体装
置、及び該半導体装置の作製方法を提供することができる。また、従来よりも少ないフォ
トリソグラフィ工程により半導体装置を作製することが可能となるため、低コストで、生
産性の良い半導体装置を提供することができる。
【０３４０】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０３４１】
（実施の形態４）
本実施の形態では、半導体装置及び半導体装置の作製方法の一態様を図１０乃至図１２を
用いて説明する。
【０３４２】
図１０（Ａ）乃至図１０（Ｃ）に半導体装置の一例として、トランジスタ１１０の上面図
及び断面図を示す。図１０（Ａ）は、トランジスタ１１０の上面図であり、図１０（Ｂ）
は、図１０（Ａ）のＡ１－Ａ２における断面図であり、図１０（Ｃ）は、図１０（Ａ）の
Ｂ１－Ｂ２における断面図である。なお、図面をわかりやすくするため、図１０（Ａ）で
は、トランジスタ１１０の構成要素の一部（例えば、第２の絶縁層１０７）の記載を省略
している。
【０３４３】
図１０（Ａ）乃至図１０（Ｃ）に示すトランジスタ１１０は、絶縁表面を有する基板１０
０上に第１の下地絶縁層１３７、第１の下地絶縁層１３７上に第２の下地絶縁層１３６、
第２の下地絶縁層１３６上に酸化物半導体層１０３と、酸化物半導体層１０３上に設けら
れ、第１のゲート絶縁層１０２ａ及び第２のゲート絶縁層１０２ｂを含むゲート絶縁層１
０２と、ゲート絶縁層１０２を介して酸化物半導体層１０３上に設けられたゲート電極１
０１と、ゲート電極１０１上に設けられた第１の絶縁層１０６と、第１の絶縁層１０６上
に設けられた第２の絶縁層１０７と、ゲート絶縁層１０２、第１の絶縁層１０６、及び第
２の絶縁層１０７の開口部を介して、酸化物半導体層１０３と電気的に接続するソース電
極１０５ａ及びドレイン電極１０５ｂを含んで構成される。ソース電極１０５ａ及びドレ
イン電極１０５ｂは、ゲート電極１０１を挟んで設けられる、一対の電極である。なお、
ソース電極１０５ａ及びドレイン電極１０５ｂ上に接してソース配線及びドレイン配線を
形成してもよい。また詳細は後述するが、第２の絶縁層１０７を設けず、第１の絶縁層１
０６のみを設ける構成にしてもよい。第２の絶縁層１０７を設けない場合は、ソース電極
１０５ａ及びドレイン電極１０５ｂは、第１の絶縁層１０６上に形成される。
【０３４４】
また酸化物半導体層１０３には、ゲート絶縁層１０２を介してゲート電極１０１と重畳す
るチャネル形成領域１３１、ソース電極１０５ａと接するソース領域１３３ａ、ドレイン
電極１０５ｂと接するドレイン領域１３３ｂ、ソース領域１３３ａ及びチャネル形成領域
１３１との間に設けられたオフセット領域１３２ａ、ドレイン領域１３３ｂ及びチャネル
形成領域１３１との間に設けられたオフセット領域１３２ｂを有している。すなわち、チ
ャネル形成領域１３１、ソース領域１３３ａ、ドレイン領域１３３ｂ、オフセット領域１
３２ａ、オフセット領域１３２ｂは、自己整合により形成される。なお、オフセット領域
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１３２ａを設けることにより、チャネル形成領域１３１とソース電極１０５ａ間に生じる
寄生容量を低減することができる。また、オフセット領域１３２ｂを設けることにより、
チャネル形成領域１３１とドレイン電極１０５ｂ間に生じる寄生容量を低減することがで
きる。なおキャリアが流れる距離であるチャネル形成領域１３１の長さ（チャネル長とも
いう）は、６０ｎｍ未満が好ましい。
【０３４５】
また、自己整合によりチャネル形成領域１３１が形成されるため、トランジスタの微細化
が実現し易く、オン特性（例えば、オン電流及び電界効果移動度）が高く、高速動作が可
能となる。
【０３４６】
なお、トランジスタ１１０はチャネル形成領域が１つ形成されるシングルゲート構造でも
、２つ形成されるダブルゲート構造もしくは３つ形成されるトリプルゲート構造であって
もよい。また、チャネル領域の上下にゲート絶縁層を介して配置された２つのゲート電極
を有する、デュアルゲート型でもよい。
【０３４７】
また上述のように、酸化物半導体層１０３の側面が形成されてしまう場合は、酸化物半導
体層１０３の側面は、チャネル形成領域１３１の側面と一致させず、十分離れた距離に配
置する。
【０３４８】
絶縁表面を有する基板１００としては、後の熱処理に耐えうる程度の耐熱性を有している
基板であればどのような基板を適用してもよい。例えば、ガラス基板、セラミック基板、
石英基板、サファイア基板などの基板を用いることができる。また、絶縁表面を有する基
板１００として、可撓性基板を用いてもよい。なお、基板１００に含まれる元素が後に形
成される酸化物半導体層１０３に混入することを防ぐため、基板１００上に上述の第１の
下地絶縁層１３７を形成する。
【０３４９】
第１の下地絶縁層１３７は、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化
シリコン、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化酸化アル
ミニウム、酸化ハフニウム、酸化ガリウム、またはこれらの混合材料を含む膜から選ばれ
た、単層または積層構造とすることができる。
【０３５０】
第１の下地絶縁層１３７は、基板１００に含まれる元素（特に水素や水）が後に形成され
る酸化物半導体層１０３に混入することを防ぐ機能、及び、酸化物半導体層１０３の酸素
の放出を抑えるブロッキング層としての機能を有する。
【０３５１】
第２の下地絶縁層１３６は、第１の下地絶縁層１３７と同じ材料を用いてもよいが、第２
の下地絶縁層１３６は化学量論的組成を超える酸素を含む領域（以下、酸素過剰領域とも
表記する）を有する。第２の下地絶縁層１３６が化学量論的組成を超える酸素を含むと、
第２の下地絶縁層１３６に含まれる過剰な酸素によって、後に形成される酸化物半導体層
１０３の酸素欠損を補填することが可能であるため好ましい。第２の下地絶縁層１３６が
積層構造の場合は、少なくとも酸化物半導体層１０３と接する層において酸素過剰領域を
有するのが好ましい。第２の下地絶縁層１３６に酸素過剰領域を設けるには、例えば、酸
素雰囲気下にて第２の下地絶縁層１３６を成膜すればよい。または、成膜後の第２の下地
絶縁層１３６に、酸素（少なくとも、酸素ラジカル、酸素原子、酸素イオンのいずれかを
含む）を注入して、酸素過剰領域を形成しても良い。酸素の注入方法としては、イオン注
入法、イオンドーピング法、プラズマイマージョンイオンインプランテーション法、プラ
ズマ処理などを用いることができる。
【０３５２】
酸化物半導体層１０３は、単層構造であってもよいし、積層構造であってもよい。また、
非晶質構造であってもよいし、結晶性酸化物半導体としてもよい。酸化物半導体層１０３
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を非晶質構造とする場合には、後の作製工程において、酸化物半導体層に熱処理を行うこ
とによって、結晶性酸化物半導体層としてもよい。非晶質酸化物半導体層を結晶化させる
熱処理の温度は、２５０℃以上７００℃以下、好ましくは、４００℃以上、より好ましく
は５００℃以上、さらに好ましくは５５０℃以上とする。なお、当該熱処理は、作製工程
における他の熱処理を兼ねることも可能である。
【０３５３】
酸化物半導体層１０３の成膜方法は、スパッタリング法、ＭＢＥ（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　
Ｂｅａｍ　Ｅｐｉｔａｘｙ）法、ＣＶＤ法、パルスレーザ堆積法、ＡＬＤ（Ａｔｏｍｉｃ
　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法等を適宜用いることができる。また、酸化物半
導体層１０３は、スパッタリングターゲット表面に対し、概略垂直に複数の基板表面がセ
ットされた状態で成膜を行うスパッタリング装置を用いて成膜してもよい。
【０３５４】
酸化物半導体層１０３を形成する際、できる限り酸化物半導体層１０３に含まれる水素濃
度を低減させることが好ましい。水素濃度を低減させるには、例えば、スパッタリング法
を用いて成膜を行う場合には、スパッタリング装置の成膜室内に供給する雰囲気ガスとし
て、水素、水、水酸基または水素化物などの不純物が除去された高純度の希ガス（代表的
にはアルゴン）、酸素、及び希ガスと酸素との混合ガスを適宜用いる。
【０３５５】
また、成膜室内の残留水分を除去しつつ水素及び水分が除去されたスパッタガスを導入し
て成膜を行うことで、成膜された酸化物半導体層の水素濃度を低減させることができる。
成膜室内の残留水分を除去するためには、吸着型の真空ポンプ、例えば、クライオポンプ
、イオンポンプ、チタンサブリメーションポンプを用いることが好ましい。また、ターボ
分子ポンプにコールドトラップを加えたものであってもよい。クライオポンプを用いて排
気した成膜室は、例えば、水素原子、水（Ｈ２Ｏ）など水素原子を含む化合物（より好ま
しくは炭素原子を含む化合物も）等が排気されるため、当該成膜室で成膜した酸化物半導
体層１０３に含まれる不純物の濃度を低減できる。
【０３５６】
また、酸化物半導体層１０３をスパッタリング法で成膜する場合、成膜に用いる金属酸化
物ターゲットの相対密度（充填率）は９０％以上１００％以下、好ましくは９５％以上９
９．９％以下とする。相対密度の高い金属酸化物ターゲットを用いることにより、成膜し
た酸化物半導体層を緻密な膜とすることができる。
【０３５７】
また、基板１００を高温に保持した状態で酸化物半導体層１０３を形成することも、酸化
物半導体層１０３中に含まれうる不純物濃度を低減するのに有効である。基板１００を加
熱する温度としては、１５０℃以上４５０℃以下とすればよく、好ましくは基板温度が２
００℃以上３５０℃以下とすればよい。また、成膜時に基板を高温で加熱することで、結
晶性酸化物半導体層を形成することができる。
【０３５８】
酸化物半導体層１０３に用いる酸化物半導体としては、上記実施の形態に開示した酸化物
半導体を用いることができる。
【０３５９】
なお、酸化物半導体層１０３は、成膜時に酸素が多く含まれるような条件（例えば、酸素
１００％の雰囲気下でスパッタリング法により成膜を行うなど）で成膜して、酸素を多く
含む（好ましくは酸化物半導体が結晶状態における化学量論的組成に対し、酸素の含有量
が過剰な領域が含まれている）膜とすることが好ましい。
【０３６０】
また酸化物半導体層１０３を成膜する際に用いるスパッタリングガスは水素、水、水酸基
又は水素化物などの不純物が除去された高純度ガスを用いることが好ましい。
【０３６１】
酸化物半導体層１０３の成膜前に、酸化物半導体層１０３の被形成面に平坦化処理を行っ



(48) JP 2013-168644 A 2013.8.29

10

20

30

40

50

てもよい。平坦化処理としては、特に限定されないが、研磨処理（例えば、化学的機械研
磨法）、ドライエッチング処理、プラズマ処理を用いることができる。
【０３６２】
プラズマ処理としては、例えば、アルゴンガスを導入してプラズマを発生させる逆スパッ
タリングを行うことができる。逆スパッタリングとは、アルゴン雰囲気下で基板側にＲＦ
電源を用いて電圧を印加して基板近傍にプラズマを形成して表面を改質する方法である。
なお、アルゴン雰囲気に代えて窒素、ヘリウム、酸素などを用いてもよい。逆スパッタリ
ングを行うと、酸化物半導体層１０３の成膜表面に付着している粉状物質（パーティクル
、ごみともいう）を除去することができる。
【０３６３】
平坦化処理として、研磨処理、ドライエッチング処理、プラズマ処理は複数回行ってもよ
く、それらを組み合わせて行ってもよい。また、組み合わせて行う場合、工程順も特に限
定されず、酸化物半導体層１０３の成膜表面の凹凸状態に合わせて適宜設定すればよい。
【０３６４】
また、酸化物半導体層１０３に、当該酸化物半導体層１０３に含まれる過剰な水素（水や
水酸基を含む）を除去（脱水化または脱水素化）するための熱処理を行うのが好ましい。
熱処理の温度は、３００℃以上７００℃以下、または基板の歪み点未満とする。熱処理は
減圧下または窒素雰囲気下などで行うことができる。
【０３６５】
この熱処理によって、ｎ型不純物である水素を酸化物半導体から除去することができる。
例えば、脱水化又は脱水素化処理後の酸化物半導体層１０３に含まれる水素濃度を、５×
１０１９／ｃｍ３以下、好ましくは５×１０１８／ｃｍ３以下とすることができる。
【０３６６】
なお、脱水化または脱水素化のための熱処理は、酸化物半導体層１０３の成膜後であれば
トランジスタ１１０の作製工程においてどのタイミングで行ってもよい。但し、ゲート絶
縁層１０２又は第１の絶縁層１０６として酸化アルミニウム層を用いる場合には、当該酸
化アルミニウム層を形成する前に行うのが好ましい。また、脱水化又は脱水素化のための
熱処理は、複数回行ってもよく、他の加熱処理と兼ねてもよい。
【０３６７】
熱処理においては、窒素、またはヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガスに、水、水素な
どが含まれないことが好ましい。または、熱処理装置に導入する窒素、またはヘリウム、
ネオン、アルゴン等の希ガスの純度を、６Ｎ（９９．９９９９％）以上好ましくは７Ｎ（
９９．９９９９９％）以上（即ち不純物濃度を１ｐｐｍ以下、好ましくは０．１ｐｐｍ以
下）とすることが好ましい。
【０３６８】
また、熱処理で酸化物半導体層１０３を加熱した後、加熱温度を維持、またはその加熱温
度から徐冷しながら同じ炉に高純度の酸素ガス、高純度の一酸化二窒素ガス、又は超乾燥
エア（ＣＲＤＳ（キャビティリングダウンレーザー分光法）方式の露点計を用いて測定し
た場合の水分量が２０ｐｐｍ（露点換算で－５５℃）以下、好ましくは１ｐｐｍ以下、よ
り好ましくは１０ｐｐｂ以下の空気）を導入してもよい。酸素ガスまたは一酸化二窒素ガ
スに、水、水素などが含まれないことが好ましい。または、熱処理装置に導入する酸素ガ
スまたは一酸化二窒素ガスの純度を、６Ｎ以上好ましくは７Ｎ以上（即ち、酸素ガスまた
は一酸化二窒素ガス中の不純物濃度を１ｐｐｍ以下、好ましくは０．１ｐｐｍ以下）とす
ることが好ましい。酸素ガスまたは一酸化二窒素ガスの作用により、脱水化または脱水素
化処理による不純物の排除工程によって同時に減少してしまった酸化物半導体を構成する
主成分材料である酸素を供給することによって、酸化物半導体層１０３を高純度化及びｉ
型（真性）化することができる。
【０３６９】
また、脱水化又は脱水素化処理を行った酸化物半導体層１０３に、酸素（少なくとも、酸
素ラジカル、酸素原子、酸素イオン、のいずれかを含む）を導入して層中に酸素を供給し



(49) JP 2013-168644 A 2013.8.29

10

20

30

40

50

てもよい。
【０３７０】
脱水化または脱水素化処理を行った酸化物半導体層１０３に、酸素を導入して層中に酸素
を供給することによって、酸化物半導体層１０３を高純度化、及びｉ型（真性）化するこ
とができる。高純度化し、ｉ型（真性）化した酸化物半導体層１０３を有するトランジス
タは、電気特性変動が抑制されており、電気的に安定である。
【０３７１】
酸素の導入工程は、酸化物半導体層１０３に酸素導入する場合、酸化物半導体層１０３に
直接導入してもよいし、後に形成されるゲート絶縁層１０２や第１の絶縁層１０６などの
他の膜を通過して酸化物半導体層１０３へ導入してもよい。酸素を他の膜を通過して導入
する場合は、イオン注入法、イオンドーピング法、プラズマイマージョンイオンインプラ
ンテーション法などを用いればよいが、露出された酸化物半導体層１０３へ直接酸素を導
入する場合は、上記の方法に加えてプラズマ処理なども用いることができる。
【０３７２】
酸化物半導体層１０３への酸素の導入は、脱水化又は脱水素化処理を行った後であればよ
く、特に限定されない。また、上記脱水化または脱水素化処理を行った酸化物半導体層１
０３への酸素の導入は複数回行ってもよい。
【０３７３】
このように、水や水素などの不純物を除去すると共に、酸化物半導体の構成元素である酸
素を供給することでｉ型化を実現する。この点、シリコンなどのように不純物元素を添加
してのｉ型化ではなく、従来にない技術思想を含むものといえる。
【０３７４】
以上説明したように、第２の下地絶縁層１３６上に酸化物半導体層１０３を形成する（図
１１（Ａ）、図１１（Ｂ）、及び図１２（Ａ）参照）。
【０３７５】
なお、酸化物半導体層１０３として、単結晶酸化物半導体、多結晶酸化物半導体、または
非晶質酸化物半導体、ＣＡＡＣ－ＯＳの単層だけでなく、これらの少なくとも２層を積層
したものを用いてもよい。
【０３７６】
次いで、酸化物半導体層１０３を所定の形状に加工せず、酸化物半導体層１０３を覆うゲ
ート絶縁層１０２を形成する。酸化物半導体層１０３を所定の形状に加工せず、第１の下
地絶縁層１３７及び第２の下地絶縁層１３６を介して基板１００上に成膜した状態で酸化
物半導体層１０３を用いることにより、酸化物半導体層１０３にリーク電流の伝達経路と
なりうる寄生チャネルが生じやすい半導体層の側面を形成しない。酸化物半導体層１０３
にリーク電流の伝達経路となりうる寄生チャネルが生じやすい半導体層の側面を形成しな
いことで、酸化物半導体層の側面及び側面近傍の領域が低抵抗化領域となることを抑制す
る。これにより、酸化物半導体層を用いたトランジスタに寄生チャネルが形成されること
を抑制することができる。また寄生チャネルの形成を抑制することにより、トランジスタ
の電気的特性が変化することを抑制することができる。
【０３７７】
また上述したように、酸化物半導体層１０３にｉ型（真性）または実質的にｉ型化した酸
化物半導体層を用いると、ｉ型（真性）または実質的にｉ型化した酸化物半導体は抵抗率
が大きく、絶縁性が高い。よって、酸化物半導体層１０３を島状の酸化物半導体層に加工
しなくても、異なる複数のトランジスタのチャネル形成領域を電気的に分離することが可
能となる。
【０３７８】
また、酸化物半導体層１０３を所定の形状に加工しないので、所定の形状に加工するマス
クを形成する必要がない。そのため、本実施の形態のトランジスタ作製工程において、マ
スク数を減らすことができる。
【０３７９】
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ゲート絶縁層１０２（第１のゲート絶縁層１０２ａ及び第２のゲート絶縁層１０２ｂ）は
、１ｎｍ以上２０ｎｍ以下の厚さで、スパッタリング法、ＭＢＥ法、ＣＶＤ法、パルスレ
ーザ堆積法、ＡＬＤ法等を適宜用いて形成することができる。また、ゲート絶縁層１０２
は、スパッタリングターゲット表面に対し、概略垂直に複数の基板表面がセットされた状
態で成膜を行うスパッタ装置を用いて成膜してもよい。
【０３８０】
ゲート絶縁層１０２の材料としては、酸化シリコン、酸化ガリウム、酸化アルミニウム、
窒化シリコン、酸化窒化シリコン、酸化窒化アルミニウム、又は窒化酸化シリコン等を用
いることができる。ゲート絶縁層１０２のうち、酸化物半導体層１０３と接する第１のゲ
ート絶縁層１０２ａは、酸素を含むことが好ましい。特に、第２の下地絶縁層１３６と同
様に、酸化物半導体層１０３と接する領域において酸素過剰領域を有するのが好ましい。
特に、第１のゲート絶縁層１０２ａは、膜中（バルク中）に少なくとも化学量論的組成を
超える量の酸素が存在することが好ましく、例えば、第１のゲート絶縁層１０２ａとして
、酸化シリコンを用いる場合には、ＳｉＯ２＋α（ただし、α＞０）とするのが好ましい
。本実施の形態では、第１のゲート絶縁層１０２ａとして、ＳｉＯ２＋α（ただし、α＞
０）である酸化シリコンを用いる。この酸化シリコンを第１のゲート絶縁層１０２ａとし
て用いることで、酸化物半導体層１０３に酸素を供給することができ、特性を良好にする
ことができる。さらに、第１のゲート絶縁層１０２ａは、作製するトランジスタのサイズ
や第１のゲート絶縁層１０２ａの段差被覆性を考慮して形成することが好ましい。
【０３８１】
また、ゲート絶縁層１０２のうち、ゲート電極１０１に接する第２のゲート絶縁層１０２
ｂは、ゲート電極１０１に含まれる元素が酸化物半導体層１０３に混入することを防ぐ機
能、及び、酸化物半導体層１０３の酸素の放出を抑えるブロッキング層としての機能を有
する。
【０３８２】
また、ゲート絶縁層１０２の材料として酸化ハフニウム、酸化イットリウム、ハフニウム
シリケート（ＨｆＳｉｘＯｙ（ｘ＞０、ｙ＞０））、窒素が添加されたハフニウムシリケ
ート（ＨｆＳｉＯｘＮｙ（ｘ＞０、ｙ＞０））、ハフニウムアルミネート（ＨｆＡｌｘＯ

