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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力電圧が印加される入力端子と、
　第１のトランジスタを有し且つ前記入力端子と電気的に接続される電圧変換回路と、
　第２のトランジスタを有し且つ前記電圧変換回路と電気的に接続される制御回路と、
　ソース又はドレインの一方が前記入力端子と電気的に接続され、且つソース又はドレイ
ンの他方が前記制御回路と電気的に接続される第３のトランジスタと、
　一方の端子が前記第３のトランジスタのソース又はドレインの他方と電気的に接続され
る第１の抵抗と、
　一方の端子が前記第１の抵抗の他方の端子と電気的に接続される第２の抵抗と、
　反転入力端子が前記第１の抵抗の一方の端子と電気的に接続され、非反転入力端子に参
照電圧が印加され、且つ出力端子が前記第３のトランジスタのゲートと電気的に接続され
るオペアンプと、を有し、
　前記第１のトランジスタは、チャネル形成領域に酸化物半導体材料を有し、
　前記第２のトランジスタは、チャネル形成領域に珪素を有し、
　前記第３のトランジスタは、チャネル形成領域に酸化物半導体材料を有し、
　前記第１のトランジスタ及び前記第３のトランジスタは、絶縁膜上方に設けられ、
　前記第２のトランジスタは、前記絶縁膜下方に設けられていることを特徴とするＤＣ－
ＤＣコンバータ。
【請求項２】
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　請求項１において、
　前記酸化物半導体材料は、四元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸
化物半導体、三元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ｓ
ｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ
－Ｏ系酸化物半導体、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸
化物半導体、二元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ
系酸化物半導体、Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｚｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ
－Ｍｇ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ｇａ－Ｏ系酸化物半
導体、一元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｚ
ｎ－Ｏ系酸化物半導体のいずれかであることを特徴とするＤＣ－ＤＣコンバータ。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　前記電圧変換回路は、降圧型の電圧変換回路であることを特徴とするＤＣ－ＤＣコンバ
ータ。
【請求項４】
　請求項１又は請求項２において、
　前記電圧変換回路は、フライバック型の電圧変換回路であることを特徴とするＤＣ－Ｄ
Ｃコンバータ。
【請求項５】
　請求項１又は請求項２において、
　前記電圧変換回路は、フォワード型の電圧変換回路であることを特徴とするＤＣ－ＤＣ
コンバータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
開示される発明の一態様は、ＤＣ－ＤＣコンバータ及びその作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、直流電源を必要とする機器の多様化により、入力電圧とは異なる直流電圧で駆動す
る回路を駆動するためにＤＣ－ＤＣコンバータが多用されている（特許文献１、特許文献
２、及び特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１４８１２９号公報
【特許文献２】特開２００３－２３５２５１号公報
【特許文献３】特開２００９－２５４１１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ＤＣ－ＤＣコンバータには、電圧変換回路と当該電圧変換回路を制御する制御回路が含ま
れる。電圧変換回路の素子には、高い電圧が印加されるため高耐圧なパワーデバイスを用
いる。このようなパワーデバイスを用いた電圧変換回路は、高い入力電圧のみで駆動させ
ることが可能である。このようなパワーデバイスとして、例えば酸化物半導体材料を用い
た素子（さらに例えば、酸化物半導体膜をチャネル形成領域に用いたトランジスタ）が挙
げられる。
【０００５】
一方、電圧変換回路を制御する制御回路の素子では、高い駆動速度が求められる。このよ
うな高い駆動速度を得ることができる素子としては、例えば珪素材料を用いた素子（例え
ば珪素膜をチャネル形成領域に用いるトランジスタや、単結晶シリコン基板を用いて形成
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されたトランジスタ）が挙げられる。しかしながら珪素材料を用いた素子は、高耐圧では
ないので高電圧を印加できない。
【０００６】
珪素はバンドギャップが狭いため、高電圧を印加すると、電子が雪崩的に発生するアバラ
ンシェ降伏が起こる恐れがある。アバランシェ降伏が起こると、その素子は破壊されてし
まう。一方、酸化物半導体は、バンドギャップが広いため、アバランシェ降伏が生じにく
く、素子が破壊される恐れが小さい。
【０００７】
ここで、単一の高い入力電圧のみで、電圧変換回路及び制御回路を有するＤＣ－ＤＣコン
バータを動作させる場合を考える。入力電圧が単一であることは、ＤＣ－ＤＣコンバータ
の占有面積を縮小する上で好ましい。しかしながら、当該高い入力電圧は、電圧変換回路
は駆動できるものの、制御回路の電圧として高すぎるため制御回路を破壊する恐れがある
。よって、当該単一の高い入力電圧のみで電圧変換回路及び制御回路を有するＤＣ－ＤＣ
コンバータを動作させることは難しい。
【０００８】
そのため、高い入力電圧が印加される入力端子と制御回路との間に当該高い入力電圧の電
圧を降下させる素子を設ける。降下させた電圧を制御回路に供給すれば、制御回路を破壊
する恐れがなくなる。
【０００９】
このような高い入力電圧の電圧を降下させる素子として、上述のパワーデバイスを用いれ
ばよい。しかし制御回路と当該高い入力電圧の電圧値を降下させるパワーデバイスを設け
るということは、ＤＣ－ＤＣコンバータの占有面積を増大させる恐れがある。
【００１０】
以上を鑑みて、開示される発明の一態様では、単一な高電圧の入力電圧で駆動し、電圧変
換回路及び制御回路を有するＤＣ－ＤＣコンバータを得ることを課題の一とする。
【００１１】
また開示される発明の一態様では、ＤＣ－ＤＣコンバータの占有面積の増大を抑制するこ
とを課題の一とする。
【００１２】
また開示される発明の一態様では、電圧変換回路のパワーデバイスと入力電圧の電圧を降
下させるパワーデバイスを同工程で作製することによって、作製工程及び作製コストを低
減させることを課題の一とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
当該単一の高い入力電圧の電圧値を降下させるパワーデバイス及び電圧変換回路のパワー
デバイスとして、高耐圧の半導体素子である酸化物半導体材料を用いた素子を用い、また
制御回路の素子として低耐圧の半導体素子、例えば珪素材料を用いた素子、を用いる。ま
た当該パワーデバイス及び制御回路の素子を重畳させる。
【００１４】
制御回路の素子として低耐圧の半導体素子、例えば珪素材料を用いた素子を用いても、当
該パワーデバイスが高電圧の入力電圧の電圧値を降下させるので、制御回路が破壊される
恐れはない。
【００１５】
当該パワーデバイス及び制御回路の素子を重畳させるため、ＤＣ－ＤＣコンバータの占有
面積の増大を抑制することが可能である。
【００１６】
また開示される発明の一態様では、電圧変換回路のパワーデバイスである酸化物半導体材
料を用いた素子と入力電圧の電圧を降下させるパワーデバイスである酸化物半導体材料を
