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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源供給部と電気的に接続する変圧器と、
　前記変圧器と電気的に接続するスイッチと、
　前記スイッチと電気的に接続するスイッチング制御回路と
　前記変圧器及び出力部と電気的に接続する第１の整流平滑回路と、
　前記変圧器及び前記スイッチング制御回路と電気的に接続する第２の整流平滑回路と、
を有し、
　前記スイッチング制御回路は、制御回路及びスタータ回路を有し、
　前記スタータ回路は、
　ダイオード、チャネル領域が形成される酸化物半導体膜を有する第１のトランジスタ及
び第２のトランジスタ、並びに第１の端子及び第２の端子の間に酸化物半導体膜を有する
抵抗素子を備え、
　前記制御回路に含まれる素子、及び前記スタータ回路に含まれる前記ダイオードは第１
の素子層に形成され、
　前記スタータ回路に含まれる前記第１のトランジスタ、前記第２のトランジスタ、及び
前記抵抗素子は、第２の素子層に形成され、
　前記第２の素子層は、前記第１の素子層上に設けられ、
　前記第１の素子層は、半導体基板を用いて形成され、
　前記第１の素子層に含まれる半導体基板は、接地され、
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　前記第２の素子層に含まれる端子は、導電部材を介して接地される
　ことを特徴とするスイッチングコンバータ。
【請求項２】
　電源供給部と電気的に接続するスイッチと、
　前記スイッチと電気的に接続する変圧器と、
　前記電源供給部及び前記スイッチと電気的に接続するスイッチング制御回路と、
　前記スイッチ、前記変圧器、及び出力部と電気的に接続する第１の整流平滑回路と、
　前記変圧器及び前記スイッチング制御回路と電気的に接続する第２の整流平滑回路と、
を有し、
　前記スイッチング制御回路は、制御回路及びスタータ回路を有し、
　前記スタータ回路は、
　ダイオード、チャネル領域が形成される酸化物半導体膜を有する第１のトランジスタ及
び第２のトランジスタ、並びに第１の端子及び第２の端子の間に酸化物半導体膜を有する
抵抗素子を備え、
　前記制御回路に含まれる素子、及び前記スタータ回路に含まれる前記ダイオードは第１
の素子層に形成され、
　前記スタータ回路に含まれる前記第１のトランジスタ、前記第２のトランジスタ、及び
前記抵抗素子は、第２の素子層に形成され、
　前記第２の素子層は、前記第１の素子層上に設けられ、
　前記第１の素子層は、半導体基板を用いて形成され、
　前記第１の素子層に含まれる半導体基板は、接地され、
　前記第２の素子層に含まれる端子は、導電部材を介して接地される
　ことを特徴とするスイッチングコンバータ。
【請求項３】
　電源供給部と電気的に接続する第１の変圧器及び第２の変圧器と、
　前記第１の変圧器及び前記第２の変圧器と電気的に接続するスイッチと、
　前記スイッチと電気的に接続するスイッチング制御回路と、
　前記第１の変圧器及び出力部と電気的に接続する第１の整流平滑回路と、
　前記第２の変圧器及び前記スイッチング制御回路と電気的に接続する第２の整流平滑回
路と、を有し、
　前記スイッチング制御回路は、制御回路及びスタータ回路を有し、
　前記スタータ回路は、
　ダイオード、チャネル領域が形成される酸化物半導体膜を有する第１のトランジスタ及
び第２のトランジスタ、並びに第１の端子及び第２の端子の間に酸化物半導体膜を有する
抵抗素子を備え、
　前記制御回路に含まれる素子、及び前記スタータ回路に含まれる前記ダイオードは第１
の素子層に形成され、
　前記スタータ回路に含まれる前記第１のトランジスタ、前記第２のトランジスタ、及び
前記抵抗素子は、第２の素子層に形成され、
　前記第２の素子層は、前記第１の素子層上に設けられ、
　前記第１の素子層は、半導体基板を用いて形成され、
　前記第１の素子層に含まれる半導体基板は、接地され、
　前記第２の素子層に含まれる端子は、導電部材を介して接地される
　ことを特徴とするスイッチングコンバータ。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記スイッチは、ゲート、ソース及びドレインを有し、
　前記第１のトランジスタのソース及びドレインの一方と、前記抵抗素子の第１の端子と
が、前記スイッチのソース及びドレインの一方と電気的に接続し、
　前記第１のトランジスタのゲートと、前記抵抗素子の第２の端子とが、前記第２のトラ
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ンジスタのソース及びドレインの一方と電気的に接続し、
　前記第１のトランジスタのソース及びドレインの他方と、前記ダイオードの第１の端子
とが電気的に接続し、
　前記ダイオードの第２の端子が、前記制御回路の第１の端子と電気的に接続し、
　前記第２のトランジスタのソース及びドレインの他方が接地され、
　前記第２のトランジスタのゲートが前記制御回路の第２の端子と電気的に接続し、
　前記スイッチのゲートが、前記制御回路の第３の端子と電気的に接続する
　ことを特徴とするスイッチングコンバータ。
【請求項５】
　請求項４において、前記スイッチのソース及びドレインの他方が、前記出力部に含まれ
る端子と電気的に接続することを特徴とするスイッチングコンバータ。
【請求項６】
　請求項４において、前記スイッチのソース及びドレインの他方が、前記第１の整流平滑
回路の端子及び前記変圧器の端子と電気的に接続することを特徴とするスイッチングコン
バータ。
【請求項７】
　請求項４において、前記スイッチのソース及びドレインの他方が接地されることを特徴
とするスイッチングコンバータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、スイッチングコンバータ及び半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
スイッチングコンバータは、入力電圧の値に係わらず、一定の出力電圧を得ることができ
る定電圧回路であり、整流回路などと共に電源回路に用いられている。特に、スイッチン
１６９７０グ方式のスイッチングコンバータを用いた電源回路は、スイッチング電源また
はスイッチングレギュレータとも呼ばれている。
【０００３】
スイッチング方式のスイッチングコンバータは、スイッチング素子により入力電圧からパ
ルス状の波形を有する電圧を形成し、当該電圧をコイルや容量素子などにおいて平滑化或
いは保持することで、所望の大きさの出力電圧を得るものである。スイッチング方式は、
抵抗による電圧降下を利用するリニア方式よりも、スイッチングコンバータにおける電力
の内部損失を理論的に小さくすることができるため、電力変換効率が高く、電力損失に伴
う発熱量を小さく抑えることができる。そのため、マイクロプロセッサなどの大きな出力
電圧を必要とする半導体装置では、スイッチング方式のスイッチングコンバータを用いた
電源回路が多用されている。
【０００４】
また、メインスイッチ、メインスイッチのスイッチングを制御するスタータスイッチ、及
びスタータスイッチの起動のために設けられる起動抵抗を有する高圧部と、小電圧信号を
処理する制御部とを備えるスイッチングレギュレータがある（特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－３２３７０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、スタータスイッチ、メインスイッチ、起動抵抗等は、電源供給部から高電
圧が印加されるため、劣化及び破壊が問題となっている。特に、トランジスタを用いたス
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タータスイッチは、電源供給部から高電圧が印加されると共に、大電流を流すためにチャ
ネル幅をより大きくすることが好ましいが、それによるスタータスイッチの劣化及び破壊
の問題が深刻となる。
【０００７】
また、スタータ回路に含まれるスタータスイッチと制御回路を同じ半導体基板に作製する
と、スイッチングコンバータへの電力供給時に、スタータ回路に含まれるスタータスイッ
チに大電流が流れてしまい、半導体基板の電圧が変動してしまう。即ち、ノイズが発生し
てしまう。このため、スタータスイッチに発生するノイズの影響を抑制するため、スター
タスイッチの周囲にガードリングを設ける必要がある。しかしながら、ガードリングをス
イッチングコンバータに設けると、スタータ回路、及びそれを有するスイッチングコンバ
ータの占有面積が非常に大きくなってしまう。
【０００８】
上述の課題に鑑み、本発明の一態様は、劣化及び破壊を抑制することが可能なスイッチン
グコンバータを提供する。また、本発明の一態様は、面積の縮小化が可能なスイッチング
コンバータを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明の一態様は、電源供給部と接続するスイッチ、電源供給部と接続する変圧器と、少
なくとも変圧器と接続する第１の整流平滑回路及び第２の整流平滑回路と、第１の整流平
滑回路及び第２の整流平滑回路と接続し、且つスイッチの動作を制御するスイッチング制
御回路を有するスイッチングコンバータであって、スイッチング制御回路はスイッチのオ
ン／オフ、及びスタータ回路の動作を制御する制御回路と、制御回路の起動を制御するス
タータ回路を有し、スタータ回路は、ワイドギャップ半導体を用いて構成されるトランジ
スタ及び抵抗素子を有することを特徴とする。
【００１０】
本発明の一態様は、電源供給部と接続する変圧器と、変圧器と接続するスイッチと、スイ
ッチと接続するスイッチング制御回路と変圧器及び出力部と接続する第１の整流平滑回路
と、変圧器及びスイッチング制御回路と接続する第２の整流平滑回路と、を有するスイッ
チングコンバータであって、スイッチング制御回路は、制御回路及びスタータ回路を有し
、スタータ回路は、ワイドギャップ半導体を用いて構成される第１のトランジスタ及び第
２のトランジスタ、並びに第１の端子及び第２の端子の間にワイドギャップ半導体を有す
る抵抗素子を備えることを特徴とする。
【００１１】
本発明の一態様は、電源供給部と接続するスイッチと、スイッチと接続する変圧器と、電
源供給部、スイッチと接続するスイッチング制御回路とスイッチ、変圧器、及び出力部と
接続する第１の整流平滑回路と、変圧器及びスイッチング制御回路と接続する第２の整流
平滑回路と、を有するスイッチングコンバータであって、スイッチング制御回路は、制御
回路及びスタータ回路を有し、スタータ回路は、ワイドギャップ半導体を用いて構成され
る第１のトランジスタ及び第２のトランジスタ、並びに第１の端子及び第２の端子の間に
ワイドギャップ半導体を有する抵抗素子を備えることを特徴とする。
【００１２】
本発明の一態様は、電源供給部と接続する第１の変圧器及び第２の変圧器と、第１の変圧
器及び第２の変圧器と接続するスイッチと、スイッチと接続するスイッチング制御回路と
、第１の変圧器及び出力部と接続する第１の整流平滑回路と、第２の変圧器及びスイッチ
ング制御回路と接続する第２の整流平滑回路と、を有するスイッチングコンバータであっ
て、スイッチング制御回路は、制御回路及びスタータ回路を有し、スタータ回路は、ワイ
ドギャップ半導体を用いて構成される第１のトランジスタ及び第２のトランジスタ、並び
に第１の端子及び第２の端子の間にワイドギャップ半導体を有する抵抗素子を備えること
を特徴とする。
【００１３】
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なお、制御回路に含まれる素子は第１の素子層に形成され、スタータ回路に含まれるトラ
ンジスタ及び抵抗素子は第２の素子層に形成される。また、第１の素子層上に第２の素子
層が形成される。また、第１の素子層は半導体基板を用いて形成される。第１の素子層に
含まれる半導体基板は接地され、第２の素子層に含まれる端子は導電部材を介して接地さ
れてもよい。
【発明の効果】
【００１４】
本発明の一態様では、制御回路の起動を制御するスタータ回路を構成するトランジスタ及
び抵抗素子として、ワイドギャップ半導体を有するトランジスタ及びワイドギャップ半導
体を有する抵抗素子を用いることで、電源供給部からの高電圧の印加によるスタータ回路
及び制御回路の劣化及び破壊を抑制することができると共に、ガードリングをスタータ回
路に設けなくともよいため、スイッチングコンバータの小型化が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】スイッチングコンバータの一形態を説明するブロック図、トランジスタの構造を
説明する断面図、及び抵抗素子の構造を説明する断面図である。
【図２】スイッチングコンバータの一形態を説明する回路図である。
【図３】スイッチングコンバータの一形態を説明するブロック図である。
【図４】スイッチングコンバータの一形態を説明する回路図である。
【図５】スイッチングコンバータの動作を説明する回路図である。
【図６】スイッチングコンバータの動作を説明する回路図である。
【図７】スイッチングコンバータの動作を説明する回路図である。
【図８】スイッチングコンバータの動作を説明する回路図である。
【図９】スイッチングコンバータの動作を説明する回路図である。
【図１０】スイッチングコンバータの一形態を説明する回路図である。
【図１１】スイッチングコンバータの一形態を説明するブロック図である。