ｙ（ｘ＞０、ｙ＞０））、酸化ランタンなどのｈｉｇｈ－ｋ材料を用いることでゲートリ
ーク電流を低減できる。さらに、第１のゲート絶縁層１０２ａ及び第２のゲート絶縁層１
０２ｂはそれぞれ、単層構造としても良いし、積層構造としても良い。
【０３８３】
次いで、ゲート絶縁層１０２を介して酸化物半導体層１０３上にゲート電極１０１を形成
する（図１１（Ｃ）、図１１（Ｄ）、及び図１２（Ｂ）参照）。ゲート電極１０１は、ゲ
ート電極１０１となる第１の導電層をプラズマＣＶＤ法またはスパッタリング法等により
形成し、第１のフォトリソグラフィ工程により、当該第１の導電層を一部を選択的にエッ
チング等で除去することにより形成することができる。また、ゲート電極１０１の材料は
、モリブデン、チタン、タンタル、タングステン、アルミニウム、銅、クロム、ネオジム
、スカンジウムから選ばれた元素を含む金属膜、または上述した元素を成分とする金属窒
化物膜（窒化チタン膜、窒化モリブデン膜、窒化タングステン膜）等を用いることができ
る。また、ゲート電極１０１としてリン等の不純物元素をドーピングした多結晶シリコン
に代表される半導体、ニッケルシリサイドなどのシリサイドを用いてもよい。ゲート電極
１０１は、単層構造としてもよいし、積層構造としてもよい。
【０３８４】
また、ゲート電極１０１の材料は、酸化インジウム酸化スズ、酸化タングステンを含むイ
ンジウム酸化物、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むイン
ジウム酸化物、酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、酸化インジウム酸化亜鉛、酸化ケ
イ素を添加したインジウム錫酸化物などの導電性材料を適用することもできる。また、上
記導電性材料と、上記金属材料の積層構造とすることもできる。
【０３８５】
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また、ゲート絶縁層１０２と接するゲート電極１０１の一層として、窒素を含む金属酸化
物、具体的には、窒素を含むＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物や、窒素を含むＩｎ－Ｓｎ系酸化
物や、窒素を含むＩｎ－Ｇａ系酸化物や、窒素を含むＩｎ－Ｚｎ系酸化物や、窒素を含む
酸化錫や、窒素を含む酸化インジウムや、金属窒化物（ＩｎＮ、ＳｎＮなど）を用いるこ
とができる。これらの材料は５ｅＶ（電子ボルト）、好ましくは５．５ｅＶ（電子ボルト
）以上の仕事関数を有し、ゲート電極として用いた場合、トランジスタの電気特性のしき
い値電圧をプラスにすることができ、所謂ノーマリーオフのスイッチング素子を実現でき
る。
【０３８６】
なお、ゲート電極１０１は、ゲート絶縁層１０２上に設けられた第１の導電層（図示しな
い）を、マスクを用いて加工することによって形成することができる。ここで、加工に用
いるマスクは、フォトリソグラフィ法などによって形成されたマスクに、スリミング処理
を行って、より微細なパターンを有するマスクとするのが好ましい。
【０３８７】
スリミング処理としては、例えば、ラジカル状態の酸素（酸素ラジカル）などを用いるア
ッシング処理を適用することができる。ただし、スリミング処理はフォトリソグラフィ法
などによって形成されたマスクをより微細なパターンに加工できる処理であれば、アッシ
ング処理に限定する必要はない。また、スリミング処理によって形成されるマスクによっ
てトランジスタのチャネル長（Ｌ）が決定されることになるため、当該スリミング処理と
しては制御性の良好な処理を適用することができる。
【０３８８】
スリミング処理の結果、フォトリソグラフィ法などによって形成されたマスクを、露光装
置の解像限界以下、好ましくは１／２以下、より好ましくは１／３以下の線幅まで微細化
することが可能である。例えば、線幅は、３０ｎｍ以上２０００ｎｍ以下、好ましくは５
０ｎｍ以上３５０ｎｍ以下とすることができる。これにより、トランジスタのさらなる微
細化を達成することができる。
【０３８９】
次いで、ゲート絶縁層１０２及びゲート電極１０１上に第１の絶縁層１０６を形成する。
【０３９０】
第１の絶縁層１０６は、プラズマＣＶＤ法、スパッタリング法、または蒸着法等により成
膜することができる。第１の絶縁層１０６は、代表的には酸化シリコン、酸化窒化シリコ
ン、酸化窒化アルミニウム、または酸化ガリウムなどの無機絶縁材料などを用いることが
できる。
【０３９１】
また、第１の絶縁層１０６として、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化マグネシウ
ム、酸化ジルコニウム、酸化ランタン、酸化バリウム、または金属窒化物（例えば、窒化
アルミニウム）も用いることができる。
【０３９２】
第１の絶縁層１０６は、単層でも積層でもよく、例えば酸化シリコン層及び酸化アルミニ
ウム層を積層して用いることができる。酸化アルミニウム層は、水素、水分などの不純物
、及び酸素の両方に対して膜を通過させない遮断効果（ブロック効果）が高く、作製工程
中及び作製後において、変動要因となる水素、水分などの不純物の酸化物半導体層１０３
への混入、及び酸化物半導体を構成する主成分材料である酸素の酸化物半導体層１０３か
らの放出を抑制するブロッキング層として機能するため好適である。
【０３９３】
第１の絶縁層１０６は、スパッタリング法など、第１の絶縁層１０６に水、水素等の不純
物を混入させない方法を適宜用いて形成することが好ましい。
【０３９４】
酸化物半導体層１０３の成膜時と同様に、第１の絶縁層１０６の成膜室内の残留水分を除
去するためには、吸着型の真空ポンプ（クライオポンプなど）を用いることが好ましい。
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クライオポンプを用いて排気した成膜室で成膜した第１の絶縁層１０６に含まれる不純物
の濃度を低減できる。また、第１の絶縁層１０６の成膜室内の残留水分を除去するための
排気手段としては、ターボ分子ポンプにコールドトラップを加えたものであってもよい。
【０３９５】
本実施の形態では、第１の絶縁層１０６として、酸化アルミニウム層と酸化シリコン層の
積層を用いるものとする。なお、ゲート電極１０１と接する側を酸化アルミニウム層とす
る。また、酸化アルミニウム層を高密度（膜密度３．２ｇ／ｃｍ３以上、好ましくは３．
６ｇ／ｃｍ３以上）とすることによって、トランジスタ１１０に安定な電気特性を付与す
ることができる。膜密度はラザフォード後方散乱法（ＲＢＳ）や、Ｘ線反射率測定法（Ｘ
ＲＲ）によって測定することができる。
【０３９６】
次いで第１の絶縁層１０６上に、第２の絶縁層１０７を形成する（図１１（Ｅ）及び図１
１（Ｆ）参照）。第２の絶縁層１０７は、トランジスタ起因の表面凹凸を低減する平坦化
絶縁層として機能することが好ましい。第２の絶縁層１０７の材料としては、第１の絶縁
層１０６に用いる上記材料の中から適宜選択して用いることができる。また、第２の絶縁
層１０７は、上記材料の他にポリイミド、アクリル樹脂、ベンゾシクロブテン系樹脂、等
の有機材料を用いることができる。また上記有機材料の他に、低誘電率材料（ｌｏｗ－ｋ
材料）等を用いることができる。なお、これらの材料で形成される絶縁層を複数積層させ
ることで、平坦化絶縁層を形成してもよい。また、第２の絶縁層１０７を設けず、第１の
絶縁層１０６のみを設ける構成にしてもよい。
【０３９７】
以上説明したように、酸化物半導体層１０３に十分な酸素が供給され酸素が過飽和の状態
とするため、酸化物半導体層１０３を包みこむように過剰酸素を含む絶縁層を接して設け
ることが好ましい。本実施の形態では、酸化物半導体層１０３と接する第２の下地絶縁層
１３６及び第１のゲート絶縁層１０２ａに過剰酸素を含む絶縁層、又は酸化物半導体層１
０３と接する領域に酸素過剰領域を含む絶縁層を用いる。
【０３９８】
さらに過剰酸素を含む絶縁層の外側に配置されるように、酸化物半導体層１０３の酸素の
放出を抑制するブロッキング層を設けることが好ましい。本実施の形態では、第１の下地
絶縁層１３７、第２のゲート絶縁層１０２ｂ、及び第１の絶縁層１０６がブロッキング層
として機能する。
【０３９９】
酸化物半導体層１０３の上下に、過剰酸素を含む絶縁層及び酸素の放出を抑制するブロッ
キング層を設けることで、酸化物半導体層１０３において化学量論的組成とほぼ一致する
ような状態、或いは化学量論的組成より酸素が多い過飽和の状態とすることができる。例
えば、酸化物半導体層１０３がＩＧＺＯの場合、化学量論的組成の一例は、Ｉｎ：Ｇａ：
Ｚｎ：Ｏが１：１：１：４［原子数比］であり、酸素の原子数比が４または４以上含む状
態とする。
【０４００】
次いで、第２の絶縁層１０７上にマスクを形成し（図示せず）、当該マスクを用いて、第
２のフォトリソグラフィ工程により、第２の絶縁層１０７、第１の絶縁層１０６、及びゲ
ート絶縁層１０２をエッチング等でそれぞれの一部を除去して、酸化物半導体層１０３に
達する開口部１０９ａ及び開口部１０９ｂを形成する（図１１（Ｇ）、図１１（Ｈ）、及
び図１２（Ｃ）参照。ただし、説明を分かりやすくするため、図１２では第２の絶縁層１
０７、第１の絶縁層１０６、及びゲート絶縁層１０２の記載を省略している。）なお、第
２の絶縁層１０７を設けない場合は、第１の絶縁層１０６及びゲート絶縁層１０２をエッ
チングして、酸化物半導体層１０３に達する開口部１０９ａ及び開口部１０９ｂを形成す
る。
【０４０１】
次いで、開口部１０９ａ及び開口部１０９ｂを埋め込むように、第２の絶縁層１０７上に
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ソース電極１０５ａ及びドレイン電極１０５ｂとなる第２の導電層を形成する。
【０４０２】
当該第２の導電層は、後の加熱処理に耐えられる材料を用いる。例えば、Ａｌ、Ｃｒ、Ｃ
ｕ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗから選ばれた元素を含む金属膜、または上述した元素を成分と
する金属窒化物膜（窒化チタン膜、窒化モリブデン膜、窒化タングステン膜）等を用いる
ことができる。また、Ａｌ、Ｃｕなどの金属膜の下側又は上側の一方または双方にＴｉ、
Ｍｏ、Ｗなどの高融点金属膜またはそれらの金属窒化物膜（窒化チタン膜、窒化モリブデ
ン膜、窒化タングステン膜）を積層させた構成としても良い。また、ソース電極１０５ａ
及びドレイン電極１０５ｂに用いる第２の導電層としては、導電性の金属酸化物で形成し
ても良い。導電性の金属酸化物としては酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）、酸化スズ（Ｓｎ
Ｏ２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム酸化スズ（Ｉｎ２Ｏ３－ＳｎＯ２、ＩＴＯ
と略記する）、酸化インジウム酸化亜鉛（Ｉｎ２Ｏ３－ＺｎＯ）またはこれらの金属酸化
物材料に酸化シリコンを含ませたものを用いることができる。
【０４０３】
当該第２の導電層を、第３のフォトリソグラフィ工程により、一部を除去して所定の形状
に加工し、酸化物半導体層１０３と電気的に接続するソース電極１０５ａ及びドレイン電
極１０５ｂを形成する（図１０（Ａ）、図１０（Ｂ）、及び図１０（Ｃ）参照）。
【０４０４】
また、本実施の形態に示すトランジスタは、酸化物半導体層１０３としてＣＡＡＣ－ＯＳ
が適用される場合に特に有用である。ＣＡＡＣ－ＯＳで形成された酸化物半導体層は、側
面（端面）から酸素が脱離しやすいからである。なお、この点については、下記の参考例
において詳述する。
【０４０５】
なお、本実施の形態では、島状に加工しない酸化物半導体層を用いて構成されたトランジ
スタについて示したが、当該構成と異なる構成を有するトランジスタであっても寄生チャ
ネルの形成を抑制することが可能である。具体的には、トランジスタのチャネル幅方向（
図１０（Ａ）に示すＢ１－Ｂ２線に沿う方向）において酸化物半導体層がパターニングさ
れていなければ（チャネル幅方向において酸化物半導体層が延在していれば）、寄生チャ
ネルの形成を抑制することが可能である。換言すると、トランジスタのチャネル長方向（
図１０（Ａ）に示すＡ１－Ａ２線に沿う方向）においてパターニングされている酸化物半
導体層であっても、寄生チャネルの形成が抑制されることがある。
【０４０６】
また本実施の形態により、酸化物半導体層の側面にトランジスタの寄生チャネルが形成さ
れることを抑制することができる。
【０４０７】
また本実施の形態により、寄生チャネルの形成を抑制することにより、良好な電気特性を
有するトランジスタを得ることができる。
【０４０８】
また開示される発明の一態様により、トランジスタの作製に用いるフォトリソグラフィ工
程を従来よりも少なくし、トランジスタの生産性を高めることができる。
【０４０９】
以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適
宜組み合わせて用いることができる。
【０４１０】
（実施の形態５）
本実施の形態では、上記実施の形態とは異なる構成を有する半導体装置について説明する
。
【０４１１】
図１３（Ａ）乃至図１３（Ｃ）に半導体装置の例として、トランジスタ１２０の上面図及
び断面図を示す。図１３（Ａ）は、トランジスタ１２０の上面図であり、図１３（Ｂ）は
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、図１３（Ａ）のＣ１－Ｃ２における断面図であり、図１３（Ｃ）は、図１３（Ａ）のＤ
１－Ｄ２における断面図である。なお、図面をわかりやすくするため、図１３（Ａ）では
、トランジスタ１２０の構成要素の一部（例えば、第２の絶縁層１０７）の記載を省略し
ている。
【０４１２】
図１３（Ａ）乃至図１３（Ｃ）に示すトランジスタ１２０は、絶縁表面を有する基板１０
０上に第１の下地絶縁層１３７、第１の下地絶縁層１３７上に第２の下地絶縁層１３６、
第２の下地絶縁層１３６上に酸化物半導体層１０３と、酸化物半導体層１０３上に設けら
れ、第１のゲート絶縁層１０２ａ及び第２のゲート絶縁層１０２ｂを含むゲート絶縁層１
０２と、ゲート絶縁層１０２を介して酸化物半導体層１０３上に設けられたゲート電極１
０１と、ゲート電極１０１上に設けられた第１の絶縁層１０６と、第１の絶縁層１０６上
に設けられた第２の絶縁層１０７と、ゲート絶縁層１０２、第１の絶縁層１０６、及び第
２の絶縁層１０７の開口を介して、酸化物半導体層１０３と電気的に接続するソース電極
１１５ａ及びドレイン電極１１５ｂを含んで構成される。ソース電極１１５ａ及びドレイ
ン電極１１５ｂは、ゲート電極１０１を挟んで設けられる、一対の電極である。なお、ソ
ース電極１１５ａ及びドレイン電極１１５ｂ上に接してソース配線及びドレイン配線を形
成してもよい。
【０４１３】
また酸化物半導体層１０３には、ゲート絶縁層１０２を介してゲート電極１０１と重畳す
るチャネル形成領域１３１、ソース電極１１５ａと接するソース領域１３３ａ、ドレイン
電極１１５ｂと接するドレイン領域１３３ｂ、ソース領域１３３ａ及びチャネル形成領域
１３１との間に設けられたオフセット領域１３２ａ、ドレイン領域１３３ｂ及びチャネル
形成領域１３１との間に設けられたオフセット領域１３２ｂを有している。すなわち、チ
ャネル形成領域１３１、ソース領域１３３ａ、ドレイン領域１３３ｂ、オフセット領域１
３２ａ、オフセット領域１３２ｂは、自己整合により形成される。なお、オフセット領域
１３２ａを設けることにより、チャネル形成領域１３１とソース電極１０５ａ間に生じる
寄生容量を低減することができる。また、オフセット領域１３２ｂを設けることにより、
チャネル形成領域１３１とドレイン電極１０５ｂ間に生じる寄生容量を低減することがで
きる。なおキャリアが流れる距離であるチャネル形成領域１３１の長さ（チャネル長とも
いう）は、６０ｎｍ未満が好ましい。
【０４１４】
また、自己整合によりチャネル形成領域１３１が形成されるため、トランジスタの微細化
が実現し易く、オン特性（例えば、オン電流及び電界効果移動度）が高く、高速動作が可
能となる。
【０４１５】
なお、トランジスタ１２０はチャネル形成領域が１つ形成されるシングルゲート構造でも
、２つ形成されるダブルゲート構造もしくは３つ形成されるトリプルゲート構造であって
もよい。また、チャネル領域の上下にゲート絶縁層を介して配置された２つのゲート電極
を有する、デュアルゲート型でもよい。
【０４１６】
また上述のように、酸化物半導体層１０３の側面が形成されてしまう場合は、酸化物半導
体層１０３の側面は、チャネル形成領域１３１の側面と一致させず、十分離れた距離に配
置する。
【０４１７】
本実施の形態及び実施の形態４との違いは、一対の電極であるソース電極１１５ａ及びド
レイン電極１１５ｂの形状が、実施の形態４（ソース電極１０５ａ及びドレイン電極１０
５ｂ）と異なることである。本実施の形態のソース電極１１５ａ及びドレイン電極１１５
ｂは、櫛状の電極（櫛歯型電極や櫛型電極ともいう）である。また上面図において、ゲー
ト電極１０１を挟んで、ソース電極１１５ａの凸部とドレイン電極１１５ｂの凸部は重な
らない。
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【０４１８】
トランジスタ１２０のチャネル形成領域は、酸化物半導体層１０３中の、ソース電極１１
５ａの凸部とドレイン電極１１５ｂの凸部との間に形成される。
【０４１９】
図１４（Ａ）乃至図１４（Ｈ）、図１５（Ａ）乃至図１５（Ｃ）、及び図１３（Ａ）乃至
図１３（Ｃ）にトランジスタ１２０の作製工程を示す。ただし図１４（Ａ）乃至図１４（
Ｆ）、及び図１５（Ａ）乃至図１５（Ｂ）は、実施の形態４の図１１（Ａ）乃至図１１（
Ｆ）、及び図１２（Ａ）乃至図１２（Ｂ）と同様のため、その説明は実施の形態４を援用
すればよい。
【０４２０】
第２の絶縁層１０７を形成後、第２の絶縁層１０７上にマスクを形成し（図示せず）、当
該マスクを用いて、第２のフォトリソグラフィ工程により、第２の絶縁層１０７、第１の
絶縁層１０６、及びゲート絶縁層１０２をエッチング等でそれぞれの一部を除去して、酸
化物半導体層１０３に達する開口部１１９ａ及び開口部１１９ｂを形成する（図１４（Ｇ
）、図１４（Ｈ）、及び図１５（Ｃ）参照。ただし、説明を分かりやすくするため、図１
５では第２の絶縁層１０７、第１の絶縁層１０６、及びゲート絶縁層１０２の記載を省略
している。）。なお、第２の絶縁層１０７を設けない場合は、第１の絶縁層１０６及びゲ
ート絶縁層１０２をエッチングして、酸化物半導体層１０３に達する開口部１１９ａ及び
開口部１１９ｂを形成する。
【０４２１】
なお開口部１１９ａ及び開口部１１９ｂは、上面図（図１５（Ｃ））において、櫛状の形
状である。また上面図において、ゲート電極１０１を挟んで、開口部１１９ａ及び開口部
１１９ｂの凸部は重ならない。
【０４２２】
本実施の形態の開口部１１９ｂ（もちろん開口部１１９ａでもよい）の凸部と、ゲート電
極１０１との距離は、第２のフォトリソグラフィ工程における、露光機の解像度に基づい
て決定される。
【０４２３】
次いで、開口部１１９ａ及び開口部１１９ｂを埋め込むように、第２の絶縁層１０７上（
第２の絶縁層１０７を設けない場合は、第１の絶縁層１０６上）にソース電極１１５ａ及
びドレイン電極１１５ｂとなる第２の導電層を形成する。当該第２の導電層は、実施の形
態４と同様の材料を用いればよい。
【０４２４】
当該第２の導電層を、第３のフォトリソグラフィ工程により、その一部を除去して櫛状に
加工し、酸化物半導体層１０３と電気的に接続し、櫛状の形状を有するソース電極１１５
ａ及びドレイン電極１１５ｂを形成する（図１３（Ａ）及び図１３（Ｂ）参照）。
【０４２５】
本実施の形態のドレイン電極１１５ｂ（もちろんソース電極１１５ａでもよい）の凸部と
、ゲート電極１０１との距離は、第３のフォトリソグラフィ工程における、露光機の解像
度に基づいて決定される。
【０４２６】
本実施の形態のトランジスタでは、ゲート電極１０１を挟んで、ソース電極１１５ａの凸
部とドレイン電極１１５ｂの凸部は重ならない。これにより、ソース電極１１５ａ及びド
レイン電極１１５ｂは、第２及び第３のフォトリソグラフィ工程において、ゲート電極１
０１、ソース電極１１５ａ、及びドレイン電極１１５ｂの短絡を防ぎつつ、可能な限りゲ
ート電極１０１及びソース電極１１５ａ、又は、ゲート電極１０１及びドレイン電極１１
５ｂを近づけることができる。
【０４２７】
また上述したように、酸化物半導体層１０３にｉ型（真性）または実質的にｉ型化した酸
化物半導体層を用いると、ｉ型（真性）または実質的にｉ型化した酸化物半導体は抵抗率
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が大きく、絶縁性が高い。よって、酸化物半導体層１０３を島状の酸化物半導体層に加工
しなくても、異なる複数のトランジスタのチャネル形成領域を電気的に分離することが可
能となる。
【０４２８】
また、酸化物半導体層１０３を所定の形状に加工しないので、所定の形状に加工するマス
クを形成する必要がない。そのため、本実施の形態のトランジスタ作製工程において、マ
スク数を減らすことができる。
【０４２９】
また、本実施の形態に示すトランジスタは、酸化物半導体層１０３としてＣＡＡＣ－ＯＳ
が適用される場合に特に有用である。ＣＡＡＣ－ＯＳで形成された酸化物半導体層は、側
面（端面）から酸素が脱離しやすいからである。なお、この点については、下記の参考例
において詳述する。
【０４３０】
なお、本実施の形態では、島状に加工しない酸化物半導体層を用いて構成されたトランジ
スタについて示したが、当該構成と異なる構成を有するトランジスタであっても寄生チャ
ネルの形成を抑制することが可能である。具体的には、トランジスタのチャネル幅方向（
図１３（Ａ）に示すＤ１－Ｄ２線に沿う方向）において酸化物半導体層がパターニングさ
れていなければ（チャネル幅方向において酸化物半導体層が延在していれば）、寄生チャ
ネルの形成を抑制することが可能である。換言すると、トランジスタのチャネル長方向（
図１３（Ａ）に示すＣ１－Ｃ２線に沿う方向）においてパターニングされている酸化物半
導体層であっても、寄生チャネルの形成が抑制されることがある。
【０４３１】
以上本実施の形態により、酸化物半導体層の側面にトランジスタの寄生チャネルが形成さ
れることを抑制することができる。
【０４３２】
また本実施の形態により、寄生チャネルの形成を抑制することにより、良好な電気特性を
有するトランジスタを得ることができる。
【０４３３】
また開示される発明の一態様により、トランジスタの作製に用いるフォトリソグラフィ工
程を従来よりも少なくし、トランジスタの生産性を高めることができる。
【０４３４】
以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適
宜組み合わせて用いることができる。
【０４３５】
（実施の形態６）
本実施の形態では、実施の形態４及び実施の形態５とは異なる構成を有する半導体装置に
ついて説明する。
【０４３６】
図１６（Ａ）乃至図１６（Ｃ）に半導体装置の例として、トランジスタ１３０の上面図及
び断面図を示す。図１６（Ａ）は、トランジスタ１３０の上面図であり、図１６（Ｂ）は
、図１６（Ａ）のＥ１－Ｅ２における断面図であり、図１６（Ｃ）は、図１６（Ａ）のＦ
１－Ｆ２における断面図である。なお、図面をわかりやすくするため、図１６（Ａ）では
、トランジスタ１３０の構成要素の一部（例えば、第２の絶縁層１０７）の記載を省略し
ている。
【０４３７】
図１６（Ａ）乃至図１６（Ｃ）に示すトランジスタ１３０は、絶縁表面を有する基板１０
０上に第１の下地絶縁層１３７、第１の下地絶縁層１３７上に第２の下地絶縁層１３６、
第２の下地絶縁層１３６上に酸化物半導体層１０３と、酸化物半導体層１０３上に設けら
れ、第１のゲート絶縁層１０２ａ及び第２のゲート絶縁層１０２ｂを含むゲート絶縁層１
０２と、ゲート絶縁層１０２を介して酸化物半導体層１０３上に設けられたゲート電極１
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０１と、ゲート電極１０１上に設けられた第１の絶縁層１０６と、第１の絶縁層１０６上
に設けられた第２の絶縁層１０７と、ゲート絶縁層１０２、第１の絶縁層１０６、及び第
２の絶縁層１０７の開口を介して、酸化物半導体層１０３と電気的に接続するソース電極
１２５ａ及びドレイン電極１２５ｂ、ソース電極１２５ａ及びドレイン電極１２５ｂ上に
接してソース配線１３５ａ及びドレイン配線１３５ｂを含んで構成される。なお、ソース
電極１２５ａ及びドレイン電極１２５ｂは、ゲート電極１０１を挟んで設けられる、一対
の電極である。
【０４３８】
トランジスタ１３０において、ソース電極１２５ａ及びドレイン電極１２５ｂは、ゲート
絶縁層１０２、第１の絶縁層１０６、及び第２の絶縁層１０７に設けられた開口部を埋め
込むように設けられており、酸化物半導体層１０３とそれぞれ接している。ソース電極１
２５ａ及びドレイン電極１２５ｂは、酸化物半導体層１０３に達するゲート絶縁層１０２
、第１の絶縁層１０６、及び第２の絶縁層１０７の開口部を埋め込むように第２の絶縁層
１０７上に導電層を形成し、当該導電層に研磨処理を行うことにより、第２の絶縁層１０
７上（少なくともゲート電極１０１と重畳する領域）に設けられた導電層を除去すること
で、導電層が分断されて形成されたものである。
【０４３９】
また、トランジスタ１３０においてソース電極１２５ａとドレイン電極１２５ｂとのチャ
ネル長方向の距離は、ソース配線１３５ａとドレイン配線１３５ｂとのチャネル長方向の
距離よりも小さい。
【０４４０】
また酸化物半導体層１０３には、ゲート絶縁層１０２を介してゲート電極１０１と重畳す
るチャネル形成領域１３１、ソース電極１２５ａと接するソース領域１３３ａ、ドレイン
電極１２５ｂと接するドレイン領域１３３ｂ、ソース領域１３３ａ及びチャネル形成領域
１３１との間に設けられたオフセット領域１３２ａ、ドレイン領域１３３ｂ及びチャネル
形成領域１３１との間に設けられたオフセット領域１３２ｂを有している。すなわち、チ
ャネル形成領域１３１、ソース領域１３３ａ、ドレイン領域１３３ｂ、オフセット領域１
３２ａ、オフセット領域１３２ｂは、自己整合により形成される。なお、オフセット領域
１３２ａを設けることにより、チャネル形成領域１３１とソース電極１０５ａ間に生じる
寄生容量を低減することができる。また、オフセット領域１３２ｂを設けることにより、
チャネル形成領域１３１とドレイン電極１０５ｂ間に生じる寄生容量を低減することがで
きる。なおキャリアが流れる距離であるチャネル形成領域１３１の長さ（チャネル長とも
いう）は、６０ｎｍ未満が好ましい。
【０４４１】
また、自己整合によりチャネル形成領域１３１が形成されるため、トランジスタの微細化
が実現し易く、オン特性（例えば、オン電流及び電界効果移動度）が高く、高速動作が可
能となる。
【０４４２】
なお、トランジスタ１３０はチャネル形成領域が１つ形成されるシングルゲート構造でも
、２つ形成されるダブルゲート構造もしくは３つ形成されるトリプルゲート構造であって
もよい。また、チャネル領域の上下にゲート絶縁層を介して配置された２つのゲート電極
を有する、デュアルゲート型でもよい。
【０４４３】
また上述のように、酸化物半導体層１０３の側面が形成されてしまう場合は、酸化物半導
体層１０３の側面は、チャネル形成領域１３１の側面と一致させず、十分離れた距離に配
置する。
【０４４４】
実施の形態４及び実施の形態５と、本実施の形態との違いは、ソース電極１２５ａ及びド
レイン電極１２５ｂの形状が、実施の形態４（ソース電極１０５ａ及びドレイン電極１０
５ｂ）と異なること、ソース電極１２５ａ及びドレイン電極１２５ｂ上に接してソース配
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線１３５ａ及びドレイン配線１３５ｂが形成されることである。また、トランジスタ１３
０の作製工程において（後述）、ソース電極１２５ａ及びドレイン電極１２５ｂ、及び酸
化物半導体層１０３との電気的接続を得るための開口部１２９ａ及び開口部１２９ｂを、
同時ではなく別々に形成するという点が、トランジスタ１１０及びトランジスタ１２０と
は異なる。
【０４４５】
図１７（Ａ）乃至図１７（Ｈ）、図１８（Ａ）乃至図１８（Ｆ）、図１９（Ａ）乃至図１
９（Ｃ）、図２０（Ａ）乃至図２０（Ｃ）、及び図１６（Ａ）乃至図１６（Ｃ）にトラン
ジスタ１３０の作製工程を示す。ただし図１７（Ａ）乃至図１７（Ｆ）、及び図１９（Ａ
）乃至図１９（Ｂ）は、実施の形態４の図１１（Ａ）乃至図１１（Ｆ）、及び図１２（Ａ
）乃至図１２（Ｂ）と同様のため、その説明は実施の形態４を援用すればよい。
【０４４６】
第２の絶縁層１０７を形成後、第２の絶縁層１０７上にマスク１２７を形成し、マスク１
２７を用いて、第２のフォトリソグラフィ工程により、第２の絶縁層１０７、第１の絶縁
層１０６、及びゲート絶縁層１０２をエッチング等によりそれぞれの一部を除去して、酸
化物半導体層１０３に達する開口部１２９ａを形成する（図１７（Ｇ）、図１７（Ｈ）、
及び図１９（Ｃ）参照。ただし、説明を分かりやすくするため、図１９では第２の絶縁層
１０７、第１の絶縁層１０６、及びゲート絶縁層１０２の記載を省略している。）。なお
、第２の絶縁層１０７を設けない場合は、第１の絶縁層１０６上にマスク１２７を形成し
、マスク１２７を用いて、第１の絶縁層１０６及びゲート絶縁層１０２をエッチング等に
よりそれぞれの一部を除去して、酸化物半導体層１０３に達する開口部１２９ａを形成す
る。
【０４４７】
マスク１２７は、フォトレジストなどの材料を用いて形成することができる。マスク１２
７形成時の露光には、波長が数ｎｍ～数１０ｎｍと短い超紫外線（Ｅｘｔｒｅｍｅ　Ｕｌ
ｔｒａｖｉｏｌｅｔ）を用いるのが望ましい。超紫外線による露光は、解像度が高く焦点
深度も大きい。したがって、微細なパターンを有するマスク１２７を形成することができ
る。
【０４４８】
なお、十分に微細なパターンのマスク１２７を形成できるのであれば、インクジェット法
などの他の方法を用いてマスク１２７を形成しても良い。この場合には、マスク１２７の
材料として、フォトレジストなどの感光性を有する材料を用いる必要はない。
【０４４９】
マスク１２７を除去した後、開口部１２９ａ及び第２の絶縁層１０７上（第２の絶縁層１
０７を設けない場合は、第１の絶縁層１０６上）にマスク１２８を形成する。マスク１２
８は、マスク１２７と同様に形成することができる。そしてマスク１２８を用い、第３の
フォトリソグラフィ工程により、第２の絶縁層１０７、第１の絶縁層１０６、及びゲート
絶縁層１０２をエッチング等によりそれぞれの別の一部を除去して、酸化物半導体層１０
３に達する開口部１２９ｂを形成する（図１８（Ａ）、図１８（Ｂ）、及び図２０（Ａ）
参照）。開口部１２９ｂは、開口部１２９ａとゲート電極１０１を挟んで逆側の領域に形
成される。これによって、ゲート絶縁層１０２、第１の絶縁層１０６、及び第２の絶縁層
１０７に、ゲート電極１０１を挟んで一対の開口部である開口部１２９ａ及び開口部１２
９ｂが形成されることとなる。
【０４５０】
次いで、開口部１２９ａ及び開口部１２９ｂを埋め込むように、第２の絶縁層１０７上（
第２の絶縁層１０７を設けない場合は、第１の絶縁層１０６上）にソース電極及びドレイ
ン電極となる導電層１２４を形成する（図１８（Ｃ）、図１８（Ｄ）、図２０（Ｂ）参照
）。
【０４５１】
導電層１２４は、後の加熱処理に耐えられる材料を用いる。例えば、Ａｌ、Ｃｒ、Ｃｕ、
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Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗから選ばれた元素を含む金属膜、または上述した元素を成分とする
金属窒化物膜（窒化チタン膜、窒化モリブデン膜、窒化タングステン膜）等を用いること
ができる。また、Ａｌ、Ｃｕなどの金属膜の下側又は上側の一方または双方にＴｉ、Ｍｏ
、Ｗなどの高融点金属膜またはそれらの金属窒化物膜（窒化チタン膜、窒化モリブデン膜
、窒化タングステン膜）を積層させた構成としても良い。また、ソース電極１２５ａ及び
ドレイン電極１２５ｂに用いる導電層１２４としては、導電性の金属酸化物で形成しても
良い。導電性の金属酸化物としては酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）、酸化スズ（ＳｎＯ２

）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム酸化スズ（Ｉｎ２Ｏ３－ＳｎＯ２、ＩＴＯと略
記する）、酸化インジウム酸化亜鉛（Ｉｎ２Ｏ３－ＺｎＯ）またはこれらの金属酸化物材
料に酸化シリコンを含ませたものを用いることができる。
【０４５２】
次に、導電層１２４にＣＭＰ処理を行う（図１８（Ｅ）、図１８（Ｆ）、図２０（Ｃ）参
照）。第２の絶縁層１０７上（少なくともゲート電極１０１と重畳する領域）に設けられ
た導電層１２４を除去するように、導電層１２４に対してＣＭＰ処理を行うことで、開口
部１２９ａ及び開口部１２９ｂに埋め込まれたソース電極１２５ａ及びドレイン電極１２
５ｂを形成することができる。本実施の形態では、導電層１２４に対して、第２の絶縁層
１０７の表面が露出する条件でＣＭＰ処理を行うことにより、ソース電極１２５ａ及びド
レイン電極１２５ｂを形成する。なお、ＣＭＰ処理の条件によっては第２の絶縁層１０７
の表面またはゲート電極１０１の表面も研磨される場合がある。
【０４５３】
ここで、ＣＭＰ処理とは、被加工物の表面を化学的・機械的な複合作用により平坦化する
手法である。より具体的には、研磨ステージの上に研磨布を貼り付け、被加工物と研磨布
との間にスラリー（研磨剤）を供給しながら研磨ステージと被加工物とを各々回転または
揺動させて、被加工物の表面を、スラリーと被加工物表面との間での化学反応と、研磨布
と被加工物との機械的研磨の作用により、被加工物の表面を研磨する方法である。
【０４５４】
なお、ＣＭＰ処理は、１回のみ行ってもよいし、複数回行ってもよい。複数回に分けてＣ
ＭＰ処理を行う場合は、高い研磨レートの一次研磨を行った後、低い研磨レートの仕上げ
研磨を行うのが好ましい。このように研磨レートの異なる研磨を組み合わせることによっ
て、ソース電極１２５ａ、ドレイン電極１２５ｂ、第２の絶縁層１０７の表面の平坦性を
より向上させることができる。
【０４５５】
なお、本実施の形態では、第２の絶縁層１０７と重畳する領域の導電層１２４の除去にＣ
ＭＰ処理を用いたが、他の研磨（研削、切削）処理を用いてもよい。または、ＣＭＰ処理
等の研磨処理と、エッチング（ドライエッチング、ウェットエッチング）処理や、プラズ
マ処理などを組み合わせてもよい。例えば、ＣＭＰ処理後、ドライエッチング処理やプラ
ズマ処理（逆スパッタリングなど）を行い、処理表面の平坦性向上を図ってもよい。研磨
処理に、エッチング処理、プラズマ処理などを組み合わせて行う場合、工程順は特に限定
されず、導電層１２４の材料、厚さ、及び表面の凹凸状態に合わせて適宜設定すればよい
。
【０４５６】
上述したように、ソース電極１２５ａ及びドレイン電極１２５ｂは、ゲート絶縁層１０２
、第１の絶縁層１０６、及び第２の絶縁層１０７に設けられた開口部１２９ａ及び開口部
１２９ｂを埋め込むように設けられる。したがって、トランジスタ１３０において、ソー
ス電極１２５ａと酸化物半導体層１０３が接する領域（ソース側コンタクト領域）とゲー
ト電極１０１との間の距離（図１８（Ｅ）におけるＬＳＧ）は、開口部１２９ａの端部と
ゲート電極１０１の端部との距離によって決定される。同様に、トランジスタ１３０にお
いて、ドレイン電極１２５ｂと酸化物半導体層１０３が接する領域（ドレイン側コンタク
ト領域）とゲート電極１０１との間の距離（図１８（Ｅ）におけるＬＤＧ）は、開口部１
２９ｂの端部とゲート電極１０１の端部との距離によって決定される。
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【０４５７】
ソース電極１２５ａを設けるための開口部１２９ａと、ドレイン電極１２５ｂを設けるた
めの開口部１２９ｂを、一度のエッチング処理によって形成する場合、開口部１２９ａと
開口部１２９ｂとのチャネル長方向の距離の最小加工寸法は、マスクの形成に用いる露光
装置の解像限界に制約される。したがって、開口部１２９ａと開口部１２９ｂとの距離を
十分に縮小することが難しく、結果としてソース側コンタクト領域及びドレイン側コンタ
クト領域と、ゲート電極１０１との距離（ＬＳＧ及びＬＤＧ）の微細化が困難である。
【０４５８】
しかしながら、本実施の形態で示す作製方法においては、開口部１２９ａと開口部１２９
ｂを、２枚のマスクを用いた２回のエッチング処理によって形成するため、露光装置の解
像限界に依存せず、自由に開口の位置を設定することが可能である。よって、ソース側コ
ンタクト領域またはドレイン側コンタクト領域と、ゲート電極１０１との距離（ＬＳＧま
たはＬＤＧ）を、例えば０．０５μｍ以上０．１μｍ以下まで縮小することができる。Ｌ