用いた素子を、同じ工程で作製する。これにより、作製工程及び作製コストを低減させる
ことができる。
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【００１７】
開示される発明の一態様は、入力電圧が印加される入力端子と、当該入力端子と接続され
、第１のトランジスタを有する電圧変換回路と、当該電圧変換回路を制御し、珪素材料を
チャネル形成領域に有する第２のトランジスタを有する制御回路と、当該入力端子と当該
制御回路との間に設けられ、当該入力電圧を当該入力電圧より低い電圧である電源電圧に
変換する第３のトランジスタとを有し、当該第１のトランジスタ及び当該第３のトランジ
スタは、酸化物半導体材料をチャネル形成領域に有するトランジスタであり、当該第２の
トランジスタ、並びに、当該第１のトランジスタ及び当該第３のトランジスタは、絶縁膜
を介して積層されていることを特徴とするＤＣ－ＤＣコンバータに関する。
【００１８】
開示される発明の一態様は、絶縁表面上に、珪素材料を第１のチャネル形成領域に用いた
第１のトランジスタを形成し、当該第１のトランジスタを覆って、絶縁膜を形成し、当該
絶縁膜上に、酸化物半導体材料を第２のチャネル形成領域として用いた第２のトランジス
タ、及び当該酸化物半導体材料を第３のチャネル形成領域として用いた第３のトランジス
タを形成し、当該第２のトランジスタは電圧変換回路を構成し、当該第１のトランジスタ
は、当該電圧変換回路を制御する制御回路を構成し、当該第３のトランジスタは、入力端
子と当該制御回路との間に設けられ、当該入力端子に印加される入力電圧を当該入力電圧
より低い電圧である電源電圧に変換することを特徴とするＤＣ－ＤＣコンバータの作製方
法に関する。
【００１９】
開示される発明の一態様において、当該酸化物半導体材料は、四元系金属の酸化物である
Ｉｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、三元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚ
ｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系
酸化物半導体、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半
導体、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、二元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｚｎ－Ｏ
系酸化物半導体、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｚｎ
－Ｍｇ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸化物半
導体、Ｉｎ－Ｇａ－Ｏ系酸化物半導体、一元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｏ系酸化物半導
体、Ｓｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体のいずれかであることを特徴とす
る。
【００２０】
開示される発明の一態様において、当該電圧変換回路は、降圧型の電圧変換回路であるこ
とを特徴とする。
【００２１】
開示される発明の一態様において、当該電圧変換回路は、フライバック型の電圧変換回路
であることを特徴とする。
【００２２】
開示される発明の一態様において、当該電圧変換回路は、フォワード型の電圧変換回路で
あることを特徴とする。
【００２３】
なお、第１、第２として付される序数詞は便宜上用いるものであり、工程順又は積層順を
示すものではない。また、本明細書において発明を特定するための事項として固有の名称
を示すものではない。
【発明の効果】
【００２４】
開示される発明により、単一な高電圧の入力電圧で駆動し、電圧変換回路及び制御回路を
有するＤＣ－ＤＣコンバータを得ることができる。
【００２５】
開示される発明の一態様により、ＤＣ－ＤＣコンバータの占有面積の増大を抑制すること
ができる。
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【００２６】
開示される発明の一態様では、電圧変換回路のパワーデバイスと入力電圧の電圧を降下さ
せるパワーデバイスを同工程で作製するので、作製工程及び作製コストを低減させること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】ＤＣ－ＤＣコンバータの回路図。
【図２】ＤＣ－ＤＣコンバータの回路図。
【図３】ＤＣ－ＤＣコンバータの回路図。
【図４】ＤＣ－ＤＣコンバータの回路図。
【図５】トランジスタの積層構造を示す断面図。
【図６】トランジスタの積層構造を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
以下、本明細書に開示された発明の実施の態様について、図面を参照して説明する。但し
、本明細書に開示された発明は多くの異なる態様で実施することが可能であり、本明細書
に開示された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、以下に示す図面において、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付し、その繰り返しの説明は省略する。
【００２９】
なお本明細書に開示された発明において、半導体装置とは、半導体を利用することで機能
する素子及び装置全般を指し、電子回路、表示装置、発光装置等を含む電気装置およびそ
の電気装置を搭載した電子機器をその範疇とする。
【００３０】
＜回路構成＞
図１に示すＤＣ－ＤＣコンバータは、制御回路１１１、電圧変換回路１２１、入力電圧Ｖ
ｉｎが印加される入力端子１０２、酸化物半導体材料をチャネル形成領域に用いたトラン
ジスタ、例えば、酸化物半導体膜をチャネル形成領域に有するトランジスタ（以下、酸化
物半導体トランジスタと呼ぶ）であるトランジスタ１０１、電圧変換回路１２１から出力
される出力電圧Ｖｏｕｔを出力する出力端子１３１を有する。
【００３１】
トランジスタ１０１のソース又はドレインの一方は、入力電圧Ｖｉｎが印加される入力端
子１０２、及び、電圧変換回路１２１のトランジスタ１２４のソース又はドレインの一方
に接続されている。トランジスタ１０１のソース又はドレインの他方、及びゲートは、制
御回路１１１に接続されている。
【００３２】
酸化物半導体トランジスタであるトランジスタ１０１は、高電圧を扱うことのできるパワ
ーデバイスである。トランジスタ１０１のソース又はドレインの一方に印加された入力電
圧Ｖｉｎは、ゲートに印加されたゲート電圧に基づいて、入力電圧Ｖｉｎよりも小さい値
を有する電源電圧ＶＤＤに変換される。
【００３３】
入力電圧Ｖｉｎとして、例えば家庭用電源からの電圧を交流－直流変換（ＡＣ－ＤＣ変換
）した電圧を用いる。入力電圧Ｖｉｎとして、家庭用電源からの電圧を交流－直流変換し
た電圧を用いるとすると、入力電圧Ｖｉｎの実効値は１４１Ｖである。そのため、このよ
うな高電圧である入力電圧Ｖｉｎは、制御回路１１１を破壊する恐れがある。よって入力
電圧Ｖｉｎが印加される入力端子１０２と制御回路１１１との間に、高耐圧のパワーデバ
イスである酸化物半導体トランジスタを配置することは、制御回路１１１が破壊されるこ
とを抑制できる。
【００３４】
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トランジスタ１０１は、上述のように酸化物半導体膜をチャネル形成領域に有するトラン
ジスタである。
【００３５】
このような酸化物半導体膜の材料として、四元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇａ－
Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体や、三元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半
導体、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓ
ｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－Ａｌ
－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体や、二元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体
、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｚｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸
化物半導体、Ｓｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ｇ
ａ－Ｏ系酸化物半導体や、一元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－Ｏ
系酸化物半導体、Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体などを用いることができる。なお、酸化物半導
体膜をチャネル形成領域に有するトランジスタ（酸化物半導体トランジスタ）の構造及び
作製工程については後述する。
【００３６】
制御回路１１１は、トランジスタ１０１のソース又はドレインの他方、トランジスタ１０
１のゲート、及び、電圧変換回路１２１に電気的に接続されている。さらに制御回路１１
１は、電源電圧ＶＤＤよりも小さい値を有する電源電圧ＶＳＳが印加される。電源電圧Ｖ
ＳＳとして、例えば接地電圧ＧＮＤを用いればよい。
【００３７】
図２に、図１に示す制御回路１１１の詳細な回路構成の例を示す。
【００３８】
図２の制御回路１１１は、内部電圧生成回路（「レギュレータ」ともいう）１１０及び内
部制御回路１３０を有している。内部電圧生成回路１１０は、電源電圧ＶＤＤを生成する
回路であり、オペアンプ１１２、抵抗１１３、及び抵抗１１４を有している。
【００３９】
オペアンプ１１２の反転入力端子は、抵抗１１３の一方の端子、及び、抵抗１１４の一方
の端子に電気的に接続されている。オペアンプ１１２の非反転入力端子は、参照電圧Ｖｒ
ｅｆが印加される端子１１５に電気的に接続されている。オペアンプ１１２の出力端子は
、トランジスタ１０１のゲートに接続されている。
【００４０】
オペアンプ１１２を構成するトランジスタは、高速駆動可能なトランジスタ、例えば珪素
材料をチャネル形成領域に用いたトランジスタを用いればよい。なお珪素材料をチャネル
形成領域に用いたトランジスタの構造及び作製工程については後述する。
【００４１】
珪素材料をチャネル形成領域に用いた場合、ｎチャネル型トランジスタ及びｐチャネル型
トランジスタを得ることができる。オペアンプ１１２を構成するトランジスタとして、珪
素をチャネル形成領域に有するトランジスタを用いると、高速駆動可能なだけでなく、ｎ
チャネル型トランジスタ及びｐチャネル型トランジスタの両方を得ることができる。
【００４２】
抵抗１１３の一方の端子は、オペアンプ１１２の反転入力端子、及び、抵抗１１４の一方
の端子に電気的に接続されている。抵抗１１３の他方の端子は、トランジスタ１０１のソ
ース又はドレインの他方、及び、内部制御回路１３０の第１の端子に電気的に接続されて
いる。
【００４３】
抵抗１１４の一方の端子は、抵抗１１３の一方の端子、及び、オペアンプ１１２の反転入
力端子に電気的に接続されている。抵抗１１４の他方の端子は、電源電圧ＶＳＳが印加さ
れている。
【００４４】
内部制御回路１３０は、電圧制御或いは電流制御を行う回路である。電圧制御或いは電流
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制御の例としては、例えば、パルス幅変調（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉ
ｏｎ（ＰＷＭ））制御やヒステリシス制御が挙げられる。本実施の形態では、内部制御回
路１３０によって、電源電圧ＶＤＤが、トランジスタ１２４のゲートに印加されるゲート
電圧に変換される。当該ゲート電圧に応じ、入力電圧Ｖｉｎが出力電圧Ｖｏｕｔに変換さ
れる。
【００４５】
内部制御回路１３０の第１の端子は、トランジスタ１０１のソース又はドレインの他方、
及び抵抗１１３の他方の端子に電気的に接続されている。内部制御回路１３０の第２の端
子には、電源電圧ＶＳＳが印加される。また内部制御回路１３０の第３の端子は、トラン
ジスタ１２４のゲートに電気的に接続されている。また図示しないが、内部制御回路１３
０には出力電圧Ｖｏｕｔの一部が帰還する。このような出力電圧Ｖｏｕｔの一部は、出力
電圧Ｖｏｕｔを出力する出力端子１３１に電気的に接続して分圧回路を設け、当該分圧回
路によって出力電圧Ｖｏｕｔを分圧して生成すればよい。
【００４６】
図２の電圧変換回路１２１は、降圧型の電圧変換回路である。図２の電圧変換回路１２１
は、トランジスタ１２４、ダイオード１２３、コイル１２２、コンデンサ１２５を有して
いる。
【００４７】
トランジスタ１２４のソース又はドレインの一方は、トランジスタ１０１のソース又はド
レインの一方、及び、入力電圧Ｖｉｎが印加される入力端子１０２に接続されている。ト
ランジスタ１２４のソース又はドレインの他方は、ダイオード１２３の出力端子、及び、
コイル１２２の一方の端子に電気的に接続されている。トランジスタ１２４のゲートは、
内部制御回路１３０の第３の端子に電気的に接続されている。
【００４８】
トランジスタ１２４として、トランジスタ１０１と同様に、パワーデバイスである酸化物
半導体トランジスタを用いる。トランジスタ１２４として酸化物半導体トランジスタを用
いることで、高電圧である入力電圧Ｖｉｎの印加によるトランジスタ１２４の破壊を抑制
することができる。
【００４９】
ダイオード１２３の出力端子は、トランジスタ１２４のソース又はドレインの他方、及び
、コイル１２２の一方の端子に電気的に接続されている。ダイオード１２３の入力端子に
は、電源電圧ＶＳＳが印加される。
【００５０】
コイル１２２の一方の端子は、ダイオード１２３の出力端子、及び、トランジスタ１２４
のソース又はドレインの他方に電気的に接続されている。コイル１２２の他方の端子は、
コンデンサ１２５の一方の端子、及び、出力電圧Ｖｏｕｔを出力する出力端子１３１に電
気的に接続されている。
【００５１】
コンデンサ１２５の一方の端子は、コイル１２２の他方の端子、及び、出力電圧Ｖｏｕｔ
を出力する出力端子１３１に電気的に接続されている。コンデンサ１２５の他方の端子に
は、電源電圧ＶＳＳが印加される。
【００５２】
図２では降圧型の電圧変換回路１２１について説明したが、電圧変換回路１２１は降圧型
に限定されず、必要であれば、降圧型の電圧変換回路に代えて昇圧型の電圧変換回路、又
は昇降圧型の電圧変換回路を形成してもよい。
【００５３】
図３では、フライバック型の電圧変換回路を用いたＤＣ－ＤＣコンバータについて説明す
る。
【００５４】
図３のＤＣ－ＤＣコンバータは、制御回路１１１、電圧変換回路１４１、入力電圧Ｖｉｎ
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が印加される入力端子１０２、トランジスタ１０１、電圧変換回路１４１から出力される
出力電圧Ｖｏｕｔを出力する出力端子１３１を有する。
【００５５】
図３の電圧変換回路１４１は、コイル１４２及びコイル１４６を有するトランス１４９、
トランジスタ１４４、ダイオード１４３、コンデンサ１４５を有している。
【００５６】
コイル１４２の一方の端子は、トランジスタ１０１のソース又はドレインの一方、及び、
入力電圧Ｖｉｎが印加される入力端子１０２に電気的に接続されている。コイル１４２の
他方の端子は、トランジスタ１４４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。
【００５７】
トランジスタ１４４のソース又はドレインの一方は、コイル１４２の他方の端子に電気的
に接続されている。トランジスタ１４４のソース又はドレインの他方は、電源電圧ＶＳＳ
が印加される。トランジスタ１４４のゲートは、内部制御回路１３０の第３の端子に電気
的に接続されている。
【００５８】
コイル１４６の一方の端子は、ダイオード１４３の入力端子に電気的に接続されている。