【図１２】スイッチングコンバータを説明する回路図である。
【図１３】スイッチングコンバータの動作を説明する回路図である。
【図１４】スイッチングコンバータの動作を説明する回路図である。
【図１５】スイッチングコンバータの動作を説明する回路図である。
【図１６】スイッチングコンバータの動作を説明する回路図である。
【図１７】スイッチングコンバータの動作を説明する回路図である。
【図１８】スイッチングコンバータの一形態を説明する回路図である。
【図１９】スイッチングコンバータの一形態を説明する断面図である。
【図２０】照明装置の構成を説明するブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下では、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は
以下の説明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び
詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれば容易に理解される。したがって、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。
【００１７】
なお、「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かわることがある。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、入れかえて用いることがで
きるものとする。また、ソース及びドレインの一方を「第１の端子」、ソース及びドレイ
ンの他方を「第２の端子」と表記する場合もある。
【００１８】
また、ソース、ドレイン、ゲートをそれぞれソース電極、ドレイン電極、及びゲート電極
と表記する場合もある。
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【００１９】
また、ダイオードの２つの電極をそれぞれ「第１の端子」「第２の端子」とするが、「第
１の電極」、「第２の電極」と置き換えることができる。
【００２０】
また、コイルの２つの端子をそれぞれ「第１の端子」「第２の端子」と表記する。
【００２１】
（実施の形態１）
図１乃至図４を用いて、本発明の一態様に係るスイッチングコンバータの構成を説明する
。本実施の形態では、非絶縁型のスイッチングコンバータの構造について、説明する。
【００２２】
図１（Ａ）に示すスイッチングコンバータ１００ａは、電源供給部１０１から与えられる
電圧（入力電圧）を用いて、一定の電圧（出力電圧）を生成し、出力部１０９から一定の
電圧を出力する。
【００２３】
スイッチングコンバータ１００ａは、変圧器１０５と、整流平滑回路１０７ａと、整流平
滑回路１０７ｂと、スイッチ１１１と、スイッチング制御回路１１３とを有する。なお、
変圧器１０５は電源供給部１０１と接続する。また、整流平滑回路１０７ａは出力部１０
９と接続する。
【００２４】
スイッチング制御回路１１３は、スタータ回路１１５及び制御回路１１７を有する。
【００２５】
変圧器１０５は、整流平滑回路１０７ａ、整流平滑回路１０７ｂ、及びスイッチ１１１と
接続する。
【００２６】
整流平滑回路１０７ａは、変圧器１０５、出力部１０９、及びスタータ回路１１５と接続
する。整流平滑回路１０７ｂは、変圧器１０５、スタータ回路１１５、及び制御回路１１
７と接続する。
【００２７】
スタータ回路１１５は、整流平滑回路１０７ｂ、スイッチ１１１、及び制御回路１１７と
接続する。制御回路１１７は、整流平滑回路１０７ｂ、スイッチ１１１、及びスタータ回
路１１５と接続する。
【００２８】
電源供給部１０１は、出力部１０９に電力を供給する機構であり、代表的には、ＡＣ（ａ
ｌｔｅｒｎａｔｉｎｇ　ｃｕｒｒｅｎｔ）電源、ＤＣ（Ｄｉｒｅｃｔ　ｃｕｒｒｅｎｔ）
電源、発電装置、一次電池、二次電池、キャパシタ等の電源装置を有する。また、電源装
置が交流電源の場合は、電源装置及びスイッチングコンバータの間に整流平滑回路を設け
る。
【００２９】
スイッチ１１１は、電源供給部１０１から出力された直流電流をパルス電流に変換して変
圧器１０５から出力する機能を有する。スイッチ１１１のオンオフの切り替えを行うこと
によって、変圧器からパルス電流を出力することができる。スイッチ１１１の代表例とし
ては、トランジスタがある。トランジスタとしては、シリコン、ゲルマニウム、シリコン
ゲルマニウム等の単結晶半導体基板または多結晶半導体基板を用いて形成されるトランジ
スタがある。また、後述するスタータ回路１１５に含まれるワイドギャップ半導体を用い
て形成されるトランジスタがある。
【００３０】
変圧器１０５は、スイッチ１１１から出力されたパルス電流を利用して、電源供給部１０
１から入力された電圧を所望の電圧に変換し、出力部１０９及びスイッチング制御回路１
１３に出力する機能を有する。
【００３１】
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変圧器１０５の代表例としては、第１のコイル、第２のコイル、及び磁芯で構成される変
圧器がある。なお、変圧器を構成する第１のコイルの巻き数と、第２のコイルの巻き数と
の比により、出力部１０９及びスイッチング制御回路１１３に出力する電圧を変えること
ができる。例えば、第１のコイルの巻き数に対して、第２のコイルの巻き数を少なくする
ことで、入力電圧に対して小さい出力電圧が得られる降圧型とすることができる。一方、
第１のコイルの巻き数に対して、第２のコイルの巻き数を多くすることで、入力電圧に対
して大きい出力電圧が得られる昇圧型とすることができる。
【００３２】
整流平滑回路１０７ａは、変圧器１０５から出力されるパルス電流を整流し平滑化し、出
力部１０９に出力する回路であり、代表的には、少なくとも整流素子及びコンデンサを有
し、さらに抵抗素子を有してもよい。
【００３３】
整流平滑回路１０７ｂは、変圧器１０５から出力されるパルス電流を整流し平滑化し、ス
イッチング制御回路１１３に出力する回路であり、代表的には、少なくとも整流素子及び
コンデンサを有し、さらに抵抗素子を有してもよい。
【００３４】
変圧器１０５は整流平滑回路１０７ａ及び整流平滑回路１０７ｂと接続する。このため、
電源供給部１０１から出力された電圧を変換して出力部１０９及びスイッチング制御回路
１１３に電圧を出力することが可能であり、スイッチング制御回路１１３を動作させるた
めの電源供給部を別途設ける必要がなく、部品数の削減が可能である。
【００３５】
スタータ回路１１５は、整流平滑回路１０７ｂから出力された直流電流を用いて整流平滑
回路１０７ｂに含まれるコンデンサに充電を行い、素早く制御回路１１７を動作状態とす
る機能を有する。即ち、制御回路１１７の起動を制御する機能を有する。また、制御回路
１１７を動作状態とした後、高電流が制御回路１１７へ流れ込み、制御回路１１７が破壊
されることを防ぐ機能を有する。スタータ回路１１５は、ワイドギャップ半導体を有する
トランジスタ及びワイドギャップ半導体を有する抵抗素子を備える。
【００３６】
ワイドギャップ半導体とは、バンドギャップが２ｅＶ以上、好ましくは２．５ｅＶ以上、
より好ましくは３ｅＶ以上である半導体であり、代表的には、窒化ガリウム、窒化アルミ
ニウム、窒化インジウム等の化合物半導体、シリコンカーバイド、酸化物半導体等がある
。酸化物半導体の代表例としては、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物半導体、酸化インジウム、
インジウム錫酸化物、インジウムガリウム酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化錫、酸化
亜鉛、酸化ガリウムなどを用いることができる。
【００３７】
ここで、ワイドギャップ半導体の一例として酸化物半導体を有するトランジスタ及び抵抗
素子の構造について、図１（Ｂ）及び図１（Ｃ）を用いて説明する。
【００３８】
図１（Ｂ）は、酸化物半導体膜を有するトランジスタ２００の断面図である。基板２０１
上に設けられる絶縁膜２０３と、絶縁膜２０３上に形成される酸化物半導体膜２０５と、
酸化物半導体膜２０５に接する一対の電極２０７と、絶縁膜２０３、酸化物半導体膜２０
５、及び一対の電極２０７に接するゲート絶縁膜２０９と、ゲート絶縁膜２０９を介して
酸化物半導体膜２０５と重なるゲート電極２１１とを有する。また、ゲート絶縁膜２０９
及びゲート電極２１１を覆う絶縁膜２１３を有する。
【００３９】
図１（Ｃ）は、酸化物半導体膜を有する抵抗素子２２０の断面図である。基板２０１上に
設けられる絶縁膜２０３と、絶縁膜２０３上に形成される酸化物半導体膜２２５と、酸化
物半導体膜２２５に接する一対の電極２２７とを有する。また、酸化物半導体膜２２５及
び一対の電極２２７を覆うゲート絶縁膜２０９及び絶縁膜２１３を有してもよい。
【００４０】
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なお、酸化物半導体膜を有するトランジスタ及び酸化物半導体膜を有する抵抗素子の構成
の詳細については、後述する。
【００４１】
トランジスタのチャネル領域がワイドギャップ半導体で形成されることで、トランジスタ
のソースまたはドレインに高電圧が印加されても、トランジスタの劣化及び破壊を抑える
ことができる。また、抵抗素子の一対の端子の間にワイドギャップ半導体を設けることで
、一対の端子の一方に高電圧が印加されても、抵抗素子の劣化及び破壊を抑えることがで
きる。この結果、スイッチングコンバータの劣化及び破壊を低減することができる。また
、スタータ回路に含まれるトランジスタを、制御回路を構成する素子に用いられる半導体
とは異なる半導体を用いたトランジスタ、代表的にはワイドギャップ半導体を用いたトラ
ンジスタを用いて作製することで、制御回路を構成する素子とスタータ回路に含まれるト
ランジスタを絶縁することが可能である。このため、ノイズカットのためのガードリング
をスタータ回路に設ける必要がなく、スタータ回路及び該スタータ回路を有するスイッチ
ングコンバータの小型化が可能である。
【００４２】
制御回路１１７は、スイッチ１１１のオン／オフの制御、及びスタータ回路１１５の動作
状態の制御を行う回路である。
【００４３】
ここで、図１（Ａ）に示すスイッチングコンバータ１００ａの具体的な回路構成について
、図２を用いて説明する。
【００４４】
図２は、スイッチングコンバータ１００ａの一構成であるブーストコンバータ（昇圧型の
コンバータ）の回路図である。なお、トランジスタ及び抵抗素子において、ワイドギャッ
プ半導体の一例として酸化物半導体膜を用いた素子は、図２に示す回路図においてＯＳと
付している。
【００４５】
電源供給部１０１として、ここでは交流電源装置１２１及び整流平滑回路１０３を有する
。整流平滑回路１０３として、整流素子１２３及びコンデンサ１２５を有する。ここでは
、整流素子１２３の例としてダイオードブリッジを示す。
【００４６】
スイッチ１１１は、ここではトランジスタ１７１を用いる。
【００４７】
変圧器１０５は、ここでは、対となるコイル１２６及びコイル１２９並びに磁芯（図示し
ない。）で構成される。
【００４８】
整流平滑回路１０７ａは、ここでは、ダイオード１７３及びコンデンサ１７５を有する。
整流平滑回路１０７ｂは、ここでは、ダイオード１６６及びコンデンサ１６７を有する。
【００４９】
スタータ回路１１５は、ここでは、ワイドギャップ半導体を有するトランジスタ１５１、
ワイドギャップ半導体を有するトランジスタ１５３、及びワイドギャップ半導体を有する
抵抗素子１５５、及びダイオード１５７を有する。
【００５０】
整流素子１２３の第１の端子及び第２の端子は交流電源装置１２１と接続する。整流素子
１２３の第３の端子は、コンデンサ１２５の第１の端子と接続し、整流素子１２３の第４
の端子はコンデンサ１２５の第２の端子及びグラウンドと接続する。コンデンサ１２５の
第１の端子は、コイル１２６の第１の端子と接続する。
【００５１】
コイル１２６の第２の端子はトランジスタ１７１の第１の端子、ダイオード１７３の第１
の端子、トランジスタ１５１の第１の端子、及び抵抗素子１５５の第１の端子と接続する
。
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【００５２】
ダイオード１７３の第２の端子は、コンデンサ１７５の第１の端子及び出力端子１４１と
接続する。コンデンサ１７５の第２の端子は、トランジスタ１７１の第２の端子、出力端
子１４３、コンデンサ１２５の第２の端子、整流素子１２３の第４の端子、及びグラウン
ドと接続する。
【００５３】
トランジスタ１７１のゲートは、制御回路１１７の出力端子ＯＵＴ２と接続する。
【００５４】
コイル１２９の第１の端子は、ダイオード１６６の第１の端子と接続し、コイル１２９の
第２の端子はグラウンドと接続する。ダイオード１６６の第２の端子はコンデンサ１６７
の第１の端子と接続する。
【００５５】
トランジスタ１５１の第２の端子はダイオード１５７の第１の端子と接続し、トランジス
タ１５１のゲートはトランジスタ１５３の第１の端子及び抵抗素子１５５の第２の端子と
接続する。トランジスタ１５３のゲートは制御回路１１７の出力端子ＯＵＴ１と接続し、
トランジスタ１５３の第２の端子はグラウンドと接続する。ダイオード１５７の第２の端
子は、制御回路１１７の端子Ｖｃｃ、ダイオード１６６の第２の端子、及びコンデンサ１
６７の第１の端子と接続する。
【００５６】