ＳＧ及びＬＤＧを縮小することで、トランジスタ１３０のソースとドレイン間の抵抗を低
減することができるため、トランジスタ１３０の電気的特性（例えばオン電流特性）を向
上させることができる。
【０４５９】
また、ソース電極１２５ａ及びドレイン電極１２５ｂの形成するために第２の絶縁層１０
７上の導電層１２４を除去する工程において、レジストマスクを用いたエッチング処理を
用いないため、ソース電極１２５ａ及びドレイン電極１２５ｂのチャネル長方向の距離が
微細化されている場合でも精密な加工を正確に行うことができる。よって、半導体装置の
作製工程において、形状や特性のばらつきを少ない微細な構造を有するトランジスタ１３
０を歩留まりよく作製することができる。
【０４６０】
次いで、ソース電極１２５ａ、ドレイン電極１２５ｂ、及び第２の絶縁層１０７上（第２
の絶縁層１０７が形成されない場合は、第１の絶縁層１０６上）にソース配線及びドレイ
ン配線（これと同じ層で形成される配線も含む）となる導電層を成膜し、該導電層を加工
してソース配線１３５ａ及びドレイン配線１３５ｂを形成する（図１６（Ａ）乃至図１６
（Ｃ）参照）。
【０４６１】
ソース配線１３５ａ及びドレイン配線１３５ｂはゲート電極１０１と同様の材料及び作製
方法を用いて形成することができる。例えば、ソース配線１３５ａ及びドレイン配線１３
５ｂとして窒化タンタル膜と銅膜との積層、または窒化タンタル膜とタングステン膜との
積層などを用いることができる。
【０４６２】
上述のように、ソース電極１２５ａとドレイン電極１２５ｂとのチャネル長方向の距離は
、露光装置の解像限界に依存せずに微細に加工することが可能である。一方、ソース配線
１３５ａ及びドレイン配線１３５ｂは、フォトリソグラフィ法によって形成したマスクを
用いて加工されるため、その距離は、ソース電極１２５ａとドレイン電極１２５ｂよりも
大きくなる。トランジスタ１３０の微細化のためには、ソース配線１３５ａとドレイン配
線１３５ｂとの間隔を、露光装置の解像限界に合わせて設定するのが好ましい。
【０４６３】
以上の工程によって、本実施の形態のトランジスタ１３０が形成される。
【０４６４】
なお、トランジスタ１３０では、ソース電極１２５ａ及びドレイン電極１２５ｂの厚さは
、略等しい厚さであり、ソース電極１２５ａ、ドレイン電極１２５ｂ及び第２の絶縁層１
０７の上面が略一致する構成を示したが、本実施の形態はこれに限られない。
【０４６５】
例えば、図２１（Ａ）に示すトランジスタ１４０のように、導電層１２４の研磨処理の条
件によっては、ソース電極１２５ａまたはドレイン電極１２５ｂの上面と、第２の絶縁層
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１０７の上面と、に高低差が形成されることもある。または、図２１（Ｂ）に示すトラン
ジスタ１５０のように、導電層１２４、第１の絶縁層１０６、及び第２の絶縁層１０７の
研磨処理によって、ゲート電極１０１の上面を露出させてもよい。また、ゲート電極１０
１も上方の一部が研磨処理によって除去されてもよい。トランジスタ１５０のようにゲー
ト電極１０１を露出する構造は、トランジスタ１５０上に他の配線や半導体素子を積層す
る集積回路において用いることができる。
【０４６６】
上述のように、本実施の形態では、ソース電極１２５ａを設けるための開口部１２９ａと
ドレイン電極１２５ｂを設けるための開口部１２９ｂと、２枚のマスクを用いた２回のエ
ッチング処理によって形成する。これにより、トランジスタ１３０、トランジスタ１４０
、及びトランジスタ１５０の十分な微細化を達成することが可能であり、ソース側コンタ
クト領域及びドレイン側コンタクト領域と、ゲート電極１０１との距離を十分に縮小する
ことができるため、トランジスタ１３０、トランジスタ１４０、及びトランジスタ１５０
のソースとドレイン間の抵抗を低減することができる。よって、トランジスタの電気的特
性（例えばオン電流特性）を向上させることができる。
【０４６７】
また、ソース電極１２５ａ及びドレイン電極１２５ｂの形成するために第２の絶縁層１０
７上の導電層１２４を除去する工程において、レジストマスクを用いたエッチング処理を
用いないため、ソース電極１２５ａ及びドレイン電極１２５ｂの間隔が微細化されている
場合でも精密な加工を正確に行うことができる。よって、半導体装置の作製工程において
、形状や特性のばらつきを少ない微細な構造を有するトランジスタ１３０、トランジスタ
１４０、及びトランジスタ１５０を歩留まりよく作製することができる。
【０４６８】
また、本実施の形態に示すトランジスタは、酸化物半導体層１０３としてＣＡＡＣ－ＯＳ
が適用される場合に特に有用である。ＣＡＡＣ－ＯＳで形成された酸化物半導体層は、側
面（端面）から酸素が脱離しやすいからである。なお、この点については、下記の参考例
において詳述する。
【０４６９】
なお、本実施の形態では、島状に加工しない酸化物半導体層を用いて構成されたトランジ
スタについて示したが、当該構成と異なる構成を有するトランジスタであっても寄生チャ
ネルの形成を抑制することが可能である。具体的には、トランジスタのチャネル幅方向（
図１６（Ａ）に示すＦ１－Ｆ２線に沿う方向）において酸化物半導体層がパターニングさ
れていなければ（チャネル幅方向において酸化物半導体層が延在していれば）、寄生チャ
ネルの形成を抑制することが可能である。換言すると、トランジスタのチャネル長方向（
図１６（Ａ）に示すＥ１－Ｅ２線に沿う方向）においてパターニングされている酸化物半
導体層であっても、寄生チャネルの形成が抑制されることがある。
【０４７０】
以上本実施の形態により、酸化物半導体層の側面にトランジスタの寄生チャネルが形成さ
れることを抑制することができる。
【０４７１】
また本実施の形態により、寄生チャネルの形成を抑制することにより、良好な電気特性を
有するトランジスタを得ることができる。
【０４７２】
また開示される発明の一態様により、トランジスタの作製に用いるフォトリソグラフィ工
程を従来よりも少なくし、トランジスタの生産性を高めることができる。
【０４７３】
以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適
宜組み合わせて用いることができる。
【０４７４】
（実施の形態７）