コイル１４６の他方の端子には、電源電圧ＶＳＳが印加される。
【００５９】
ダイオード１４３の入力端子は、コイル１４６の一方の端子に電気的に接続されている。
ダイオード１４３の出力端子は、コンデンサ１４５の一方の端子、及び、出力端子１３１
と電気的に接続されている。
【００６０】
コンデンサ１４５の一方の端子は、ダイオード１４３の出力端子、及び、出力端子１３１
と電気的に接続されている。コンデンサ１４５の他方の端子には、電源電圧ＶＳＳが印加
される。
【００６１】
以上により、単一な高電圧の入力電圧Ｖｉｎで駆動し、電圧変換回路１４１及び制御回路
１１１を有するＤＣ－ＤＣコンバータを得ることができる。
【００６２】
図４では、フォワード型の電圧変換回路を用いたＤＣ－ＤＣコンバータについて説明する
。
【００６３】
図４のＤＣ－ＤＣコンバータは、制御回路１１１、電圧変換回路１５１、入力電圧Ｖｉｎ
が印加される入力端子１０２、トランジスタ１０１、電圧変換回路１５１から出力される
出力電圧Ｖｏｕｔを出力する出力端子１３１を有する。
【００６４】
図４の電圧変換回路１５１は、コイル１５２及びコイル１５６を有するトランス１５９、
トランジスタ１５４、ダイオード１５３、ダイオード１５７、コイル１５８、コンデンサ
１５５を有している。
【００６５】
コイル１５２の一方の端子は、トランジスタ１０１のソース又はドレインの一方、及び、
入力電圧Ｖｉｎが印加される入力端子１０２に電気的に接続されている。コイル１５２の
他方の端子は、トランジスタ１５４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。
【００６６】
トランジスタ１５４のソース又はドレインの一方は、コイル１５２の他方の端子に電気的
に接続されている。トランジスタ１５４のソース又はドレインの他方は、電源電圧ＶＳＳ
が印加される。トランジスタ１５４のゲートは、内部制御回路１３０の第３の端子に電気
的に接続されている。
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【００６７】
コイル１５６の一方の端子は、ダイオード１５３の入力端子に電気的に接続されている。
コイル１５６の他方の端子には、電源電圧ＶＳＳが印加される。
【００６８】
ダイオード１５３の入力端子は、コイル１５６の一方の端子に電気的に接続されている。
ダイオード１５３の出力端子は、ダイオード１５７の出力端子、及び、コイル１５８の一
方の端子と電気的に接続されている。
【００６９】
ダイオード１５７の出力端子は、ダイオード１５３の出力端子、及び、コイル１５８の一
方の端子と電気的に接続されている。ダイオード１５７の入力端子には、電源電圧ＶＳＳ
が印加される。
【００７０】
コイル１５８の一方の端子は、ダイオード１５３の出力端子、及び、ダイオード１５７の
出力端子と電気的に接続されている。コイル１５８の他方の端子は、コンデンサ１５５の
一方の端子、及び、出力端子１３１と電気的に接続されている。
【００７１】
コンデンサ１５５の一方の端子は、コイル１５８の他方の端子、及び、出力端子１３１と
電気的に接続されている。コンデンサ１５５の他方の端子には、電源電圧ＶＳＳが印加さ
れる。
【００７２】
以上により、単一な高電圧の入力電圧Ｖｉｎで駆動し、電圧変換回路１５１及び制御回路
１１１を有するＤＣ－ＤＣコンバータを得ることができる。
【００７３】
＜積層構造及びその作製工程＞
ここで、オペアンプ１１２を構成するトランジスタ、及び、酸化物半導体トランジスタで
あるトランジスタ１０１を積層した積層構造、並びに、当該積層構造の作製工程を、以下
に説明する。なお本実施の形態では、オペアンプ１１２を構成するトランジスタとして、
珪素材料をチャネル形成領域に用いたトランジスタを用いる。
【００７４】
まず、図５（Ａ）に示すように、基板７００の絶縁表面上に、公知のＣＭＯＳの作製方法
を用いて、ｎチャネル型トランジスタ７０４、ｐチャネル型トランジスタ７０５を形成す
る。本実施の形態では、単結晶の半導体基板から分離された単結晶半導体膜を用いて、ｎ
チャネル型トランジスタ７０４、ｐチャネル型トランジスタ７０５を形成する場合を例に
挙げている。
【００７５】
具体的な単結晶半導体膜の作製方法の一例について、簡単に説明する。まず、単結晶の半
導体基板に、加速されたイオンでなるイオンビームを注入する。イオンビームを注入する
ことで、半導体基板の表面から一定の深さの領域の結晶構造が乱される。結晶構造が乱さ
れることにより、局所的に脆弱化された脆化層が形成される。脆化層が形成される領域の
深さは、イオンビームの加速エネルギーとイオンビームの入射角によって調節することが
できる。そして、半導体基板と、絶縁膜７０１が形成された基板７００とを、間に当該絶
縁膜７０１が挟まるように貼り合わせる。貼り合わせは、半導体基板と基板７００とを重
ね合わせた後、半導体基板と基板７００の一部に、１Ｎ／ｃｍ２以上５００Ｎ／ｃｍ２以
下、好ましくは１１Ｎ／ｃｍ２以上２０Ｎ／ｃｍ２以下程度の圧力を加える。圧力を加え
ると、その部分から半導体基板と絶縁膜７０１とが接合を開始し、最終的には密着した面
全体に接合がおよぶ。次いで、加熱処理を行うことで、脆化層に存在する微小ボイドどう
しが結合して、微小ボイドの体積が増大する。その結果、脆化層において半導体基板の一
部である単結晶半導体膜が、半導体基板から分離する。上記加熱処理の温度は、基板７０
０の歪み点を越えない温度とする。そして、上記単結晶半導体膜をエッチング等により所
望の形状に加工することで、島状の半導体膜７０２、島状の半導体膜７０３を形成するこ
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とができる。
【００７６】
ｎチャネル型トランジスタ７０４は、絶縁膜７０１上の島状の半導体膜７０２を用いて形
成されており、ｐチャネル型トランジスタ７０５は、絶縁膜７０１上の島状の半導体膜７
０３を用いて形成されている。また、ｎチャネル型トランジスタ７０４はゲート電極７０
６を有しており、ｐチャネル型トランジスタ７０５はゲート電極７０７を有している。そ
して、ｎチャネル型トランジスタ７０４は、島状の半導体膜７０２とゲート電極７０６の
間に、絶縁膜７０８を有する。ｐチャネル型トランジスタ７０５は、島状の半導体膜７０
３とゲート電極７０７の間に、絶縁膜７０８を有する。
【００７７】
基板７００として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、後の加
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、基板７００には
、フュージョン法やフロート法で作製されるガラス基板、石英基板、セラミック基板等を
用いることができる。ガラス基板としては、後の加熱処理の温度が高い場合には、歪み点
が７３０℃以上のものを用いると良い。また、ステンレス基板を含む金属基板またはシリ
コン基板の表面に絶縁膜を形成したものを用いても良い。プラスチック等の可撓性を有す
る合成樹脂からなる基板は、一般的に上記基板と比較して耐熱温度が低い傾向にあるが、
作製工程における処理温度に耐え得るのであれば用いることが可能である。
【００７８】
なお、本実施の形態では、単結晶の半導体膜を用いてｎチャネル型トランジスタ７０４と
ｐチャネル型トランジスタ７０５を形成する例について説明しているが、本発明はこの構
成に限定されない。例えば、絶縁膜７０１上に気相成長法を用いて形成された多結晶の半
導体膜を用いても良いし、上記半導体膜を公知の技術により結晶化しても良い。公知の結
晶化方法としては、レーザ光を用いたレーザ結晶化法、触媒元素を用いる結晶化法がある
。或いは、触媒元素を用いる結晶化法とレーザ結晶化法とを組み合わせて用いることもで
きる。また、石英のような耐熱性に優れている基板を用いる場合、電熱炉を使用した熱結
晶化方法、赤外光を用いたランプアニール結晶化法、触媒元素を用いる結晶化法、９５０
℃程度の高温アニール法を組み合わせた結晶化法を用いても良い。またｎチャネル型トラ
ンジスタ７０４とｐチャネル型トランジスタ７０５として、単結晶シリコン基板に、チャ
ネル形成領域、ソース領域、及びドレイン領域を形成したトランジスタを用いても良い。
【００７９】
また、図５（Ａ）では、絶縁膜７０８上に導電膜を形成した後、上記導電膜をエッチング