制御回路１１７はグラウンドと接続する。
【００５７】
コンデンサ１６７の第２の端子はグラウンドと接続する。
【００５８】
図１及び図２と異なる構造のスイッチングコンバータの構造について、図３及び図４を用
いて説明する。
【００５９】
図３に示すスイッチングコンバータ１００ｂは、電源供給部１０１と接続するスイッチ１
１１と、スイッチ１１１と接続する変圧器１０５と、スイッチ１１１、変圧器１０５、出
力部１０９、スイッチング制御回路１１３と接続する整流平滑回路１０７ａと、変圧器１
０５及びスイッチング制御回路１１３と接続する整流平滑回路１０７ｂと、電源供給部１
０１、スイッチ１１１、整流平滑回路１０７ａ、及び整流平滑回路１０７ｂと接続するス
イッチング制御回路１１３とを有する。
【００６０】
なお、図３に示すスイッチングコンバータ１００ｂは、図１（Ａ）とスイッチ１１１及び
変圧器１０５の接続が異なるのみで、各回路、スイッチ、変圧器の構成は図１（Ａ）と同
様とすることができるため、詳細な説明を省略する。
【００６１】
ここで、図３に示すスイッチングコンバータ１００ｂの具体的な回路構成について、図４
を用いて説明する。
【００６２】
図４は、図３に示すスイッチングコンバータ１００ｂの一構成であるバックコンバータ（
降圧型のコンバータ）の回路図である。なお、トランジスタ及び抵抗素子において、ワイ
ドギャップ半導体の一例として酸化物半導体膜を用いた素子は、図４に示す回路図におい
てＯＳと付している。
【００６３】
電源供給部１０１として、ここでは交流電源装置１２１及び整流平滑回路１０３を有する
。
【００６４】
整流平滑回路１０３として、整流素子１２３及びコンデンサ１２５を有する。ここでは、
整流素子１２３としてダイオードブリッジの例を示す。
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【００６５】
スイッチ１１１は、ここではトランジスタ１６３を用いる。
【００６６】
変圧器１０５は、ここでは、対となるコイル１２６及びコイル１２９、並びに磁芯（図示
しない。）で構成される。
【００６７】
整流平滑回路１０７ａは、ここでは、ダイオード１６４及びコンデンサ１６５を有する。
整流平滑回路１０７ｂは、ここでは、ダイオード１６６及びコンデンサ１６７を有する。
【００６８】
スタータ回路１１５は、ここでは、ワイドギャップ半導体を有するトランジスタ１５１、
ワイドギャップ半導体を有するトランジスタ１５３、及びワイドギャップ半導体を有する
抵抗素子１５５、及びダイオード１５７を有する。
【００６９】
整流素子１２３の第１の端子及び第２の端子は交流電源装置１２１と接続する。整流素子
１２３の第３の端子は、コンデンサ１２５の第１の端子と接続し、整流素子１２３の第４
の端子はコンデンサ１２５の第２の端子及びグラウンドと接続する。コンデンサ１２５の
第１の端子は、抵抗素子１６１の第１の端子、トランジスタ１６３の第１の端子と接続す
る。
【００７０】
抵抗素子１６１の第２の端子は、トランジスタ１６３のゲートと接続する。トランジスタ
１６３の第２の端子は、トランジスタ１５１の第１の端子、及び抵抗素子１５５の第１の
端子と接続する。トランジスタ１６３の第２の端子は、ダイオード１６４の第１の端子及
びコイル１２６の第１の端子と接続する。トランジスタ１６３のゲートは、制御回路１１
７の出力端子ＯＵＴ２と接続する。
【００７１】
ダイオード１６４の第１の端子はコイル１２６の第１の端子と接続し、ダイオード１６４
の第２の端子はコンデンサ１６５の第２の端子及びグラウンドと接続する。
【００７２】
コイル１２６の第１の端子はダイオード１６４の第１の端子と接続し、コイル１２６の第
２の端子はコンデンサ１６５の第１の端子及び出力端子１４１と接続する。
【００７３】
コンデンサ１６５の第１の端子は出力端子１４１と接続し、コンデンサ１６５の第２の端
子は出力端子１４３、及びダイオード１６４の第２の端子と接続する。
【００７４】
コイル１２９の第１の端子はダイオード１６６の第１の端子と接続し、コイル１２９の第
２の端子はグラウンドと接続する。
【００７５】
トランジスタ１５１の第２の端子はダイオード１５７の第１の端子と接続し、トランジス
タ１５１のゲートはトランジスタ１５３の第１の端子及び抵抗素子１５５の第２の端子と
接続する。トランジスタ１５３のゲートは制御回路１１７の出力端子ＯＵＴ１と接続し、
トランジスタ１５３の第２の端子はグラウンドと接続する。ダイオード１５７の第２の端
子は、制御回路１１７の端子Ｖｃｃ、ダイオード１６６の第２の端子、及びコンデンサ１
６７の第１の端子と接続する。
【００７６】
制御回路１１７はグラウンドと接続する。
【００７７】
コンデンサ１６７の第２の端子はグラウンドと接続する。
【００７８】
次に、スイッチングコンバータの動作方法について、図５乃至図９を用いて説明する。こ
こでは、図２に示すスイッチングコンバータ１００ａを用いて説明する。なお、図５乃至
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図９において、電源供給部１０１から整流素子１２３に出力される交流電流を一点破線矢
印で示し、整流素子１２３で変換された直流電流を実線矢印を用いて説明する。
【００７９】
図５は、電源供給部１０１の電力供給時の様子を示す。
【００８０】
電源供給部１０１の交流電源装置１２１から出力された交流電流は、整流平滑回路１０３
において、整流素子１２３によって整流され、コンデンサ１２５によって平滑化される。
この結果、整流平滑回路１０３から、変圧器１０５に含まれるコイル１２６に直流電流が
出力される。
【００８１】
変圧器１０５のコイル１２６を流れる直流電流は、スイッチング制御回路１１３に含まれ
るスタータ回路１１５に出力される。このとき、スタータ回路１１５の抵抗素子１５５及
びトランジスタ１５１の第１の端子には高電位が印加され、抵抗素子１５５に電荷が蓄積
される。この結果、抵抗素子１５５の第２の端子と接続するトランジスタ１５１のゲート
に高電位が印加され、トランジスタ１５１がオン状態となる。なお、抵抗素子１５５を介
してトランジスタ１５１のゲートに出力される直流電流は、抵抗素子１５５に出力される
直流電流と比較して、電流値が低いため、トランジスタ１５１のゲートに出力される直流
電流を破線矢印で示す。また、トランジスタ１５３のゲートは制御回路１１７と接続され
ているが、制御回路１１７の端子Ｖｃｃに電圧が印加されていないため制御回路１１７は
動作しない。そのため、制御回路１１７の出力端子ＯＵＴ１及び出力端子ＯＵＴ２からは
電流が出力されず、トランジスタ１５３及びトランジスタ１７１のゲートは低電位（Ｌ）
である。このため、トランジスタ１５３及びトランジスタ１７１はオフ状態である。
【００８２】
トランジスタ１５１がオン状態となると、スタータ回路１１５のダイオード１５７で整流
された直流電流は、整流平滑回路１０７ｂのコンデンサ１６７に出力され、コンデンサ１
６７が充電される。
【００８３】
図６は、制御回路１１７の立ち上げ時の様子を示す。
【００８４】
整流平滑回路１０７ｂのコンデンサ１６７が充電されると、制御回路１１７の端子Ｖｃｃ
の電位が制御回路１１７の動作電位まで上昇する。この結果、制御回路１１７の出力端子
ＯＵＴ１からスタータ回路１１５のトランジスタ１５３をオン状態とさせる電流が出力さ
れ、トランジスタ１５３のゲートに高電位（Ｈ）が印加され、スタータ回路１１５のトラ
ンジスタ１５３がオン状態となる。なお、ここで、出力端子ＯＵＴ２から高速にオン／オ
フするＣＬＫ信号をスイッチ１１１のトランジスタ１７１のゲートに出力すると、コンデ
ンサ１６７で充電された電荷が消滅してしまうため、出力端子ＯＵＴ２からトランジスタ
１７１のゲートには低電位（Ｌ）が印加される。
【００８５】
図７は、スタータ回路１１５の停止時の様子を示す。
【００８６】
スタータ回路１１５のトランジスタ１５３がオン状態となると、トランジスタ１５３の第
２の端子はグラウンドと接続されているため、トランジスタ１５３の第１の端子がグラウ
ンドと同電位となり、トランジスタ１５１のゲートがグラウンドと同電位となり、トラン
ジスタ１５１がオフ状態となる。この結果、変圧器１０５から出力される電流がトランジ
スタ１５１で遮断され、スタータ回路１１５の動作が停止する。
【００８７】
なお、このときトランジスタ１５１の第１の端子には、コイル１２６の電位と同等の高電
位が印加され、トランジスタ１５１の第２の端子は制御回路１１７の動作電位と同電位が
印加される。また、スタータ回路１１５の抵抗素子１５５の第１の端子には、コイル１２
６の電位と同等の高電位が印加され、抵抗素子１５５の第２の端子はオン状態のトランジ
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スタ１５３を介してグラウンドと同電位である。このため、トランジスタ１５１及び抵抗
素子１５５をワイドギャップ半導体、ここでは酸化物半導体膜を用いて高耐圧の装置を形
成することで、トランジスタ１５１及び抵抗素子１５５の破壊及び劣化を抑制することが
できる。また、トランジスタ１５１を、制御回路を構成する素子に用いられる半導体とは
異なる半導体を用いたトランジスタ、代表的にはワイドギャップ半導体を用いたトランジ
スタを用いて作製することで、制御回路を構成する素子とトランジスタ１５１を絶縁する
ことが可能である。このため、ノイズカットのためのガードリングをスタータ回路に設け
る必要がなく、スタータ回路及び該スタータ回路を有するスイッチングコンバータの小型
化が可能である。
【００８８】
図８は、スイッチ１１１のトランジスタ１７１へのＣＬＫ信号供給開始時の様子を示す。
【００８９】
スタータ回路１１５のトランジスタ１５１がオフ状態となることで、整流平滑回路１０７
ｂのコンデンサ１６７への充電が停止するが、整流平滑回路１０７ｂのコンデンサ１６７
からの充電により、コンデンサ１６７から制御回路１１７に直流電流が流れ、制御回路１
１７の端子Ｖｃｃの電位が動作電位にまで上昇し、制御回路１１７が動作状態となる。こ
の結果、制御回路１１７からスタータ回路１１５のトランジスタ１７１のゲートにＣＬＫ
信号が出力されるため、トランジスタ１７１を高速にスイッチングすることができる。
【００９０】
図９は、スイッチングコンバータ１００ａの定常動作時の様子を示す。
【００９１】
スイッチ１１１のトランジスタ１７１のオン／オフの繰り返しにより、整流平滑回路１０
３から変圧器１０５にパルス状の直流電流が流れる。この結果、整流平滑回路１０７ａに
直流電流が出力されると共に、整流平滑回路１０７ｂに、直流電流が出力される。整流平
滑回路１０７ａでは、ダイオード１７３で整流された後、コンデンサ１７５で平滑化され
、出力部１０９の出力端子１４１に出力される。また、整流平滑回路１０７ｂでは、ダイ
オード１６６で整流されたのち、コンデンサ１６７で平滑化され、制御回路１１７に出力
される。この結果、出力部１０９に電圧値が変換された電圧を出力することができる。ま
た、変圧器１０５から制御回路１１７に電圧値が変換された電圧を出力することができる
。このため、別途電源供給部を設けずとも、制御回路１１７を動作させることができる。
【００９２】
スタータ回路に含まれるトランジスタのチャネル領域がワイドギャップ半導体で形成され
ることで、トランジスタのソースまたはドレインに高電圧が印加されても、トランジスタ
の劣化及び破壊を抑えることができる。また、抵抗素子の一対の端子の間にワイドギャッ
プ半導体を設けることで、一対の端子の一方に高電圧が印加されても、抵抗素子の劣化及
び破壊を抑えることができる。この結果、スイッチングコンバータの劣化及び破壊を低減
することができる。また、スタータ回路に含まれるトランジスタを、制御回路を構成する
素子に用いられる半導体とは異なる半導体を用いたトランジスタ、代表的にはワイドギャ
ップ半導体を用いたトランジスタを用いて作製することで、制御回路を構成する素子とス
タータ回路に含まれるトランジスタを絶縁することが可能である。このため、ノイズカッ
トのためのガードリングをスタータ回路に設ける必要がなく、スタータ回路及び該スター
タ回路を有するスイッチングコンバータの小型化が可能である。
【００９３】
なお、スイッチ１１１としてワイドギャップ半導体を有するトランジスタを用いたスイッ
チングコンバータ１１０の回路図を図１０に示す。ここでは、図４に示すスイッチングコ
ンバータ１００ｂを用いて説明するが、適宜図２に示すスイッチングコンバータ１００ａ
を用いてもよい。また、ワイドギャップ半導体の一例として酸化物半導体膜を用いたトラ
ンジスタ１７０をスイッチ１１１に設けたため、図１０に示す回路図においてトランジス
タ１７０にＯＳと付している。
【００９４】
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スイッチング制御回路１１３に含まれるスタータ回路１１５と同様に、ワイドギャップ半
導体を用いてトランジスタ１７０は形成されるため、スイッチング制御回路１１３にスイ
ッチ１１１を設けることができる。この結果、スイッチングコンバータ１１０の部品数を
削減することが可能である。
【００９５】
また、ワイドギャップ半導体を有するトランジスタは、オフ電流が極めて低く、なおかつ
高耐圧である。このため、トランジスタ１７０として、ワイドギャップ半導体を有するト
ランジスタを用いることで、電源供給部からの高電圧の印加によるオフ電流を低減するこ
とが可能であり、スイッチングコンバータの電力変換効率を向上させることができる。ま
た、スイッチングコンバータの電力変換効率を向上させることで、スイッチングコンバー