(62) JP 2013-168644 A 2013.8.29

10

20

30

40

50

本実施の形態では、実施の形態４乃至実施の形態６とは異なる構成を有する半導体装置に
ついて説明する。
【０４７５】
実施の形態４乃至実施の形態６では、酸化物半導体層１０３として、組成が単一の酸化物
半導体層を用いたが、酸化物半導体層１０３として、組成の異なる２層の酸化物半導体層
を積層してもよい。本実施の形態では、酸化物半導体層１０３として、第１の酸化物半導
体層１０３ａ及び第２の酸化物半導体層１０３ｂを積層する場合について説明する。
【０４７６】
図２２（Ａ）乃至図２２（Ｃ）に、それぞれ、本実施の形態のトランジスタ１６０、トラ
ンジスタ１７０、及びトランジスタ１８０を示す。トランジスタ１６０、トランジスタ１
７０、及びトランジスタ１８０は、それぞれ、実施の形態４のトランジスタ１１０、実施
の形態５のトランジスタ１２０、実施の形態６のトランジスタ１３０の酸化物半導体層１
０３を、第１の酸化物半導体層１０３ａ及び第２の酸化物半導体層１０３ｂを積層した構
成に変えたものである。なお図示しないが、実施の形態６で説明したトランジスタ１４０
及びトランジスタ１５０の酸化物半導体層１０３を、第１の酸化物半導体層１０３ａ及び
第２の酸化物半導体層１０３ｂを積層した構成に変えた構成にしてもよいのは言うまでも
ない。
【０４７７】
例えば、第１の酸化物半導体層１０３ａと第２の酸化物半導体層１０３ｂに、異なる組成
の金属酸化物を用いてもよい。例えば、第１の酸化物半導体層１０３ａに三元系金属の酸
化物を用い、第２の酸化物半導体層１０３ｂに二元系金属の酸化物を用いてもよい。また
、例えば、第１の酸化物半導体層１０３ａと第２の酸化物半導体層１０３ｂを、どちらも
三元系金属の酸化物としてもよい。
【０４７８】
また、第１の酸化物半導体層１０３ａと第２の酸化物半導体層１０３ｂの構成元素を同一
とし、両者の組成を異ならせてもよい。例えば、第１の酸化物半導体層１０３ａの原子数
比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１とし、第２の酸化物半導体層１０３ｂの原子数比をＩ
ｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝３：１：２としてもよい。また、第１の酸化物半導体層１０３ａの原子
数比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：２とし、第２の酸化物半導体層１０３ｂの原子数比を
Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝２：１：３としてもよい。
【０４７９】
この時、第１の酸化物半導体層１０３ａと第２の酸化物半導体層１０３ｂのうち、ゲート
電極に近い側（チャネル側）の第２の酸化物半導体層１０３ｂのＩｎとＧａの含有率をＩ
ｎ＞Ｇａとするとよい。またゲート電極から遠い側（バックチャネル側）の第１の酸化物
半導体層１０３ａのＩｎとＧａの含有率をＩｎ≦Ｇａとするとよい。
【０４８０】
酸化物半導体では主として重金属のｓ軌道がキャリア伝導に寄与しており、Ｉｎの含有率
を多くすることによりｓ軌道のオーバーラップが多くなる傾向があるため、Ｉｎ＞Ｇａの
組成となる酸化物はＩｎ≦Ｇａの組成となる酸化物と比較して高い移動度を備える。また
、ＧａはＩｎと比較して酸素欠損の形成エネルギーが大きく酸素欠損が生じにくいため、
Ｉｎ≦Ｇａの組成となる酸化物はＩｎ＞Ｇａの組成となる酸化物と比較して安定した特性
を備える。
【０４８１】
チャネル側にＩｎ＞Ｇａの組成となる酸化物半導体を適用し、バックチャネル側にＩｎ≦
Ｇａの組成となる酸化物半導体を適用することで、トランジスタの移動度および信頼性を
さらに高めることが可能となる。
【０４８２】
また、第１の酸化物半導体層１０３ａと第２の酸化物半導体層１０３ｂに、結晶性の異な
る酸化物半導体を適用してもよい。すなわち、単結晶酸化物半導体、多結晶酸化物半導体
、非晶質酸化物半導体、またはＣＡＡＣ－ＯＳを適宜組み合わせた構成としてもよい。ま
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た、第１の酸化物半導体層１０３ａと第２の酸化物半導体層１０３ｂの少なくともどちら
か一方に非晶質酸化物半導体を適用すると、酸化物半導体層１０３の内部応力や外部から
の応力を緩和し、トランジスタの特性ばらつきが低減され、また、トランジスタの信頼性
をさらに高めることが可能となる。
【０４８３】
一方で、非晶質酸化物半導体は水素などのドナーとなる不純物を吸収しやすく、また、酸
素欠損が生じやすいためｎ型化されやすい。このため、チャネル側の酸化物半導体層は、
ＣＡＡＣ－ＯＳなどの結晶性を有する酸化物半導体を適用することが好ましい。
【０４８４】
また、酸化物半導体層１０３を３層以上の積層構造とし、複数層の結晶性を有する酸化物
半導体層で非晶質酸化物半導体層を挟む構造としてもよい。また、結晶性を有する酸化物
半導体層と非晶質酸化物半導体層を交互に積層する構造としてもよい。
【０４８５】
また、酸化物半導体層１０３を複数層の積層構造とする場合の上記構成は、それぞれを適
宜組み合わせて用いることができる。
【０４８６】
また、酸化物半導体層１０３を複数層の積層構造とし、各酸化物半導体層の形成後に酸素
を導入してもよい。酸素の導入は、酸素雰囲気下による熱処理や、イオン注入法、イオン
ドーピング法、プラズマイマージョンイオンインプランテーション法、酸素を含む雰囲気
下で行うプラズマ処理などを用いることができる。
【０４８７】
各酸化物半導体層の形成毎に酸素を導入することで、酸化物半導体内の酸素欠損を低減す
る効果を高めることができる。
【０４８８】
第１の酸化物半導体層１０３ａ及び第２の酸化物半導体層１０３ｂを形成後、第１の酸化
物半導体層１０３ａ及び第２の酸化物半導体層１０３ｂを所定の形状に加工せず、第２の
酸化物半導体層１０３ｂを覆うゲート絶縁層１０２を形成する。第１の酸化物半導体層１
０３ａ及び第２の酸化物半導体層１０３ｂを所定の形状に加工せず、第１の下地絶縁層１
３７及び第２の下地絶縁層１３６を介して基板１００上に成膜した状態で第１の酸化物半
導体層１０３ａ及び第２の酸化物半導体層１０３ｂを用いることにより、第１の酸化物半
導体層１０３ａ及び第２の酸化物半導体層１０３ｂにリーク電流の伝達経路となりうる寄
生チャネルが生じやすい半導体層の側面を形成しない。第１の酸化物半導体層１０３ａ及
び第２の酸化物半導体層１０３ｂにリーク電流の伝達経路となりうる寄生チャネルが生じ
やすい半導体層の側面を形成しないことで、酸化物半導体層の側面及び側面近傍の領域が
低抵抗化領域となることを抑制する。これにより、酸化物半導体層を用いたトランジスタ
に寄生チャネルが形成されることを抑制することができる。さらに寄生チャネルの形成を
抑制することにより、トランジスタの電気的特性が変化することを抑制することができる
。
【０４８９】
また、第１の酸化物半導体層１０３ａ及び第２の酸化物半導体層１０３ｂを所定の形状に
加工しないので、所定の形状に加工するマスクを形成する必要がない。そのため、本実施
の形態のトランジスタ作製工程において、マスク数を減らすことができる。
【０４９０】
以上本実施の形態により、酸化物半導体層の側面にトランジスタの寄生チャネルが形成さ
れることを抑制することができる。
【０４９１】
また本実施の形態により、寄生チャネルの形成を抑制することにより、良好な電気特性を
有するトランジスタを得ることができる。
【０４９２】
また開示される発明の一態様により、トランジスタの作製に用いるフォトリソグラフィ工
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程を従来よりも少なくし、トランジスタの生産性を高めることができる。
【０４９３】
以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適
宜組み合わせて用いることができる。
【０４９４】
（実施の形態８）
本実施の形態では、本明細書に示すトランジスタを使用し、電力が供給されない状況でも
記憶内容の保持が可能で、かつ、書き込み回数にも制限が無い半導体装置の一例を、図面
を用いて説明する。
【０４９５】
図２３は、半導体装置の構成の一例である。図２３（Ａ）に、半導体装置の断面図を、図
２３（Ｂ）に半導体装置の上面図を、図２３（Ｃ）に半導体装置の回路図をそれぞれ示す
。ここで、図２３（Ａ）は、図２３（Ｂ）のＪ１－Ｊ２、及びＫ１－Ｋ２における断面に
相当する。
【０４９６】
図２３（Ａ）及び図２３（Ｂ）に示す半導体装置は、下部に第１の半導体材料を用いたト
ランジスタ２６０を有し、上部に第２の半導体材料を用いたトランジスタ１１０を有する
ものである。トランジスタ１１０は、実施の形態４で説明したトランジスタ１１０である
。なお、図が煩雑になるのを防ぐため、第１のゲート絶縁層１０２ａ及び第２のゲート絶
縁層１０２ｂは、ゲート絶縁層１０２で代表する。
【０４９７】
ここで、第１の半導体材料と第２の半導体材料は異なる禁制帯幅を持つ材料とすることが
望ましい。例えば、第１の半導体材料を酸化物半導体以外の半導体材料（シリコンなど）
とし、第２の半導体材料を酸化物半導体とすることができる。酸化物半導体以外の材料を
用いたトランジスタは、高速動作が容易である。一方で、酸化物半導体を用いたトランジ
スタは、その特性により長時間の電荷保持を可能とする。
【０４９８】
なお、上記トランジスタは、いずれもｎチャネル型トランジスタであるものとして説明す
るが、ｐチャネル型トランジスタを用いることができるのはいうまでもない。また、情報
を保持するために酸化物半導体を用いた実施の形態４に示すようなトランジスタを用いる
他、半導体装置に用いられる材料や半導体装置の構造など、半導体装置の具体的な構成を
ここで示すものに限定する必要はない。
【０４９９】
図２３（Ａ）におけるトランジスタ２６０は、半導体材料（例えば、シリコンなど）を含
む基板２００に設けられたチャネル形成領域２１６と、チャネル形成領域２１６を挟むよ
うに設けられた不純物領域２２０と、不純物領域２２０に接する金属間化合物領域２２４
と、チャネル形成領域２１６上に設けられたゲート絶縁層２０８と、ゲート絶縁層２０８
上に設けられたゲート電極２１０と、を有する。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
タと呼ぶ場合がある。また、この場合、トランジスタの接続関係を説明するために、ソー
ス領域やドレイン領域を含めてソース電極やドレイン電極と表現することがある。つまり
、本明細書において、ソース電極との記載には、ソース領域が含まれうる。
【０５００】
基板２００上にはトランジスタ２６０を囲むように素子分離絶縁層２０６が設けられてお
り、トランジスタ２６０を覆うように絶縁層２２８及び絶縁層２３０が設けられている。
なお、トランジスタ２６０において、ゲート電極２１０の側面に側壁絶縁層（サイドウォ
ール絶縁層）を設け、不純物濃度が異なる領域を含む不純物領域２２０としてもよい。ま
た、素子分離絶縁層２０６は、ＬＯＣＯＳ（Ｌｏｃａｌ　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　ｏｆ　　
Ｓｉｌｉｃｏｎ）や、ＳＴＩ（ｓｈａｌｌｏｗ　ｔｒｅｎｃｈ　ｉｓｏｌａｔ　ｉｏｎ）
などの素子分離技術を用いて形成することができる。
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【０５０１】
単結晶半導体基板を用いたトランジスタ２６０は、高速動作が可能である。このため、当
該トランジスタを読み出し用のトランジスタとして用いることで、情報の読み出しを高速
に行うことができる。トランジスタ２６０を覆うように絶縁層を２層形成する。トランジ
スタ１１０および容量素子２６４の形成前の処理として、該絶縁層２層にＣＭＰ処理を施
して、平坦化した絶縁層２２８及び絶縁層２３０を形成し、同時にゲート電極２１０の上
面を露出させる。
【０５０２】
絶縁層２２８及び絶縁層２３０は、代表的には酸化シリコン、酸化窒化シリコン、酸化ア
ルミニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化シリコン、窒化アルミニウム、窒化酸化シリコ
ン、窒化酸化アルミニウムなどの無機絶縁材料を用いることができる。絶縁層２２８及び
絶縁層２３０は、プラズマＣＶＤ法又はスパッタリング法等を用いて形成することができ
る。
【０５０３】
また、ポリイミド、アクリル樹脂、ベンゾシクロブテン系樹脂、等の有機材料を用いるこ
とができる。また上記有機材料の他に、低誘電率材料（ｌｏｗ－ｋ材料）等を用いること
ができる。有機材料を用いる場合、スピンコート法、印刷法などの湿式法によって絶縁層
２２８及び絶縁層２３０を形成してもよい。
【０５０４】
なお、本実施の形態において、絶縁層２２８として窒化シリコン、絶縁層２３０として酸
化シリコンを用いる。
【０５０５】
トランジスタ２６０とトランジスタ１１０との間には、第１の下地絶縁層１３７及び第２
の下地絶縁層１３６が形成されている。第１の下地絶縁層１３７は、トランジスタ２６０
からの水素や水等が酸化物半導体層１０３に混入することを防ぐ機能、及び、酸化物半導
体層１０３の酸素の放出を抑えるブロッキング層としての機能を有する。また第２の下地
絶縁層１３６は、酸化物半導体層１０３に酸素を供給するための過剰酸素を含む絶縁層で
ある。これにより、トランジスタ１１０の酸化物半導体層１０３は、第２の下地絶縁層１
３６から酸素が供給されることにより、後に形成される酸化物半導体層１０３の酸素欠損
を補填することができる。
【０５０６】
なお、図２３では絶縁層２２８、絶縁層２３０、第１の下地絶縁層１３７、及び第２の下
地絶縁層１３６を形成する構成を用いたが、絶縁層２２８が第１の下地絶縁層１３７と同
様にブロッキング層として機能する場合、及び絶縁層２３０が第２の下地絶縁層１３６と
同様に、酸化物半導体層１０３に酸素を供給する機能を有する場合は、第１の下地絶縁層
１３７及び第２の下地絶縁層１３６を設けない構成にすることが可能である。
【０５０７】
図２３（Ａ）に示すトランジスタ１１０は、実施の形態４で説明したように、酸化物半導
体をチャネル形成領域に用いたトランジスタである。ここで、トランジスタ１１０に含ま
れる酸化物半導体層１０３は、高純度化されたものであることが望ましい。高純度化され
た酸化物半導体を用いることで、極めて優れたオフ特性のトランジスタ１１０を得ること
ができる。
【０５０８】
トランジスタ１１０は、オフ電流が小さいため、これを用いることにより長期にわたり記
憶内容を保持することが可能である。つまり、リフレッシュ動作を必要としない、或いは
、リフレッシュ動作の頻度が極めて少ない半導体記憶装置とすることが可能となるため、
消費電力を十分に低減することができる。
【０５０９】
本実施の形態では、ソース電極１０５ａは、トランジスタ２６０のゲート電極２１０と電
気的に接続する。なお、トランジスタ２６０のゲート電極２１０に達する開口部を形成す
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るためには、ゲート絶縁層１０２、第１の絶縁層１０６、及び第２の絶縁層１０７をエッ
チングして開口部１０９ａ及び開口部１０９ｂを形成（図１１（Ｇ）参照）する際に、ゲ
ート絶縁層１０２、第１の絶縁層１０６、及び第２の絶縁層１０７中の、トランジスタ２
６０のゲート電極２１０上の領域に開口部を形成する。次いで、開口部１０９ａ及び開口
部１０９ｂを形成する際のマスクとは別のマスクを新たに形成し、当該新たなマスクを用
いて、第１の下地絶縁層１３７、第２の下地絶縁層１３６、及び酸化物半導体層１０３中
の、トランジスタ２６０のゲート電極２１０上の領域に開口部を形成すればよい。このよ
うに、第１の下地絶縁層１３７、第２の下地絶縁層１３６、及び酸化物半導体層１０３、
ゲート絶縁層１０２、第１の絶縁層１０６、及び第２の絶縁層１０７中に形成された開口
部を介して、ソース電極１０５ａ及びトランジスタ２６０のゲート電極２１０が電気的に
接続される。
【０５１０】
トランジスタ１１０上には、第１の絶縁層１０６、第２の絶縁層１０７、及び絶縁層２５
０が単層または積層で設けられている。本実施の形態では、絶縁層２５０として、酸化ア
ルミニウム層を用いる。酸化アルミニウム層を高密度（膜密度３．２ｇ／ｃｍ３以上、好
ましくは３．６ｇ／ｃｍ３以上）とすることによって、トランジスタ１１０に安定な電気
特性を付与することができる。
【０５１１】
また、絶縁層２５０を介して、トランジスタ１１０のソース電極１０５ａと重畳する領域
には、導電層２５３が設けられており、ソース電極１０５ａと、絶縁層２５０と、導電層
２５３とによって、容量素子２６４が構成される。すなわち、トランジスタ１１０のソー
ス電極１０５ａは、容量素子２６４の一方の電極として機能し、導電層２５３は、容量素
子２６４の他方の電極として機能する。なお、容量が不要の場合には、容量素子２６４を
設けない構成とすることもできる。また、容量素子２６４は、別途、トランジスタ１１０
の上方に設けてもよい。
【０５１２】
トランジスタ１１０および容量素子２６４の上には絶縁層２５２が設けられている。そし
て、絶縁層２５２上にはトランジスタ１１０と、他のトランジスタを接続するための配線
２５６が設けられている。図２３（Ａ）には図示しないが、配線２５６は、絶縁層２５０
、絶縁層２５２などに形成された開口部に形成された電極を介してソース電極１０５ａ又
はドレイン電極１０５ｂと電気的に接続される。ここで、該電極は、少なくともトランジ
スタ１１０の酸化物半導体層１０３の一部と重畳するように設けられることが好ましい。
【０５１３】
図２３（Ａ）及び図２３（Ｂ）において、トランジスタ２６０と、トランジスタ１１０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２６０のソース領域
またはドレイン領域と酸化物半導体層１０３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１１０及び容量素子２６４が、トランジスタ２６０の少な
くとも一部と重畳するように設けられている。例えば、容量素子２６４の導電層２５３は
、トランジスタ２６０のゲート電極２１０と少なくとも一部が重畳して設けられている。
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。
【０５１４】
なお、ドレイン電極１０５ｂ及び配線２５６の電気的接続は、ドレイン電極１０５ｂ及び
配線２５６を直接接触させて行ってもよいし、ドレイン電極１０５ｂ及び配線２５６の間
の絶縁層に電極を設けて、該電極を介して行ってもよい。また、間に介する電極は、複数
でもよい。
【０５１５】
次に、図２３（Ａ）及び図２３（Ｂ）に対応する回路構成の一例を図２３（Ｃ）に示す。
【０５１６】
図２３（Ｃ）において、第１の配線（１ｓｔ　Ｌｉｎｅ）とトランジスタ２６０のソース
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電極とは、電気的に接続され、第２の配線（２ｎｄ　Ｌｉｎｅ）とトランジスタ２６０の
ドレイン電極とは、電気的に接続されている。また、第３の配線（３ｒｄ　Ｌｉｎｅ）と
トランジスタ１１０のソース電極またはドレイン電極の一方とは、電気的に接続され、第
４の配線（４ｔｈ　Ｌｉｎｅ）と、トランジスタ１１０のゲート電極とは、電気的に接続
されている。そして、トランジスタ２６０のゲート電極と、トランジスタ１１０のソース
電極またはドレイン電極の他方は、容量素子２６４の電極の一方と電気的に接続され、第
５の配線（５ｔｈ　Ｌｉｎｅ）と、容量素子２６４の電極の他方は電気的に接続されてい
る。
【０５１７】
図２３（Ｃ）に示す半導体装置では、トランジスタ２６０のゲート電極の電位が保持可能
という特徴を生かすことで、次のように、情報の書き込み、保持、読み出しが可能である
。
【０５１８】
情報の書き込みおよび保持について説明する。まず、第４の配線の電位を、トランジスタ
１１０がオン状態となる電位にして、トランジスタ１１０をオン状態とする。これにより
、第３の配線の電位が、トランジスタ２６０のゲート電極、および容量素子２６４に与え
られる。すなわち、トランジスタ２６０のゲート電極には、所定の電荷が与えられる（書
き込み）。ここでは、異なる二つの電位レベルを与える電荷（以下Ｌｏｗレベル電荷、Ｈ
ｉｇｈレベル電荷という）のいずれかが与えられるものとする。その後、第４の配線の電
位を、トランジスタ１１０がオフ状態となる電位にして、トランジスタ１１０をオフ状態
とすることにより、トランジスタ２６０のゲート電極に与えられた電荷が保持される（保
持）。
【０５１９】
トランジスタ１１０のオフ電流は極めて小さいため、トランジスタ２６０のゲート電極の
電荷は長時間にわたって保持される。
【０５２０】
次に情報の読み出しについて説明する。第１の配線に所定の電位（定電位）を与えた状態
で、第５の配線に適切な電位（読み出し電位）を与えると、トランジスタ２６０のゲート
電極に保持された電荷量に応じて、第２の配線は異なる電位をとる。一般に、トランジス
タ２６０をｎチャネル型とすると、トランジスタ２６０のゲート電極にＨｉｇｈレベル電
荷が与えられている場合の見かけのしきい値Ｖｔｈ＿Ｈは、トランジスタ２６０のゲート
電極にＬｏｗレベル電荷が与えられている場合の見かけのしきい値Ｖｔｈ＿Ｌより低くな
るためである。ここで、見かけのしきい値電圧とは、トランジスタ２６０を「オン状態」
とするために必要な第５の配線の電位をいうものとする。したがって、第５の配線の電位
をＶｔｈ＿ＨとＶｔｈ＿Ｌの間の電位Ｖ０とすることにより、トランジスタ２６０のゲー
ト電極に与えられた電荷を判別できる。例えば、書き込みにおいて、Ｈｉｇｈレベル電荷
が与えられていた場合には、第５の配線の電位がＶ０（＞Ｖｔｈ＿Ｈ）となれば、トラン
ジスタ２６０は「オン状態」となる。Ｌｏｗレベル電荷が与えられていた場合には、第５
の配線の電位がＶ０（＜Ｖｔｈ＿Ｌ）となっても、トランジスタ２６０は「オフ状態」の
ままである。このため、第２の配線の電位を見ることで、保持されている情報を読み出す
ことができる。
【０５２１】
なお、メモリセルをアレイ状に配置して用いる場合、所望のメモリセルの情報のみを読み
出せることが必要になる。このように情報を読み出さない場合には、ゲート電極の状態に
かかわらずトランジスタ２６０が「オフ状態」となるような電位、つまり、Ｖｔｈ＿Ｈよ
り小さい電位を第５の配線に与えればよい。または、ゲート電極の状態にかかわらずトラ
ンジスタ２６０が「オン状態」となるような電位、つまり、Ｖｔｈ＿Ｌより大きい電位を
第５の配線に与えればよい。
【０５２２】
本実施の形態に示す半導体装置では、チャネル形成領域に酸化物半導体を用いたオフ電流
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の極めて小さいトランジスタを適用することで、極めて長期にわたり記憶内容を保持する
ことが可能である。つまり、リフレッシュ動作が不要となるか、または、リフレッシュ動
作の頻度を極めて低くすることが可能となるため、消費電力を十分に低減することができ
る。また、電力の供給がない場合（ただし、電位は固定されていることが望ましい）であ
っても、長期にわたって記憶内容を保持することが可能である。
【０５２３】
また、本実施の形態に示す半導体装置では、情報の書き込みに高い電圧を必要とせず、素
子の劣化の問題もない。例えば、従来の不揮発性メモリのように、フローティングゲート
への電子の注入や、フローティングゲートからの電子の引き抜きを行う必要がないため、
ゲート絶縁層の劣化といった問題が全く生じない。すなわち、開示する発明に係る半導体
装置では、従来の不揮発性メモリで問題となっている書き換え可能回数に制限はなく、信
頼性が飛躍的に向上する。さらに、トランジスタのオン状態、オフ状態によって、情報の
書き込みが行われるため、高速な動作も容易に実現しうる。
【０５２４】
図２４は、図２３とは異なる構成を有する半導体装置の構成の一例である。図２４（Ａ）
に、半導体装置の断面図を、図２４（Ｂ）に半導体装置の上面図を、図２４（Ｃ）に半導
体装置の回路図をそれぞれ示す。ここで、図２４（Ａ）は、図２４（Ｂ）のＬ１－Ｌ２、
及びＭ１－Ｍ２における断面に相当する。なお図２４において、図２３と同じものは同じ
符号で示しており、その説明は図２３の説明を援用すればよい。また以下の図２４の説明
におけるトランジスタ１２０、ソース電極１１５ａ、及びドレイン電極１１５ｂは、図２
３の説明におけるトランジスタ１１０、ソース電極１０５ａ、及びドレイン電極１０５ｂ
を適宜置き換えて用いることが可能である。
【０５２５】
図２４（Ａ）及び図２４（Ｂ）に示す半導体装置は、下部に第１の半導体材料を用いたト
ランジスタ２６０を有し、上部に第２の半導体材料を用いたトランジスタ１２０を有する
ものである。トランジスタ１２０は、実施の形態５で説明したトランジスタ１２０である
。なお図２３と同様に、図が煩雑になるのを防ぐため、第１のゲート絶縁層１０２ａ及び
第２のゲート絶縁層１０２ｂは、ゲート絶縁層１０２で代表する。
【０５２６】
本実施の形態では、ソース電極１１５ａは、トランジスタ２６０のゲート電極２１０と電
気的に接続する。なお、トランジスタ２６０のゲート電極２１０に達する開口部を形成す
るためには、ゲート絶縁層１０２、第１の絶縁層１０６、及び第２の絶縁層１０７をエッ
チングして開口部１１９ａ及び開口部１１９ｂを形成（図１４（Ｇ）参照）する際に、ゲ
ート絶縁層１０２、第１の絶縁層１０６、及び第２の絶縁層１０７中の、トランジスタ２
６０のゲート電極２１０上の領域に開口部を形成する。次いで、開口部１１９ａ及び開口
部１１９ｂを形成する際のマスクとは別のマスクを新たに形成し、当該新たなマスクを用
いて、第１の下地絶縁層１３７、第２の下地絶縁層１３６、及び酸化物半導体層１０３中
の、トランジスタ２６０のゲート電極２１０上の領域に開口部を形成すればよい。このよ
うに、第１の下地絶縁層１３７、第２の下地絶縁層１３６、及び酸化物半導体層１０３、
ゲート絶縁層１０２、第１の絶縁層１０６、及び第２の絶縁層１０７中に形成された開口
部を介して、ソース電極１１５ａ及びトランジスタ２６０のゲート電極２１０が電気的に
接続される。
【０５２７】
トランジスタ１２０上には、第１の絶縁層１０６、第２の絶縁層１０７、及び絶縁層２５
０が単層または積層で設けられている。本実施の形態では、絶縁層２５０として、酸化ア
ルミニウム層を用いる。酸化アルミニウム層を高密度（膜密度３．２ｇ／ｃｍ３以上、好
ましくは３．６ｇ／ｃｍ３以上）とすることによって、トランジスタ１２０に安定な電気
特性を付与することができる。
【０５２８】
また、絶縁層２５０を介して、トランジスタ１２０のソース電極１１５ａと重畳する領域
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には、導電層２５３が設けられており、ソース電極１１５ａと、絶縁層２５０と、導電層
２５３とによって、容量素子２６４が構成される。すなわち、トランジスタ１２０のソー
ス電極１１５ａは、容量素子２６４の一方の電極として機能し、導電層２５３は、容量素
子２６４の他方の電極として機能する。なお、容量が不要の場合には、容量素子２６４を
設けない構成とすることもできる。また、容量素子２６４は、別途、トランジスタ１２０
の上方に設けてもよい。
【０５２９】
なお、ドレイン電極１１５ｂ及び配線２５６の電気的接続は、ドレイン電極１１５ｂ及び
配線２５６を直接接触させて行ってもよいし、ドレイン電極１１５ｂ及び配線２５６の間
の絶縁層に電極を設けて、該電極を介して行ってもよい。また、間に介する電極は、複数
でもよい。
【０５３０】
図２５は、図２３及び図２４とは異なる構成を有する半導体装置の構成の一例である。図
２５（Ａ）に、半導体装置の断面図を、図２５（Ｂ）に半導体装置の上面図を、図２５（
Ｃ）に半導体装置の回路図をそれぞれ示す。ここで、図２５（Ａ）は、図２５（Ｂ）のＮ
１－Ｎ２、及びＰ１－Ｐ２における断面に相当する。なお図２５において、図２３及び図
２４と同じものは同じ符号で示しており、その説明は図２３及び図２４の説明を援用すれ
ばよい。また以下の図２５の説明におけるトランジスタ１３０、ソース電極１２５ａ、及
びドレイン電極１２５ｂは、図２３の説明におけるトランジスタ１１０、ソース電極１０
５ａ、及びドレイン電極１０５ｂ、並びに、図２４のトランジスタ１２０、ソース電極１
１５ａ、及びドレイン電極１１５ｂを適宜置き換えて用いることが可能である。
【０５３１】
図２５（Ａ）及び図２５（Ｂ）に示す半導体装置は、下部に第１の半導体材料を用いたト
ランジスタ２６０を有し、上部に第２の半導体材料を用いたトランジスタ１３０を有する
ものである。トランジスタ１３０は、実施の形態６で説明したトランジスタ１３０である
。なお図２３及び図２４と同様に、図が煩雑になるのを防ぐため、第１のゲート絶縁層１
０２ａ及び第２のゲート絶縁層１０２ｂは、ゲート絶縁層１０２で代表する。
【０５３２】
トランジスタ１３０は作製工程において、第２の絶縁層１０７上に設けられた導電層を化
学機械研磨処理により除去する工程を用いて、ソース電極１２５ａ及びドレイン電極１２
５ｂを形成する。本実施の形態では、ソース電極１２５ａ及びドレイン電極１２５ｂと同
工程でゲート電極２１０と電気的に接続する電極１２５ｃを形成する。トランジスタ２６
０のゲート電極２１０は、トランジスタ１３０のソース電極１２５ａと、電極１２５ｃ及
びソース配線１３５ａを介して電気的に接続される。
【０５３３】
本実施の形態では、電極１２５ｃは、トランジスタ２６０のゲート電極２１０と電気的に
接続し、電極１２５ｃ及びソース配線１３５ａを介して、トランジスタ１３０のソース電
極１２５ａはトランジスタ２６０のゲート電極２１０と電気的に接続する。なお、トラン
ジスタ２６０のゲート電極２１０に達する開口部を形成するためには、マスク１２７を用
いて、ゲート絶縁層１０２、第１の絶縁層１０６、及び第２の絶縁層１０７をエッチング
して開口部１２９ａを形成（図１７（Ｇ）参照）する、又はマスク１２８を用いて、開口
部１２９ｂを形成（図１８（Ａ）参照）する際に、ゲート絶縁層１０２、第１の絶縁層１
０６、及び第２の絶縁層１０７中の、トランジスタ２６０のゲート電極２１０上の領域に
開口部を形成する。次いで、マスク１２７及びマスク１２８とは別のマスクを新たに形成
し、当該新たなマスクを用いて、第１の下地絶縁層１３７、第２の下地絶縁層１３６、及
び酸化物半導体層１０３中の、トランジスタ２６０のゲート電極２１０上の領域に開口部
を形成すればよい。このように、第１の下地絶縁層１３７、第２の下地絶縁層１３６、及
び酸化物半導体層１０３、ゲート絶縁層１０２、第１の絶縁層１０６、及び第２の絶縁層
１０７中に形成された開口部に、電極１２５ｃが形成される。これにより、トランジスタ
１３０のソース電極１２５ａ及びトランジスタ２６０のゲート電極２１０は、電極１２５
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ｃ及びソース配線１３５ａを介して電気的に接続される。
【０５３４】
トランジスタ１３０は、ソース電極１２５ａ又はドレイン電極１２５ｂと酸化物半導体層
１０３が接する領域（コンタクト領域）と、ゲート電極１０１との距離を短くすることが
できるため、ソース電極１２５ａ又はドレイン電極１２５ｂと酸化物半導体層１０３とが
接する領域（コンタクト領域）、及びゲート電極１０１間の抵抗が減少し、トランジスタ
１３０のオン特性を向上させることが可能となる。
【０５３５】
ソース電極１２５ａ、ドレイン電極１２５ｂ、及び電極１２５ｃの形成工程におけるゲー
ト電極１０１上の導電層（図１８（Ｃ）の導電層１２４）を除去する工程において、レジ
ストマスクを用いたエッチング工程を用いないため、精密な加工を正確に行うことができ
る。よって、半導体装置の作製工程において、形状や特性のばらつきを少ない微細な構造
を有するトランジスタを歩留まりよく作製することができる。
【０５３６】
トランジスタ１３０上には、第１の絶縁層１０６、第２の絶縁層１０７、及び絶縁層２５
０が単層または積層で設けられている。本実施の形態では、絶縁層２５０として、酸化ア
ルミニウム層を用いる。酸化アルミニウム層を高密度（膜密度３．２ｇ／ｃｍ３以上、好
ましくは３．６ｇ／ｃｍ３以上）とすることによって、トランジスタ１３０に安定な電気
特性を付与することができる。
【０５３７】
また、絶縁層２５０を介して、トランジスタ１３０のソース配線１３５ａと重畳する領域
には、導電層２５３が設けられている。ソース電極１２５ａと電気的に接続されるソース
配線１３５ａと、絶縁層２５０と、導電層２５３とによって、容量素子２６４が構成され
る。すなわち、トランジスタ１３０のソース配線１３５ａは、容量素子２６４の一方の電
極として機能し、導電層２５３は、容量素子２６４の他方の電極として機能する。なお、
容量が不要の場合には、容量素子２６４を設けない構成とすることもできる。また、容量
素子２６４は、別途、トランジスタ１３０の上方に設けてもよい。
【０５３８】
なお、ドレイン配線１３５ｂ及び配線２５６の電気的接続は、ドレイン配線１３５ｂ及び
配線２５６を直接接触させて行ってもよいし、ドレイン配線１３５ｂ及び配線２５６の間
の絶縁層に電極を設けて、該電極を介して行ってもよい。また、間に介する電極は、複数
でもよい。
【０５３９】
なお本実施の形態では、実施の形態４のトランジスタ１１０、実施の形態５のトランジス
タ１２０、及び実施の形態６のトランジスタ１３０を用いた半導体装置について説明した
。しかし本実施の形態のトランジスタの構成は、実施の形態６のトランジスタ１４０及び
トランジスタ１５０、並びに、実施の形態７のトランジスタ１６０、トランジスタ１７０
、及びトランジスタ１８０を用いてもよいことは言うまでもない。
【０５４０】
以上のように、微細化及び高集積化を実現し、かつ高い電気的特性を付与された半導体装
置、及び該半導体装置の作製方法を提供することができる。
【０５４１】
以上本実施の形態により、酸化物半導体層の側面にトランジスタの寄生チャネルが形成さ
れることを抑制することができる。
【０５４２】
また本実施の形態により、寄生チャネルの形成を抑制することにより、良好な電気特性を
有するトランジスタを得ることができる。
【０５４３】
また開示される発明の一態様により、トランジスタの作製に用いるフォトリソグラフィ工
程を従来よりも少なくし、トランジスタの生産性を高めることができる。
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【０５４４】
以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適
宜組み合わせて用いることができる。
【０５４５】
（実施の形態９）
本実施の形態においては、本明細書に示すトランジスタを使用し、電力が供給されない状
況でも記憶内容の保持が可能で、かつ、書き込み回数にも制限が無い半導体装置について
、実施の形態８に示した構成と異なる構成について説明を行う。
【０５４６】
図２６は、半導体装置の斜視図である。図２６に示す半導体装置は上部に記憶回路として
メモリセルを複数含む、メモリセルアレイ（メモリセルアレイ３４００ａ乃至メモリセル
アレイ３４００ｎ　ｎは２以上の整数）を複数層有し、下部にメモリセルアレイ３４００
ａ乃至メモリセルアレイ３４００ｎを動作させるために必要な論理回路３００４を有する
。
【０５４７】
図２７乃至図２９に、図２６に示した半導体装置の部分拡大図を示す。図２７乃至図２９
では、論理回路３００４、メモリセルアレイ３４００ａ及びメモリセルアレイ３４００ｂ
を図示しており、メモリセルアレイ３４００ａ又はメモリセルアレイ３４００ｂに含まれ
る複数のメモリセルのうち、メモリセル３１７０ａと、メモリセル３１７０ｂを代表で示
す。メモリセル３１７０ａ及びメモリセル３１７０ｂとしては、例えば、上記に実施の形
態において説明した回路構成と同様の構成とすることもできる。
【０５４８】
なお、メモリセル３１７０ａに含まれるトランジスタ３１７１ａを代表で示す。メモリセ
ル３１７０ｂに含まれるトランジスタ３１７１ｂを代表で示す。トランジスタ３１７１ａ
及びトランジスタ３１７１ｂは、酸化物半導体層にチャネル形成領域を有する。酸化物半
導体層にチャネル形成領域が形成されるトランジスタの構成については、その他の実施の
形態において説明した構成と同様であるため、説明は省略する。なお図２７、図２８、及
び図２９においては、トランジスタ３１７１ａ及びトランジスタ３１７１ｂとして、実施
の形態４で説明したトランジスタ１１０、実施の形態５で説明したトランジスタ１２０、
及び実施の形態６で説明した１３０を用いている。
【０５４９】
なお、本実施の形態の半導体装置において、メモリセル３１７０ａに含まれるトランジス
タ３１７１ａ、及び、メモリセル３１７０ｂに含まれるトランジスタ３１７１ｂは、それ
ぞれ、単一の酸化物半導体層の異なる領域にチャネル形成領域が形成されるトランジスタ
を複数有している。例えば、図３０に示されるように、単一の酸化物半導体層を用いて、
実施の形態４で説明したトランジスタ１１０と同様の構成の、メモリセル３１７０ａ１に
含まれるトランジスタ３１７１ａ１、及び、メモリセル３１７０ａ２に含まれるトランジ
スタ３１７１ａ２が設けられている。同様に、図３０には、別の単一の酸化物半導体層を
用いて、実施の形態４で説明したトランジスタ１１０と同様の構成の、メモリセル３１７
０ｂ１に含まれるトランジスタ３１７１ｂ１、及び、メモリセル３１７０ｂ２に含まれる
トランジスタ３１７１ｂ２が設けられている。
【０５５０】
また例えば、図３１に示されるように、単一の酸化物半導体層を用いて、実施の形態５で
説明したトランジスタ１２０と同様の構成の、トランジスタ３１７１ａ１及びトランジス
タ３１７１ａ２が設けられている。同様に、図３１には、別の単一の酸化物半導体層を用
いて、実施の形態５で説明したトランジスタ１２０と同様の構成の、トランジスタ３１７
１ｂ１及びトランジスタ３１７１ｂ２が設けられている。
【０５５１】
さらに例えば、図３２に示されるように、単一の酸化物半導体層を用いて、実施の形態６
で説明したトランジスタ１３０と同様の構成の、トランジスタ３１７１ａ１及びトランジ
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スタ３１７１ａ２が設けられている。同様に、図３２には、別の単一の酸化物半導体層を
用いて、実施の形態６で説明したトランジスタ１３０と同様の構成の、トランジスタ３１
７１ｂ１及びトランジスタ３１７１ｂ２が設けられている。
【０５５２】
なお、上述したように、本実施の形態の酸化物半導体層は、基板全面又は絶縁層全面に酸
化物半導体層を成膜し、成膜した酸化物半導体層を、島状に加工せずに用いる。酸化物半
導体層のうち、ソース電極及びドレイン電極間の、ゲート絶縁層を介してゲート電極に重
畳する領域にチャネル形成領域が形成される。
【０５５３】
また、酸化物半導体層にｉ型（真性）または実質的にｉ型化した酸化物半導体を用いるこ
とが好ましい。ｉ型（真性）または実質的にｉ型化した酸化物半導体層は抵抗率が大きく
、絶縁性が高い。よって、酸化物半導体層を島状の酸化物半導体層に加工しなくても、異
なる複数のトランジスタのチャネル形成領域を電気的に分離することが可能となる。
【０５５４】
なお、このとき、複数のトランジスタのうち１つのソース電極及びドレイン電極と、別の
１つのソース電極及びドレイン電極は、電気的に分離されている。これにより、複数のト
ランジスタのチャネル形成領域は、それぞれ電気的に分離しており、当該複数のトランジ
スタは、それぞれ個別に機能する。
【０５５５】
また、論理回路３００４は、酸化物半導体以外の半導体材料をチャネル形成領域として用
いたトランジスタ３００１を有する。
【０５５６】
ここで、酸化物半導体以外の半導体材料とは、実施の形態８で述べたように、第２の半導
体材料である酸化物半導体とは異なる禁制帯幅を持つ第１の半導体材料（シリコンなど）
に相当する。第１の半導体材料を用いたトランジスタは、高速動作が容易である。一方で
、第２の半導体材料である酸化物半導体を用いたトランジスタは、その特性により長時間
の電荷保持を可能とする。
【０５５７】
トランジスタ３００１は、半導体材料（例えば、シリコンなど）を含む基板３０００に素
子分離絶縁層３１０６を設け、素子分離絶縁層３１０６に囲まれた領域にチャネル形成領
域となる領域を形成することによって得られるトランジスタとすることができる。なお、
トランジスタ３００１は、絶縁表面上に形成されたシリコン等の半導体や、ＳＯＩ基板の
シリコンにチャネル形成領域が形成されるトランジスタであってもよい。トランジスタ３
００１の構成については、公知の構成を用いることが可能であるため、説明は省略する。
【０５５８】
トランジスタ３１７１ａが形成された層と、トランジスタ３００１が形成された層との間
には、配線３１００ａ及び配線３１００ｂが形成されている。配線３１００ａとトランジ
スタ３００１が形成された層との間には、絶縁層３１４０ａが設けられ、配線３１００ａ
と配線３１００ｂとの間には、絶縁層３１４１ａが設けられ、配線３１００ｂとトランジ
スタ３１７１ａが形成された層との間には、絶縁層３１４２ａが設けられている。
【０５５９】
同様に、トランジスタ３１７１ｂが形成された層と、トランジスタ３１７１ａが形成され
た層との間には、配線３１００ｃ及び配線３１００ｄが形成されている。配線３１００ｃ
とトランジスタ３１７１ａが形成された層との間には、絶縁層３１４０ｂが設けられ、配
線３１００ｃと配線３１００ｄとの間には、絶縁層３１４１ｂが設けられ、配線３１００
ｄとトランジスタ３１７１ｂが形成された層との間には、絶縁層３１４２ｂが設けられて
いる。
【０５６０】
絶縁層３１４０ａ、絶縁層３１４１ａ、絶縁層３１４２ａ、絶縁層３１４０ｂ、絶縁層３
１４１ｂ、絶縁層３１４２ｂは、層間絶縁層として機能し、その表面は平坦化された構成
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とすることができる。
【０５６１】
配線３１００ａ、配線３１００ｂ、配線３１００ｃ、配線３１００ｄによって、メモリセ
ル間の電気的接続や、論理回路３００４とメモリセルとの電気的接続等を行うことができ
る。
【０５６２】
論理回路３００４に含まれる電極３３０３は、上部に設けられた回路と電気的に接続する
ことができる。
【０５６３】
例えば、図２７及び図２８に示すように、電極３５０５によって電極３３０３は配線３１
００ａと電気的に接続することができる。配線３１００ａは、電極３５０３ａによって、
配線３１００ｂと電気的に接続することができる。配線３１００ｂは、トランジスタ３１
７１ａのソース電極又はドレイン電極の一方である電極３５０１ａと電気的に接続するこ
とができる。こうして、配線３１００ａ及び電極３３０３を、トランジスタ３１７１ａの
ソースまたはドレインと電気的に接続することができる。電極３５０１ａは、電極３５０
３ｂによって、配線３１００ｃと電気的に接続することができる。
【０５６４】
また、例えば、図２９に示すように、電極３５０５によって電極３３０３は配線３１００
ａと電気的に接続することができる。配線３１００ａは、電極３５０３ａによって、配線
３１００ｂと電気的に接続することができる。配線３１００ｂは、トランジスタ３１７１
ａのソース電極又はドレイン電極の一方である電極３５０１ａと電気的に接続することが
できる。こうして、配線３１００ａ及び電極３３０３を、トランジスタ３１７１ａのソー
スまたはドレインと電気的に接続することができる。電極３５０１ａは、トランジスタ３
１７１ａのソース配線又はドレイン配線の一方である配線３５０１ｂ、及び電極３５０３
ｂによって、配線３１００ｃと電気的に接続することができる。
【０５６５】
なお、図２７乃至図２９では、２つのメモリセル（メモリセル３１７０ａと、メモリセル
３１７０ｂ）が積層された構成を例として示したが、積層するメモリセルの数はこれに限
定されない。
【０５６６】
図２７乃至図２９では、電極３３０３とトランジスタ３１７１ａとの電気的接続は、配線
３１００ａを介して行われる例を示したがこれに限定されない。電極３３０３とトランジ
スタ３１７１ａとの電気的接続は、配線３１００ｂを介して行われてもよいし、配線３１
００ａと配線３１００ｂの両方を介して行われてもよい。または、配線３１００ａも配線
３１００ｂも介さず、他の電極を用いて行われてもよい。
【０５６７】
また、図２７乃至図２９では、トランジスタ３１７１ａが形成された層と、トランジスタ
３００１が形成された層との間には、配線３１００ａ及び配線３１００ｂとの、２つの配
線が設けられた構成を示したがこれに限定されない。トランジスタ３１７１ａが形成され
た層と、トランジスタ３００１が形成された層との間に、１つの配線が設けられていても
よいし、３つ以上の配線が設けられていてもよい。
【０５６８】
また、図２７乃至図２９では、トランジスタ３１７１ｂが形成された層と、トランジスタ
３１７１ａが形成された層との間には、配線３１００ｃ及び配線３１００ｄとの、２つの
配線が設けられた構成を示したがこれに限定されない。トランジスタ３１７１ｂが形成さ
れた層と、トランジスタ３１７１ａが形成された層との間に、１つの配線が設けられてい
てもよいし、３つ以上の配線が設けられていてもよい。
【０５６９】
なお本実施の形態では、実施の形態４のトランジスタ１１０、実施の形態５のトランジス
タ１２０、及び実施の形態６のトランジスタ１３０を用いた半導体装置について説明した
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。しかし本実施の形態のトランジスタの構成は、実施の形態６のトランジスタ１４０及び
トランジスタ１５０、並びに、実施の形態７のトランジスタ１６０、トランジスタ１７０
、及びトランジスタ１８０を用いてもよいことは言うまでもない。
【０５７０】
本実施の形態では、第２の半導体材料である酸化物半導体とは異なる禁制帯幅を持つ第１
の半導体材料を用いたトランジスタに積層して、第２の半導体材料である酸化物半導体層
を用いた複数のトランジスタが設けられた構成を示した。また、酸化物半導体層を用いた
複数のトランジスタのチャネル形成領域は、単一の酸化物半導体層の異なる領域に形成す
ることができる。また、当該単一の酸化物半導体層の異なる領域にチャネル形成領域を有
する複数のトランジスタ上に、更に絶縁層を介して、チャネル形成領域が別の単一の酸化
物半導体層の異なる領域に形成される、別の複数のトランジスタを設けてもよい。当該ト
ランジスタの構成は、実施の形態４乃至実施の形態７に示されるとおりである。
【０５７１】
以上本実施の形態により、酸化物半導体層の側面にトランジスタの寄生チャネルが形成さ
れることを抑制することができる。
【０５７２】
また本実施の形態により、寄生チャネルの形成を抑制することにより、良好な電気特性を
有するトランジスタを得ることができる。
【０５７３】
また開示される発明の一態様により、トランジスタの作製に用いるフォトリソグラフィ工
程を従来よりも少なくし、トランジスタの生産性を高めることができる。
【０５７４】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０５７５】
（実施の形態１０）
本実施の形態では、半導体装置の一態様を図３３を用いて説明する。図３３（Ｂ）は、ト
ランジスタ４２０の上面図であり、図３３（Ａ）は、図３３（Ｂ）のＸ－Ｙ線における断
面図である。
【０５７６】
図３３（Ａ）及び図３３（Ｂ）に示すトランジスタ４２０は、基板４００上に下地絶縁層
４３６と、下地絶縁層４３６上にゲート電極４０１と、ゲート電極４０１上に設けられた
ゲート絶縁層４０２と、ゲート絶縁層４０２を介してゲート電極４０１上に設けられた酸
化物半導体層４０３と、ドレイン電極及びソース電極と、酸化物半導体層４０３上に設け
られた絶縁層４０６、絶縁層４０７と、を含んで構成される。
【０５７７】
ドレイン電極は第１のバリア層４０５ｃ及び第１の低抵抗材料層４０５ａの積層からなり
、ソース電極は、第２のバリア層４０５ｄ及び第２の低抵抗材料層４０５ｂの積層からな
る。
【０５７８】
また、酸化物半導体層４０３は、パターニングされていない。
【０５７９】
また、下地絶縁層４３６中には、配線４７４ａ及び配線４７４ｂが埋め込まれており、配
線４７４ａとドレイン電極（第１のバリア層４０５ｃ及び第１の低抵抗材料層４０５ａ）
とによって容量素子４３０が形成されている。
【０５８０】
第１のバリア層４０５ｃ及び第２のバリア層４０５ｄの、第１の低抵抗材料層４０５ａ及
び第２の低抵抗材料層４０５ｂと重畳する領域は、重畳しない領域と比較して厚い。
【０５８１】
下地絶縁層４３６としては、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化
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窒化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化ガリウムなどの酸化物絶縁層、窒化シリコン、
窒化酸化シリコン、窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウムなどの窒化物絶縁層、又は
これらの混合材料を用いて形成することができる。また、これらの化合物を単層構造また
は２層以上の積層構造で形成して用いることができる。
【０５８２】
ゲート電極４０１の材料は、モリブデン、チタン、タンタル、タングステン、アルミニウ
ム、銅、クロム、ネオジム、スカンジウム等の金属材料またはこれらを主成分とする合金
材料を用いて形成することができる。また、ゲート電極４０１としてリン等の不純物元素
をドーピングした多結晶シリコンに代表される半導体、ニッケルシリサイドなどのシリサ
イドを用いてもよい。ゲート電極４０１は、単層構造としてもよいし、積層構造としても
よい。
【０５８３】
また、ゲート電極４０１の材料は、酸化インジウム酸化スズ、酸化タングステンを含むイ
ンジウム酸化物、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むイン
ジウム酸化物、酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、酸化インジウム酸化亜鉛、酸化ケ
イ素を添加したインジウム錫酸化物などの導電性材料を適用することもできる。また、上
記導電性材料と、上記金属材料の積層構造とすることもできる。
【０５８４】
また、ゲート電極４０１として、窒素を含む金属酸化物、具体的には、窒素を含むＩｎ－
Ｇａ－Ｚｎ系酸化物や、窒素を含むＩｎ－Ｓｎ系酸化物や、窒素を含むＩｎ－Ｇａ系酸化
物や、窒素を含むＩｎ－Ｚｎ系酸化物や、窒素を含む酸化錫や、窒素を含む酸化インジウ
ムや、金属窒化物（ＩｎＮ、ＳｎＮなど）を用いることができる。これらの材料は５ｅＶ
（電子ボルト）、好ましくは５．５ｅＶ（電子ボルト）以上の仕事関数を有し、ゲート電
極として用いた場合、トランジスタの電気特性のしきい値電圧をプラスにすることができ
、所謂ノーマリーオフのスイッチング素子を実現できる。
【０５８５】
ゲート絶縁層４０２の材料としては、酸化シリコン、酸化ガリウム、酸化アルミニウム、
窒化シリコン、酸化窒化シリコン、酸化窒化アルミニウム、または窒化酸化シリコンを用
いて形成することができる。
【０５８６】
また、ゲート絶縁層４０２の材料として酸化ハフニウム、酸化イットリウム、ハフニウム
シリケート（ＨｆＳｉｘＯｙ（ｘ＞０、ｙ＞０））、窒素が添加されたハフニウムシリケ
ート（ＨｆＳｉＯｘＮｙ（ｘ＞０、ｙ＞０））、ハフニウムアルミネート（ＨｆＡｌｘＯ