等により所望の形状に加工することで、ゲート電極７０６及びゲート電極７０７と共に、
配線７１１を形成する。
【００８０】
次いで、図５（Ａ）に示すように、ｎチャネル型トランジスタ７０４、ｐチャネル型トラ
ンジスタ７０５、配線７１１を覆うように、絶縁膜７１２を形成する。なお、本実施の形
態では、単層の絶縁膜７１２を用いる場合を例示しているが、上記絶縁膜７１２は単層で
ある必要はなく、２層以上の絶縁膜を積層させて絶縁膜７１２として用いても良い。
【００８１】
絶縁膜７１２は、後の作製工程における加熱処理の温度に耐えうる材料を用いる。具体的
に、絶縁膜７１２として、酸化珪素、窒化珪素、窒化酸化珪素、酸化窒化珪素、窒化アル
ミニウム、酸化アルミニウムなどを用いるのが望ましい。
【００８２】
絶縁膜７１２は、その表面をＣＭＰ法などにより平坦化させても良い。
【００８３】
次いで、図５（Ａ）に示すように、絶縁膜７１２上に、酸化物半導体トランジスタ７２４
のゲート電極７１３、並びに酸化物半導体トランジスタ７８１のゲート電極７７３を形成
する。酸化物半導体トランジスタ７２４は、図１乃至図４のトランジスタ１０１に相当す
る。酸化物半導体トランジスタ７８１は、図１及び図２のトランジスタ１２４、図３のト
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ランジスタ１４４、図４のトランジスタ１５４に相当する。
【００８４】
ゲート電極７１３及びゲート電極７７３それぞれの材料として、モリブデン、チタン、ク
ロム、タンタル、タングステン、ネオジム、スカンジウム等の金属材料、これら金属材料
を主成分とする合金材料を用いた導電膜、或いはこれら金属の窒化物を、単層で又は積層
で用いることができる。なお、後の工程において行われる加熱処理の温度に耐えうるので
あれば、上記金属材料としてアルミニウム、銅を用いることもできる。アルミニウムまた
は銅は、耐熱性や腐食性の問題を回避するために、高融点金属材料と組み合わせて用いる
と良い。高融点金属材料としては、モリブデン、チタン、クロム、タンタル、タングステ
ン、ネオジム、スカンジウム等を用いることができる。
【００８５】
例えば、二層の積層構造を有するゲート電極７１３及びゲート電極７７３として、アルミ
ニウム膜上にモリブデン膜が積層された二層の積層構造、銅膜上にモリブデン膜を積層し
た二層構造、銅膜上に窒化チタン膜若しくは窒化タンタル膜を積層した二層構造、または
、窒化チタン膜とモリブデン膜とを積層した二層構造とすることが好ましい。３層の積層
構造を有するゲート電極７１３及びゲート電極７７３としては、アルミニウム膜、アルミ
ニウムとシリコンの合金膜、アルミニウムとチタンの合金膜またはアルミニウムとネオジ
ムの合金膜を中間層とし、タングステン膜、窒化タングステン膜、窒化チタン膜またはチ
タン膜を上下層として積層した構造とすることが好ましい。
【００８６】
また、ゲート電極７１３及びゲート電極７７３としてそれぞれ、酸化インジウム、酸化イ
ンジウム酸化スズ、酸化インジウム酸化亜鉛、酸化亜鉛、酸化亜鉛アルミニウム、酸窒化
亜鉛アルミニウム、または酸化亜鉛ガリウム等の透光性を有する酸化物導電膜を用いるこ
ともできる。
【００８７】
ゲート電極７１３及びゲート電極７７３それぞれの膜厚は、１０ｎｍ～４００ｎｍ、好ま
しくは１００ｎｍ～２００ｎｍとする。本実施の形態では、タングステンターゲットを用
いたスパッタ法により１５０ｎｍのゲート電極用の導電膜を形成した後、該導電膜をエッ
チングにより所望の形状に加工（パターニング）することで、ゲート電極７１３及びゲー
ト電極７７３を形成する。なお、形成されたゲート電極の端部がテーパー形状であると、
上に積層するゲート絶縁膜の被覆性が向上するため好ましい。なお、レジストマスクをイ
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。
【００８８】
次いで、図５（Ｂ）に示すように、ゲート電極７１３及びゲート電極７７３上に、ゲート
絶縁膜７１４を形成する。ゲート絶縁膜７１４は、プラズマＣＶＤ法又はスパッタリング
法等を用いて、酸化珪素膜、窒化珪素膜、酸化窒化珪素膜、窒化酸化珪素膜、酸化アルミ
ニウム膜、窒化アルミニウム膜、酸化窒化アルミニウム膜、窒化酸化アルミニウム膜、酸
化ハフニウム膜または酸化タンタル膜を単層で又は積層させて形成することができる。ゲ
ート絶縁膜７１４は、水分や、水素、酸素などの不純物を極力含まないことが望ましい。
スパッタリング法により酸化珪素膜を成膜する場合には、ターゲットとしてシリコンター
ゲット又は石英ターゲットを用い、スパッタガスとして酸素又は、酸素及びアルゴンの混
合ガスを用いる。
【００８９】
不純物を除去することによりｉ型化された酸化物半導体（高純度化された酸化物半導体）
は界面準位、界面電荷に対して極めて敏感であるため、高純度化された酸化物半導体とゲ
ート絶縁膜７１４との界面は重要である。そのため高純度化された酸化物半導体に接する
ゲート絶縁膜は、高品質化が要求される。
【００９０】
例えば、μ波（周波数２．４５ＧＨｚ）を用いた高密度プラズマＣＶＤは、緻密で絶縁耐
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圧の高い高品質な絶縁膜を形成できるので好ましい。高純度化された酸化物半導体と高品
質ゲート絶縁膜とが密接することにより、界面準位を低減して界面特性を良好なものとす
ることができるからである。
【００９１】
もちろん、ゲート絶縁膜７１４として良質な絶縁膜を形成できるものであれば、スパッタ
リング法やプラズマＣＶＤ法など他の成膜方法を適用することができる。また、成膜後の
熱処理によって膜質や、酸化物半導体との界面特性が改善される絶縁膜であっても良い。
いずれにしても、ゲート絶縁膜としての膜質が良好であることは勿論のこと、ゲート絶縁
膜と酸化物半導体との界面準位密度を低減し、良好な界面を形成できるものであれば良い
。
【００９２】
バリア性の高い材料を用いた絶縁膜と、窒素の含有比率が低い酸化珪素膜、酸化窒化珪素
膜などの絶縁膜とを積層させた構造を有するゲート絶縁膜７１４を形成しても良い。この
場合、酸化珪素膜、酸化窒化珪素膜などの絶縁膜は、バリア性の高い絶縁膜と酸化物半導
体膜の間に形成する。バリア性の高い絶縁膜として、例えば窒化珪素膜、窒化酸化珪素膜
、窒化アルミニウム膜、または窒化酸化アルミニウム膜などが挙げられる。バリア性の高
い絶縁膜を用いることで、水分または水素などの雰囲気中の不純物、或いは基板内に含ま
れるアルカリ金属、重金属などの不純物が、酸化物半導体膜内、ゲート絶縁膜７１４内、
或いは、酸化物半導体膜と他の絶縁膜の界面とその近傍に入り込むのを防ぐことができる
。また、酸化物半導体膜に接するように窒素の含有比率が低い酸化珪素膜、酸化窒化珪素
膜などの絶縁膜を形成することで、バリア性の高い絶縁膜が直接酸化物半導体膜に接する
のを防ぐことができる。
【００９３】
例えば、第１のゲート絶縁膜としてスパッタリング法により膜厚５０ｎｍ以上２００ｎｍ
以下の窒化珪素膜（ＳｉＮｙ（ｙ＞０））を形成し、第１のゲート絶縁膜上に第２のゲー
ト絶縁膜として膜厚５ｎｍ以上３００ｎｍ以下の酸化珪素膜（ＳｉＯｘ（ｘ＞０））を積
層して、膜厚１００ｎｍのゲート絶縁膜７１４としても良い。ゲート絶縁膜７１４の膜厚
は、トランジスタに要求される特性によって適宜設定すればよく３５０ｎｍ乃至４００ｎ
ｍ程度でもよい。
【００９４】
本実施の形態では、スパッタ法で形成された膜厚５０ｎｍの窒化珪素膜上に、スパッタ法
で形成された膜厚１００ｎｍの酸化珪素膜を積層させた構造を有する、ゲート絶縁膜７１
４を形成する。
【００９５】
なお、ゲート絶縁膜７１４は後に形成される酸化物半導体膜と接する。酸化物半導体膜は
、水素が含有されると特性に悪影響を及ぼすので、ゲート絶縁膜７１４は水素、水酸基お
よび水分が含まれないことが望ましい。ゲート絶縁膜７１４に水素、水酸基及び水分がな
るべく含まれないようにするためには、成膜の前処理として、スパッタリング装置の予備
加熱室でゲート電極７１３及びゲート電極７７３が形成された基板７００を予備加熱し、
基板７００に吸着した水分または水素などの不純物を脱離し排気することが好ましい。な
お、予備加熱の温度は、１００℃以上４００℃以下、好ましくは１５０℃以上３００℃以