タを用いた半導体装置の消費電力を抑えることができる。
【００９６】
（実施の形態２）
図１１及び図１２を用いて、本発明の一態様に係るスイッチングコンバータの構成を説明
する。本実施の形態では、絶縁型のスイッチングコンバータの構造について説明する。
【００９７】
図１１に示すスイッチングコンバータ１８０は、変圧器１０５と、整流平滑回路１０７ａ
と、整流平滑回路１０７ｂと、スイッチ１１１と、スイッチング制御回路１１３とを有す
る。なお、変圧器１０５は電源供給部１０１と接続する。また、整流平滑回路１０７ａは
出力部１０９と接続する。
【００９８】
変圧器１０５は、変圧器１０５ａ及び変圧器１０５ｂを有する。スイッチング制御回路１
１３は、スタータ回路１１５及び制御回路１１７を有する。
【００９９】
変圧器１０５ａは、整流平滑回路１０７ａ、及びスイッチ１１１と接続する。変圧器１０
５ｂは、整流平滑回路１０７ｂ、及びスイッチ１１１と接続する。
【０１００】
整流平滑回路１０７ａは、変圧器１０５ａ及び出力部１０９と接続する。整流平滑回路１
０７ｂは、変圧器１０５ｂ、スタータ回路１１５、及び制御回路１１７と接続する。
【０１０１】
スタータ回路１１５は、整流平滑回路１０７ｂ、スイッチ１１１、及び制御回路１１７と
接続する。制御回路１１７は、整流平滑回路１０７ｂ、スイッチ１１１、及びスタータ回
路１１５と接続する。
【０１０２】
図１１に示すスイッチングコンバータ１８０の各回路、スイッチ、変圧器の構成は図１（
Ａ）と同様とすることができるため、既出の構成の詳細な説明を省略する。
【０１０３】
変圧器１０５ａは、スイッチ１１１から出力されたパルス電流を利用して、電源供給部１
０１から入力された電圧を所望の電圧に変換し、出力部１０９に出力する機能を有する。
変圧器１０５ａの代表例としては、第１のコイル、第２のコイル、及び磁芯で構成される
変圧器がある。
【０１０４】
変圧器１０５ｂは、スイッチ１１１から出力されたパルス電流を利用して、電源供給部１
０１から入力された電圧を所望の電圧に変換し、スイッチング制御回路１１３に出力する
機能を有する。変圧器１０５ｂの代表例としては、第１のコイル、第３のコイル、及び磁
芯で構成される変圧器がある。
【０１０５】
変圧器１０５ａは第１のコイル及び第２のコイルを有し、変圧器１０５ｂは第１のコイル
及び第３のコイルを有するため、電源供給部１０１から出力された電圧を変換して出力部
１０９及びスイッチング制御回路１１３に電圧を出力することが可能であり、スイッチン
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グ制御回路１１３を動作させるための電源供給部を別途設ける必要がない。また、第１の
コイルの巻き数と、第２のコイル及び第３のコイルの巻き数との比により、出力部１０９
及びスイッチング制御回路１１３に出力する電圧を変えることができる。例えば、第１の
コイルの巻き数に対して、第２のコイル及び第３のコイルのそれぞれの巻き数を少なくす
ることで、入力電圧に対して小さい出力電圧が得られる降圧型とすることができる。一方
、第１のコイルの巻き数に対して、第２のコイル及び第３のコイルのそれぞれの巻き数を
多くすることで、入力電圧に対して大きい出力電圧が得られる昇圧型とすることができる
。
【０１０６】
スタータ回路１１５は、電源供給部１０１から出力された直流電流を用いて整流平滑回路
１０７ｂに含まれるコンデンサに充電を行い、素早く制御回路１１７を動作状態とするた
めの回路である。即ち、制御回路１１７の起動を制御する機能を有する。また、制御回路
１１７を動作状態とした後、高電流が制御回路１１７へ流れ込み、制御回路１１７が破壊
されることを防ぐ機能を有する回路である。スタータ回路１１５は、ワイドギャップ半導
体を有するトランジスタ及びワイドギャップ半導体を有する抵抗素子を備える。
【０１０７】
ワイドギャップ半導体を有するトランジスタ及びワイドギャップ半導体を有する抵抗素子
は、実施の形態１に示す酸化物半導体膜を有するトランジスタ２００及び抵抗素子２２０
を適宜用いることができる。
【０１０８】
トランジスタのチャネル領域がワイドギャップ半導体で形成されることで、トランジスタ
のソースまたはドレインに高電圧が印加されても、トランジスタの劣化及び破壊を抑える
ことができる。また、抵抗素子の一対の端子の間にワイドギャップ半導体を設けることで
、一対の端子の一方に高電圧が印加されても、抵抗素子の劣化及び破壊を抑えることがで
きる。この結果、スイッチングコンバータの劣化及び破壊を低減することができる。また
、スタータ回路に含まれるトランジスタを、制御回路を構成する素子に用いられる半導体
とは異なる半導体を用いたトランジスタ、代表的にはワイドギャップ半導体を用いたトラ
ンジスタを用いて作製することで、制御回路を構成する素子とスタータ回路に含まれるト
ランジスタを絶縁することが可能である。このため、ノイズカットのためのガードリング
をスタータ回路に設ける必要がなく、スタータ回路及び該スタータ回路を有するスイッチ
ングコンバータの小型化が可能である。
【０１０９】
ここで、図１１に示すスイッチングコンバータ１８０の具体的な回路構成について、図１
２を用いて説明する。
【０１１０】
図１２は、スイッチングコンバータ１８０の一構成であるフライバックコンバータの回路
図である。なお、トランジスタ及び抵抗素子において、ワイドギャップ半導体の一例とし
て酸化物半導体膜を用いた素子は、図１２に示す回路図においてＯＳと付している。
【０１１１】
電源供給部１０１として、ここでは交流電源装置１２１及び整流平滑回路１０３を示す。
整流平滑回路１０３として、整流素子１２３及びコンデンサ１２５を有する。ここでは、
整流素子１２３としてダイオードブリッジを示す。
【０１１２】
変圧器１０５ａは、ここでは、対となるコイル１２６及びコイル１２７で構成される。変
圧器１０５ｂは、ここでは、対となるコイル１２６及びコイル１２９で構成される。
【０１１３】
整流平滑回路１０７ａは、ここでは、ダイオード１３１及びコンデンサ１３３を有する。
整流平滑回路１０７ｂは、ここでは、ダイオード１３７、及びコンデンサ１３９を有する
。
【０１１４】
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スイッチ１１１は、ここではトランジスタ１５９を用いる。
【０１１５】
スタータ回路１１５は、ここでは、ワイドギャップ半導体を有するトランジスタ１５１、
ワイドギャップ半導体を有するトランジスタ１５３、及びワイドギャップ半導体を有する
抵抗素子１５５、及びダイオード１５７を有する。
【０１１６】
整流素子１２３の第１の端子及び第２の端子は交流電源装置１２１と接続する。整流素子
１２３の第３の端子は、コンデンサ１２５の第１の端子と接続し、整流素子１２３の第４
の端子はコンデンサ１２５の第２の端子及びグラウンドと接続する。コンデンサ１２５の
第１の端子はコイル１２６の第１の端子と接続する。コイル１２６の第２の端子は、トラ
ンジスタ１５９の第１の端子、トランジスタ１５１の第１の端子、及び抵抗素子１５５の
第１の端子と接続する。
【０１１７】
トランジスタ１５９の第２の端子はグラウンドと接続し、ゲートは制御回路１１７の出力
端子ＯＵＴ２と接続する。
【０１１８】
コイル１２７の第１の端子はダイオード１３１の第１の端子と接続する。ダイオード１３
１の第２の端子はコンデンサ１３３の第１の端子と接続する。コイル１２７の第２の端子
はコンデンサ１３３の第２の端子と接続する。コンデンサ１３３の第１の端子は出力部１
０９の出力端子１４１と接続し、コンデンサ１３３の第２の端子は出力端子１４３に接続
する。
【０１１９】
コイル１２９の第１の端子はダイオード１３７の第１の端子と接続し、第２の端子はグラ
ウンドと接続する。ダイオード１３７の第２の端子はコンデンサ１３９の第１の端子と接
続する。
【０１２０】
コンデンサ１３９の第２の端子はグラウンドと接続する。
【０１２１】
トランジスタ１５１の第２の端子はダイオード１５７の第１の端子と接続し、トランジス
タ１５１のゲートはトランジスタ１５３の第１の端子及び抵抗素子１５５の第２の端子と
接続する。トランジスタ１５３のゲートは制御回路１１７の出力端子ＯＵＴ１と接続し、
トランジスタ１５３の第２の端子はグラウンドと接続する。ダイオード１５７の第２の端
子は、制御回路１１７の端子Ｖｃｃ及びコンデンサ１３９の第１の端子と接続する。
【０１２２】
制御回路１１７はグラウンドと接続する。
【０１２３】
次に、スイッチングコンバータの動作方法について、図１３乃至図１７を用いて説明する
。なお、図１３乃至図１７において、電源供給部１０１からスイッチングコンバータ１８
０に出力される交流電流を一点破線矢印で示し、整流素子１２３で変換された直流電流を
実線矢印を用いて説明する。
【０１２４】
図１３は、電源供給部１０１の電力供給時の様子を示す。
【０１２５】
電源供給部１０１の交流電源装置１２１から出力された交流電流は、整流平滑回路１０３
の整流素子１２３によって整流され、コンデンサ１２５によって平滑化される。この結果
、整流平滑回路１０３から、変圧器１０５ａ及び変圧器１０５ｂに含まれるコイル１２６
に直流電流が出力される。
【０１２６】
変圧器１０５ａ及び変圧器１０５ｂのコイル１２６を流れる直流電流は、スイッチング制
御回路１１３に含まれるスタータ回路１１５に出力される。このとき、スタータ回路１１
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５の抵抗素子１５５及びトランジスタ１５１の第１の端子には高電位が印加され、抵抗素
子１５５の第２の端子と接続するトランジスタ１５１のゲートに高電位が印加され、トラ
ンジスタ１５１がオン状態となる。なお、抵抗素子１５５を介してトランジスタ１５１の
ゲートに供給される直流電流は、抵抗素子１５５に入力される直流電流と比較して、電流
値が低いため、直流電流を破線矢印で示す。また、トランジスタ１５３のゲートは制御回
路１１７と接続されているが、制御回路１１７の端子Ｖｃｃが０Ｖであるため、出力端子
ＯＵＴ１及び出力端子ＯＵＴ２からは電流が出力されず、トランジスタ１５３及びトラン
ジスタ１５９のゲートは低電位（Ｌ）である。このため、トランジスタ１５３及びトラン
ジスタ１５９はオフ状態である。
【０１２７】
トランジスタ１５１がオン状態となると、スタータ回路１１５のダイオード１５７で整流
された直流電流は、整流平滑回路１０７ｂのコンデンサ１３９に出力され、コンデンサ１
３９が充電される。
【０１２８】
なお、破線矢印は、変圧器１０５ｂから整流平滑回路１０７ｂのコンデンサ１３９に流れ
る電流を表す。コイル１２６及びコイル１２９を有する変圧器１０５ｂにおいて電圧が発
生するが、当該電圧が低いため、変圧器１０５ｂからコンデンサ１３９に流れる電流を破
線矢印で示す。
【０１２９】
図１４は、制御回路１１７の立ち上げ時の様子を示す。
【０１３０】
整流平滑回路１０７ｂのコンデンサ１３９が充電されると、制御回路１１７の端子Ｖｃｃ
の電位が制御回路１１７の動作電位まで上昇する。この結果、制御回路１１７の出力端子
ＯＵＴ１からスタータ回路１１５のトランジスタ１５３のゲートにトランジスタ１５３を
オン状態とする電流が出力され、トランジスタ１５３のゲートに高電位（Ｈ）が印加され
、スタータ回路１１５のトランジスタ１５３がオン状態となる。なお、ここで、出力端子
ＯＵＴ２からトランジスタ１５９を高速にオン／オフするＣＬＫ信号をスイッチ１１１の
トランジスタ１５９のゲートに出力すると、コンデンサ１３９で充電された電荷が消滅し
てしまうため、トランジスタ１５９のゲートは低電位（Ｌ）である。
【０１３１】
図１５は、スタータ回路１１５の停止時の様子を示す。
【０１３２】
スタータ回路１１５のトランジスタ１５３がオン状態となると、トランジスタ１５３の第
２の端子はグラウンドと接続されているため、トランジスタ１５３の第１の端子がグラウ
ンドと同電位となり、トランジスタ１５１のゲートがグラウンドと同電位となり、トラン
ジスタ１５１がオフ状態となる。この結果、変圧器１０５ａから出力される電流がトラン
ジスタ１５１で遮断され、スタータ回路１１５の動作が停止する。
【０１３３】
なお、このときトランジスタ１５１の第１の端子には、コイル１２６の電位と同等の高電
位が印加され、トランジスタ１５１の第２の端子は制御回路１１７の動作電位と同電位が
印加される。また、スタータ回路１１５の抵抗素子１５５の第１の端子には、コイル１２
６の電位と同等の高電位が印加され、抵抗素子１５５の第２の端子はオン状態のトランジ
スタ１５３を介してグラウンドと同電位である。このため、トランジスタ１５１及び抵抗
素子１５５を高耐圧のワイドギャップ半導体、ここでは酸化物半導体膜を用いてデバイス
を形成することで、トランジスタ１５１及び抵抗素子１５５の破壊及び劣化を抑制するこ
とができる。また、トランジスタ１５１を、制御回路を構成する素子に用いられる半導体
とは異なる半導体を用いたトランジスタ、代表的にはワイドギャップ半導体を用いたトラ
ンジスタを用いて作製することで、制御回路を構成する素子とトランジスタ１５１を絶縁
することが可能である。このため、ノイズカットのためのガードリングをスタータ回路に
設ける必要がなく、スタータ回路及び該スタータ回路を有するスイッチングコンバータの
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小型化が可能である。
【０１３４】
図１６は、スイッチ１１１のトランジスタ１５９へのＣＬＫ信号供給開始時の様子を示す
。