ｙ（ｘ＞０、ｙ＞０））、酸化ランタンなどのｈｉｇｈ－ｋ材料を用いることでゲートリ
ーク電流を低減できる。さらに、ゲート絶縁層４０２は、単層構造としても良いし、積層
構造としても良い。
【０５８７】
また、ゲート絶縁層４０２は、過剰酸素を含む絶縁層で構成される。ゲート絶縁層４０２
が酸素を過剰に含むことで、酸化物半導体層４０３に酸素を供給することができる。
【０５８８】
ドレイン電極は、第１のバリア層４０５ｃと、第１のバリア層４０５ｃ上の第１の低抵抗
材料層４０５ａとで構成されている。第１の低抵抗材料層４０５ａはアルミニウムなどを
用いて形成し、第１のバリア層４０５ｃは、チタンやタングステンやモリブデン、または
窒化チタン、窒化タンタルなどを用いる。第１のバリア層４０５ｃは、第１の低抵抗材料
層４０５ａが酸化物半導体層４０３と接触して酸化されることをブロックしている。
【０５８９】
ソース電極は、第２のバリア層４０５ｄと、第２のバリア層４０５ｄ上の第２の低抵抗材
料層４０５ｂとで構成されている。第２の低抵抗材料層４０５ｂはアルミニウムなどを用
いて形成し、第２のバリア層４０５ｄは、チタンやタングステンやモリブデン、または窒
化チタン、窒化タンタルなどを用いる。第２のバリア層４０５ｄは、第２の低抵抗材料層
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４０５ｂが酸化物半導体層４０３と接触して酸化されることをブロックしている。
【０５９０】
トランジスタ４２０のチャネル長Ｌは、第１のバリア層４０５ｃと第２のバリア層４０５
ｄの間隔で決定され、第１のバリア層４０５ｃと第２のバリア層４０５ｄの間隔は電子ビ
ームを用いた露光によって得られるレジストをマスクとしてエッチングすることにより決
定される。電子ビームを用いることによって精密に露光、現像を行うことで精細なパター
ンを実現し、第１のバリア層４０５ｃと第２のバリア層４０５ｄの間隔、即ちチャネル長
Ｌを５０ｎｍ未満、例えば２０ｎｍや３０ｎｍにすることができる。電子ビームは、加速
電圧が高いほど微細パターンを得ることができる。また、電子ビームは、マルチビームと
して基板１枚あたりの処理時間を短縮することもできる。なお、チャネル長Ｌを決定する
領域以外は、フォトマスクを用いたエッチングによって第１のバリア層４０５ｃと第２の
バリア層４０５ｄを形成すればよい。なお、第１のバリア層４０５ｃと第２のバリア層４
０５ｄの厚さは、５ｎｍ以上３０ｎｍ以下、好ましくは１０ｎｍ以下である。
【０５９１】
ここで、第１のバリア層４０５ｃ及び第２のバリア層４０５ｄの間隔を、電子ビームを用
いたレジストをマスクとしてエッチングによって作製する方法について、図３５を用いて
説明する。なお、より詳細なトランジスタの作製方法については、実施の形態１１で述べ
る。
【０５９２】
酸化物半導体層４０３上に、第１のバリア層４０５ｃ及び第２のバリア層４０５ｄとなる
導電層４０４と、第１の低抵抗材料層４０５ａ及び第２の低抵抗材料層４０５ｂとなる導
電層４０５とを成膜する（図３５（Ａ）参照）。
【０５９３】
続いて、導電層４０５上にフォトリソグラフィ工程により第１のレジストマスクを形成し
、選択的にエッチングを行って第１の低抵抗材料層４０５ａ及び第２の低抵抗材料層４０
５ｂを形成する（図３５（Ｂ）参照）。
【０５９４】
このとき、導電層４０５と一緒に導電層４０４もエッチングされ、厚さが減少する場合が
ある。したがって、エッチング条件を導電層４０４に対する導電層４０５のエッチング選
択比が高いエッチング条件とすることが好ましい。導電層４０４に対する導電層４０５の
エッチング選択比を高くすることで、導電層４０４のエッチングを抑制することができる
。
【０５９５】
続いて、導電層４０４上にレジストを形成し、該レジストに対して電子ビームを用いた露
光を行い、第２のレジストマスクを形成する。第２のレジストマスクは、トランジスタ４
２０のチャネル領域となる部分以外に重畳して形成する。第２のレジストマスクを用いて
導電層４０４をエッチングし、第１のバリア層４０５ｃおよび第２のバリア層４０５ｄを
形成する（図３５（Ｃ）参照）。
【０５９６】
レジスト材料としては、例えばシロキサン系レジストまたはポリスチレン系レジストなど
を用いることができる。なお、作製するパターンの幅が小さいため、ネガ型レジストより
もポジ型レジストを用いることが好ましい。例えば、パターンの幅が３０ｎｍの場合には
、レジストの厚さを３０ｎｍとすることができる。
【０５９７】
このとき、電子ビームの照射が可能な電子ビーム描画装置において、例えば、加速電圧は
５ｋＶ～５０ｋＶであることが好ましい。また、電流強度は、５×１０―１２～１×１０
―１１Ａであることが好ましい。また、最小ビーム径は、２ｎｍ以下であることが好まし
い。また、作製可能なパターンの最小線幅が８ｎｍ以下であることが好ましい。
【０５９８】
上記条件により、例えばパターンの幅を３０ｎｍ以下、好ましくは２０ｎｍ以下さらに好
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ましくは８ｎｍ以下にすることができる。
【０５９９】
なお、ここでは、第１の低抵抗材料層４０５ａ及び第２の低抵抗材料層４０５ｂを形成し
た後に電子ビームを用いた露光によってレジストマスクを形成し、第１のバリア層４０５
ｃ及び第２のバリア層４０５ｄを形成する方法について示したが、第１の低抵抗材料層、
第２の低抵抗材料層、第１のバリア層及び第２のバリア層を作製する順番はこれに限定さ
れない。
【０６００】
なお、基板４００には半導体素子が設けられているが、ここでは簡略化のため省略してい
る。また、基板４００上には、配線４７４ａ、４７４ｂと、配線４７４ａ、４７４ｂを覆
う下地絶縁層４３６が設けられており、その一部が図３４に示すメモリ構成の一つとなっ
ている。図３４にトランジスタ４２０と基板４００に設けられているトランジスタ４３１
との接続を示す等価回路の一例を示す。
【０６０１】
また、図３４に示す容量素子４３０は、トランジスタ４２０のドレイン電極（第１のバリ
ア層４０５ｃと第１の低抵抗材料層４０５ａ）と、配線４７４ａとを一対の電極とし、下
地絶縁層４３６及びゲート絶縁層４０２を誘電体とする容量である。
【０６０２】
図３４に示すメモリ構成は、電力が供給されない状況でも記憶内容の保持が可能で、かつ
、書き込み回数にも制限が無いというメリットを有している。なお、図３４に示すメモリ
構成については、実施の形態１２において詳細を述べる。
【０６０３】
酸化物半導体層４０３に用いる酸化物半導体としては、上記実施の形態に開示した酸化物
半導体を用いることができる。
【０６０４】
また、酸化物半導体層４０３として、複数の酸化物半導体膜の積層からなる層を適用する
ことが可能である。例えば、非晶質酸化物半導体膜、多結晶酸化物半導体膜、及びＣＡＡ
Ｃ－ＯＳ膜の少なくとも２種を含む層を酸化物半導体層４０３として適用することが可能
である。
【０６０５】
また、組成の異なる酸化物半導体膜の積層からなる層を酸化物半導体層４０３として適用
することも可能である。具体的には、ゲート絶縁層４０２と接する第１の酸化物半導体膜
（以下、下層ともいう）と、絶縁層４０６と接し、且つ第１の酸化物半導体膜と組成が異
なる第２の酸化物半導体膜（以下、上層ともいう）とを含む層を酸化物半導体層４０３と
して適用することも可能である。
【０６０６】
例えば、下層及び上層が共にインジウム、ガリウム、及び亜鉛を含んで構成される場合に
は、下層におけるインジウム濃度を上層におけるインジウム濃度よりも高くし、且つ上層
におけるガリウム濃度を下層におけるガリウム濃度よりも高くすること、又は、下層にお
けるインジウム濃度を下層におけるガリウム濃度よりも高くし、且つ上層におけるガリウ
ム濃度を上層におけるインジウム濃度よりも高くすることが好ましい。
【０６０７】
これにより、酸化物半導体層４０３を有するトランジスタの移動度の向上及び寄生チャネ
ルの形成の抑制を図ることが可能となる。具体的には、下層におけるインジウム濃度を高
くすることによって当該トランジスタの移動度の向上を図ることが可能である。これは、
酸化物半導体では主として重金属のｓ軌道がキャリア伝導に寄与しており、Ｉｎの含有率
を高くすることでｓ軌道のオーバーラップが多くなることに起因する。また、上層におけ
るガリウム濃度を高くすることによって酸素の脱離を抑制し、上層における寄生チャネル
の形成を抑制することが可能である。これは、ＧａがＩｎと比較して酸素欠損の形成エネ
ルギーが大きく、酸素欠損が生じにくいことに起因する。
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【０６０８】
酸化物半導体層４０３の厚さは、１ｎｍ以上３０ｎｍ以下（好ましくは５ｎｍ以上１０ｎ
ｍ以下）とし、スパッタリング法、ＭＢＥ（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｅａｍ　Ｅｐｉｔａ
ｘｙ）法、ＣＶＤ法、パルスレーザ堆積法、ＡＬＤ（Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐ
ｏｓｉｔｉｏｎ）法等を適宜用いることができる。また、酸化物半導体層４０３は、スパ
ッタリングターゲット表面に対し、概略垂直に複数の基板表面がセットされた状態で成膜
を行うスパッタ装置を用いて成膜してもよい。
【０６０９】
また、絶縁層４０６は、過剰酸素を含む絶縁層とすることが好ましく、プラズマＣＶＤ法
やスパッタ法における成膜条件を適宜設定して層中に酸素を多く含ませたＳｉＯｘや、酸
化窒化シリコンを用いる。また、多くの過剰酸素を絶縁層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適宜添加すればよい。
【０６１０】
また、絶縁層４０７は、酸化物半導体層からの酸素の脱離を抑えるブロッキング層（Ａｌ
Ｏｘなど）である。酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）層は、水素、水分などの不純物、及び
酸素の両方に対して膜を透過させない遮断効果（ブロック効果）が高い。従って、酸化ア
ルミニウム層は、作製工程中及び作製後において、変動要因となる水素、水分などの不純
物の酸化物半導体層への混入、及び酸化物半導体を構成する主成分材料である酸素の酸化
物半導体層からの放出を防止する保護層として機能する。なお、絶縁層４０７の作製方法
としては、酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）を直接成膜する、又はアルミニウム（Ａｌ）を
成膜後に酸素プラズマ処理などの処理を行う方法などを適用することができる。
【０６１１】
本実施の形態に示すトランジスタは、第１のバリア層４０５ｃと第２のバリア層４０５ｄ
の間隔によってチャネル長が決定され、第１のバリア層４０５ｃと第２のバリア層４０５
ｄの間隔は電子ビームを用いた露光によって得られるレジストをマスクとしてエッチング
することにより決定される。電子ビームを用いることによって精密に露光、現像を行うこ
とで精細なパターンを実現し、チャネル長Ｌが５０ｎｍ未満の微細なトランジスタを作製
することができる。
【０６１２】
また、本実施の形態に示すトランジスタでは、パターニングされていない酸化物半導体層
４０３を用いてトランジスタを構成する。これにより、当該トランジスタの作製工程にお
ける酸化物半導体層のパターニングに必要な工程が不要となる。その結果、当該トランジ
スタの製造コストを低減すること及び歩留まりを向上させることなどができる。
【０６１３】
また、パターニングされていない酸化物半導体層４０３を用いてトランジスタを構成する
ことで、トランジスタのソース電極とドレイン電極が酸化物半導体層の側面（端面）近傍
の領域を介して電気的に接続されることがない。すなわち、当該トランジスタにおける寄
生チャネルの形成を抑制することができる。
【０６１４】
特に、酸化物半導体層４０３としてＣＡＡＣ－ＯＳが適用される場合には、本実施の形態
に示すトランジスタが非常に有用である。ＣＡＡＣ－ＯＳで形成された酸化物半導体層は
、側面（端面）から酸素が脱離しやすいからである。なお、この点については、下記の参
考例において詳述する。
【０６１５】
なお、本実施の形態では、全面がパターニングされていない酸化物半導体層４０３を用い
て構成されたトランジスタについて示したが、当該構成と異なる構成を有するトランジス
タであっても寄生チャネルの形成を抑制することが可能である。具体的には、トランジス
タのチャネル幅方向（図３３（Ｂ）に示すＸ－Ｙ線に垂直な方向）において酸化物半導体
層がパターニングされていなければ（チャネル幅方向において酸化物半導体層が延在して
いれば）、寄生チャネルの形成を抑制することが可能である。換言すると、トランジスタ
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のチャネル長方向（図３３（Ｂ）に示すＸ－Ｙ線と水平な方向）においてパターニングさ
れている酸化物半導体層であっても、寄生チャネルの形成が抑制されることがある。
【０６１６】
本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適宜組み
合わせて用いることができる。
【０６１７】
（実施の形態１１）
本実施の形態では、実施の形態１０に示した半導体装置とは別の一態様の半導体装置と、
該半導体装置の作製方法について説明する。
【０６１８】
図３６に本実施の形態の半導体装置を示す。図３６（Ａ）は本実施の形態の半導体装置が
有するトランジスタの上面図であり、図３６（Ｂ）は図３６（Ａ）に示すＡ－Ｂ（チャネ
ル長方向）における断面図であり、図３６（Ｃ）は、図３６（Ａ）に示すＣ－Ｄにおける
断面図である。なお、図３６（Ａ）において、図面の明瞭化のため、図３６（Ｂ）、（Ｃ
）に示した一部の構成を省略して示している。
【０６１９】
なお、本実施の形態では実施の形態１０と同様の部分については、図面において同一の符
号を付し、詳細な説明は省略する。
【０６２０】
図３６に示すトランジスタ４４０は、基板４００上のゲート電極４０１と、ゲート電極４
０１の側面と接し、ゲート電極４０１が埋め込まれた絶縁層４３２と、絶縁層４３２及び
ゲート電極４０１上のゲート絶縁層４０２と、ゲート絶縁層４０２上の酸化物半導体層４
０３と、酸化物半導体層４０３上のソース電極及びドレイン電極と、酸化物半導体層４０
３、ソース電極及びドレイン電極上の絶縁層４０６と、を有する。
【０６２１】
ドレイン電極は第１のバリア層４７５ａと、第１のバリア層４７５ａと接する第１の低抵
抗材料層４０５ａとからなる。ソース電極は第２のバリア層４７５ｂと、第２のバリア層
４７５ｂと接する第２の低抵抗材料層４０５ｂとからなる。第１のバリア層４７５ａ及び
第２のバリア層４７５ｂは、それぞれ第１の低抵抗材料層４０５ａ及び第２の低抵抗材料
層４０５ｂが酸化物半導体層４０３と接触して酸化されることをブロックしている。
【０６２２】
また、酸化物半導体層４０３はパターニングされていない。
【０６２３】
第１のバリア層４７５ａと第２のバリア層４７５ｂの間隔は、電子ビームを用いた露光に
よって得られるレジストをマスクとして決定される。電子ビームを用いることで、精密に
露光、現像を行うことで、精細なパターンを実現することができる。
【０６２４】
トランジスタ４４０のチャネル長は、第１のバリア層４７５ａと第２のバリア層４７５ｂ
の間隔であるため、チャネル長を精密に決定することができる微細なトランジスタとする
ことができる。
【０６２５】
図３７乃至図４０にトランジスタ４４０を有する半導体装置の作製方法の一例を示す。
【０６２６】
なお、図３７（Ａ３）はトランジスタの作製工程を説明するための上面図であり、図３７
（Ａ１）は図３７（Ａ３）に示すＡ－Ｂにおける断面図であり、図３７（Ａ２）は図３７
（Ａ３）に示すＣ－Ｄにおける断面図である。なお、以下の説明においては、図３７（Ａ
）とは図３７（Ａ１）乃至図３７（Ａ３）のことを指す。また、図３７（Ｂ）乃至図４０
（Ｃ）についても同様である。
【０６２７】
まず、基板４００上に導電層を形成し、該導電層をエッチングして、ゲート電極４０１を
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形成する。導電層のエッチングは、ドライエッチングでもウェットエッチングでもよく、
両方を用いてもよい。
【０６２８】
なお、基板４００には、実施の形態１０に示すトランジスタと同様に、半導体素子、配線
、配線を覆う下地絶縁層４３６等が設けられているが簡略化のためここでは省略する。基
板４００に使用することができる基板に大きな制限はないが、少なくとも、後の熱処理に
耐えうる程度の耐熱性を有していることが必要となる。例えば、シリコンや炭化シリコン
などの単結晶半導体基板、多結晶半導体基板、シリコンゲルマニウムなどの化合物半導体
基板、ＳＯＩ基板などを用いることができる。また、バリウムホウケイ酸ガラスやアルミ
ノホウケイ酸ガラスなどのガラス基板、セラミック基板、石英基板、サファイア基板など
を適用することもできる。
【０６２９】
また、基板４００として、可撓性基板を用いて半導体装置を作製してもよい。可撓性を有
する半導体装置を作製するには、可撓性基板上にトランジスタ４４０を直接作製してもよ
いし、他の作製基板にトランジスタ４４０を作製し、その後可撓性基板に剥離、転置して
もよい。なお、作製基板から可撓性基板に剥離、転置するために、作製基板とトランジス
タ４４０との間に剥離層を設けるとよい。
【０６３０】
基板４００（又は基板４００及び下地膜、配線等）に熱処理を行ってもよい。例えば、高
温のガスを用いて熱処理を行うＧＲＴＡ（Ｇａｓ　Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎ
ｅａｌ）装置により、６５０℃、１分～５分間、熱処理を行えばよい。なお、ＧＲＴＡに
おける高温のガスには、アルゴンなどの希ガス、または窒素のような、熱処理によって被
処理物と反応しない不活性気体が用いられる。また、電気炉により、５００℃、３０分～
１時間、熱処理を行ってもよい。
【０６３１】
また、ゲート電極４０１形成後に、基板４００、及びゲート電極４０１に熱処理を行って
もよい。例えば、ＧＲＴＡ装置により、６５０℃、１分～５分間、熱処理を行えばよい。
また、電気炉により、５００℃、３０分～１時間、熱処理を行ってもよい。
【０６３２】
次いで、ゲート電極４０１、基板４００を覆うように絶縁層４３２となる絶縁層を形成す
る。絶縁層の形成方法としては、スパッタリング法、ＭＢＥ法、ＣＶＤ法、パルスレーザ
堆積法、ＡＬＤ法等を適宜用いることができる。
【０６３３】
当該絶縁層としては、下地絶縁層４３６と同様の材料、方法を用いて作製することができ
る。
【０６３４】
　次いで、当該絶縁層に研磨処理（例えば、化学的機械的研磨（Ｃｈｅｉｃａｌ　Ｍｅｃ
ｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ：ＣＭＰ）処理）や、エッチング処理を行うことで
ゲート電極４０１の上面を絶縁層から露出させ、ゲート電極４０１の上面と高さが一致す
る絶縁層４３２を形成する（図３７（Ａ）参照）。研磨処理またはエッチング処理は複数
回行ってもよく、これらを組み合わせて行ってもよい。組み合わせて行う場合、工程順は
特に限定されない。
【０６３５】
絶縁層４３２を設けることによって、ゲート電極４０１上に設けられるゲート絶縁層４０
２の被覆性を向上させることができる。また、後の工程で設ける、電子ビームによる露光
が行われるレジストマスクの被形成面の凹凸を平坦にすることができ、該レジストマスク
を薄く形成することができる。
【０６３６】
なお、本実施の形態ではゲート電極４０１を形成した後に、絶縁層４３２を形成する方法
を示したが、ゲート電極４０１及び絶縁層４３２の作製方法はこれに限らない。例えば、
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絶縁層４３２を基板４００上に設けた後、エッチング工程等を用いて絶縁層４３２に開口
を形成し、該開口に導電性の材料を充填することで、ゲート電極４０１を形成してもよい
。
【０６３７】
次いで、ゲート電極４０１及び絶縁層４３２上にゲート絶縁層４０２を形成する（図３７
（Ｂ）参照）。
【０６３８】
ゲート絶縁層４０２の厚さは、１ｎｍ以上３００ｎｍ以下とし、成膜ガスを用いたＣＶＤ
法を用いることができる。ＣＶＤ法としては、ＬＰＣＶＤ法、プラズマＣＶＤ法などを用
いることができ、また他の方法としては、塗布膜なども用いることができる。
【０６３９】
本実施の形態では、ゲート絶縁層４０２として、プラズマＣＶＤ法により厚さ２００ｎｍ
の酸化窒化シリコン層を形成する。ゲート絶縁層４０２の成膜条件は、例えば、ＳｉＨ４

とＮ２Ｏのガス流量比をＳｉＨ４：Ｎ２Ｏ＝４ｓｃｃｍ：８００ｓｃｃｍ、圧力４０Ｐａ
、ＲＦ電源電力（電源出力）５０Ｗ、基板温度３５０℃とすればよい。
【０６４０】
ゲート絶縁層４０２に熱処理による脱水化又は脱水素化処理を行ってもよい。
【０６４１】
熱処理の温度は、３００℃以上７００℃以下、または基板の歪み点未満とする。熱処理の
温度は、ゲート絶縁層４０２の成膜温度より高い方が、脱水化または脱水素化の効果が高
いため好ましい。例えば、熱処理装置の一つである電気炉に基板を導入し、ゲート絶縁層
４０２に対して真空下４５０℃において１時間の熱処理を行う。
【０６４２】
なお、熱処理装置は電気炉に限られず、抵抗発熱体などの発熱体からの熱伝導または熱輻
射によって、被処理物を加熱する装置を用いてもよい。例えば、ＧＲＴＡ（Ｇａｓ　Ｒａ
ｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置、ＬＲＴＡ（Ｌａｍｐ　Ｒａｐｉｄ　Ｔｈ
ｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置等のＲＴＡ（Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａ
ｌ）装置を用いることができる。ＬＲＴＡ装置は、ハロゲンランプ、メタルハライドラン
プ、キセノンアークランプ、カーボンアークランプ、高圧ナトリウムランプ、高圧水銀ラ
ンプなどのランプから発する光（電磁波）の輻射により、被処理物を加熱する装置である
。ＧＲＴＡ装置は、高温のガスを用いて熱処理を行う装置である。高温のガスには、アル
ゴンなどの希ガス、または窒素のような、熱処理によって被処理物と反応しない不活性気
体が用いられる。
【０６４３】
例えば、熱処理として、６５０℃～７００℃の高温に加熱した不活性ガス中に基板を入れ
、数分間加熱した後、基板を不活性ガス中から出すＧＲＴＡを行ってもよい。
【０６４４】
熱処理は、減圧（真空）下、窒素雰囲気下、又は希ガス雰囲気下で行えばよい。また、上
記窒素、または希ガス等の雰囲気に水、水素などが含まれないことが好ましい。また、熱
処理装置に導入する窒素、または希ガスの純度を、６Ｎ（９９．９９９９％）以上好まし
くは７Ｎ（９９．９９９９９％）以上（即ち不純物濃度を１ｐｐｍ以下、好ましくは０．
１ｐｐｍ以下）とすることが好ましい。
【０６４５】
熱処理によって、ゲート絶縁層４０２の脱水化または脱水素化を行うことができ、トラン
ジスタの特性変動を引き起こす水素、又は水などの不純物が排除されたゲート絶縁層４０
２を形成することができる。
【０６４６】
脱水化又は脱水素化処理を行う熱処理において、ゲート絶縁層４０２表面は水素又は水等
の放出を妨害するような状態（例えば、水素又は水等を通過させない（ブロックする）膜
などを設ける等）とせず、ゲート絶縁層４０２は表面を露出した状態とすることが好まし
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い。
【０６４７】
また、脱水化又は脱水素化のための熱処理は、複数回行ってもよく、他の熱処理と兼ねて
もよい。
【０６４８】
ゲート絶縁層４０２に平坦化処理を行ってもよい。平坦化処理としては、特に限定されな
いが、研磨処理（例えば、化学的機械研磨法（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ
　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ：ＣＭＰ））、ドライエッチング処理、プラズマ処理を用いること
ができる。
【０６４９】
プラズマ処理としては、例えば、アルゴンガスを導入してプラズマを発生させる逆スパッ
タリングを行うことができる。逆スパッタリングとは、アルゴン雰囲気下で基板側にＲＦ
電源を用いて電圧を印加して基板近傍にプラズマを形成して表面を改質する方法である。
なお、アルゴン雰囲気に代えて窒素、ヘリウム、酸素などを用いてもよい。逆スパッタリ
ングを行うと、ゲート絶縁層４０２の表面に付着している粉状物質（パーティクル、ごみ
ともいう）を除去することができる。
【０６５０】
平坦化処理として、研磨処理、ドライエッチング処理、プラズマ処理は複数回行ってもよ
く、それらを組み合わせて行ってもよい。また、組み合わせて行う場合、工程順も特に限
定されず、ゲート絶縁層４０２表面の凹凸状態に合わせて適宜設定すればよい。
【０６５１】
次に、ゲート絶縁層４０２上に膜状の酸化物半導体層４０３を形成する。
【０６５２】
なお、酸化物半導体層４０３は、成膜時に酸素が多く含まれるような条件（例えば、酸素
１００％の雰囲気下でスパッタリング法により成膜を行うなど）で成膜して、酸素を多く
含む（好ましくは酸化物半導体が結晶状態における化学量論的組成に対し、酸素の含有量
が過剰な領域が含まれている）膜であることが好ましい。
【０６５３】
なお、本実施の形態において、酸化物半導体層４０３として、ＡＣ電源装置を有するスパ
ッタリング装置を用いたスパッタリング法を用い、厚さ３５ｎｍのＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸
化物（ＩＧＺＯ）層を成膜する。本実施の形態において、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１
（＝１／３：１／３：１／３）の原子比のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物ターゲットを用いる
。なお、成膜条件は、酸素及びアルゴン雰囲気下（酸素流量比率５０％）、圧力０．６Ｐ
ａ、電源電力５ｋＷ、基板温度１７０℃とする。この成膜条件での成膜速度は、１６ｎｍ
／ｍｉｎである。
【０６５４】
酸化物半導体層４０３を、成膜する際に用いるスパッタリングガスは水素、水、水酸基又
は水素化物などの不純物が除去された高純度ガスを用いることが好ましい。
【０６５５】
減圧状態に保持された成膜室内に基板を保持する。そして、成膜室内の残留水分を除去し
つつ水素及び水分が除去されたスパッタガスを導入し、上記ターゲットを用いて基板４０
０上に酸化物半導体層４０３を成膜する。成膜室内の残留水分を除去するためには、吸着
型の真空ポンプ、例えば、クライオポンプ、イオンポンプ、チタンサブリメーションポン
プを用いることが好ましい。また、排気手段としては、ターボ分子ポンプにコールドトラ
ップを加えたものであってもよい。クライオポンプを用いて排気した成膜室は、例えば、
水素原子、水（Ｈ２Ｏ）など水素原子を含む化合物（より好ましくは炭素原子を含む化合
物も）等が排気されるため、当該成膜室で成膜した酸化物半導体層４０３に含まれる不純
物の濃度を低減できる。
【０６５６】
また、ゲート絶縁層４０２を大気に解放せずにゲート絶縁層４０２と酸化物半導体層４０
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３を連続的に形成することが好ましい。ゲート絶縁層４０２を大気に曝露せずにゲート絶
縁層４０２と酸化物半導体層４０３を連続して形成すると、ゲート絶縁層４０２表面に水
素や水分などの不純物が吸着することを防止することができる。
【０６５７】
続いて、酸化物半導体層４０３及びゲート絶縁層４０２に酸素ドープ処理を行う（図３７
（Ｃ）参照）。ゲート絶縁層４０２に酸素ドープ処理を行うことにより、酸素４５１を酸
化物半導体層４０３及びゲート絶縁層４０２に供給して、酸化物半導体層４０３及びゲー
ト絶縁層４０２中、並びにこれらの界面近傍に酸素を含有させる。
【０６５８】
ドープされる酸素（酸素ラジカル、酸素原子、酸素分子、オゾン、酸素イオン（酸素分子
イオン）、及び／又は酸素クラスタイオン）は、イオン注入法、イオンドーピング法、プ
ラズマイマージョンイオンインプランテーション法、プラズマ処理などを用いることがで
きる。また、イオン注入法にはガスクラスタイオンビームを用いてもよい。酸素のドープ
処理は、全面を一度に行ってもよいし、線状のイオンビーム等を用いて移動（スキャン）
させ行ってもよい。
【０６５９】
例えば、ドープされる酸素（酸素ラジカル、酸素原子、酸素分子、オゾン、酸素イオン（
酸素分子イオン）、及び／又は酸素クラスタイオン）は、酸素を含むガスを用いてプラズ
マ発生装置により供給されてもよいし、又はオゾン発生装置により供給されてもよい。よ
り具体的には、例えば、半導体装置に対してエッチング処理を行うための装置や、レジス
トマスクに対してアッシングを行うための装置などを用いて酸素４５１を発生させ、酸化
物半導体層４０３及びゲート絶縁層４０２を処理することができる。
【０６６０】
酸素ドープ処理には、酸素を含むガスを用いることができる。酸素を含むガスとしては、
酸素、一酸化二窒素、二酸化窒素、二酸化炭素、一酸化炭素などを用いることができる。
また、酸素ドープ処理において、希ガスを用いてもよい。
【０６６１】
酸素４５１のドープ処理は、例えば、イオン注入法で酸素イオンの注入を行う場合、ドー
ズ量を１×１０１３ｉｏｎｓ／ｃｍ２以上５×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２以下とすればよ
い。
【０６６２】
酸化物半導体層４０３と接するゲート絶縁層４０２が、酸素の供給源となる酸素を多く（
過剰に）含むので、該ゲート絶縁層４０２から酸化物半導体層４０３へ酸素を供給するこ
とができる。
【０６６３】
ゲート絶縁層４０２から酸化物半導体層４０３へ酸素を供給する方法としては、酸化物半
導体層４０３とゲート絶縁層４０２とを接した状態で熱処理を行う。熱処理によってゲー
ト絶縁層４０２から酸化物半導体層４０３への酸素の供給を効果的に行うことができる。
【０６６４】
なお、ゲート絶縁層４０２から酸化物半導体層４０３への酸素の供給のための熱処理を、
酸化物半導体層４０３を島状に加工せずに行うことで、ゲート絶縁層４０２に含まれる酸
素が熱処理によって脱離するのを防止することができる。
【０６６５】
酸化物半導体層４０３へ酸素を供給することにより、酸化物半導体層４０３中の酸素欠損
を補填することができる。
【０６６６】
続いて、酸化物半導体層４０３上に導電層４７５を形成する（図３８（Ａ）参照）。
【０６６７】
導電層４７５は、ソース電極またはドレイン電極の一層となる第１のバリア層４７５ａ及
び第２のバリア層４７５ｂとなる膜である。
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【０６６８】
導電層４７５としては、例えば、Ａｌ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗから選ばれた
元素を含む金属層、または上述した元素を成分とする金属窒化物層（窒化チタン層、窒化
モリブデン層、窒化タングステン層）等を用いることができる。また、Ａｌ、Ｃｕなどの
金属層の下側または上側の一方または双方にＴｉ、Ｍｏ、Ｗなどの高融点金属層またはそ
れらの金属窒化物層（窒化チタン層、窒化モリブデン層、窒化タングステン層）を積層さ
せた構成としても良い。また、導電性の金属酸化物で形成しても良い。導電性の金属酸化
物としては、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）、酸化スズ（ＳｎＯ２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ
）、酸化インジウム酸化スズ（Ｉｎ２Ｏ３―ＳｎＯ２）、酸化インジウム酸化亜鉛（Ｉｎ