下である。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。なお、この
予備加熱の処理は省略することもできる。
【００９６】
次いで、ゲート絶縁膜７１４上に、膜厚２ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好ましくは膜厚３ｎ
ｍ以上５０ｎｍ以下、さらに好ましくは膜厚３ｎｍ以上２０ｎｍ以下の酸化物半導体膜を
形成する。当該酸化物半導体膜から、酸化物半導体トランジスタ７２４及び酸化物半導体
トランジスタ７８１それぞれのチャネル形成領域が形成される。酸化物半導体膜は、酸化
物半導体をターゲットとして用い、スパッタ法により成膜する。また、酸化物半導体膜は
、希ガス（例えばアルゴン）雰囲気下、酸素雰囲気下、又は希ガス（例えばアルゴン）及
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び酸素混合雰囲気下においてスパッタ法により形成することができる。
【００９７】
なお、酸化物半導体膜をスパッタ法により成膜する前に、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を行い、ゲート絶縁膜７１４の表面に付着している塵埃を除去
することが好ましい。逆スパッタとは、ターゲット側に電圧を印加せずに、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、ヘリウムなどを用いてもよい。
また、アルゴン雰囲気に酸素、亜酸化窒素などを加えた雰囲気で行ってもよい。また、ア
ルゴン雰囲気に塩素、四フッ化炭素などを加えた雰囲気で行ってもよい。
【００９８】
酸化物半導体膜の材料には、上述したように、四元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇ
ａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体や、三元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化
物半導体、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体
、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－
Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体や、二元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半
導体、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｚｎ－Ｍｇ－Ｏ
系酸化物半導体、Ｓｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ
－Ｇａ－Ｏ系酸化物半導体や、一元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ
－Ｏ系酸化物半導体、Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体などを用いることができる。
【００９９】
本実施の形態では、Ｉｎ（インジウム）、Ｇａ（ガリウム）、及びＺｎ（亜鉛）を含むタ
ーゲットを用いたスパッタ法により得られる膜厚３０ｎｍのＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化
物半導体の薄膜を、酸化物半導体膜として用いる。上記ターゲットとして、例えば、Ｉｎ

２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：０．５（ｍｏｌ数比）、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３

：ＺｎＯ＝１：１：１（ｍｏｌ数比）、またはＩｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１
：２（ｍｏｌ数比）であるターゲットを用いることができる。また、Ｉｎ、Ｇａ、及びＺ
ｎを含むターゲットの充填率は９０％以上１００％以下、好ましくは９５％以上１００％
未満である。充填率の高いターゲットを用いることにより、成膜した酸化物半導体膜は緻
密な膜となる。
【０１００】
また、ターゲットの純度を、９９．９９％以上とすることで、酸化物半導体膜に混入する
アルカリ金属、水素原子、水素分子、水、水酸基、または水素化物等を低減することがで
きる。また、当該ターゲットを用いることで、酸化物半導体膜において、リチウム、ナト
リウム、カリウム等のアルカリ金属の濃度を低減することができる。
【０１０１】
本実施の形態では、減圧状態に保持された処理室内に基板を保持し、処理室内の残留水分
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７００上に酸化物半導体膜を成膜する。成膜時に、基板温度を１００℃以上６００℃
以下、好ましくは２００℃以上４００℃以下としても良い。基板を加熱しながら成膜する
ことにより、成膜した酸化物半導体膜に含まれる不純物濃度を低減することができる。ま
た、スパッタリングによる損傷が軽減される。処理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を用いることが好ましい。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成膜
室を排気すると、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
体膜に含まれる不純物の濃度を低減できる。
【０１０２】
また、スパッタリング装置の処理室のリークレートを１×１０－１０Ｐａ・ｍ３／秒以下
とすることで、スパッタリング法による成膜途中における酸化物半導体膜への、アルカリ
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金属、水素化物等の不純物の混入を低減することができる。また、排気系として吸着型の
真空ポンプを用いることで、排気系からアルカリ金属、水素原子、水素分子、水、水酸基
、または水素化物等の不純物の逆流を低減することができる。
【０１０３】
なお、スパッタリングガスは、希ガス（代表的にはアルゴン）、酸素、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。
【０１０４】
成膜条件の一例としては、基板とターゲットの間との距離を１００ｍｍ、圧力０．６Ｐａ
、直流（ＤＣ）電源０．５ｋＷ、酸素（酸素流量比率１００％）雰囲気下の条件が適用さ
れる。なお、パルス直流（ＤＣ）電源を用いると、成膜時に発生する塵埃が軽減でき、膜
厚分布も均一となるために好ましい。
【０１０５】
なお、酸化物半導体膜に水素、水酸基及び水分がなるべく含まれないようにするために、
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ゲート絶縁膜７１４までが形成
された基板７００を予備加熱し、基板７００に吸着した水分または水素などの不純物を脱
離し排気することが好ましい。なお、予備加熱の温度は、１００℃以上４００℃以下、好
ましくは１５０℃以上３００℃以下である。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。なお、この予備加熱の処理は省略することもできる。またこの予備
加熱は、後に行われる絶縁膜７２３の成膜前に、電極７１６乃至電極７２０、電極７７９
及び電極７８０まで形成した基板７００にも同様に行ってもよい。
【０１０６】
次いで、図５（Ｂ）に示すように、酸化物半導体膜をエッチングなどにより所望の形状に
加工（パターニング）し、ゲート絶縁膜７１４上のゲート電極７１３と重なる位置に島状
の酸化物半導体膜７１５、ゲート絶縁膜７１４上のゲート電極７７３と重なる位置に島状
の酸化物半導体膜７７５を形成する。
【０１０７】
島状の酸化物半導体膜７１５及び酸化物半導体膜７７５を形成するためのレジストマスク
を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。