【０１３５】
スタータ回路１１５のトランジスタ１５１がオフ状態となることで、整流平滑回路１０７
ｂのコンデンサ１３９への充電が停止するが、整流平滑回路１０７ｂのコンデンサ１３９
からの充電により、コンデンサ１３９から制御回路１１７に直流電流が流れ、制御回路１
１７の端子Ｖｃｃの電位が動作電位にまで上昇し、制御回路１１７が動作状態となる。こ
の結果、制御回路１１７からスタータ回路１１５のトランジスタ１５９のゲートにＣＬＫ
信号が出力されるため、トランジスタ１５９を高速にスイッチングすることができる。
【０１３６】
図１７は、スイッチングコンバータ１８０の定常動作時の様子を示す。
【０１３７】
スイッチ１１１のトランジスタ１５９のオン／オフの繰り返しにより、整流平滑回路１０
３から変圧器１０５ａ及び変圧器１０５ｂにパルス状の直流電流が流れる。また、整流平
滑回路１０７ａに直流電流が出力されると共に、整流平滑回路１０７ｂに、直流電流が出
力される。整流平滑回路１０７ａでは、ダイオード１３１で整流された後、コンデンサ１
３３で平滑化され、出力部１０９の出力端子１４１及び出力端子１４３に出力される。整
流平滑回路１０７ｂでは、ダイオード１３７で整流され、コンデンサ１３９で平滑化され
、制御回路１１７に出力される。この結果、変圧器１０５ａから出力部１０９に電圧値が
変換された電圧を出力することができる。また、変圧器１０５ｂから制御回路１１７に電
圧値が変換された電圧を出力することができる。このため、別途電源供給部を設けずとも
、制御回路１１７を動作させることができる。
【０１３８】
なお、スイッチ１１１としてワイドギャップ半導体を有するトランジスタを用いたスイッ
チングコンバータ１９０の回路図を図１８に示す。ここでは、ワイドギャップ半導体の一
例として酸化物半導体膜を用いたトランジスタ１６９をスイッチ１１１に設けたため、図
１８に示す回路図においてトランジスタ１６９にＯＳと付している。
【０１３９】
スイッチング制御回路１１３に含まれるスタータ回路１１５と同様に、ワイドギャップ半
導体を用いてトランジスタ１６９は形成されるため、スイッチング制御回路１１３にスイ
ッチ１１１を設けることができる。この結果、スイッチングコンバータ１６０の部品数を
削減することが可能である。
【０１４０】
また、トランジスタ１７０として、ワイドギャップ半導体を有するトランジスタを用いる
ことで、電源供給部からの高電圧の印加によるオフ電流を低減することが可能であり、ス
イッチングコンバータの電力変換効率を向上させることができる。また、スイッチングコ
ンバータの電力変換効率を向上させることで、スイッチングコンバータを用いた半導体装
置の消費電力を抑えることができる。
【０１４１】
なお、本実施の形態では、絶縁型のスイッチングコンバータの一例としてフライバックコ
ンバータを用いて説明したが、適宜、フォワードコンバータ、ハーフブリッジコンバータ
、フルブリッジコンバータを適用することができる。
【０１４２】
本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。
【０１４３】
（実施の形態３）
本実施の形態では、スイッチングコンバータ１８０に含まれるスイッチング制御回路１１
３の構造について、図１９を用いて説明する。なお、図１９は、図１２に示すスイッチン
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グ制御回路１１３のトランジスタ１５１、トランジスタ１５３、抵抗素子１５５、ダイオ
ード１５７、及び制御回路１１７に含まれるＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍ
ｅｔａｌ－Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）回路の断面図である。
【０１４４】
図１９（Ａ）は、スイッチング制御回路７６０の断面図である。接地された部材７６１上
にスタータ回路１１５及び制御回路１１７を有するスイッチング制御回路７６０が設けら
れる。スイッチング制御回路７６０は、半導体基板で形成されたトランジスタ、ダイオー
ド（代表的には、実施の形態１及び実施の形態２に示すスタータ回路１１５に含まれるダ
イオード１５７）等を有する素子層７６３ａと、素子層７６３ａ上に設けられたワイドギ
ャップ半導体を有するトランジスタ及び抵抗素子（代表的には、実施の形態１及び実施の
形態２に示すスタータ回路１１５に含まれるトランジスタ１５１、トランジスタ１５３、
及び抵抗素子１５５）を有する素子層７６３ｂを有する。
【０１４５】
素子層７６３ｂ上には、端子７６５、７７５が形成されており、端子７６５、７７５と接
地された部材７６１とが、それぞれ導電部材７６９、７７９で接続されている。端子７６
５、７７５は、アルミニウムまたはアルミニウム合金で形成されている。導電部材７６９
、７７９として、ここでは、金、金を含む合金、銅、または銅を含む合金で形成された金
属の細線（ワイヤー）を用いる。
【０１４６】
図１９（Ｂ）は、スイッチング制御回路７６０の一部の拡大断面図である。素子層７６３
ａに設けられる半導体基板７０１は、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を用いた単結晶半導体または多結晶半導体を用いるこ
とが好ましい。単結晶半導体を用いたトランジスタは、高速動作が容易である。一方、素
子層７６３ｂに設けられるトランジスタ７５０及び抵抗素子７５１は、ワイドギャップ半
導体を有する。このため、トランジスタ７５０及び抵抗素子７５１に高電圧が印加されて
も、トランジスタ７５０及び抵抗素子７５１の劣化及び破壊を抑えることができる。また
、トランジスタ７５０のチャネル領域がワイドギャップ半導体で形成されることで、トラ
ンジスタ７５０のオフ電流を低減することが可能であり、スイッチングコンバータの電力
損失を小さく抑え、電力変換効率の低減を防ぐことができる。
【０１４７】
素子層７６３ｂには、図１２に示すスタータ回路１１５に含まれる素子が形成される。ス
イッチングコンバータ１８０が定常動作している場合、スイッチ１１１のオン／オフと共
に、抵抗素子１５５の第１の端子に高電位及び低電位が交互に印加される。この結果、抵
抗素子１５５の第２の端子と接続するトランジスタ１５３の第１の端子の電位が上下して
しまう。ここで、トランジスタ１５３はオン状態であるため、トランジスタ１５３に接続
するグラウンドにノイズが発生する。当該グラウンドと、制御回路１１７が接続するグラ
ウンドを直接接続すると、ノイズが制御回路１１７に入力され、制御回路１１７の動作に
不具合が生じる。一方、図１９に示すスイッチング制御回路７６０は、素子層７６３ａが
、接地された部材７６１と直接接続する。または、素子層７６３ａが、接地された部材７
６１と導電性部材を介して電気的に接続する。また、素子層７６３ｂが、導電部材７６９
、７７９を介して接地された部材７６１と電気的に接続する。制御回路１１７が形成され
る素子層７６３ａ、及びトランジスタ１５３が形成される素子層７６３ｂの両方が、接地
された部材７６１と直接接続せず、少なくとも一方が導電部材を介して接地された部材７
６１と電気的に接続する。ここでは、素子層７６３ｂが導電部材７６９、７７９を介して
接地された部材７６１と電気的に接続している。このため、同一の半導体基板に制御回路
１１７及びトランジスタ１５３が形成される場合と比較して、トランジスタ１５３で発生
するノイズが制御回路１１７に伝達することを抑制することができる。
【０１４８】
素子層７６３ａに含まれるトランジスタ７０４ａ及びトランジスタ７０４ｂは、それぞれ
ｎチャネル型トランジスタ（ＮＭＯＳＦＥＴ）及びｐチャネル型トランジスタ（ＰＭＯＳ
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ＦＥＴ）である。ここでは、トランジスタ７０４ａとしてｎチャネル型のトランジスタを
示し、トランジスタ７０４ｂとしてｐチャネル型のトランジスタを示す。図１９（Ｂ）に
示す例においては、トランジスタ７０４ａ及びトランジスタ７０４ｂは、ＳＴＩ（Ｓｈａ
ｌｌｏｗ　Ｔｒｅｎｃｈ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）７０２によって他の素子と絶縁分離され
ている。ＳＴＩ７０２を用いることにより、ＬＯＣＯＳによる素子分離法で発生した素子
分離部のバーズビークを抑制することができ、素子分離部の縮小等が可能となる。一方で
、構造の微細化小型化が要求されない半導体装置においてはＳＴＩ７０２の形成は必ずし
も必要ではなく、ＬＯＣＯＳ等の素子分離手段を用いることもできる。
【０１４９】
トランジスタ７０４ａ及びトランジスタ７０４ｂは、それぞれ半導体基板７０１中に設け
られたチャネル形成領域と、チャネル形成領域を挟むように設けられた不純物領域７０５
（ソース領域及びドレイン領域ともいう）と、チャネル形成領域上に設けられたゲート絶
縁膜７０６と、ゲート絶縁膜７０６上にチャネル形成領域と重畳するように設けられたゲ
ート電極７０７とを有する。ゲート電極７０７は単層または多層とすることができる。な
お、ゲート電極７０７を、加工精度を高めるための第１の材料からなる第１の導電膜と、
低抵抗化を目的とした第２の材料からなる第２の導電膜との積層構造としてもよい。
【０１５０】
また、半導体基板７０１中に設けられた不純物領域７０５には、コンタクトプラグ７１４
が接続されている。ここでコンタクトプラグ７１４は、トランジスタ７０４ａ、７０４ｂ
のソース電極やドレイン電極としても機能する。また、不純物領域７０５とチャネル領域
の間には、不純物領域７０５と異なる不純物領域が設けられている。該不純物領域は、導
入された不純物の濃度によって、ＬＤＤ領域やエクステンション領域としてチャネル形成
領域近傍の電界分布を制御する機能を果たす。ゲート電極７０７の側壁にはサイドウォー
ル絶縁膜７１０を有する。サイドウォール絶縁膜７１０を用いることで、ＬＤＤ領域やエ
クステンション領域を形成することができる。
【０１５１】
また、トランジスタ７０４ａ及びトランジスタ７０４ｂは、絶縁膜７１１により被覆され
ている。絶縁膜７１１には保護膜としての機能を持たせることができ、外部からチャネル
形成領域への不純物の侵入を防止することができる。また、絶縁膜７１１をＣＶＤ法によ
る窒化シリコン等の材料とすることで、チャネル形成領域に単結晶シリコンを用いた場合
には加熱処理によって脱水素化を行うことができる。また、絶縁膜７１１に引張応力また
は圧縮応力を有する絶縁膜を用いることで、チャネル形成領域を構成する半導体材料に歪
みを与えることができる。ｎチャネル型のトランジスタの場合にはチャネル形成領域とな
るシリコン材料に引張応力を、ｐチャネル型のトランジスタの場合にはチャネル形成領域
となるシリコン材料に圧縮応力を付加することで、各トランジスタの移動度を向上させる
ことができる。
【０１５２】
ダイオード７０４ｃは、ｐ型またはｎ型の一方を呈する不純物領域７１７と、ｐ型または
ｎ型の他方を呈する不純物領域７１８とが接合するダイオードである。不純物領域７１７
、不純物領域７１８は、トランジスタ７０４ａ、トランジスタ７０４ｂの不純物領域を形
成するときに、同時に形成することができる。ダイオード７０４ｃの不純物領域７１７、
不純物領域７１８のそれぞれには、コンタクトプラグ７１４が接続される。
【０１５３】
素子層７６３ｂには、素子層７６３ａに接するバリア膜７２４、バリア膜７２４上に形成
される絶縁膜７２５、絶縁膜７２５上に形成されるトランジスタ７５０及び抵抗素子７５
１を有する。
【０１５４】
バリア膜７２４は、水素、水、及び酸素のブロッキング効果を有する絶縁膜で形成するこ
とが好ましく、代表的には酸化アルミニウム膜で形成する。
【０１５５】
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絶縁膜７２５は、加熱により酸素の一部が脱離する酸化絶縁膜を用いて形成することが好
ましい。加熱により酸素の一部が脱離する酸化絶縁膜としては、化学量論的組成を満たす
酸素よりも多くの酸素を含む酸化絶縁膜を用いることが好ましい。加熱により酸素の一部
が脱離する酸化絶縁膜は、加熱処理により酸化物半導体膜に酸素を拡散させることができ
る。絶縁膜７２５の代表例としては、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコ
ン、酸化ガリウム、酸化ハフニウム、酸化イットリウム、酸化アルミニウム、酸化窒化ア
ルミニウム等がある。
【０１５６】
絶縁膜７２５は、５０ｎｍ以上、好ましくは２００ｎｍ以上３０００ｎｍ以下、好ましく
は３００ｎｍ以上１０００ｎｍ以下とする。絶縁膜７２５を厚くすることで、絶縁膜７２
５の酸素脱離量を増加させることができると共に、絶縁膜７２５及び後に形成される酸化
物半導体膜との界面における界面準位を低減することが可能である。
【０１５７】
ここで、「加熱により酸素の一部が脱離する」とは、ＴＤＳ（Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｄｅｓｏ
ｒｐｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ：昇温脱離ガス分光法）分析にて、酸素原子に
換算しての酸素の放出量が１．０×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、好ましくは３．０
×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上であることをいう。