２Ｏ３―ＺｎＯ）またはこれらの金属酸化物材料に酸化シリコンを含ませたものを用いる
ことができる。
【０６６９】
続いて、導電層４７５上にレジストを形成し、該レジストに対して電子ビームを用いた露
光を行いレジストマスク４５３を形成する（図３８（Ｂ）参照）。レジストマスク４５３
は、トランジスタ４４０のチャネル領域となる部分以外に重畳して形成する。
【０６７０】
電子ビームを用いた露光によってレジストマスクを形成する方法については、実施の形態
１０に詳細を述べたため、ここでは省略する。なお、実施の形態１０では、第１の低抵抗
材料層４０５ａ及び第２の低抵抗材料層４０５ｂを形成した後に、電子ビームを用いた露
光によってレジストマスクを形成し、該マスクを用いたエッチングによって第１のバリア
層４０５ｃ及び第２のバリア層４０５ｄを形成する方法について説明したが、実施の形態
１１では、先に第１のバリア層４７５ａ及び第２のバリア層４７５ｂを形成する方法につ
いて説明する。
【０６７１】
また、電子ビームを用いた露光では、できるだけレジストマスク４５３は薄い方が好まし
い。レジストマスク４５３を薄くする場合、被形成面の凹凸をできるだけ平坦にすること
が好ましい。本実施の形態の半導体装置の作製方法では、ゲート電極４０１及び絶縁層４
３２に平坦化処理を行うことにより、ゲート電極４０１と絶縁層４３２による凹凸が低減
されるため、レジストマスクを薄くすることができる。これにより、電子ビームを用いた
露光が容易になる。
【０６７２】
次に、レジストマスク４５３をマスクとして導電層４７５を選択的にエッチングし、チャ
ネルが形成される領域に開口部を形成する（図３８（Ｃ）参照）。ここで、導電層４７５
が除去された領域は、トランジスタ４４０のチャネル形成領域となる。電子ビームによる
露光によってチャネル長を決定することができるため、チャネル長の小さい、例えばチャ
ネル長が５０ｎｍ未満のトランジスタを作製することができる。
【０６７３】
このとき、エッチング条件を、レジストマスク４５３に対する導電層４７５のエッチング
選択比が高い条件とすることが好ましい。例えば、ドライエッチングで、エッチングガス
としてＣｌ２及びＨＢｒの混合ガスを用い、Ｃｌ２の流量比よりもＨＢｒの流量比を高く
することが好ましい。例えば、Ｃｌ２：ＨＢｒ＝２０：８０の流量比であることが好まし
い。また、誘導結合型プラズマによるエッチング（ＩＣＰエッチングともいう）の場合、
ＩＣＰ電力を５００Ｗとしたとき、バイアス電力を３０Ｗ～４０Ｗ以下とすることにより
、レジストマスク４５３と導電層とのエッチング選択比を高くすることができる。
【０６７４】
　続いて、酸化物半導体層４０３及び導電層４７５上にフォトリソグラフィ工程によりレ
ジストマスク４５５を設ける（図３９（Ａ）参照）。
【０６７５】
なお、レジストマスク４５５はインクジェット法で形成してもよい。レジストマスクをイ
ンクジェット法で形成するとフォトマスクを使用しないため、製造コストを低減できる。
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【０６７６】
続いて、レジストマスク４５５を用いて導電層４７５にエッチングを行い、島状の第１の
バリア層４７５ａ及び島状の第２のバリア層４７５ｂを形成する（図３９（Ｂ）参照）。
【０６７７】
導電層４７５のエッチングには、塩素を含むガス、例えば、塩素（Ｃｌ２）、三塩化硼素
（ＢＣｌ３）、四塩化珪素（ＳｉＣｌ４）、四塩化炭素（ＣＣｌ４）などを含むガスを用
いることができる。また、フッ素を含むガス、例えば、四弗化炭素（ＣＦ４）、六弗化硫
黄（ＳＦ６）、三弗化窒素（ＮＦ３）、トリフルオロメタン（ＣＨＦ３）などを含むガス
を用いることができる。また、これらのガスにヘリウム（Ｈｅ）やアルゴン（Ａｒ）など
の希ガスを添加したガス、などを用いることができる。
【０６７８】
エッチング法としては、平行平板型ＲＩＥ（Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔｃｈｉｎｇ
）法や、ＩＣＰ（Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ：誘導結合型
プラズマ）エッチング法を用いることができる。所望の加工形状にエッチングできるよう
に、エッチング条件（コイル型の電極に印加される電力量、基板側の電極に印加される電
力量、基板側の電極温度等）を適宜調節する。
【０６７９】
本実施の形態では、導電層４７５としてチタン膜を用いる。導電層のエッチングは、ドラ
イエッチング法により、膜をエッチングして、第１のバリア層４７５ａ、第２のバリア層
４７５ｂを形成する。
【０６８０】
なお、導電層４７５のエッチング工程の際に、酸化物半導体層４０３がエッチングによっ
て分断されることのないようエッチング条件を最適化することが望まれる。しかしながら
、導電層４７５のみをエッチングし、酸化物半導体層４０３を全くエッチングしないとい
う条件を得ることは難しく、導電層４７５のエッチングの際に酸化物半導体層４０３は一
部のみがエッチングされ、溝部（凹部）を有する酸化物半導体層となることもある。
【０６８１】
また、第１のバリア層４７５ａおよび第２のバリア層４７５ｂとしては、図３３に示す第
１のバリア層４０５ｃ及び第２のバリア層４０５ｄと同様の材料によって構成される層を
適用することができる。
【０６８２】
なお、第１のバリア層４７５ａ及び第２のバリア層４７５ｂは、後に形成される第１の低
抵抗材料層４０５ａ及び第２の低抵抗材料層４０５ｂよりも薄いがこれに限定されない。
第１のバリア層４７５ａ及び第２のバリア層４７５ｂは、電子ビーム露光により作製した
レジストマスクを用いて形成されるため、薄い方が製造工程上好ましい。また、第１の低
抵抗材料層４０５ａ及び第２の低抵抗材料層４０５ｂを厚くすることにより、ソース電極
およびドレイン電極の抵抗を小さくできる。
【０６８３】
また、第１のバリア層４７５ａ及び第２のバリア層４７５ｂの間隔は、後に形成される第
１の低抵抗材料層４０５ａ及び第２の低抵抗材料層４０５ｂの間隔よりも狭い。特に、第
１のバリア層４７５ａ及び第２のバリア層４７５ｂが第１の低抵抗材料層４０５ａ及び第
２の低抵抗材料層４０５ｂよりも抵抗が高い場合、第１のバリア層４７５ａ及び第２のバ
リア層４７５ｂの間隔を短くすることにより、ソース電極、酸化物半導体層４０３、及び
ドレイン電極間の抵抗を小さくできる。
【０６８４】
次いで、レジストマスク４５５を除去した後、酸化物半導体層４０３、第１のバリア層４
７５ａ及び第２のバリア層４７５ｂ上に導電層４５２を形成する（図３９（Ｃ）参照）。
【０６８５】
導電層４５２は、第１の低抵抗材料層４０５ａ及び第２の低抵抗材料層４０５ｂとなる導
電層である。
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【０６８６】
フォトリソグラフィ工程により導電層４５２上にレジストマスク４５６を形成し（図４０
（Ａ）参照）、選択的にエッチングを行って第１の低抵抗材料層４０５ａ及び第２の低抵
抗材料層４０５ｂを形成する。第１の低抵抗材料層４０５ａ及び第２の低抵抗材料層４０
５ｂを形成した後、レジストマスク４５６を除去する（図４０（Ｂ）参照）。
【０６８７】
第１のバリア層４７５ａ及び第１の低抵抗材料層４０５ａはトランジスタ４４０のソース
電極として機能する。第２のバリア層４７５ｂ及び第２の低抵抗材料層４０５ｂはトラン
ジスタ４４０のドレイン電極として機能する。
【０６８８】
導電層４５２のエッチングは、導電層４７５のエッチングと同様の条件を用いて行うこと
ができる。
【０６８９】
以上の工程で、本実施の形態のトランジスタ４４０が作製される。
【０６９０】
本実施の形態では、積層からなるソース電極、積層からなるドレイン電極及び酸化物半導
体層４０３上に、絶縁層４０６を形成する（図４０（Ｃ）参照）。
【０６９１】
絶縁層４０６としては、代表的には酸化シリコン、酸化窒化シリコン、酸化アルミニウム
、酸化窒化アルミニウム、酸化ハフニウム、又は酸化ガリウム、窒化シリコン、窒化アル
ミニウム、窒化酸化シリコン、窒化酸化アルミニウムなどの無機絶縁材料を単層又は積層
して用いることができる。
【０６９２】
なお、絶縁層４０６に酸素ドーピング処理を行ってもよい。絶縁層４０６に酸素ドーピン
グ処理を行うことで、酸化物半導体層４０３に酸素を供給することができる。絶縁層４０
６への酸素ドーピングは、上記のゲート絶縁層４０２及び酸化物半導体層４０３への酸素
ドーピング処理と同様の処理を行うことができる。
【０６９３】
また、さらに絶縁層４０６上に緻密性の高い無機絶縁層を設けてもよい。例えば、絶縁層
４０６上にスパッタリング法により酸化アルミニウム層を形成する。酸化アルミニウム層
を高密度（膜密度３．２ｇ／ｃｍ３以上、好ましくは３．６ｇ／ｃｍ３以上）とすること
によって、トランジスタ４４０に安定な電気特性を付与することができる。膜密度はラザ
フォード後方散乱法や、Ｘ線反射率測定法によって測定することができる。
【０６９４】
トランジスタ４４０上に設けられる絶縁層として用いることのできる酸化アルミニウム層
は、水素、水分などの不純物、及び酸素の両方に対して膜を通過させない遮断効果（ブロ
ック効果）が高い。
【０６９５】
従って、酸化アルミニウム層は、作製工程中及び作製後において、変動要因となる水素、
水分などの不純物の酸化物半導体層４０３への混入、及び酸化物半導体を構成する主成分
材料である酸素の酸化物半導体層４０３からの放出を防止する保護層として機能する。
【０６９６】
また、トランジスタ４４０起因の表面凹凸を低減するために平坦化絶縁層を形成してもよ
い。平坦化絶縁層としては、ポリイミド系樹脂、アクリル系樹脂、ベンゾシクロブテン系
樹脂、等の有機材料を用いることができる。また上記有機材料の他に、低誘電率材料（ｌ
ｏｗ－ｋ材料）等を用いることができる。なお、これらの材料で形成される絶縁層を複数
積層させることで、平坦化絶縁層を形成してもよい。
【０６９７】
例えば、平坦化絶縁層として、厚さ１５００ｎｍのアクリル樹脂膜を形成すればよい。ア
クリル樹脂膜は塗布法による塗布後、焼成（例えば窒素雰囲気下２５０℃１時間）して形
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成することができる。
【０６９８】
平坦化絶縁層を形成後、熱処理を行ってもよい。例えば、窒素雰囲気下２５０℃で１時間
熱処理を行う。
【０６９９】
このように、トランジスタ４４０形成後、熱処理を行ってもよい。また、熱処理は複数回
行ってもよい。
【０７００】
本実施の形態に示すトランジスタは、第１のバリア層４７５ａと第２のバリア層４７５ｂ
の間隔によってチャネル長が決定され、第１のバリア層４７５ａと第２のバリア層４７５
ｂの間隔は電子ビームを用いた露光によって得られるレジストをマスクとしてエッチング
することにより決定される。電子ビームを用いることによって精密に露光、現像を行うこ
とで精細なパターンを実現し、チャネル長Ｌが５０ｎｍ未満の微細なトランジスタを作製
することができる。
【０７０１】
また、本実施の形態に示すトランジスタは、パターニングされていない酸化物半導体層４
０３を有する。よって、トランジスタのソース電極とドレイン電極が酸化物半導体層の側
面（端面）近傍の領域を介して電気的に接続されることがない。すなわち、当該トランジ
スタにおける寄生チャネルの形成を抑制することができる。さらに、パターニングされて
いない酸化物半導体層４０３を用いてトランジスタを構成することで、当該トランジスタ
の作製工程における酸化物半導体層のパターニングに必要な工程が不要となる。これによ
り、当該トランジスタの製造コストを低減すること及び歩留まりを向上させることなどが
できる。
【０７０２】
本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて用いることができる。
【０７０３】
（実施の形態１２）
本実施の形態では、本明細書に示すトランジスタを使用し、電力が供給されない状況でも
記憶内容の保持が可能で、かつ、書き込み回数にも制限が無い半導体装置（記憶装置）の
一例を、図面を用いて説明する。
【０７０４】
図４１は、半導体装置の構成の一例である。図４１（Ａ）に、半導体装置の断面図を、図
４１（Ｂ）に半導体装置の回路図をそれぞれ示す。
【０７０５】
図４１（Ａ）及び図４１（Ｂ）に示す半導体装置は、下部に第１の半導体材料を用いたト
ランジスタ４２００を有し、上部に第２の半導体材料を用いたトランジスタ４２０２及び
容量素子４２０４を有するものである。トランジスタ４２０２としては、実施の形態１０
で示すトランジスタ４２０の構造を適用する例である。
【０７０６】
ここで、第１の半導体材料と第２の半導体材料は異なる禁制帯幅を持つ材料とすることが
望ましい。例えば、第１の半導体材料を酸化物半導体以外の半導体材料（シリコンなど）
とし、第２の半導体材料を酸化物半導体とすることができる。酸化物半導体以外の材料を
用いたトランジスタは、高速動作が容易である。一方で、酸化物半導体を用いたトランジ
スタは、その特性により長時間の電荷保持を可能とする。
【０７０７】
なお、上記トランジスタは、いずれもｎチャネル型トランジスタであるものとして説明す
るが、ｐチャネル型トランジスタを用いることができるのはいうまでもない。また、情報
を保持するために酸化物半導体を用いた実施の形態１０又は実施の形態１１に示すような
トランジスタを用いる他は、半導体装置に用いられる材料や半導体装置の構造など、半導
体装置の具体的な構成をここで示すものに限定する必要はない。
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【０７０８】
図４１（Ａ）におけるトランジスタ４２００は、半導体材料（例えば、シリコンなど）を
含む基板４０００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
られた不純物領域と、不純物領域に接する金属間化合物領域と、チャネル形成領域上に設
けられたゲート絶縁層と、ゲート絶縁層上に設けられたゲート電極と、を有する。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呼ぶ場合がある。また、この場合、トランジスタの
接続関係を説明するために、ソース領域やドレイン領域を含めてソース電極やドレイン電
極と表現することがある。つまり、本明細書において、ソース電極との記載には、ソース
領域が含まれうる。
【０７０９】
基板４０００上にはトランジスタ４２００を囲むように素子分離絶縁層４１０６が設けら
れており、トランジスタ４２００を覆うように絶縁層４２２０が設けられている。なお、
素子分離絶縁層４１０６は、ＬＯＣＯＳ（Ｌｏｃａｌ　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　ｏｆ　　Ｓ
ｉｌｉｃｏｎ）や、ＳＴＩ（ｓｈａｌｌｏｗ　ｔｒｅｎｃｈ　ｉｓｏｌａｔ　ｉｏｎ）な
どの素子分離技術を用いて形成することができる。
【０７１０】
単結晶半導体基板を用いたトランジスタ４２００は、高速動作が可能である。このため、
当該トランジスタを読み出し用のトランジスタとして用いることで、情報の読み出しを高
速に行うことができる。トランジスタ４２０２および容量素子４２０４の形成前の処理と
して、トランジスタ４２００を覆う絶縁層４２２０にＣＭＰ処理を施して、絶縁層４２２
０を平坦化すると同時にトランジスタ４２００のゲート電極の上面を露出させる。
【０７１１】
図４１（Ａ）に示すトランジスタ４２０２は、酸化物半導体層にチャネルが形成されるボ
トムゲート型トランジスタである。ここで、トランジスタ４２０２に含まれる酸化物半導
体層は、高純度化されたものであることが望ましい。高純度化された酸化物半導体を用い
ることで、極めて優れたオフ特性のトランジスタ４２０２を得ることができる。
【０７１２】
トランジスタ４２０２は、オフ電流が小さいため、これを用いることにより長期にわたり
記憶内容を保持することが可能である。つまり、リフレッシュ動作を必要としない、或い
は、リフレッシュ動作の頻度が極めて少ない半導体記憶装置とすることが可能となるため
、消費電力を十分に低減することができる。
【０７１３】
トランジスタ４２０２のソース電極又はドレイン電極の一方は、ゲート絶縁層及び酸化物
半導体層に設けられた開口において、電極４２０８と電気的に接続され、電極４２０８を
介してトランジスタ４２００のゲート電極と電気的に接続されている。電極４２０８は、
トランジスタ４２０２のゲート電極と同時に形成することができる。
【０７１４】
また、トランジスタ４２０２上には、絶縁層４２２２が単層又は積層で設けられている。
そして、絶縁層４２２２を介してトランジスタ４２０２のソース電極又はドレイン電極の
一方と重畳する領域には、導電層４２１０ａが設けられており、トランジスタ４２０２の
ソース電極又はドレイン電極の一方と、絶縁層４２２２と導電層４２１０ａとによって、
容量素子４２０４が構成される。すなわち、トランジスタ４２０２のソース電極又はドレ
イン電極の一方は、容量素子４２０４の一方の電極として機能し、導電層４２１０ａは、
容量素子４２０４の他方の電極として機能する。なお、容量が不要の場合には、容量素子
４２０４を設けない構成とすることもできる。また、容量素子４２０４は、別途、トラン
ジスタ４２０２の上方に設けてもよい。
【０７１５】
容量素子４２０４上には絶縁層４２２４が設けられている。そして、絶縁層４２２４上に
はトランジスタ４２０２と、他のトランジスタを接続するための配線４２１６が設けられ



(89) JP 2013-168644 A 2013.8.29

10

20

30

40

50

ている。配線４２１６は、絶縁層４２２４に形成された開口に設けられた電極４２１４、
導電層４２１０ａと同じ層に設けられた導電層４２１０ｂ、及び、絶縁層４２２２に形成
された開口に設けられた電極４２１２を介して、トランジスタ４２０２のソース電極又は
ドレイン電極の他方と電気的に接続される。
【０７１６】
図４１（Ａ）において、トランジスタ４２００と、トランジスタ４２０２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４２００のソース領域またはドレ
イン領域と、トランジスタ４２０２に含まれる酸化物半導体層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４２０２及び容量素子４２０４が、トラ
ンジスタ４２００の少なくとも一部と重畳するように設けられている。例えば、容量素子
４２０４の導電層４２１０ａは、トランジスタ４２００のゲート電極と少なくとも一部が
重畳して設けられている。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。
【０７１７】
次に、図４１（Ａ）に対応する回路構成の一例を図４１（Ｂ）に示す。
【０７１８】
図４１（Ｂ）において、第１の配線（１ｓｔ　Ｌｉｎｅ）とトランジスタ４２００のソー
ス電極とは、電気的に接続され、第２の配線（２ｎｄ　Ｌｉｎｅ）とトランジスタ４２０
０のドレイン電極とは、電気的に接続されている。また、第３の配線（３ｒｄ　Ｌｉｎｅ
）とトランジスタ４２０２のソース電極またはドレイン電極の一方とは、電気的に接続さ
れ、第４の配線（４ｔｈ　Ｌｉｎｅ）と、トランジスタ４２０２のゲート電極とは、電気
的に接続されている。そして、トランジスタ４２００のゲート電極と、トランジスタ４２
０２のソース電極またはドレイン電極の他方は、容量素子４２０４の電極の一方と電気的
に接続され、第５の配線（５ｔｈ　Ｌｉｎｅ）と、容量素子４２０４の電極の他方は電気
的に接続されている。
【０７１９】
図４１（Ｂ）に示す半導体装置では、トランジスタ４２００のゲート電極の電位が保持可
能という特徴を生かすことで、次のように、情報の書き込み、保持、読み出しが可能であ
る。
【０７２０】
情報の書き込みおよび保持について説明する。まず、第４の配線の電位を、トランジスタ
４２０２がオン状態となる電位にして、トランジスタ４２０２をオン状態とする。これに
より、第３の配線の電位が、トランジスタ４２００のゲート電極、および容量素子４２０
４に与えられる。すなわち、トランジスタ４２００のゲート電極には、所定の電荷が与え
られる（書き込み）。ここでは、異なる二つの電位レベルを与える電荷（以下Ｌｏｗレベ
ル電荷、Ｈｉｇｈレベル電荷という）のいずれかが与えられるものとする。その後、第４
の配線の電位を、トランジスタ４２０２がオフ状態となる電位にして、トランジスタ４２
０２をオフ状態とすることにより、トランジスタ４２００のゲート電極に与えられた電荷
が保持される（保持）。
【０７２１】
トランジスタ４２０２のオフ電流は極めて小さいため、トランジスタ４２００のゲート電
極の電荷は長時間にわたって保持される。
【０７２２】
次に情報の読み出しについて説明する。第１の配線に所定の電位（定電位）を与えた状態
で、第５の配線に適切な電位（読み出し電位）を与えると、トランジスタ４２００のゲー
ト電極に保持された電荷量に応じて、第２の配線は異なる電位をとる。一般に、トランジ
スタ４２００をｎチャネル型とすると、トランジスタ４２００のゲート電極にＨｉｇｈレ
ベル電荷が与えられている場合の見かけのしきい値Ｖｔｈ＿Ｈは、トランジスタ４２００
のゲート電極にＬｏｗレベル電荷が与えられている場合の見かけのしきい値Ｖｔｈ＿Ｌよ
り低くなるためである。ここで、見かけのしきい値電圧とは、トランジスタ４２００を「
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オン状態」とするために必要な第５の配線の電位をいうものとする。したがって、第５の
配線の電位をＶｔｈ＿ＨとＶｔｈ＿Ｌの間の電位Ｖ０とすることにより、トランジスタ４
２００のゲート電極に与えられた電荷を判別できる。例えば、書き込みにおいて、Ｈｉｇ
ｈレベル電荷が与えられていた場合には、第５の配線の電位がＶ０（＞Ｖｔｈ＿Ｈ）とな
れば、トランジスタ４２００は「オン状態」となる。Ｌｏｗレベル電荷が与えられていた
場合には、第５の配線の電位がＶ０（＜Ｖｔｈ＿Ｌ）となっても、トランジスタ４２００
は「オフ状態」のままである。このため、第２の配線の電位を判別することで、保持され
ている情報を読み出すことができる。
【０７２３】
なお、メモリセルをアレイ状に配置して用いる場合、所望のメモリセルの情報のみを読み
出せることが必要になる。このように情報を読み出さない場合には、ゲート電極の状態に
かかわらずトランジスタ４２００が「オフ状態」となるような電位、つまり、Ｖｔｈ＿Ｈ