【０１０８】
なお、島状の酸化物半導体膜７１５及び酸化物半導体膜７７５を形成するためのエッチン
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。ドライ
エッチングに用いるエッチングガスとしては、塩素を含むガス（塩素系ガス、例えば塩素
（Ｃｌ２）、三塩化硼素（ＢＣｌ３）、四塩化珪素（ＳｉＣｌ４）、四塩化炭素（ＣＣｌ

４）など）が好ましい。また、フッ素を含むガス（フッ素系ガス、例えば四弗化炭素（Ｃ
Ｆ４）、六弗化硫黄（ＳＦ６）、三弗化窒素（ＮＦ３）、トリフルオロメタン（ＣＨＦ３

）など）、臭化水素（ＨＢｒ）、酸素（Ｏ２）、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。
【０１０９】
ドライエッチング法としては、平行平板型ＲＩＥ（Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔｃｈ
ｉｎｇ）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。
【０１１０】
ウェットエッチングに用いるエッチング液として、ＩＴＯ－０７Ｎ（関東化学社製）を用
いてもよい。また、ウェットエッチング後のエッチング液はエッチングされた材料ととも
に洗浄によって除去される。その除去された材料を含むエッチング液の廃液を精製し、含
まれる材料を再利用してもよい。当該エッチング後の廃液から酸化物半導体膜に含まれる
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インジウム等の材料を回収して再利用することにより、資源を有効活用し低コスト化を図
ることができる。
【０１１１】
なお、次工程の導電膜を形成する前に逆スパッタを行い、酸化物半導体膜７１５、酸化物
半導体膜７７５、及びゲート絶縁膜７１４の表面に付着しているレジスト残渣などを除去
することが好ましい。
【０１１２】
なお、スパッタ等で成膜された酸化物半導体膜中には、不純物としての水分または水素が
多量に含まれていることがある。水分または水素はドナー準位を形成しやすいため、酸化
物半導体にとっては不純物である。そこで、本発明の一態様では、酸化物半導体膜中の水
分または水素などの不純物を低減するために、窒素、酸素、超乾燥空気、または希ガス（
アルゴン、ヘリウムなど）の雰囲気下において、酸化物半導体膜７１５及び酸化物半導体
膜７７５に加熱処理を施す。上記ガスは、水の含有量が２０ｐｐｍ以下、好ましくは１ｐ
ｐｍ以下、好ましくは１０ｐｐｂ以下であることが望ましい。
【０１１３】
酸化物半導体膜７１５及び酸化物半導体膜７７５に加熱処理を施すことで、酸化物半導体
膜７１５及び酸化物半導体膜７７５中の水分または水素を脱離させることができる。具体
的には、３００℃以上７００℃以下、好ましくは３００℃以上５００℃以下で加熱処理を
行えば良い。例えば、５００℃、３分間以上６分間以下程度で行えばよい。加熱処理にＲ
ＴＡ法を用いれば、短時間に脱水化または脱水素化が行えるため、ガラス基板の歪点を超
える温度でも処理することができる。
【０１１４】
本実施の形態では、加熱処理装置の一つである電気炉を用いる。
【０１１５】
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備えていてもよい。例えば、ＧＲＴＡ（Ｇａｓ
　Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置、ＬＲＴＡ（Ｌａｍｐ　Ｒａｐｉｄ
　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置等のＲＴＡ（Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎ
ｎｅａｌ）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。気体には、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活
性気体が用いられる。
【０１１６】
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
分または水素などが含まれないことが好ましい。または、加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。
【０１１７】
以上の工程により、酸化物半導体膜７１５及び酸化物半導体膜７７５中の水素の濃度を低
減し、高純度化することができる。それにより酸化物半導体膜の安定化を図ることができ
る。また、ガラス転移温度以下の加熱処理で、キャリア密度が極端に少なく、バンドギャ
ップの広い酸化物半導体膜を形成することができる。このため、大面積基板を用いてトラ
ンジスタを作製することができ、量産性を高めることができる。また、当該水素濃度が低
減され高純度化された酸化物半導体膜を用いることで、耐圧性が高く、オンオフ比の高い
トランジスタを作製することができる。
【０１１８】
なお、酸化物半導体膜を加熱する場合、酸化物半導体膜の材料や加熱条件にもよるが、層
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内全体が非晶質でなく、またその表面に結晶が形成されることがある。酸化物半導体膜は
、酸化物半導体膜の表面に対して略垂直にｃ軸配向した結晶を含む非単結晶であることが
好ましい。
【０１１９】
次に、絶縁膜７０８、絶縁膜７１２、ゲート絶縁膜７１４を部分的にエッチングすること
で、島状の半導体膜７０２、島状の半導体膜７０３、配線７１１に達するコンタクトホー
ルを形成する。
【０１２０】
そして、酸化物半導体膜７１５及び酸化物半導体膜７７５を覆うように、スパッタ法や真
空蒸着法で導電膜を形成したあと、エッチング等により該導電膜を加工することで、図５
（Ｃ）に示すように、ソース電極、ドレイン電極、または配線として機能する電極７１６
乃至電極７２０、電極７７９、及び電極７８０を形成する。
【０１２１】
なお、電極７１６及び電極７１７は、島状の半導体膜７０２に接している。電極７１７及
び電極７１８は、島状の半導体膜７０３に接している。電極７１９は、配線７１１及び酸
化物半導体膜７１５に接している。電極７２０は、酸化物半導体膜７１５に接している。
電極７７９及び電極７８０は、酸化物半導体膜７７５に接している。
【０１２２】
電極７１６乃至電極７２０、電極７７９、及び電極７８０となる導電膜の材料としては、
アルミニウム、クロム、銅、タンタル、チタン、モリブデン、タングステンからから選ば
れた元素、または上述した元素を成分とする合金か、上述した元素を組み合わせた合金膜
等が挙げられる。また、アルミニウム、銅などの金属膜の下側もしくは上側にクロム、タ
ンタル、チタン、モリブデン、タングステンなどの高融点金属膜を積層させた構成として
も良い。また、アルミニウムまたは銅は、耐熱性や腐食性の問題を回避するために、高融
点金属材料と組み合わせて用いると良い。高融点金属材料としては、モリブデン、チタン
、クロム、タンタル、タングステン、ネオジム、スカンジウム、イットリウム等を用いる
ことができる。
【０１２３】
また、導電膜は、単層構造でも、２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２層構造、チタ
ン膜と、そのチタン膜上に重ねてアルミニウム膜を積層し、さらにその上にチタン膜を成
膜する３層構造などが挙げられる。
【０１２４】
また、電極７１６乃至電極７２０、電極７７９、及び電極７８０となる導電膜としては、
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、酸
化スズ、酸化亜鉛、酸化インジウム酸化スズ、酸化インジウム酸化亜鉛または当該金属酸
化物材料にシリコン若しくは酸化シリコンを含ませたものを用いることができる。
【０１２５】
導電膜形成後に加熱処理を行う場合には、この加熱処理に耐える耐熱性を導電膜に持たせ
ることが好ましい。
【０１２６】
なお、導電膜のエッチングの際に、酸化物半導体膜７１５及び酸化物半導体膜７７５がな
るべく除去されないようにそれぞれの材料及びエッチング条件を適宜調節する。エッチン
グ条件によっては、島状の酸化物半導体膜７１５及び酸化物半導体膜７７５の露出した部