【０１５８】
上記構成において、加熱により酸素放出される絶縁膜は、酸素が過剰な酸化シリコン（Ｓ
ｉＯＸ（Ｘ＞２））であってもよい。酸素が過剰な酸化シリコン（ＳｉＯＸ（Ｘ＞２））
とは、シリコン原子数の２倍より多い酸素原子を単位体積当たりに含むものである。単位
体積当たりのシリコン原子数及び酸素原子数は、ラザフォード後方散乱法により測定した
値である。
【０１５９】
トランジスタ７５０は、図１（Ｂ）に示すトランジスタ２００と同様の構造のトランジス
タを用いることができる。抵抗素子７５１は図１（Ｃ）に示す抵抗素子２２０と同様の構
造の抵抗素子２２０を用いることができる。
【０１６０】
トランジスタ２００の詳細な構造を、図１（Ｂ）を用いて説明する。なお、図１９（Ｂ）
に示す絶縁膜７２５は図１（Ｂ）の絶縁膜２０３に相当する。
【０１６１】
トランジスタ２００は、絶縁膜２０３上に形成される酸化物半導体膜２０５と、酸化物半
導体膜２０５に接する一対の電極２０７と、絶縁膜２０３、酸化物半導体膜２０５、及び
一対の電極２０７に接するゲート絶縁膜２０９と、ゲート絶縁膜２０９を介して酸化物半
導体膜２０５と重なるゲート電極２１１とを有する。また、ゲート絶縁膜２０９及びゲー
ト電極２１１を覆う絶縁膜２１３を有する。
【０１６２】
酸化物半導体膜２０５は、少なくともインジウム（Ｉｎ）若しくは亜鉛（Ｚｎ）を含むこ
とが好ましい。または、ＩｎとＺｎの双方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、それらと共に、スタビライザ
ーの一または複数を有することが好ましい。
【０１６３】
スタビライザーとしては、ガリウム（Ｇａ）、スズ（Ｓｎ）、ハフニウム（Ｈｆ）、アル
ミニウム（Ａｌ）、またはジルコニウム（Ｚｒ）等がある。また、他のスタビライザーと
しては、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（Ｐ
ｒ）、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）等がある
。
【０１６４】
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例えば、酸化物半導体として、酸化インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛、二元系金属酸化物
であるＩｎ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｓｎ－Ｚｎ系金属酸化物、Ａｌ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｚ
ｎ－Ｍｇ系金属酸化物、Ｓｎ－Ｍｇ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｍｇ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｇａ
系金属酸化物、Ｉｎ－Ｗ系金属酸化物、三元系金属酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系金属
酸化物（ＩＧＺＯとも表記する）、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系
金属酸化物、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系金属酸化物、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｓｎ－Ａ
ｌ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｌａ－Ｚｎ系金属酸化物
、Ｉｎ－Ｃｅ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｐｒ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｎｄ－Ｚｎ系
金属酸化物、Ｉｎ－Ｓｍ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｅｕ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｇ
ｄ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｔｂ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｄｙ－Ｚｎ系金属酸化物
、Ｉｎ－Ｈｏ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｅｒ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｔｍ－Ｚｎ系
金属酸化物、Ｉｎ－Ｙｂ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｌｕ－Ｚｎ系金属酸化物、四元系金
属酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｇａ－Ｚｎ系金属酸
化物、Ｉｎ－Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉ
ｎ－Ｓｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ａｌ－Ｚｎ系金属酸化物を用いること
ができる。
【０１６５】
なお、ここで、例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系金属酸化物とは、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ＧａとＺｎ以外の金属元素が入っていてもよい。
【０１６６】
また、酸化物半導体として、ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＞０、且つ、ｍは整数でない）
で表記される材料を用いてもよい。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、且つ、ｎは整数）で表記される材料を用いてもよい。
【０１６７】
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系金属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系金属酸化物やその組成の近傍の酸化物を用いるとよい。
【０１６８】
しかし、これらに限られず、必要とする半導体特性及び電気特性（電界効果移動度、しき
い値電圧、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、キャリア密度や不純物濃度、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。
【０１６９】
例えば、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系金属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系金属酸化物でも、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。
【０１７０】
また、酸化物半導体膜２０５に形成することが可能な金属酸化物は、エネルギーギャップ
が２ｅＶ以上、好ましくは２．５ｅＶ以上、より好ましくは３ｅＶ以上である。このよう
に、エネルギーギャップの広い酸化物半導体を用いることで、トランジスタを高耐圧とす
ることができると共に、オフ電流を低減することができる。
【０１７１】
また、酸化物半導体膜２０５は、非晶質構造、単結晶構造、または多結晶構造であっても
よい。
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【０１７２】
また、酸化物半導体膜２０５として、複数の結晶部を有するＣＡＡＣ－ＯＳ（Ｃ　Ａｘｉ
ｓ　Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏ
ｒともいう。）膜を用いてもよい。
【０１７３】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、複数の結晶部を有する酸化物半導体膜の一つであり、ほとんどの結
晶部は、一辺が１００ｎｍ未満の立方体内に収まる大きさである。従って、ＣＡＡＣ－Ｏ
Ｓ膜に含まれる結晶部は、一辺が１０ｎｍ未満、５ｎｍ未満または３ｎｍ未満の立方体内
に収まる大きさの場合も含まれる。ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、微結晶酸化物半導体膜よりも欠
陥準位密度が低いという特徴がある。以下、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜について詳細な説明を行う
。
【０１７４】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）によって観察すると、結晶部同士の明確な境界、即ち結
晶粒界（グレインバウンダリーともいう。）を確認することができない。そのため、ＣＡ
ＡＣ－ＯＳ膜は、結晶粒界に起因する電子移動度の低下が起こりにくいといえる。
【０１７５】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を、試料面と概略平行な方向からＴＥＭによって観察（断面ＴＥＭ観察
）すると、結晶部において、金属原子が層状に配列していることを確認できる。金属原子
の各層は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の膜を形成する面（被形成面ともいう。）または上面の凹凸
を反映した形状であり、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面または上面と平行に配列する。
【０１７６】
なお、本明細書において、「平行」とは、二つの直線が－１０°以上１０°以下の角度で
配置されている状態をいう。従って、－５°以上５°以下の場合も含まれる。また、「垂
直」とは、二つの直線が８０°以上１００°以下の角度で配置されている状態をいう。従
って、８５°以上９５°以下の場合も含まれる。
【０１７７】
一方、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を、試料面と概略垂直な方向からＴＥＭによって観察（平面ＴＥ
Ｍ観察）すると、結晶部において、金属原子が三角形状または六角形状に配列しているこ
とを確認できる。しかしながら、異なる結晶部間で、金属原子の配列に規則性は見られな
い。
【０１７８】
断面ＴＥＭ観察および平面ＴＥＭ観察より、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の結晶部は配向性を有して
いることがわかる。
【０１７９】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に対し、Ｘ線回折（ＸＲＤ：Ｘ－Ｒａｙ　Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ）装
置を用いて構造解析を行うと、例えばＩｎＧａＺｎＯ４の結晶を有するＣＡＡＣ－ＯＳ膜
のｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ法による解析では、回折角（２θ）が３１°近傍にピークが
現れる場合がある。このピークは、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶の（００９）面に帰属される
ことから、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の結晶がｃ軸配向性を有し、ｃ軸が被形成面または上面に概
略垂直な方向を向いていることが確認できる。
【０１８０】
一方、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に対し、ｃ軸に概略垂直な方向からＸ線を入射させるｉｎ－ｐｌ
ａｎｅ法による解析では、２θが５６°近傍にピークが現れる場合がある。このピークは
、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶の（１１０）面に帰属される。ＩｎＧａＺｎＯ４の単結晶酸化
物半導体膜であれば、２θを５６°近傍に固定し、試料面の法線ベクトルを軸（φ軸）と
して試料を回転させながら分析（φスキャン）を行うと、（１１０）面と等価な結晶面に
帰属されるピークが６本観察される。これに対し、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の場合は、２θを５
６°近傍に固定してφスキャンした場合でも、明瞭なピークが現れない。
【０１８１】
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以上のことから、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜では、異なる結晶部間ではａ軸およびｂ軸の配向は不
規則であるが、ｃ軸配向性を有し、かつｃ軸が被形成面または上面の法線ベクトルに平行
な方向を向いていることがわかる。従って、前述の断面ＴＥＭ観察で確認された層状に配