より小さい電位を第５の配線に与えればよい。または、ゲート電極の状態にかかわらずト
ランジスタ４２００が「オン状態」となるような電位、つまり、Ｖｔｈ＿Ｌより大きい電
位を第５の配線に与えればよい。
【０７２４】
本実施の形態に示す半導体装置では、チャネル形成領域に酸化物半導体を用いたオフ電流
の極めて小さいトランジスタを適用することで、極めて長期にわたり記憶内容を保持する
ことが可能である。つまり、リフレッシュ動作が不要となるか、または、リフレッシュ動
作の頻度を極めて低くすることが可能となるため、消費電力を十分に低減することができ
る。また、電力の供給がない場合（ただし、電位は固定されていることが望ましい）であ
っても、長期にわたって記憶内容を保持することが可能である。
【０７２５】
また、本実施の形態に示す半導体装置では、情報の書き込みに高い電圧を必要とせず、素
子の劣化の問題もない。例えば、従来の不揮発性メモリのように、フローティングゲート
への電子の注入や、フローティングゲートからの電子の引き抜きを行う必要がないため、
ゲート絶縁層の劣化といった問題が全く生じない。すなわち、開示する発明に係る半導体
装置では、従来の不揮発性メモリで問題となっている書き換え可能回数に制限はなく、信
頼性が飛躍的に向上する。さらに、トランジスタのオン状態、オフ状態によって、情報の
書き込みが行われるため、高速な動作も容易に実現しうる。
【０７２６】
以上のように、微細化及び高集積化を実現し、かつ高い電気的特性を付与された半導体装
置、及び該半導体装置の作製方法を提供することができる。
【０７２７】
なお、本明細書で示されるトランジスタを用いて構成される記憶装置は、図４１に示す記
憶装置に限定されない。例えば、ＤＲＡＭのメモリセルに設けられるトランジスタとして
、当該トランジスタを適用してもよい。
【０７２８】
以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適
宜組み合わせて用いることができる。
【０７２９】
（実施の形態１３）
本実施の形態では、実施の形態１２とは異なる記憶装置の構造の一形態について説明する
。
【０７３０】
図４２は、記憶装置の斜視図である。図４２に示す記憶装置は上部に記憶回路としてメモ
リセルを複数含む、メモリセルアレイ（メモリセルアレイ４４００＿１乃至メモリセルア
レイ４４００＿ｎ（ｎは２以上の整数））を複数層有し、下部にメモリセルアレイを動作
させるために必要な駆動回路４００４を有する。
【０７３１】
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図４３に、図４２に示した記憶装置の部分拡大図を示す。図４３では、駆動回路４００４
、メモリセルアレイ４４００＿１及びメモリセルアレイ４４００＿２を図示しており、メ
モリセルアレイ４４００＿１又はメモリセルアレイ４４００＿２に含まれる複数のメモリ
セルのうち、メモリセル４１７０ａと、メモリセル４１７０ｂを代表で示す。メモリセル
４１７０ａ及びメモリセル４１７０ｂとしては、例えば、上記に実施の形態において説明
した回路構成と同様の構成とすることもできる。
【０７３２】
なお、メモリセル４１７０ａに含まれるトランジスタ４１７１ａを代表で示す。メモリセ
ル４１７０ｂに含まれるトランジスタ４１７１ｂを代表で示す。トランジスタ４１７１ａ
及びトランジスタ４１７１ｂは、酸化物半導体層にチャネル形成領域を有する。酸化物半
導体層にチャネル形成領域が形成されるトランジスタの構成については、その他の実施の
形態において説明した構成と同様であるため、説明は省略する。
【０７３３】
トランジスタ４１７１ａのゲート電極と同じ層に形成された電極４５０１ａは、電極４５
０２ａによって、電極４００３ａと電気的に接続されている。トランジスタ４１７１ｂの
ゲート電極と同じ層に形成された電極４５０１ｃは、電極４５０２ｃによって、電極４０
０３ｃと電気的に接続されている。
【０７３４】
また、駆動回路４００４は、酸化物半導体以外の半導体材料をチャネル形成領域として用
いたトランジスタ４００１を有する。トランジスタ４００１は、半導体材料（例えば、シ
リコンなど）を含む基板４０００に素子分離絶縁層４１０６を設け、素子分離絶縁層４１
０６に囲まれた領域にチャネル形成領域となる領域を形成することによって得られるトラ
ンジスタとすることができる。なお、トランジスタ４００１は、絶縁表面上に形成された
シリコン等の半導体や、ＳＯＩ基板のシリコンにチャネル形成領域が形成されるトランジ
スタであってもよい。トランジスタ４００１の構成については、公知の構成を用いること
が可能であるため、説明は省略する。
【０７３５】
トランジスタ４１７１ａが形成された層と、トランジスタ４００１が形成された層との間
には、配線４１００ａ及び配線４１００ｂが形成されている。配線４１００ａとトランジ
スタ４００１が形成された層との間には、絶縁層４１４０ａが設けられ、配線４１００ａ
と配線４１００ｂとの間には、絶縁層４１４１ａが設けられ、配線４１００ｂとトランジ
スタ４１７１ａが形成された層との間には、絶縁層４１４２ａが設けられている。
【０７３６】
同様に、トランジスタ４１７１ｂが形成された層と、トランジスタ４１７１ａが形成され
た層との間には、配線４１００ｃ及び配線４１００ｄが形成されている。配線４１００ｃ
とトランジスタ４１７１ａが形成された層との間には、絶縁層４１４０ｂが設けられ、配
線４１００ｃと配線４１００ｄとの間には、絶縁層４１４１ｂが設けられ、配線４１００
ｄとトランジスタ４１７１ｂが形成された層との間には、絶縁層４１４２ｂが設けられて
いる。
【０７３７】
絶縁層４１４０ａ、絶縁層４１４１ａ、絶縁層４１４２ａ、絶縁層４１４０ｂ、絶縁層４
１４１ｂ、絶縁層４１４２ｂは、層間絶縁層として機能し、その表面は平坦化された構成
とすることができる。
【０７３８】
配線４１００ａ、配線４１００ｂ、配線４１００ｃ、配線４１００ｄによって、メモリセ
ル間の電気的接続や、駆動回路４００４とメモリセルとの電気的接続等を行うことができ
る。
【０７３９】
駆動回路４００４に含まれる電極４３０３は、上部に設けられた回路と電気的に接続する
ことができる。
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【０７４０】
例えば、図４３に示すように、電極４３０３は電極４５０５によって配線４１００ａと電
気的に接続することができる。また、配線４１００ａは、電極４５０３ａによって、トラ
ンジスタ４１７１ａのゲート電極と同じ層に形成された電極４５０１ｂと電気的に接続す
ることができる。また、電極４５０１ｂは、電極４５０２ｂによって、電極４００３ｂと
電気的に接続することができる。また、電極４００３ｂは、電極４５０２ｃによって、ト
ランジスタ４１７１ａのソースまたはドレインと電気的に接続することができる。こうし
て、配線４１００ａ及び電極４３０３を、トランジスタ４１７１ａのソースまたはドレイ
ンと電気的に接続することができる。また、電極４００３ｂは、電極４５０３ｂによって
配線４１００ｃと電気的に接続することができる。
【０７４１】
図４３では、電極４３０３とトランジスタ４１７１ａとの電気的接続は、配線４１００ａ
を介して行われる例を示したがこれに限定されない。電極４３０３とトランジスタ４１７
１ａとの電気的接続は、配線４１００ｂを介して行われてもよいし、配線４１００ａと配
線４１００ｂの両方を介して行われてもよい。または、配線４１００ａも配線４１００ｂ
も介さず、他の電極を用いて行われてもよい。
【０７４２】
また、図４３では、トランジスタ４１７１ａが形成された層と、トランジスタ４００１が
形成された層との間には、配線４１００ａと、配線４１００ｂとの、２つの配線が設けら
れた構成を示したがこれに限定されない。トランジスタ４１７１ａが形成された層と、ト
ランジスタ４００１が形成された層との間に、１つの配線が設けられていてもよいし、３
つ以上の配線が設けられていてもよい。
【０７４３】
また、図４３では、トランジスタ４１７１ｂが形成された層と、トランジスタ４１７１ａ
が形成された層との間には、配線４１００ｃと、配線４１００ｄとの、２つの配線が設け
られた構成を示したがこれに限定されない。トランジスタ４１７１ｂが形成された層と、
トランジスタ４１７１ａが形成された層との間に、１つの配線が設けられていてもよいし
、３つ以上の配線が設けられていてもよい。
【０７４４】
以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適
宜組み合わせて用いることができる。
【０７４５】
（実施の形態１４）
本実施の形態では、先の実施の形態で示した半導体装置を携帯電話、スマートフォン、電
子書籍などの携帯機器に応用した場合の例を図４４乃至図４７を用いて説明する。
【０７４６】
携帯電話、スマートフォン、電子書籍などの携帯機器においては、画像データの一時記憶
などにＳＲＡＭまたはＤＲＡＭが使用されている。ＳＲＡＭまたはＤＲＡＭが使用される
理由としてはフラッシュメモリでは応答が遅く、画像処理には不向きであるためである。
一方で、ＳＲＡＭまたはＤＲＡＭを画像データの一時記憶に用いた場合、以下の特徴があ
る。
【０７４７】
通常のＳＲＡＭは、図４４（Ａ）に示すように１つのメモリセルがトランジスタ８０１～
８０６の６個のトランジスタで構成されており、それをＸデコーダー８０７、Ｙデコーダ
ー８０８にて駆動している。トランジスタ８０３とトランジスタ８０５、トランジスタ８
０４とトランジスタ８０６はインバータを構成し、高速駆動を可能としている。しかし１
つのメモリセルが６トランジスタで構成されているため、セル面積が大きいという欠点が
ある。デザインルールの最小寸法をＦとしたときにＳＲＡＭのメモリセル面積は通常１０
０～１５０Ｆ２である。このためＳＲＡＭはビットあたりの単価が各種メモリの中で最も
高い。
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【０７４８】
それに対して、ＤＲＡＭはメモリセルが図４４（Ｂ）に示すようにトランジスタ８１１、
保持容量８１２によって構成され、それをＸデコーダー８１３、Ｙデコーダー８１４にて
駆動している。１つのセルが１トランジスタ１容量の構成になっており、面積が小さい。
ＤＲＡＭのメモリセル面積は通常１０Ｆ２以下である。ただし、ＤＲＡＭは常にリフレッ
シュが必要であり、書き換えを行わない場合でも電力を消費する。
【０７４９】
しかし、先の実施の形態で説明した半導体装置のメモリセル面積は、１０Ｆ２前後であり
、且つ頻繁なリフレッシュは不要である。したがって、メモリセル面積が縮小され、且つ
消費電力が低減することができる。
【０７５０】
図４５に携帯機器のブロック図を示す。図４５に示す携帯機器はＲＦ回路９０１、アナロ
グベースバンド回路９０２、デジタルベースバンド回路９０３、バッテリー９０４、電源
回路９０５、アプリケーションプロセッサ９０６、フラッシュメモリ９１０、ディスプレ
イコントローラ９１１、メモリ回路９１２、ディスプレイ９１３、タッチセンサ９１９、
音声回路９１７、キーボード９１８などより構成されている。ディスプレイ９１３は表示
部９１４、ソースドライバ９１５、ゲートドライバ９１６によって構成されている。アプ
リケーションプロセッサ９０６はＣＰＵ９０７、ＤＳＰ９０８、インターフェース９０９
（ＩＦ９０９）を有している。一般にメモリ回路９１２はＳＲＡＭまたはＤＲＡＭで構成
されており、この部分に先の実施の形態で説明した半導体装置を採用することによって、
情報の書き込み及び読み出しが高速で、長期間の記憶保持が可能で、且つ消費電力が十分
に低減することができる。
【０７５１】
図４６に、ディスプレイのメモリ回路９５０に先の実施の形態で説明した半導体装置を使
用した例を示す。図４６に示すメモリ回路９５０は、メモリ９５２、メモリ９５３、スイ
ッチ９５４、スイッチ９５５及びメモリコントローラ９５１により構成されている。また
、メモリ回路は、信号線から入力された画像データ（入力画像データ）、メモリ９５２、
及びメモリ９５３に記憶されたデータ（記憶画像データ）を読み出し、及び制御を行うデ
ィスプレイコントローラ９５６と、ディスプレイコントローラ９５６からの信号により表
示するディスプレイ９５７が接続されている。
【０７５２】
まず、ある画像データがアプリケーションプロセッサ（図示しない）によって、形成され
る（入力画像データＡ）。入力画像データＡは、スイッチ９５４を介してメモリ９５２に
記憶される。そしてメモリ９５２に記憶された画像データ（記憶画像データＡ）は、スイ
ッチ９５５、及びディスプレイコントローラ９５６を介してディスプレイ９５７に送られ
、表示される。
【０７５３】
入力画像データＡに変更が無い場合、記憶画像データＡは、通常３０～６０Ｈｚ程度の周
期でメモリ９５２からスイッチ９５５を介して、ディスプレイコントローラ９５６から読
み出される。
【０７５４】
次に、例えばユーザーが画面を書き換える操作をしたとき（すなわち、入力画像データＡ
に変更が有る場合）、アプリケーションプロセッサは新たな画像データ（入力画像データ
Ｂ）を形成する。入力画像データＢはスイッチ９５４を介してメモリ９５３に記憶される
。この間も定期的にメモリ９５２からスイッチ９５５を介して記憶画像データＡは読み出
されている。メモリ９５３に新たな画像データ（記憶画像データＢ）が記憶し終わると、
ディスプレイ９５７の次のフレームより、記憶画像データＢは読み出され、スイッチ９５
５、及びディスプレイコントローラ９５６を介して、ディスプレイ９５７に記憶画像デー
タＢが送られ、表示がおこなわれる。この読み出しはさらに次に新たな画像データがメモ
リ９５２に記憶されるまで継続される。
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【０７５５】
このようにメモリ９５２及びメモリ９５３は交互に画像データの書き込みと、画像データ
の読み出しを行うことによって、ディスプレイ９５７の表示をおこなう。なお、メモリ９
５２及びメモリ９５３はそれぞれ別のメモリには限定されず、１つのメモリを分割して使
用してもよい。先の実施の形態で説明した半導体装置をメモリ９５２及びメモリ９５３に
採用することによって、情報の書き込み及び読み出しが高速で、長期間の記憶保持が可能
で、且つ消費電力が十分に低減することができる。
【０７５６】
図４７に電子書籍のブロック図を示す。図４７はバッテリー１００１、電源回路１００２
、マイクロプロセッサ１００３、フラッシュメモリ１００４、音声回路１００５、キーボ
ード１００６、メモリ回路１００７、タッチパネル１００８、ディスプレイ１００９、デ
ィスプレイコントローラ１０１０によって構成される。
【０７５７】
ここでは、図４７のメモリ回路１００７に先の実施の形態で説明した半導体装置を使用す
ることができる。メモリ回路１００７の役割は書籍の内容を一時的に保持する機能を持つ
。例えば、ユーザーがハイライト機能を使用する場合、メモリ回路１００７は、ユーザー
が指定した箇所の情報を記憶し、保持する。なお、ハイライト機能とは、ユーザーが電子
書籍を読んでいるときに、特定の箇所にマーキング、例えば、表示の色を変える、アンダ
ーラインを引く、文字を太くする、文字の書体を変えるなどによって、周囲との違いを示
すことである。メモリ回路１００７は短期的な情報の記憶に用い、長期的な情報の保存に
はフラッシュメモリ１００４に、メモリ回路１００７が保持しているデータをコピーして
もよい。このような場合においても、先の実施の形態で説明した半導体装置を採用するこ
とによって、情報の書き込み及び読み出しが高速で、長期間の記憶保持が可能で、且つ消
費電力が十分に低減することができる。
【０７５８】
以上のように、本実施の形態に示す携帯機器には、先の実施の形態に係る半導体装置が搭
載されている。このため、読み出しが高速で、長期間の記憶保持が可能で、且つ消費電力
を低減した携帯機器が実現される。
【０７５９】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０７６０】
（実施の形態１５）
上記実施の形態で示したトランジスタを用いて、対象物の情報を読み取るイメージセンサ
機能を有する半導体装置を作製することができる。
【０７６１】
図４８（Ａ）に、イメージセンサ機能を有する半導体装置の一例を示す。図４８（Ａ）は
フォトセンサの等価回路であり、図４８（Ｂ）はフォトセンサの一部を示す断面図である
。
【０７６２】
フォトダイオード６０２は、一方の電極がフォトダイオードリセット信号線６５８に、他
方の電極がトランジスタ６４０のゲートに電気的に接続されている。トランジスタ６４０
は、ソース又はドレインの一方がフォトセンサ基準信号線６７２に、ソース又はドレイン
の他方がトランジスタ６５６のソース又はドレインの一方に電気的に接続されている。ト
ランジスタ６５６は、ゲートがゲート信号線６５９に、ソース又はドレインの他方がフォ
トセンサ出力信号線６７１に電気的に接続されている。
【０７６３】
なお、本明細書における回路図において、チャネルが形成される半導体層に酸化物半導体
を用いるトランジスタと明確に判明できるように、チャネルが形成される半導体層に酸化
物半導体を用いるトランジスタの記号には「ＯＳ」と記載している。図４８（Ａ）におい
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て、トランジスタ６４０、トランジスタ６５６は上記実施の形態に示したトランジスタが
適用でき、チャネルが形成される半導体層に酸化物半導体を用いるトランジスタである。
本実施の形態では、実施の形態１で示したトランジスタ５４０ａと同様な構造を有するト
ランジスタを適用する例を示す。
【０７６４】
図４８（Ｂ）は、フォトセンサにおけるフォトダイオード６０２及びトランジスタ６４０
の断面図であり、絶縁表面を有する基板６０１（ＴＦＴ基板）上に、センサとして機能す
るフォトダイオード６０２及びトランジスタ６４０が設けられている。フォトダイオード
６０２、トランジスタ６４０の上には接着層６０８を用いて基板６１３が設けられている
。
【０７６５】
絶縁層６３１上に設けられたトランジスタ６４０上には層間絶縁層６３２、絶縁層６３３
、層間絶縁層６３４が設けられている。フォトダイオード６０２は、絶縁層６３３上に設
けられ、絶縁層６３３上に形成した電極６４１ａ、６４１ｂと、層間絶縁層６３４上に設
けられた電極６４２との間に、絶縁層６３３側から順に第１半導体層６０６ａ、第２半導
体層６０６ｂ、及び第３半導体層６０６ｃを積層した構造を有している。
【０７６６】
なお、トランジスタ６４０と重畳する領域に遮光層６５０が設けられている。
【０７６７】
電極６４１ｂは、層間絶縁層６３４に形成された導電層６４３と電気的に接続し、導電層
６４３と同一の工程で作製された電極６４２は電極６４１ａを介して配線６４５と電気的
に接続している。配線６４５は、トランジスタ６４０のゲート電極と電気的に接続してお
り、フォトダイオード６０２はトランジスタ６４０と電気的に接続している。
【０７６８】
ここでは、第１半導体層６０６ａとしてｐ型の導電型を有する半導体と、第２半導体層６
０６ｂとして高抵抗な半導体（ｉ型半導体）、第３半導体層６０６ｃとしてｎ型の導電型
を有する半導体を積層するｐｉｎ型のフォトダイオードを例示している。
【０７６９】
第１半導体層６０６ａはｐ型半導体であり、ｐ型を付与する不純物元素を含むアモルファ
スシリコンにより形成することができる。第１半導体層６０６ａの形成には１３族の不純
物元素（例えばボロン（Ｂ））を含む半導体材料ガスを用いて、プラズマＣＶＤ法により
形成する。半導体材料ガスとしてはシラン（ＳｉＨ４）を用いればよい。または、Ｓｉ２
Ｈ６、ＳｉＨ２Ｃｌ２、ＳｉＨＣｌ３、ＳｉＣｌ４、ＳｉＦ４等を用いてもよい。また、
不純物元素を含まないアモルファスシリコンを形成した後に、拡散法やイオン注入法を用
いて該アモルファスシリコンに不純物元素を導入してもよい。イオン注入法等により不純
物元素を導入した後に加熱等を行うことで、不純物元素を拡散させるとよい。この場合に
アモルファスシリコンを形成する方法としては、ＬＰＣＶＤ法、気相成長法、又はスパッ
タリング法等を用いればよい。第１半導体層６０６ａの厚さは１０ｎｍ以上５０ｎｍ以下
となるよう形成することが好ましい。
【０７７０】
第２半導体層６０６ｂは、ｉ型半導体（真性半導体）であり、アモルファスシリコンによ
り形成する。第２半導体層６０６ｂの形成には、半導体材料ガスを用いて、アモルファス
シリコンをプラズマＣＶＤ法により形成する。半導体材料ガスとしては、シラン（ＳｉＨ
４）を用いればよい。または、Ｓｉ２Ｈ６、ＳｉＨ２Ｃｌ２、ＳｉＨＣｌ３、ＳｉＣｌ４
、ＳｉＦ４等を用いてもよい。第２半導体層６０６ｂの形成は、ＬＰＣＶＤ法、気相成長
法、スパッタリング法等により行ってもよい。第２半導体層６０６ｂの厚さは２００ｎｍ
以上１０００ｎｍ以下となるように形成することが好ましい。
【０７７１】
第３半導体層６０６ｃは、ｎ型半導体であり、ｎ型を付与する不純物元素を含むアモルフ
ァスシリコンにより形成する。第３半導体層６０６ｃの形成には、１５族の不純物元素（
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例えばリン（Ｐ））を含む半導体材料ガスを用いて、プラズマＣＶＤ法により形成する。
半導体材料ガスとしてはシラン（ＳｉＨ４）を用いればよい。または、Ｓｉ２Ｈ６、Ｓｉ
Ｈ２Ｃｌ２、ＳｉＨＣｌ３、ＳｉＣｌ４、ＳｉＦ４等を用いてもよい。また、不純物元素
を含まないアモルファスシリコンを形成した後に、拡散法やイオン注入法を用いて該アモ
ルファスシリコンに不純物元素を導入してもよい。イオン注入法等により不純物元素を導
入した後に加熱等を行うことで、不純物元素を拡散させるとよい。この場合にアモルファ
スシリコンを形成する方法としては、ＬＰＣＶＤ法、気相成長法、又はスパッタリング法
等を用いればよい。第３半導体層６０６ｃの厚さは２０ｎｍ以上２００ｎｍ以下となるよ
う形成することが好ましい。
【０７７２】
また、第１半導体層６０６ａ、第２半導体層６０６ｂ、及び第３半導体層６０６ｃは、ア
モルファス半導体ではなく、多結晶半導体を用いて形成してもよいし、微結晶（セミアモ
ルファス（Ｓｅｍｉ　Ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ：ＳＡＳ））半
導体を用いて形成してもよい。
【０７７３】
微結晶半導体は、ギブスの自由エネルギーを考慮すれば非晶質と単結晶の中間的な準安定
状態に属するものである。すなわち、自由エネルギー的に安定な第３の状態を有する半導
体であって、短距離秩序を持ち格子歪みを有する。柱状または針状結晶が基板表面に対し
て法線方向に成長している。微結晶半導体の代表例である微結晶シリコンは、そのラマン
スペクトルが単結晶シリコンを示す５２０ｃｍ－１よりも低波数側に、シフトしている。
即ち、単結晶シリコンを示す５２０ｃｍ－１とアモルファスシリコンを示す４８０ｃｍ－
１の間に微結晶シリコンのラマンスペクトルのピークがある。また、未結合手（ダングリ
ングボンド）を終端するため水素またはハロゲンを少なくとも１原子％またはそれ以上含
ませている。さらに、ヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオンなどの希ガス元素を含ま
せて格子歪みをさらに助長させることで、安定性が増し良好な微結晶半導体が得られる。
【０７７４】
この微結晶半導体は、周波数が数十ＭＨｚ～数百ＭＨｚの高周波プラズマＣＶＤ法、また
は周波数が１ＧＨｚ以上のマイクロ波プラズマＣＶＤ装置により形成することができる。
代表的には、ＳｉＨ４、Ｓｉ２Ｈ６、ＳｉＨ２Ｃｌ２、ＳｉＨＣｌ３、ＳｉＣｌ４、Ｓｉ
Ｆ４などの珪素を含む化合物を水素で希釈して形成することができる。また、珪素を含む
化合物（例えば水素化珪素）及び水素に加え、ヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオン
から選ばれた一種または複数種の希ガス元素で希釈して微結晶半導体を形成することがで
きる。これらのときの珪素を含む化合物（例えば水素化珪素）に対して水素の流量比を５
倍以上２００倍以下、好ましくは５０倍以上１５０倍以下、更に好ましくは１００倍とす
る。さらには、シリコンを含む気体中に、ＣＨ４、Ｃ２Ｈ６等の炭化物気体、ＧｅＨ４、
ＧｅＦ４等のゲルマニウム化気体、Ｆ２等を混入させてもよい。
【０７７５】
また、光電効果で発生した正孔の移動度は電子の移動度に比べて小さいため、ｐｉｎ型の
フォトダイオードはｐ型の半導体側を受光面とする方がよい特性を示す。ここでは、ｐｉ
ｎ型のフォトダイオードが形成されている基板６０１の面からフォトダイオード６０２が
受ける光を電気信号に変換する例を示す。また、受光面とした半導体層側とは逆の導電型
を有する半導体層側からの光は外乱光となるため、電極は遮光性を有する導電層を用いる
とよい。また、ｎ型の半導体側を受光面として用いることもできる。
【０７７６】
絶縁層６３１、層間絶縁層６３２、絶縁層６３３としては、絶縁性材料を用いて、その材
料に応じて、スパッタリング法、プラズマＣＶＤ法、ＳＯＧ法、スピンコート、ディップ
、スプレー塗布、液滴吐出法（インクジェット法等）、印刷法（スクリーン印刷、オフセ
ット印刷等）により、ドクターナイフ、ロールコーター、カーテンコーター、ナイフコー
ター等の装置を用いて形成することができる。
【０７７７】
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本実施の形態では、絶縁層６３３として酸化アルミニウム層を用いる。絶縁層６３３はス
パッタリング法やプラズマＣＶＤ法によって形成することができる。
【０７７８】
酸化物半導体層上に絶縁層６３３として設けられた酸化アルミニウム層は、水素、水分な
どの不純物、及び酸素の両方に対して透過させない遮断効果（ブロック効果）が高い。
【０７７９】
従って、酸化アルミニウム層は、作製工程中及び作製後において、変動要因となる水素、
水分などの不純物の酸化物半導体への混入、及び酸化物半導体を構成する主成分材料であ
る酸素の酸化物半導体からの放出を防止する保護層として機能する。
【０７８０】
本実施の形態において、トランジスタ６４０は、作製工程において、ゲート電極、絶縁層
、及び側壁絶縁層上に設けられた導電層を化学機械研磨処理することによって除去し導電
層を分断することによって、ソース電極及びドレイン電極を形成する。
【０７８１】
従って、ソース電極又はドレイン電極と酸化物半導体層とが接する領域（コンタクト領域
）と、ゲート電極との距離を短くすることができるため、ソース電極又はドレイン電極と
酸化物半導体層とが接する領域（コンタクト領域）、及びゲート電極間の抵抗が減少し、
トランジスタ６４０のオン特性を向上させることが可能となる。
【０７８２】
ソース電極及びドレイン電極の形成工程におけるゲート電極上の導電層を除去する工程に
おいて、レジストマスクを用いたエッチング工程を用いないため、精密な加工を正確に行
うことができる。よって、半導体装置の作製工程において、形状や特性のばらつきを少な
い微細な構造を有するトランジスタ６４０を歩留まりよく作製することができる。
【０７８３】
絶縁層６３１、層間絶縁層６３２、絶縁層６３３としては、無機絶縁材料を用いることが
できる。例えば、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、酸化アルミニウム、又は酸化窒化ア
ルミニウムなどの酸化物絶縁材料、窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化アルミニウム
、又は窒化酸化アルミニウムなどの窒化物絶縁材料の単層、又は積層を用いることができ
る。
【０７８４】
また、層間絶縁層６３４としては、表面凹凸を低減するため平坦化絶縁層として機能する
絶縁層が好ましい。層間絶縁層６３４としては、例えばポリイミド、アクリル樹脂、ベン
ゾシクロブテン樹脂、ポリアミド、エポキシ樹脂等の、耐熱性を有する有機絶縁材料を用
いることができる。また上記有機絶縁材料の他に、低誘電率材料（ｌｏｗ－ｋ材料）、シ
ロキサン系樹脂、ＰＳＧ（リンガラス）、ＢＰＳＧ（リンボロンガラス）等の単層、又は
積層を用いることができる。
【０７８５】
フォトダイオード６０２に入射する光６２２を検出することによって、被検出物の情報を
読み取ることができる。なお、被検出物の情報を読み取る際にバックライトなどの光源を
用いることができる。
【０７８６】
以上のように、微細化及び高集積化を実現し、かつ高い電気的特性を付与された半導体装
置、及び該半導体装置の作製方法を提供することができる。
【０７８７】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０７８８】
（実施の形態１６）
本実施の形態では、半導体装置の一例として、上記実施の形態に開示したトランジスタを
少なくとも一部に用いたＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）に
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ついて説明する。
【０７８９】
図４９（Ａ）は、ＣＰＵの具体的な構成を示すブロック図である。図４９（Ａ）に示すＣ
ＰＵは、基板１１９０上に、ＡＬＵ１１９１（ＡＬＵ：Ａｒｉｔｈｍｅｔｉｃ　ｌｏｇｉ
ｃ　ｕｎｉｔ、演算回路）、ＡＬＵコントローラ１１９２、インストラクションデコーダ
１１９３、インタラプトコントローラ１１９４、タイミングコントローラ１１９５、レジ
スタ１１９６、レジスタコントローラ１１９７、バスインターフェース１１９８（Ｂｕｓ
　Ｉ／Ｆ）、書き換え可能なＲＯＭ１１９９、及びＲＯＭインターフェース１１８９（Ｒ
ＯＭ　Ｉ／Ｆ）を有している。基板１１９０は、半導体基板、ＳＯＩ基板、ガラス基板な
どを用いる。ＲＯＭ１１９９及びＲＯＭインターフェース１１８９は、別チップに設けて
もよい。もちろん、図４９（Ａ）に示すＣＰＵは、その構成を簡略化して示した一例にす
ぎず、実際のＣＰＵはその用途によって多種多様な構成を有している。
【０７９０】
バスインターフェース１１９８を介してＣＰＵに入力された命令は、インストラクション
デコーダ１１９３に入力され、デコードされた後、ＡＬＵコントローラ１１９２、インタ
ラプトコントローラ１１９４、レジスタコントローラ１１９７、タイミングコントローラ
１１９５に入力される。
【０７９１】
ＡＬＵコントローラ１１９２、インタラプトコントローラ１１９４、レジスタコントロー
ラ１１９７、タイミングコントローラ１１９５は、デコードされた命令に基づき、各種制
御を行なう。具体的にＡＬＵコントローラ１１９２は、ＡＬＵ１１９１の動作を制御する
ための信号を生成する。また、インタラプトコントローラ１１９４は、ＣＰＵのプログラ
ム実行中に、外部の入出力装置や、周辺回路からの割り込み要求を、その優先度やマスク
状態から判断し、処理する。レジスタコントローラ１１９７は、レジスタ１１９６のアド
レスを生成し、ＣＰＵの状態に応じてレジスタ１１９６の読み出しや書き込みを行なう。
【０７９２】
また、タイミングコントローラ１１９５は、ＡＬＵ１１９１、ＡＬＵコントローラ１１９
２、インストラクションデコーダ１１９３、インタラプトコントローラ１１９４、及びレ
ジスタコントローラ１１９７の動作のタイミングを制御する信号を生成する。例えばタイ
ミングコントローラ１１９５は、基準クロック信号ＣＬＫ１を元に、内部クロック信号Ｃ
ＬＫ２を生成する内部クロック生成部を備えており、内部クロック信号ＣＬＫ２を上記各
種回路に供給する。
【０７９３】
図４９（Ａ）に示すＣＰＵでは、レジスタ１１９６に、メモリセルが設けられている。レ
ジスタ１１９６のメモリセルには、上記実施の形態に開示したメモリセルを用いることが
できる。
【０７９４】
図４９（Ａ）に示すＣＰＵにおいて、レジスタコントローラ１１９７は、ＡＬＵ１１９１
からの指示に従い、レジスタ１１９６における保持動作の選択を行う。すなわち、レジス
タ１１９６が有するメモリセルにおいて、論理（値）を反転させる論理素子によるデータ
の保持を行うか、容量素子によるデータの保持を行うかを、選択する。論理（値）を反転
させる論理素子によるデータの保持が選択されている場合、レジスタ１１９６内のメモリ
セルへの、電源電圧の供給が行われる。容量素子におけるデータの保持が選択されている
場合、容量素子へのデータの書き換えが行われ、レジスタ１１９６内のメモリセルへの電
源電圧の供給を停止することができる。
【０７９５】
電源停止に関しては、図４９（Ｂ）または図４９（Ｃ）に示すように、メモリセル群と、
電源電位ＶＤＤまたは電源電位ＶＳＳの与えられているノード間に、スイッチング素子を
設けることにより行うことができる。以下に図４９（Ｂ）及び図４９（Ｃ）の回路の説明
を行う。
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【０７９６】
図４９（Ｂ）及び図４９（Ｃ）では、メモリセルへの電源電位の供給を制御するスイッチ
ング素子に、上記実施の形態に開示したトランジスタを含む記憶回路の構成の一例を示す
。
【０７９７】
図４９（Ｂ）に示す記憶装置は、スイッチング素子１１４１と、メモリセル１１４２を複
数有するメモリセル群１１４３とを有している。具体的に、各メモリセル１１４２には、
実施の形態９乃至実施の形態１１に記載されているメモリセルを用いることができる。メ
モリセル群１１４３が有する各メモリセル１１４２には、スイッチング素子１１４１を介
して、ハイレベルの電源電位ＶＤＤが供給されている。さらに、メモリセル群１１４３が
有する各メモリセル１１４２には、信号ＩＮの電位と、ローレベルの電源電位ＶＳＳの電
位が与えられている。
【０７９８】
図４９（Ｂ）では、スイッチング素子１１４１として、上記実施の形態に開示したトラン
ジスタを用いており、該トランジスタは、そのゲート電極に与えられる信号ＳｉｇＡによ
りスイッチングが制御される。
【０７９９】
なお、図４９（Ｂ）では、スイッチング素子１１４１がトランジスタを一つだけ有する構
成を示しているが、特に限定されず、トランジスタを複数有していてもよい。スイッチン
グ素子１１４１が、スイッチング素子として機能するトランジスタを複数有している場合
、上記複数のトランジスタは並列に接続されていてもよいし、直列に接続されていてもよ
いし、直列と並列が組み合わされて接続されていてもよい。
【０８００】
また、図４９（Ｂ）では、スイッチング素子１１４１により、メモリセル群１１４３が有
する各メモリセル１１４２への、ハイレベルの電源電位ＶＤＤの供給が制御されているが
、スイッチング素子１１４１により、ローレベルの電源電位ＶＳＳの供給が制御されてい
てもよい。
【０８０１】
また、図４９（Ｃ）には、メモリセル群１１４３が有する各メモリセル１１４２に、スイ
ッチング素子１１４１を介して、ローレベルの電源電位ＶＳＳが供給されている、記憶装
置の一例を示す。スイッチング素子１１４１により、メモリセル群１１４３が有する各メ
モリセル１１４２への、ローレベルの電源電位ＶＳＳの供給を制御することができる。
【０８０２】
メモリセル群と、電源電位ＶＤＤまたは電源電位ＶＳＳの与えられているノード間に、ス
イッチング素子を設け、一時的にＣＰＵの動作を停止し、電源電圧の供給を停止した場合
においてもデータを保持することが可能であり、消費電力の低減を行うことができる。具
体的には、例えば、パーソナルコンピュータのユーザーが、キーボードなどの入力装置へ
の情報の入力を停止している間でも、ＣＰＵの動作を停止することができ、それにより消
費電力を低減することができる。
【０８０３】
ここでは、ＣＰＵを例に挙げて説明したが、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｏｒ）、カスタムＬＳＩ、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌ
ｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）等のＬＳＩにも応用可能である。
【０８０４】
本実施の形態は、上記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。
【０８０５】
（実施の形態１７）
本実施の形態では、上述の実施の形態で説明した半導体装置を電子機器に適用する場合に
ついて、図５０を用いて説明する。本実施の形態では、コンピュータ、携帯電話機（携帯
電話、携帯電話装置ともいう）、携帯情報端末（携帯型ゲーム機、音響再生装置なども含
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む）、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、電子ペーパー、テレビジョン装置（テレ
ビ、またはテレビジョン受信機ともいう）などの電子機器に、上述の半導体装置を適用す
る場合について説明する。
【０８０６】
図５０（Ａ）は、ノート型のパーソナルコンピュータであり、筐体１７０１、筐体１７０
２、表示部１７０３、キーボード１７０４などによって構成されている。筐体１７０１と
筐体１７０２内には、先の実施の形態に示す半導体装置が設けられている。そのため、情
報の書き込み及び読み出しが高速で、信頼性が高く、且つ消費電力が十分に低減されたノ
ート型のパーソナルコンピュータが実現される。
【０８０７】
図５０（Ｂ）は、携帯情報端末（ＰＤＡ）であり、本体１７１１には、表示部１７１３と
、外部インターフェース１７１５と、操作ボタン１７１４等が設けられている。また、携
帯情報端末を操作するスタイラス１７１２などを備えている。本体１７１１内には、先の
実施の形態に示す半導体装置が設けられている。そのため、情報の書き込み及び読み出し
が高速で、信頼性が高く、且つ消費電力が低減された携帯情報端末が実現される。
【０８０８】
図５０（Ｃ）は、電子ペーパーを実装した電子書籍１７２０であり、筐体１７２１と筐体
１７２３の２つの筐体で構成されている。筐体１７２１及び筐体１７２３には、それぞれ
表示部１７２５及び表示部１７２７が設けられている。筐体１７２１と筐体１７２３は、
軸部１７３７により接続されており、該軸部１７３７を軸として開閉動作を行うことがで
きる。また、筐体１７２１は、電源１７３１、操作キー１７３３、スピーカー１７３５な
どを備えている。筐体１７２１、筐体１７２３の少なくとも一には、先の実施の形態に示
す半導体装置が設けられている。そのため、情報の書き込み及び読み出しが高速で、信頼
性が高く、且つ消費電力が低減された電子書籍が実現される。
【０８０９】
図５０（Ｄ）は、携帯電話機であり、筐体１７４０と筐体１７４１の２つの筐体で構成さ
れている。さらに、筐体１７４０と筐体１７４１は、スライドし、図５０（Ｄ）のように
展開している状態から重なり合った状態とすることができ、携帯に適した小型化が可能で
ある。また、筐体１７４１は、表示パネル１７４２、スピーカー１７４３、マイクロフォ
ン１７４４、タッチパネル１７４５、ポインティングデバイス１７４６、カメラ用レンズ
１７４７、外部接続端子１７４８などを備えている。また、筐体１７４０は、携帯電話機
の充電を行う太陽電池セル１７４９、外部メモリスロット１７５０などを備えている。ま
た、アンテナは、筐体１７４１に内蔵されている。筐体１７４０と筐体１７４１の少なく
とも一には、先の実施の形態に示す半導体装置が設けられている。そのため、情報の書き
込み及び読み出しが高速で、信頼性が高く、且つ消費電力が低減された携帯電話機が実現
される。
【０８１０】
図５０（Ｅ）は、デジタルカメラであり、本体１７６１、表示部１７６７、接眼部１７６
３、操作スイッチ１７６４、表示部１７６５、バッテリー１７６６などによって構成され
ている。本体１７６１内には、先の実施の形態に示す半導体装置が設けられている。その
ため、情報の書き込み及び読み出しが高速で、信頼性が高く、且つ消費電力が低減された
デジタルカメラが実現される。
【０８１１】
図５０（Ｆ）は、テレビジョン装置１７７０であり、筐体１７７１、表示部１７７３、ス
タンド１７７５などで構成されている。テレビジョン装置１７７０の操作は、筐体１７７
１が備えるスイッチや、リモコン操作機１７８０により行うことができる。筐体１７７１
及びリモコン操作機１７８０には、先の実施の形態に示す半導体装置が搭載されている。
そのため、情報の書き込み及び読み出しが高速で、信頼性が高く、且つ消費電力が低減さ
れたテレビジョン装置が実現される。
【０８１２】
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以上のように、本実施の形態に示す電子機器には、先の実施の形態に係る半導体装置が搭
載されている。このため、信頼性が高く、消費電力が低減された電子機器が実現される。
【０８１３】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０８１４】
（実施の形態１８）
本明細書に開示する半導体装置は、様々な電子機器に適用することができる。電子機器と
しては、テレビジョン装置（テレビ、またはテレビジョン受信機ともいう）、コンピュー
タ用などのモニタ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、デジタルフォトフレーム、
携帯電話機、携帯型ゲーム機、携帯情報端末、音響再生装置、遊技機（パチンコ機、スロ
ットマシン等）、ゲーム筐体が挙げられる。
【０８１５】
図５１に電子機器の具体例を示す。図５１（Ａ）及び図５１（Ｂ）は、２つ折り可能なタ
ブレット型端末である。図５１（Ａ）は、開いた状態であり、タブレット型端末は、筐体
９６３０、表示部９６３１ａ、表示部９６３１ｂ、表示モード切り替えスイッチ９０３４
、電源スイッチ９０３５、省電力モード切り替えスイッチ９０３６、留め具９０３３、操
作スイッチ９０３８を有する。
【０８１６】
実施の形態１及び実施の形態２のいずれかに示す半導体装置は、表示部９６３１ａ、表示
部９６３１ｂに用いることが可能であり、信頼性の高いタブレット型端末とすることが可
能となる。また、実施の形態３または実施の形態４に示す半導体装置を本実施の形態の半
導体装置に適用してもよい。
【０８１７】
表示部９６３１ａは、一部をタッチパネルの領域９６３２ａとすることができ、表示され
た操作キー９６３８にふれることでデータ入力をすることができる。なお、表示部９６３
１ａにおいては、一例として半分の領域が表示のみの機能を有する構成、もう半分の領域
がタッチパネルの機能を有する構成を示しているが、該構成に限定されない。表示部９６
３１ａの全面をキーボードボタン表示させてタッチパネルとし、表示部９６３１ｂを表示
画面として用いることができる。
【０８１８】
また、表示部９６３１ｂにおいても表示部９６３１ａと同様に、表示部９６３１ｂの一部
をタッチパネルの領域９６３２ｂとすることができる。また、タッチパネルのキーボード
表示切り替えボタン９６３９が表示されている位置に指やスタイラスなどでふれることで
表示部９６３１ｂにキーボードボタン表示することができる。
【０８１９】
また、タッチパネルの領域９６３２ａとタッチパネルの領域９６３２ｂに対して同時にタ
ッチ入力することもできる。
【０８２０】
また、表示モード切り替えスイッチ９０３４は、縦表示または横表示などの表示の向きを
切り替え、白黒表示やカラー表示の切り替えなどを選択できる。省電力モード切り替えス
イッチ９０３６は、タブレット型端末に内蔵している光センサで検出される使用時の外光
の光量に応じて表示の輝度を最適なものとすることができる。タブレット型端末は光セン
サだけでなく、ジャイロ、加速度センサ等の傾きを検出するセンサなどの他の検出装置を
内蔵させてもよい。
【０８２１】
また、図５１（Ａ）では表示部９６３１ｂと表示部９６３１ａの表示面積が同じ例を示し
ているが特に限定されず、一方のサイズともう一方のサイズが異なっていてもよく、表示
の品質も異なっていてもよい。例えば一方が他方よりも高精細な表示を行える表示パネル
としてもよい。
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【０８２２】
図５１（Ｂ）は、閉じた状態であり、タブレット型端末は、筐体９６３０、太陽電池９６
３３、充放電制御回路９６３４、バッテリー９６３５、ＤＣＤＣコンバータ９６３６を有
する。なお、図５１（Ｂ）では充放電制御回路９６３４の一例としてバッテリー９６３５
、ＤＣＤＣコンバータ９６３６を有する構成について示している。
【０８２３】
なお、タブレット型端末は２つ折り可能なため、未使用時に筐体９６３０を閉じた状態に
することができる。従って、表示部９６３１ａ、表示部９６３１ｂを保護できるため、耐
久性に優れ、長期使用の観点からも信頼性の優れたタブレット型端末を提供できる。
【０８２４】
また、この他にも図５１（Ａ）および図５１（Ｂ）に示したタブレット型端末は、様々な
情報（静止画、動画、テキスト画像など）を表示する機能、カレンダー、日付または時刻
などを表示部に表示する機能、表示部に表示した情報をタッチ入力操作または編集するタ
ッチ入力機能、様々なソフトウェア（プログラム）によって処理を制御する機能、等を有
することができる。
【０８２５】
タブレット型端末の表面に装着された太陽電池９６３３によって、電力をタッチパネル、
表示部、また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９６３３は、
筐体９６３０の片面又は両面に設けることができ、バッテリー９６３５の充電を効率的に
行う構成とすることができる。なおバッテリー９６３５としては、リチウムイオン電池を
用いると、小型化を図れる等の利点がある。
【０８２６】
また、図５１（Ｂ）に示す充放電制御回路９６３４の構成、および動作について図５１（
Ｃ）にブロック図を示し説明する。図５１（Ｃ）には、太陽電池９６３３、バッテリー９
６３５、ＤＣＤＣコンバータ９６３６、コンバータ９６３７、スイッチＳＷ１乃至ＳＷ３
、表示部９６３１について示しており、バッテリー９６３５、ＤＣＤＣコンバータ９６３
６、コンバータ９６３７、スイッチＳＷ１乃至ＳＷ３が、図５１（Ｂ）に示す充放電制御
回路９６３４に対応する箇所となる。
【０８２７】
まず外光により太陽電池９６３３により発電がされる場合の動作の例について説明する。
太陽電池で発電した電力は、バッテリー９６３５を充電するための電圧となるようＤＣＤ
Ｃコンバータ９６３６で昇圧または降圧がなされる。そして、表示部９６３１の動作に太
陽電池９６３３からの電力が用いられる際にはスイッチＳＷ１をオンにし、コンバータ９
６３７で表示部９６３１に必要な電圧に昇圧または降圧をすることとなる。また、表示部
９６３１での表示を行わない際には、ＳＷ１をオフにし、ＳＷ２をオンにしてバッテリー
９６３５の充電を行う構成とすればよい。
【０８２８】
なお太陽電池９６３３については、発電手段の一例として示したが、特に限定されず、圧
電素子（ピエゾ素子）や熱電変換素子（ペルティエ素子）などの他の発電手段によるバッ
テリー９６３５の充電を行う構成であってもよい。例えば、無線（非接触）で電力を送受
信して充電する無接点電力伝送モジュールや、また他の充電手段を組み合わせて行う構成
としてもよい。
【０８２９】
本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適宜組み
合わせて用いることができる。
【０８３０】
＜参考例＞
本明細書で開示されるトランジスタの構造は、チャネルが形成される酸化物半導体層にＣ
ＡＡＣ－ＯＳを適用する場合に特に有用である。具体的に述べると、ＣＡＡＣ－ＯＳを用
いた酸化物半導体層は、側面（端面）から酸素の脱離に起因して当該側面近傍の領域が低
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抵抗化されやすい酸化物半導体層である。これに対して、本明細書で開示されるトランジ
スタにおいては、パターニングされていない（島状に加工されていない）酸化物半導体層
を用いてトランジスタを構成する。よって、本明細書で開示されるトランジスタにおいて
は、側面近傍の領域が低抵抗化しやすい酸化物半導体層を有する場合であっても、当該側
面近傍の領域に寄生チャネルが形成されることがない。
【０８３１】
以下、ＣＡＡＣ－ＯＳの側面（端面）から酸素が脱離しやすい点について詳述する。
【０８３２】
ここでは、酸化物半導体層の一例として、三元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系
酸化物（以下、ＩＧＺＯと呼ぶ。）における、過剰酸素（化学量論比を越えて存在してい
る酸素原子）及び酸素欠損の動きやすさについて、科学技術計算結果を参照して説明する
。
【０８３３】
なお、計算は、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝３：１：２の原子数比のＩＧＺＯの一つのＩｎ－Ｏ面
に過剰酸素または酸素欠損が一つ存在するモデルを構造最適化によって作成（図５２（Ａ
）乃至（Ｃ）及び図５４（Ａ）乃至（Ｃ）を参照）し、ＮＥＢ（Ｎｕｄｇｅｄ　Ｅｌａｓ
ｔｉｃ　Ｂａｎｄ）法を用いて最小エネルギー経路に沿った中間構造に対するエネルギー
をそれぞれ算出した。
【０８３４】
計算は、密度汎関数理論（ＤＦＴ）に基づく計算プログラムソフト「ＯｐｅｎＭＸ」を用
いて行った。パラメータについて以下に説明する。
【０８３５】
基底関数には、擬原子局在基底関数を用いた。この基底関数は、分極基底系ＳＴＯ（Ｓｌ
ａｔｅｒ　Ｔｙｐｅ　Ｏｒｂｉｔａｌ）に分類される。
【０８３６】
汎関数には、ＧＧＡ／ＰＢＥ（Ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄ－Ｇｒａｄｉｅｎｔ－Ａｐｐｒｏ
ｘｉｍａｔｉｏｎ／Ｐｅｒｄｅｗ－Ｂｕｒｋｅ－Ｅｒｎｚｅｒｈｏｆ）を用いた。
【０８３７】
カットオフエネルギーは２００Ｒｙとした。
【０８３８】
サンプリングｋ点は、５×５×３とした。
【０８３９】
過剰酸素の動きやすさについての計算では、計算モデル内に存在する原子の数を８５個と
し、酸素欠損の動きやすさについての計算では、計算モデル内に存在する原子の数を８３
個とした。
【０８４０】
過剰酸素または酸素欠損の動きやすさは、過剰酸素または酸素欠損が各々のサイトへ移動
する際に越えることを要するエネルギーバリアの高さＥｂを計算することにより評価する
。すなわち、移動に際して越えるエネルギーバリアの高さＥｂが高ければ移動しにくく、
エネルギーバリアの高さＥｂが低ければ移動しやすい。
【０８４１】
まず、過剰酸素の移動について説明する。過剰酸素の移動の計算に用いたモデルを図５２
に示す。計算は、以下の２つの遷移形態について行った。計算結果は、図５３に示す。図
５３では、横軸を過剰酸素の移動の経路長とし、縦軸を図５２（Ａ）のモデルＡの状態の
エネルギーを基準（０ｅＶ）とした時の、過剰酸素の移動に要するエネルギーとしている
。
【０８４２】
過剰酸素の移動について、前記２つの遷移形態のうち、第１の遷移は、モデルＡからモデ
ルＢへの遷移である。第２の遷移は、モデルＡからモデルＣへの遷移である。
【０８４３】
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酸素原子と呼ぶ。図５２（Ａ）乃至（Ｃ）中の”２”と表記されている酸素原子をモデル
Ａの第２の酸素原子と呼ぶ。図５２（Ａ）乃至（Ｃ）中の”３”と表記されている酸素原
子をモデルＡの第３の酸素原子と呼ぶ。
【０８４４】
図５３から明らかなように、第１の遷移のエネルギーバリアの高さＥｂの最大値（Ｅｂｍ
ａｘ）は、０．５３ｅＶであり、第２の遷移のエネルギーバリアの高さＥｂの最大値（Ｅ
ｂｍａｘ）は、２．３８ｅＶである。そのため、第１の遷移では第２の遷移よりもエネル
ギーバリアの高さＥｂの最大値（Ｅｂｍａｘ）が低い。そのため、第１の遷移に要するエ
ネルギーは第２の遷移に要するエネルギーよりも小さく、第１の遷移のほうが第２の遷移
よりも起こりやすいといえる。
【０８４５】
すなわち、モデルＡの第１の酸素原子の移動は、モデルＡの第３の酸素原子を押し出す方
向よりも、モデルＡの第２の酸素原子を押し出す方向に移動しやすいといえる。従って、
酸素原子はインジウム原子の層を越えて移動するよりもインジウム原子の層に沿って移動
しやすいといえる。
【０８４６】
次に、酸素欠損の移動について説明する。酸素欠損の移動の計算に用いたモデルを図５４
に示す。計算は、以下の２つの遷移形態について行った。計算結果は、図５５に示す。図
５５では、横軸を酸素欠損の移動の経路長とし、縦軸を図５４（Ａ）のモデルＡの状態の
エネルギーを基準（０ｅＶ）とした時の、酸素欠損の移動に要するエネルギーとしている
。
【０８４７】
酸素欠損の移動について、前記２つの遷移形態のうち、第１の遷移は、モデルＡからモデ
ルＢへの遷移である。第２の遷移は、モデルＡからモデルＣへの遷移である。
【０８４８】
なお、図５４（Ａ）乃至（Ｃ）中の点線で描画している丸は、酸素欠損を表している。
【０８４９】
図５５から明らかなように、第１の遷移のエネルギーバリアの高さＥｂの最大値（Ｅｂｍ
ａｘ）は、１．８１ｅＶであり、第２の遷移のエネルギーバリアの高さＥｂの最大値（Ｅ
ｂｍａｘ）は、４．１０ｅＶである。そのため、第１の遷移では第２の遷移よりもエネル
ギーバリアの高さＥｂの最大値（Ｅｂｍａｘ）が低い。そのため、第１の遷移に要するエ
ネルギーは第２の遷移に要するエネルギーよりも小さく、第１の遷移のほうが第２の遷移
よりも起こりやすいといえる。
【０８５０】
すなわち、モデルＡの酸素欠損はモデルＣの酸素欠損の位置よりも、モデルＢの酸素欠損
の位置の方に移動しやすいといえる。従って、酸素欠損もインジウム原子の層を越えて移
動するよりもインジウム原子の層に沿って移動しやすいといえる。
【０８５１】
次に、前記した４つの遷移形態の起こりやすさを別の側面から比較するために、これらの
遷移の温度依存性について説明する。前記した４つの遷移形態とは、（１）過剰酸素の第
１の遷移（２）過剰酸素の第２の遷移（３）酸素欠損の第１の遷移（４）酸素欠損の第２
の遷移の４つである。
【０８５２】
これらの遷移の温度依存性は、単位時間あたりの移動頻度により比較する。ここで、ある
温度Ｔ（Ｋ）における移動頻度Ｚ（／秒）は、化学的に安定な位置における酸素原子の振
動数Ｚｏ（／秒）を用いると、以下の式（２）で表される。
【０８５３】
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【数２】