列した金属原子の各層は、結晶のａｂ面に平行な面である。
【０１８２】
なお、結晶部は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を成膜した際、または加熱処理などの結晶化処理を行
った際に形成される。上述したように、結晶のｃ軸は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面また
は上面の法線ベクトルに平行な方向に配向する。従って、例えば、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の形
状をエッチングなどによって変化させた場合、結晶のｃ軸がＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面
または上面の法線ベクトルと平行にならないこともある。
【０１８３】
また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜中の結晶化度が均一でなくてもよい。例えば、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜
の結晶部が、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の上面近傍からの結晶成長によって形成される場合、上面
近傍の領域は、被形成面近傍の領域よりも結晶化度が高くなることがある。また、ＣＡＡ
Ｃ－ＯＳ膜に不純物を添加する場合、不純物が添加された領域の結晶化度が変化し、部分
的に結晶化度の異なる領域が形成されることもある。
【０１８４】
なお、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶を有するＣＡＡＣ－ＯＳ膜のｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ法
による解析では、２θが３１°近傍のピークの他に、２θが３６°近傍にもピークが現れ
る場合がある。２θが３６°近傍のピークは、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜中の一部に、ｃ軸配向性
を有さない結晶が含まれることを示している。ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、２θが３１°近傍に
ピークを示し、２θが３６°近傍にピークを示さないことが好ましい。
【０１８５】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を用いたトランジスタは、可視光や紫外光の照射による電気特性の変動
が小さい。よって、当該トランジスタは、信頼性が高い。
【０１８６】
また、酸化物半導体膜２０５は、複数の酸化物半導体膜が積層された構造でもよい。例え
ば、酸化物半導体膜２０５を、第１の酸化物半導体膜と第２の酸化物半導体膜の積層とし
て、第１の酸化物半導体膜と第２の酸化物半導体膜に、異なる組成の金属酸化物を用いて
もよい。例えば、第１の酸化物半導体膜に二元系金属酸化物乃至四元系金属酸化物の一を
用い、第２の酸化物半導体膜に第１の酸化物半導体膜と異なる二元系金属酸化物乃至四元
系金属酸化物を用いてもよい。
【０１８７】
また、第１の酸化物半導体膜と第２の酸化物半導体膜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の酸化物半導体膜の原子数比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１
：１：１とし、第２の酸化物半導体膜の原子数比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝３：１：２として
もよい。また、第１の酸化物半導体膜の原子数比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：２とし、
第２の酸化物半導体膜の原子数比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝２：１：３としてもよい。
【０１８８】
この時、第１の酸化物半導体膜と第２の酸化物半導体膜のうち、ゲート電極に近い側（チ
ャネル側）の酸化物半導体膜の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）の酸化物半導体膜のＩｎとＧａの含有率をＩｎ≦
Ｇａとするとよい。
【０１８９】
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、より多くのｓ軌道が重なるため、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。
【０１９０】
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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、トランジスタの電界効果移動度および
信頼性をさらに高めることが可能となる。
【０１９１】
また、第１の酸化物半導体膜と第２の酸化物半導体膜に、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
半導体膜と第２の酸化物半導体膜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、酸化物半導体膜２０５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。
【０１９２】
酸化物半導体膜２０５の厚さは、１ｎｍ以上１００ｎｍ以下、更に好ましくは１ｎｍ以上
３０ｎｍ以下、更に好ましくは１ｎｍ以上５０ｎｍ以下、更に好ましくは３ｎｍ以上２０
ｎｍ以下とすることが好ましい。
【０１９３】
酸化物半導体膜２０５において、アルカリ金属またはアルカリ土類金属の濃度は、１×１
０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは２×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下
であることが望ましい。アルカリ金属及びアルカリ土類金属は、酸化物半導体と結合する
とキャリアを生成する場合があり、トランジスタのオフ電流の上昇の原因となるためであ
る。
【０１９４】
酸化物半導体膜２０５には、５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下の窒素が含まれてもよ
い。
【０１９５】
一対の電極２０７は、導電材料として、アルミニウム、チタン、クロム、ニッケル、銅、
イットリウム、ジルコニウム、モリブデン、銀、タンタル、またはタングステンからなる
単体金属、またはこれを主成分とする合金を単層構造または積層構造として用いる。例え
ば、シリコンを含むアルミニウム膜の単層構造、アルミニウム膜上にチタン膜を積層する
二層構造、タングステン膜上にチタン膜を積層する二層構造、銅－マグネシウム－アルミ
ニウム合金膜上に銅膜を積層する二層構造、チタン膜または窒化チタン膜と、そのチタン
膜または窒化チタン膜上に重ねてアルミニウム膜または銅膜を積層し、さらにその上にチ
タン膜または窒化チタン膜を形成する三層構造、モリブデン膜または窒化モリブデン膜と
、そのモリブデン膜または窒化モリブデン膜上に重ねてアルミニウム膜または銅膜を積層
し、さらにその上にモリブデン膜または窒化モリブデン膜を形成する三層構造等がある。
なお、酸化インジウム、酸化錫または酸化亜鉛を含む透明導電材料を用いてもよい。
【０１９６】
ゲート絶縁膜２０９は、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、Ｇａ－Ｚｎ系金属酸化物膜、
酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、酸化ガリウム、酸化窒化ガリウム、酸化イッ
トリウム、酸化窒化イットリウム、酸化ハフニウム、酸化窒化ハフニウム等を用いればよ
く、積層または単層で設ける。なお、図１９（Ｂ）において、ゲート絶縁膜７２６が図１
（Ｂ）に示すゲート絶縁膜２０９に相当する。
【０１９７】
ゲート電極２１１は、アルミニウム、クロム、銅、タンタル、チタン、モリブデン、タン
グステンから選ばれた金属元素、または上述した金属元素を成分とする合金か、上述した
金属元素を組み合わせた合金等を用いて形成することができる。また、マンガン、ジルコ
ニウムのいずれか一または複数から選択された金属元素を用いてもよい。また、ゲート電
極２１１は、単層構造でも、二層以上の積層構造としてもよい。例えば、シリコンを含む
アルミニウム膜の単層構造、アルミニウム膜上にチタン膜を積層する二層構造、窒化チタ
ン膜上にチタン膜を積層する二層構造、窒化チタン膜上にタングステン膜を積層する二層
構造、窒化タンタル膜または窒化タングステン膜上にタングステン膜を積層する二層構造
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、チタン膜と、そのチタン膜上にアルミニウム膜を積層し、さらにその上にチタン膜を形
成する三層構造等がある。また、アルミニウムに、チタン、タンタル、タングステン、モ
リブデン、クロム、ネオジム、スカンジウムから選ばれた元素の膜、または複数組み合わ
せた合金膜、もしくは窒化膜を用いてもよい。
【０１９８】
また、ゲート電極２１１は、インジウム錫酸化物、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、インジウム亜鉛酸化物、酸化シリコンを添加
したインジウム錫酸化物等の透光性を有する導電性材料を適用することもできる。また、
上記透光性を有する導電性材料と、上記金属元素の積層構造とすることもできる。
【０１９９】
また、ゲート電極２１１とゲート絶縁膜２０９との間に、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸窒化物半
導体膜、Ｉｎ－Ｓｎ系酸窒化物半導体膜、Ｉｎ－Ｇａ系酸窒化物半導体膜、Ｉｎ－Ｚｎ系
酸窒化物半導体膜、Ｓｎ系酸窒化物半導体膜、Ｉｎ系酸窒化物半導体膜、金属窒化膜（Ｉ
ｎＮ、ＺｎＮ等）等を設けることが好ましい。これらの膜は５ｅＶ以上、好ましくは５．
５ｅＶ以上の仕事関数を有し、酸化物半導体の電子親和力よりも大きい値であるため、酸
化物半導体を用いたトランジスタのしきい値電圧をプラス方向にシフトすることができ、
所謂ノーマリーオフのスイッチング素子を実現できる。例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸窒
化物半導体膜を用いる場合、少なくとも酸化物半導体膜２０５より高い窒素濃度、具体的
には７原子％以上のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸窒化物半導体膜を用いる。
【０２００】
絶縁膜２１３は、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、
酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウム、窒化アルミニウム等
を用いればよく、積層または単層で設ける。なお、図１９（Ｂ）において、絶縁膜７２７
が図１（Ｂ）に示す絶縁膜２１３に相当する。
【０２０１】
次に、抵抗素子２２０の詳細な構造を、図１（Ｃ）を用いて説明する。絶縁膜２０３上に
形成される酸化物半導体膜２２５と、酸化物半導体膜２２５に接する一対の電極２２７と
を有する。また、酸化物半導体膜２２５及び一対の電極２２７を覆うゲート絶縁膜２０９
及び絶縁膜２１３を有する。
【０２０２】
酸化物半導体膜２２５は、トランジスタ２００の酸化物半導体膜２０５と同様に形成する
ことができる。
【０２０３】
なお、抵抗素子２２０の抵抗値を制御するために、酸化物半導体膜２２５にドーパントを
添加してもよい。ドーパントとしては、ホウ素、窒素、リン、及びヒ素の一以上がある。
または、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、及びキセノンの一以上がある。なお
、ドーパントとして、ホウ素、窒素、リン、及びヒ素の一以上と、ヘリウム、ネオン、ア
ルゴン、クリプトン、及びキセノンの一以上とが適宜組み合わされて含まれていてもよい
。
【０２０４】
酸化物半導体膜２２５に含まれるドーパントの濃度は、５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３

以上１×１０２２ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３

以上５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満とする。
【０２０５】
酸化物半導体膜２２５はドーパントを含む場合、キャリア密度または欠陥密度を増加させ
ることができる。このため、導電性を高めることができる。
【０２０６】
一対の電極２２７は、トランジスタ２００の一対の電極２０７と同様に形成することがで
きる。
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【０２０７】
なお、ここでは、トランジスタの構造として、図１（Ｂ）に示す構造を用いて説明したが
、適宜他の構造とすることができる。例えば、図１（Ｂ）に示す一対の電極２０７の代わ
りに絶縁膜２０３及び酸化物半導体膜２０５の間に、一対の電極を有する構造がある。ま
た、図１（Ｂ）に示すゲート絶縁膜２０９及びゲート電極２１１の代わりに、絶縁膜２０
３上にゲート電極を有し、ゲート電極上にゲート絶縁膜を有し、ゲート絶縁膜上に酸化物
半導体膜２０５を有する構造がある。また、図１（Ｂ）に示す一対の電極２０７、ゲート
絶縁膜２０９、及びゲート電極２１１の代わりに、絶縁膜２０３上にゲート電極を有し、
ゲート電極上にゲート絶縁膜を有し、ゲート絶縁膜上に一対の電極を形成し、ゲート絶縁
膜及び一対の電極上に酸化物半導体膜２０５を有する構造がある。また、一対の電極を設
けず、酸化物半導体膜２０５に直接コンタクトプラグを接続する構造がある。
【０２０８】
トランジスタ７５０の一対の電極７２９の一方が、バリア膜７２４、絶縁膜７２５に形成
されるコンタクトホールにおいて、コンタクトプラグ７１４、配線７１９を介してダイオ
ード７０４ｃと電気的に接続する。
【０２０９】
トランジスタ７５０のゲート電極７３１は、トランジスタ７５０のゲート絶縁膜７２６、
絶縁膜７２７、絶縁膜７２８を貫通するコンタクトプラグ７３５、トランジスタ７５０よ
りも上方に形成された配線７３７を介して、抵抗素子の端子７３３と電気的に接続する。
コンタクトプラグ７３５は、一対の電極と同様の材料を用いて形成することができる。
【０２１０】
配線７３７は、絶縁膜７３０中に埋め込まれている。配線７３７は、例えば銅、アルミニ
ウム等の低抵抗な導電性材料を用いることが好ましい。低抵抗な導電性材料を用いること
で、配線７３７を伝播する信号のＲＣ遅延を低減することができる。配線７３７に銅を用
いる場合には、銅のチャネル形成領域への拡散を防止するため、絶縁膜７３０及び配線７
３７の間にバリア膜を形成することが好ましい。バリア膜として、例えば窒化タンタル、
窒化タンタルとタンタルとの積層、窒化チタン、窒化チタンとチタンとの積層等による膜
を用いることができるが、配線材料の拡散防止機能、及び配線材料や下地膜等との密着性
が確保される程度においてこれらの材料からなる膜に限られない。
【０２１１】
なお、コンタクトプラグ７３５及び配線７３７をデュアルダマシン法を用いて、同一の材
料を用いて形成してもよい。
【０２１２】
絶縁膜７２８及び絶縁膜７３０には、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコ
ン、ＢＰＳＧ（Ｂｏｒｏｎ　Ｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓ　Ｓｉｌｉｃａｔｅ　Ｇｌａｓｓ）、
ＰＳＧ（Ｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓ　Ｓｉｌｉｃａｔｅ　Ｇｌａｓｓ）、炭素を添加した酸化
シリコン（ＳｉＯＣ）、フッ素を添加した酸化シリコン（ＳｉＯＦ）、Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５

）４を原料とした酸化シリコンであるＴＥＯＳ（Ｔｅｔｒａｅｔｈｙｌ　ｏｒｔｈｏｓｉ
ｌｉｃａｔｅ）、ＨＳＱ（Ｈｙｄｒｏｇｅｎ　Ｓｉｌｓｅｓｑｕｉｏｘａｎｅ）、ＭＳＱ
（Ｍｅｔｈｙｌ　Ｓｉｌｓｅｓｑｕｉｏｘａｎｅ）、ＯＳＧ（Ｏｒｇａｎｏ　Ｓｉｌｉｃ
ａｔｅ　Ｇｌａｓｓ）、有機ポリマー系の材料等の絶縁体を用いることができる。特に半
導体装置の微細化を進める場合には、配線間の寄生容量が顕著になり信号遅延が増大する
ため酸化シリコンの比誘電率（ｋ＝４．０～４．５）では高く、ｋが３．０以下の材料を
用いることが好ましい。また該絶縁膜に配線を埋め込んだ後にＣＭＰ処理を行うため、絶
縁膜には機械的強度が要求される。この機械的強度が確保できる限りにおいて、これらを
多孔質（ポーラス）化させて低誘電率化することができる。絶縁膜７３０は、スパッタリ
ング法、ＣＶＤ法、スピンコート法（Ｓｐｉｎ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ：ＳＯＧともいう）を
含む塗布法等により形成する。
【０２１３】
配線７３７上には、バリア膜７４０が設けられている。バリア膜７４０は、バリア膜７２
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４と同様に形成することができる。
【０２１４】
トランジスタ７５０の一対の電極７２９の一方が接続する配線７１９は、配線７３７と同
様の構成により形成することができる。トランジスタ７０４ａ、トランジスタ７０４ｂ、
ダイオード７０４ｃはそれぞれ、絶縁膜７１１、絶縁膜７１２を貫通するコンタクトプラ
グ７１４を介して配線７１９と接続する。絶縁膜７１２は、絶縁膜７２８と同様に形成す
ることができる。コンタクトプラグ７１４はコンタクトプラグ７３５と同様に形成するこ
とができる。配線７１９は、既述した配線７３７と同様に、絶縁膜７１５中に埋め込まれ
て設けられている。絶縁膜７１５は、絶縁膜７３０と同様に形成することができる。なお
、絶縁膜７１５及び配線７１９の間に、バリア膜を設けてもよい。絶縁膜７１５上には、
ＣＭＰ等による平坦化処理を行う際のエッチングストッパとして機能する絶縁膜を設けて
もよい。
【０２１５】
以上のように、素子層７６３ａと素子層７６３ｂに設けられるトランジスタ、ダイオード
、抵抗素子等の素子は、複数のコンタクトプラグ及び複数の配線を介して電気的に接続す
る。半導体装置を以上のような構成とすることで、高速動作性能を有する第１の半導体材
料を用いたトランジスタと、オフ電流が極めて小さい第２の半導体材料を用いたトランジ
スタとを組み合わせ、低消費電力化が可能な高速動作の論理回路を有する半導体装置、一
例としては記憶装置、中央演算処理装置（ＣＰＵ）等を作製することができる。
【０２１６】
このような半導体装置は、既述の構成に限らず、発明の趣旨を逸脱しない範囲において、
任意に変更が可能である。例えば、図１９（Ｂ）においては、素子層７６３ａ、素子層７
６３ｂそれぞれにおいて、配線を有する層を１層としたが、これを２層以上とすることが
できる。または、配線を用いず、コンタクトプラグのみによって素子層７６３ａ及び素子
層７６３ｂに設けられる素子を直接接続することができる。この場合、例えばシリコン貫
通電極（Ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｖｉａ：ＴＳＶ）技術を用いることもできる
。また、配線は銅等の材料を絶縁膜中に埋め込むことで形成する場合について説明したが
、例えばバリア膜、配線材料層、及びバリア膜の三層構造としてフォトリソグラフィ工程
により配線パターンに加工したものを用いてもよい。
【０２１７】
また、実施の形態１乃至実施の形態３に示すスイッチとしてワイドギャップ半導体を有す
るトランジスタを用いる場合、素子層７６３ｂに、スイッチを作製してもよい。この結果
、スイッチングコンバータを構成する部品数を削減することができる。
【０２１８】
また、素子層を３層以上の積層構造としてもよい。例えば、図１９（Ｂ）に示す素子層７
６３ｂ上に、スイッチ１１１としてワイドギャップ半導体を有するトランジスタを含む素
子層を形成してもよい。この結果、図１２に示すスイッチングコンバータ１８０において
、スタータ回路１１５に含まれるトランジスタ１５３が接続するグラウンドと、スイッチ
１１１が接続するグラウンドとが、それぞれ別の導電部材を介して接地された部材と電気
的に接続するため、スイッチ１１１及びスタータ回路１１５それぞれで発生するノイズの
影響を抑制することができる。
【０２１９】
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。
【０２２０】
（実施の形態４）
本実施の形態では、実施の形態１及び実施の形態３に示すスイッチングコンバータを備え
る半導体装置、及びそれを有する電子機器について説明する。なお、マイクロプロセッサ
、画像処理回路などの集積回路や、ＲＦタグ、記憶媒体、太陽電池、発光素子を用いた照
明装置、表示装置などのありとあらゆる半導体装置が、本発明の範疇に含まれる。また、
表示装置には、液晶表示装置、有機発光素子（ＯＬＥＤ）に代表される発光素子を備えた
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発光装置、電子ペーパー、ＤＭＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｉｃｒｏｍｉｒｒｏｒ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ）、ＰＤＰ（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）、ＦＥＤ（Ｆｉｅｌｄ　
Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）など、スイッチングコンバータを有している表示装
置が、その範疇に含まれる。
【０２２１】
本実施の形態では、半導体装置の一例として、照明装置を用いて説明する。
【０２２２】
はじめに、図２０を用いて、照明装置の一構成を説明する。
【０２２３】
図２０に示す照明装置は、交流電源８０１と、整流平滑回路８０２と、スイッチングコン
バータ１８０と、発光素子８０３とを有している。
【０２２４】
図２０に示すスイッチングコンバータ１８０は、実施の形態２に示す降圧型のスイッチン
グコンバータを用いる。なお、実施の形態１または実施の形態２に示すスイッチングコン
バータを適宜用いることができる。図２０に示す照明装置では、交流電源８０１からの交
流電流が、整流平滑回路８０２を経た後、スイッチングコンバータ１８０によって所定の
電流値の直流電流に変換される。即ち、スイッチングコンバータ１８０において、入力さ
れた電圧が降圧され、出力される。
【０２２５】
そして、スイッチングコンバータ１８０から出力された電圧が、発光素子８０３に与えら
れることで、発光素子８０３は発光する。発光素子８０３には、発光ダイオード（ＬＥＤ
（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ））、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍ
ｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）素子など、様々な光源を用いることができる。
【０２２６】
また、図２０では、電源である交流電源８０１を有している照明装置の構成を示している
が、本発明の一態様に係る照明装置は、必ずしも電源をその構成要素に含める必要はない
。
【０２２７】
本実施の形態に示す半導体装置に、実施の形態１乃至実施の形態３に示すスイッチングコ
ンバータを用いることで、スイッチングコンバータの電力変換効率を向上させることがで
きる。また、スイッチングコンバータの電力変換効率を向上させることで、半導体装置の
消費電力を抑えることができる。
【０２２８】
なお、半導体装置の一例である太陽電池は、図１１に示す電源供給部１０１としてフォト
ダイオード等を用いる。また、スイッチングコンバータ１８０として昇圧型のスイッチン
グコンバータを用いる。このような構成とすることで、フォトダイオードで発生した起動
電圧を増幅させて出力部１０９へ出力することが可能である。
【０２２９】
また、上記半導体装置をさまざまな電子機器に適用することができる。電子機器としては
、例えば、表示装置、照明装置、パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ、画像再生
装置、ポータブルＣＤプレーヤ、ラジオ、テープレコーダ、ヘッドホンステレオ、ステレ
オ、時計、コードレス電話子機、トランシーバ、携帯無線機、携帯電話、スマートフォン
、電子書籍、自動車電話、携帯型ゲーム機、電卓、携帯情報端末、電子手帳、電子翻訳機
、音声入力機器、ビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、電気シェーバ、高周波加熱装置
、電気炊飯器、電気洗濯機、電気掃除機、温水器、扇風機、毛髪乾燥機、エアコンディシ
ョナー、加湿器、除湿器、空調設備、食器洗浄器、食器乾燥器、衣類乾燥器、布団乾燥器
、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気冷凍冷蔵庫、ＤＮＡ保存用冷凍庫、懐中電灯、工具、煙
感知器、医療機器、誘導灯、信号機、ベルトコンベア、エレベータ、エスカレータ、産業
用ロボット、電力貯蔵システム、電気自動車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド
車、装軌車両、原動機付自転車、自動二輪車、電動車椅子、ゴルフ用カート、船舶、潜水
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艦、ヘリコプター、航空機、ロケット、人工衛星、宇宙探査機や惑星探査機、宇宙船等が
ある。
【０２３０】
上記半導体装置を電子機器に用いることで、電子機器の消費電力を抑えることができる。
【０２３１】
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。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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