【０８５４】
なお、前記式（２）において、Ｅｂｍａｘは各遷移におけるエネルギーバリアの高さＥｂ
の最大値であり、ｋはボルツマン定数である。また、Ｚｏ＝１．０×１０１３（／秒）を
計算に用いる。
【０８５５】
過剰酸素または酸素欠損が１秒間あたりに１度だけエネルギーバリアの高さＥｂの最大値
（Ｅｂｍａｘ）を越えて移動する場合（Ｚ＝１（／秒）の場合）、Ｔについて前記式（２
）を解くと以下の通りである。
（１）過剰酸素の第１の遷移　Ｚ＝１においてＴ＝２０６Ｋ（－６７℃）
（２）過剰酸素の第２の遷移　Ｚ＝１においてＴ＝９２３Ｋ（６５０℃）
（３）酸素欠損の第１の遷移　Ｚ＝１においてＴ＝７０１Ｋ（４２８℃）
（４）酸素欠損の第２の遷移　Ｚ＝１においてＴ＝１５９０Ｋ（１３１７℃）
【０８５６】
一方、Ｔ＝３００Ｋ（２７℃）の場合のＺは、以下の通りである。
（１）過剰酸素の第１の遷移　Ｔ＝３００ＫにおいてＺ＝１．２×１０４（／秒）
（２）過剰酸素の第２の遷移　Ｔ＝３００ＫにおいてＺ＝１．０×１０－２７（／秒）
（３）酸素欠損の第１の遷移　Ｔ＝３００ＫにおいてＺ＝４．３×１０－１８（／秒）
（４）酸素欠損の第２の遷移　Ｔ＝３００ＫにおいてＺ＝１．４×１０－５６（／秒）
【０８５７】
また、Ｔ＝７２３Ｋ（４５０℃）の場合のＺは、以下の通りである。
（１）過剰酸素の第１の遷移　Ｔ＝７２３ＫにおいてＺ＝２．０×１０９（／秒）
（２）過剰酸素の第２の遷移　Ｔ＝７２３ＫにおいてＺ＝２．５×１０－４（／秒）
（３）酸素欠損の第１の遷移　Ｔ＝７２３ＫにおいてＺ＝２．５（／秒）
（４）酸素欠損の第２の遷移　Ｔ＝７２３ＫにおいてＺ＝２．５×１０－１６（／秒）
【０８５８】
前記計算結果に鑑みると、過剰酸素は、Ｔ＝３００ＫにおいてもＴ＝７２３Ｋにおいても
、インジウム原子の層を越えて移動するよりもインジウム原子の層に沿って移動しやすい
といえる。また、酸素欠損も、Ｔ＝３００ＫにおいてもＴ＝７２３Ｋにおいても、インジ
ウム原子の層を越えて移動するよりもインジウム原子の層に沿って移動しやすいといえる
。
【０８５９】
また、Ｔ＝３００Ｋにおいて、インジウム原子の層に沿った過剰酸素の移動は非常に起こ
りやすいが、他の遷移形態は起こりにくい。Ｔ＝７２３Ｋにおいては、インジウム原子の
層に沿う過剰酸素の移動のみならず、インジウム原子の層に沿う酸素欠損の移動も起こり
やすいが、過剰酸素についても酸素欠損についてもインジウム原子の層を越える移動は困
難である。
【０８６０】
従って、例えばＣＡＡＣ－ＯＳのように、インジウム原子の層が当該層の被形成面または
表面に平行な面上に存在する場合には、過剰酸素及び酸素欠損のいずれも当該層の被形成
面または表面に沿って移動しやすいといえる。
【０８６１】
以上説明したように、ＣＡＡＣ－ＯＳで形成された酸化物半導体層では当該層の被形成面
または表面に沿って移動しやすい。そのため、当該層の側面からの酸素抜けが問題となる
。酸素抜けが生じると過剰酸素の数が減少してしまい、酸素欠損を埋めることが困難にな
る。酸素欠損が存在すると、スイッチング素子に用いるには好ましくないレベルにまでＣ
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ＡＡＣ－ＯＳで形成された酸化物半導体層の導電性が高まるおそれがある。
【０８６２】
なお、前記説明では過剰酸素または酸素欠損がインジウム原子の層を越えて移動する場合
について説明したが、酸化物半導体層に含まれるインジウム以外の金属についても同様で
ある。
【０８６３】
前記説明した酸素抜けは、ＣＡＡＣ－ＯＳで形成された酸化物半導体層が島状に加工され
ている場合に特に顕著である。酸化物半導体層が島状に加工されていると、酸化物半導体
層の側面の面積が増大するためである。
【符号の説明】
【０８６４】
１００　　基板
１０１　　ゲート電極
１０２　　ゲート絶縁層
１０３　　酸化物半導体層
１０６　　絶縁層
１０７　　絶縁層
１１０　　トランジスタ
１２０　　トランジスタ
１２４　　導電層
１２７　　マスク
１２８　　マスク
１３０　　トランジスタ
１３１　　チャネル形成領域
１３６　　下地絶縁層
１３７　　下地絶縁層
１４０　　トランジスタ
１５０　　トランジスタ
１６０　　トランジスタ
１７０　　トランジスタ
１８０　　トランジスタ
２００　　基板
２０６　　素子分離絶縁層
２０８　　ゲート絶縁層
２１０　　ゲート電極
２１６　　チャネル形成領域
２２０　　不純物領域
２２４　　金属間化合物領域
２２８　　絶縁層
２３０　　絶縁層
２５０　　絶縁層
２５２　　絶縁層
２５３　　導電層
２５６　　配線
２６０　　トランジスタ
２６４　　容量素子
３００　　基板
３０６　　素子分離絶縁層
３０８　　ゲート絶縁層
３１０　　ゲート電極



(107) JP 2013-168644 A 2013.8.29

10

20

30

40

50

３１６　　チャネル形成領域
３２０　　不純物領域
３２４　　金属間化合物領域
３２８　　絶縁層
３３０　　絶縁層
３３２　　絶縁層
３３３　　絶縁層
３３４　　絶縁層
３３５　　層間絶縁層
３３６　　側壁絶縁層
３３７　　絶縁層
３４４　　酸化物半導体層
３４８　　ゲート電極
３５０　　絶縁層
３５２　　絶縁層
３５３　　配線
３５４　　配線
３５５　　配線
３５６　　配線
３６０　　トランジスタ
３６２　　トランジスタ
３６４　　容量素子
３６５　　開口
３８０　　絶縁層
４００　　基板
４０１　　ゲート電極
４０２　　ゲート絶縁層
４０３　　酸化物半導体層
４０４　　導電層
４０５　　導電層
４０６　　絶縁層
４０７　　絶縁層
４２０　　トランジスタ
４３０　　容量素子
４３１　　トランジスタ
４３２　　絶縁層
４３６　　下地絶縁層
４４０　　トランジスタ
４５１　　酸素
４５２　　導電層
４５３　　レジストマスク
４５５　　レジストマスク
４５６　　レジストマスク
４７５　　導電層
５００　　基板
５０１　　ゲート電極
５０２　　ゲート絶縁層
５０３　　酸化物半導体層
５０４　　導電層
５０７　　絶縁層
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５０８　　絶縁層
５１０　　絶縁層
５１１　　絶縁層
５１２　　側壁絶縁層
５１３　　絶縁層
５１５　　層間絶縁層
５１７　　層間絶縁層
５３６　　絶縁層
５４２　　ゲート絶縁層
５４５　　導電層
５４６　　絶縁層
５４７　　絶縁層
６０１　　基板
６０２　　フォトダイオード
６０８　　接着層
６１３　　基板
６３１　　絶縁層
６３２　　層間絶縁層
６３３　　絶縁層
６３４　　層間絶縁層
６４０　　トランジスタ
６４２　　電極
６４３　　導電層
６４５　　配線
６５０　　遮光層
６５６　　トランジスタ
６５８　　フォトダイオードリセット信号線
６５９　　ゲート信号線
６７１　　フォトセンサ出力信号線
６７２　　フォトセンサ基準信号線
７５０　　メモリセル
７５１　　メモリセルアレイ
７５３　　周辺回路
７５４　　容量素子
７５６　　絶縁層
７５８　　絶縁層
７６０　　配線
７６２　　配線
７６３　　配線
７７０　　基板
７７１　　絶縁層
７７２　　絶縁層
７７３　　配線
７７４　　配線
７７５　　配線
７８１　　トランジスタ
７８５　　素子分離絶縁層
８０１　　トランジスタ
８０３　　トランジスタ
８０４　　トランジスタ
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８０５　　トランジスタ
８０６　　トランジスタ
８０７　　Ｘデコーダー
８０８　　Ｙデコーダー
８１１　　トランジスタ
８１２　　保持容量
８１３　　Ｘデコーダー
８１４　　Ｙデコーダー
９０１　　ＲＦ回路
９０２　　アナログベースバンド回路
９０３　　デジタルベースバンド回路
９０４　　バッテリー
９０５　　電源回路
９０６　　アプリケーションプロセッサ
９０７　　ＣＰＵ
９０８　　ＤＳＰ
９０９　　インターフェース
９１０　　フラッシュメモリ
９１１　　ディスプレイコントローラ
９１２　　メモリ回路
９１３　　ディスプレイ
９１４　　表示部
９１５　　ソースドライバ
９１６　　ゲートドライバ
９１７　　音声回路
９１８　　キーボード
９１９　　タッチセンサ
９５０　　メモリ回路
９５１　　メモリコントローラ
９５２　　メモリ
９５３　　メモリ
９５４　　スイッチ
９５５　　スイッチ
９５６　　ディスプレイコントローラ
９５７　　ディスプレイ
１００１　　バッテリー
１００２　　電源回路
１００３　　マイクロプロセッサ
１００４　　フラッシュメモリ
１００５　　音声回路
１００６　　キーボード
１００７　　メモリ回路
１００８　　タッチパネル
１００９　　ディスプレイ
１０１０　　ディスプレイコントローラ
１１４１　　スイッチング素子
１１４２　　メモリセル
１１４３　　メモリセル群
１１８９　　ＲＯＭインターフェース
１１９０　　基板
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１１９１　　ＡＬＵ
１１９２　　ＡＬＵコントローラ
１１９３　　インストラクションデコーダ
１１９４　　インタラプトコントローラ
１１９５　　タイミングコントローラ
１１９６　　レジスタ
１１９７　　レジスタコントローラ
１１９８　　バスインターフェース
１１９９　　ＲＯＭ
１７０１　　筐体
１７０２　　筐体
１７０３　　表示部
１７０４　　キーボード
１７１１　　本体
１７１２　　スタイラス
１７１３　　表示部
１７１４　　操作ボタン
１７１５　　外部インターフェース
１７２０　　電子書籍
１７２１　　筐体
１７２３　　筐体
１７２５　　表示部
１７２７　　表示部
１７３１　　電源
１７３３　　操作キー
１７３５　　スピーカー
１７３７　　軸部
１７４０　　筐体
１７４１　　筐体
１７４２　　表示パネル
１７４３　　スピーカー
１７４４　　マイクロフォン
１７４５　　タッチパネル
１７４６　　ポインティングデバイス
１７４７　　カメラ用レンズ
１７４８　　外部接続端子
１７４９　　太陽電池セル
１７５０　　外部メモリスロット
１７６１　　本体
１７６３　　接眼部
１７６４　　操作スイッチ
１７６５　　表示部
１７６６　　バッテリー
１７６７　　表示部
１７７０　　テレビジョン装置
１７７１　　筐体
１７７３　　表示部
１７７５　　スタンド
１７８０　　リモコン操作機
３０００　　基板
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３００１　　トランジスタ
３００４　　論理回路
３１０６　　素子分離絶縁層
３３０３　　電極
３５０５　　電極
４０００　　基板
４００１　　トランジスタ
４００４　　駆動回路
４１０６　　素子分離絶縁層
４２００　　トランジスタ
４２０２　　トランジスタ
４２０４　　容量素子
４２０８　　電極
４２１２　　電極
４２１４　　電極
４２１６　　配線
４２２０　　絶縁層
４２２２　　絶縁層
４２２４　　絶縁層
４３０３　　電極
４５０５　　電極
９０３３　　具
９０３４　　スイッチ
９０３５　　電源スイッチ
９０３６　　スイッチ
９０３８　　操作スイッチ
９６３０　　筐体
９６３１　　表示部
９６３３　　太陽電池
９６３４　　充放電制御回路
９６３５　　バッテリー
９６３６　　ＤＣＤＣコンバータ
９６３７　　コンバータ
９６３８　　操作キー
９６３９　　ボタン
１０２ａ　　ゲート絶縁層
１０２ｂ　　ゲート絶縁層
１０３ａ　　酸化物半導体層
１０３ｂ　　酸化物半導体層
１０５ａ　　ソース電極
１０５ｂ　　ドレイン電極
１０９ａ　　開口部
１０９ｂ　　開口部
１１５ａ　　ソース電極
１１５ｂ　　ドレイン電極
１１９ａ　　開口部
１１９ｂ　　開口部
１２５ａ　　ソース電極
１２５ｂ　　ドレイン電極
１２５ｃ　　電極



(112) JP 2013-168644 A 2013.8.29

10

20

30

40

50

１２９ａ　　開口部
１２９ｂ　　開口部
１３２ａ　　オフセット領域
１３２ｂ　　オフセット領域
１３３ａ　　ソース領域
１３３ｂ　　ドレイン領域
１３５ａ　　ソース配線
１３５ｂ　　ドレイン配線
３１００ａ　　配線
３１００ｂ　　配線
３１００ｃ　　配線
３１００ｄ　　配線
３１４０ａ　　絶縁層
３１４０ｂ　　絶縁層
３１４１ａ　　絶縁層
３１４１ｂ　　絶縁層
３１４２ａ　　絶縁層
３１４２ｂ　　絶縁層
３１７０ａ　　メモリセル
３１７０ａ１　　メモリセル
３１７０ａ２　　メモリセル
３１７０ｂ　　メモリセル
３１７０ｂ１　　メモリセル
３１７０ｂ２　　メモリセル
３１７１ａ　　トランジスタ
３１７１ａ１　　トランジスタ
３１７１ａ２　　トランジスタ
３１７１ｂ　　トランジスタ
３１７１ｂ１　　トランジスタ
３１７１ｂ２　　トランジスタ
３４００ａ　　メモリセルアレイ
３４００ｂ　　メモリセルアレイ
３４００ｎ　　メモリセルアレイ
３４２ａ　　電極
３４２ｂ　　電極
３５０１ａ　　電極
３５０１ｂ　　配線
３５０３ａ　　電極
３５０３ｂ　　電極
３６２ａ　　トランジスタ
３６２ｂ　　トランジスタ
４００３ａ　　電極
４００３ｂ　　電極
４００３ｃ　　電極
４０５ａ　　低抵抗材料層
４０５ｂ　　低抵抗材料層
４０５ｃ　　バリア層
４０５ｄ　　バリア層
４１００ａ　　配線
４１００ｂ　　配線
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４１００ｃ　　配線
４１００ｄ　　配線
４１４０ａ　　絶縁層
４１４０ｂ　　絶縁層
４１４１ａ　　絶縁層
４１４１ｂ　　絶縁層
４１４２ａ　　絶縁層
４１４２ｂ　　絶縁層
４１７０ａ　　メモリセル
４１７０ｂ　　メモリセル
４１７１ａ　　トランジスタ
４１７１ｂ　　トランジスタ
４２１０ａ　　導電層
４２１０ｂ　　導電層
４４００＿１　　メモリセルアレイ
４４００＿２　　メモリセルアレイ
４４００＿ｎ　　メモリセルアレイ
４５０１ａ　　電極
４５０１ｂ　　電極
４５０１ｃ　　電極
４５０２ａ　　電極
４５０２ｂ　　電極
４５０２ｃ　　電極
４５０３ａ　　電極
４５０３ｂ　　電極
４７４ａ　　配線
４７４ｂ　　配線
４７５ａ　　バリア層
４７５ｂ　　バリア層
５０２ａ　　ゲート絶縁層
５０２ｂ　　ゲート絶縁層
５０５ａ　　ソース電極
５０５ｂ　　ドレイン電極
５０６ａ　　オフセット領域
５０６ｂ　　オフセット領域
５１２ａ　　側壁絶縁層
５３３ａ　　開口
５３３ｂ　　開口
５３５ａ　　配線
５３５ｂ　　配線
５３６ａ　　絶縁層
５３６ｂ　　絶縁層
５４０ａ　　トランジスタ
５４０ｂ　　トランジスタ
５４０ｃ　　トランジスタ
５４２ａ　　ゲート絶縁層
５４２ｂ　　ゲート絶縁層
６０６ａ　　半導体層
６０６ｂ　　半導体層
６０６ｃ　　半導体層
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６４１ａ　　電極
６４１ｂ　　電極
７５０ａ　　メモリセル
７５０ｂ　　メモリセル
７５１ａ　　メモリセルアレイ
７５１ｂ　　メモリセルアレイ
７６０ａ　　配線
７６０ｂ　　配線
９６３１ａ　　表示部
９６３１ｂ　　表示部
９６３２ａ　　領域
９６３２ｂ　　領域

【図１】 【図２】
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