分が一部エッチングされることで、溝部（凹部）が形成されることもある。
【０１２７】
本実施の形態では、導電膜にチタン膜を用いる。そのため、アンモニアと過酸化水素水を
含む溶液（過水アンモニウム）を用いて、選択的に導電膜をウェットエッチングすること
ができる。或いは、塩素（Ｃｌ２）、塩化硼素（ＢＣｌ３）などを含むガスを用いて、導
電膜をドライエッチングしても良い。
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【０１２８】
なお、フォトリソグラフィ工程で用いるフォトマスク数及び工程数を削減するため、透過
した光に多段階の強度をもたせる多階調マスクによって形成されたレジストマスクを用い
てエッチング工程を行ってもよい。多階調マスクを用いて形成したレジストマスクは複数
の膜厚を有する形状となり、エッチングを行うことでさらに形状を変形することができる
ため、異なるパターンに加工する複数のエッチング工程に用いることができる。よって、
一枚の多階調マスクによって、少なくとも二種類以上の異なるパターンに対応するレジス
トマスクを形成することができる。よって露光マスク数を削減することができ、対応する
フォトリソグラフィ工程も削減できるため、工程の簡略化が可能となる。
【０１２９】
次いで、Ｎ２Ｏ、Ｎ２、またはＡｒなどのガスを用いたプラズマ処理を行う。このプラズ
マ処理によって露出している酸化物半導体膜の表面に付着した吸着水などを除去する。ま
た、酸素とアルゴンの混合ガスを用いてプラズマ処理を行ってもよい。
【０１３０】
なお、プラズマ処理を行った後、図６（Ａ）に示すように、電極７１６乃至電極７２０、
電極７７９、及び電極７８０と、酸化物半導体膜７１５及び酸化物半導体膜７７５とを覆
うように、絶縁膜７２３を形成する。絶縁膜７２３は、水分や、水素、酸素などの不純物
を極力含まないことが望ましく、単層の絶縁膜であっても良いし、積層された複数の絶縁
膜で構成されていても良い。絶縁膜７２３に水素が含まれると、その水素が酸化物半導体
膜へ侵入し、又は水素が酸化物半導体膜中の酸素を引き抜き、酸化物半導体膜のバックチ
ャネル部が低抵抗化（ｎ型化）してしまい、寄生チャネルが形成されるおそれがある。よ
って、絶縁膜７２３はできるだけ水素を含まない膜になるように、成膜方法に水素を用い
ないことが重要である。上記絶縁膜７２３には、バリア性の高い材料を用いるのが望まし
い。例えば、バリア性の高い絶縁膜として、窒化珪素膜、窒化酸化珪素膜、窒化アルミニ
ウム膜、または窒化酸化アルミニウム膜などを用いることができる。
【０１３１】
また絶縁膜７２３として複数の積層された絶縁膜を用いる場合は、窒素の含有比率が低い
酸化珪素膜、酸化窒化珪素膜などの絶縁膜を、上記バリア性の高い絶縁膜よりも、酸化物
半導体膜７１５及び酸化物半導体膜７７５に近い側に形成する。そして、窒素の含有比率
が低い絶縁膜を間に挟んで、電極７１６乃至電極７２０、電極７７９、及び電極７８０、
並びに酸化物半導体膜７１５及び酸化物半導体膜７７５と重なるように、バリア性の高い
絶縁膜を形成する。バリア性の高い絶縁膜を用いることで、酸化物半導体膜７１５内、酸
化物半導体膜７７５内、ゲート絶縁膜７１４内、酸化物半導体膜７１５と他の絶縁膜の界
面とその近傍、或いは、酸化物半導体膜７７５と他の絶縁膜の界面とその近傍に、水分ま
たは水素などの不純物が入り込むのを防ぐことができる。また、酸化物半導体膜７１５及
び酸化物半導体膜７７５に接するように窒素の比率が低い酸化窒化珪素膜などの絶縁膜を
形成することで、バリア性の高い材料を用いた絶縁膜が、直接、酸化物半導体膜７１５及
び酸化物半導体膜７７５に接するのを防ぐことができる。
【０１３２】
本実施の形態では、スパッタ法で形成された膜厚２００ｎｍの酸化珪素膜上に、スパッタ
法で形成された膜厚１００ｎｍの窒化珪素膜を積層させた構造を有する、絶縁膜７２３を
形成する。成膜時の基板温度は、室温以上３００℃以下とすればよく、本実施の形態では
１００℃とする。
【０１３３】
なお、絶縁膜７２３を形成した後に、加熱処理を施しても良い。加熱処理は、窒素、超乾
燥空気、または希ガス（アルゴン、ヘリウムなど）の雰囲気下において、好ましくは２０
０℃以上４００℃以下、例えば２５０℃以上３５０℃以下で行う。上記ガスは、水の含有
量が２０ｐｐｍ以下、好ましくは１ｐｐｍ以下、好ましくは１０ｐｐｂ以下であることが
望ましい。本実施の形態では、例えば、窒素雰囲気下で２５０℃、１時間の加熱処理を行
う。或いは、電極７１６乃至電極７２０、電極７７９、及び電極７８０を形成する前に、
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水分または水素を低減させるための酸化物半導体膜に対して行った先の加熱処理と同様に
、高温短時間のＲＴＡ処理を行っても良い。酸素を含む絶縁膜７２３が設けられた後に、
加熱処理が施されることによって、酸化物半導体膜に対して行った先の加熱処理により、
酸化物半導体膜７１５及び酸化物半導体膜７７５に酸素欠損が発生していたとしても、絶
縁膜７２３から酸化物半導体膜７１５及び酸化物半導体膜７７５に酸素が供与される。そ
して、酸化物半導体膜７１５及び酸化物半導体膜７７５に酸素が供与されることで、酸化
物半導体膜７１５及び酸化物半導体膜７７５において、ドナーとなる酸素欠損を低減し、
化学量論比を満たす構成とすること、またそれ以上に酸素が含まれる構成とすることが可
能である。酸化物半導体膜７１５及び酸化物半導体膜７７５には化学量論比を超える量の
酸素が含まれていることが好ましい。その結果、酸化物半導体膜７１５及び酸化物半導体
膜７７５をｉ型に近づけることができ、酸素欠損によるトランジスタの電気特性のばらつ
きを軽減し、電気特性の向上を実現することができる。この加熱処理を行うタイミングは
、絶縁膜７２３の形成後であれば特に限定されず、他の工程、例えば樹脂膜形成時の加熱
処理や、透明導電膜を低抵抗化させるための加熱処理と兼ねることで、工程数を増やすこ
となく、酸化物半導体膜７１５及び酸化物半導体膜７７５をｉ型に近づけることができる
。
【０１３４】
また、酸素雰囲気下で酸化物半導体膜７１５及び酸化物半導体膜７７５に加熱処理を施す
ことで、酸化物半導体に酸素を添加し、酸化物半導体膜７１５中及び酸化物半導体膜７７
５中それぞれにおいてドナーとなる酸素欠損を低減させても良い。加熱処理の温度は、例
えば１００℃以上３５０℃未満、好ましくは１５０℃以上２５０℃未満で行う。上記酸素
雰囲気下の加熱処理に用いられる酸素ガスには、水、水素などが含まれないことが好まし
い。または、加熱処理装置に導入する酸素ガスの純度を、６Ｎ（９９．９９９９％）以上
、好ましくは７Ｎ（９９．９９９９９％）以上、（即ち酸素中の不純物濃度を１ｐｐｍ以
下、好ましくは０．１ｐｐｍ以下）とすることが好ましい。
【０１３５】
或いは、イオン注入法またはイオンドーピング法などを用いて、酸化物半導体膜７１５及
び酸化物半導体膜７７５に酸素を添加することで、ドナーとなる酸素欠損を低減させても
良い。例えば、２．４５ＧＨｚのマイクロ波でプラズマ化した酸素を酸化物半導体膜７１
５及び酸化物半導体膜７７５に添加すれば良い。
【０１３６】
以上の工程により、酸化物半導体トランジスタ７２４及び酸化物半導体トランジスタ７８
１が形成される。
【０１３７】
酸化物半導体トランジスタ７２４は、ゲート電極７１３と、ゲート電極７１３上のゲート
絶縁膜７１４と、ゲート絶縁膜７１４上においてゲート電極７１３と重なっている酸化物
半導体膜７１５と、酸化物半導体膜７１５上に形成された一対の電極７１９及び電極７２
０と、酸化物半導体膜７１５上に形成された絶縁膜７２３とを有する。
【０１３８】
同様に、酸化物半導体トランジスタ７８１は、ゲート電極７７３と、ゲート電極７７３上
のゲート絶縁膜７１４と、ゲート絶縁膜７１４上においてゲート電極７７３と重なってい
る酸化物半導体膜７７５と、酸化物半導体膜７７５上に形成された一対の電極７７９及び
電極７８０と、酸化物半導体膜７７５上に形成された絶縁膜７２３とを有する。
【０１３９】
なお図６（Ａ）に示す酸化物半導体トランジスタ７２４は、電極７１９と電極７２０の間
において、酸化物半導体膜７１５の一部がエッチングされたチャネルエッチ構造である。
同様に、図６（Ａ）に示す酸化物半導体トランジスタ７８１は、電極７７９と電極７８０
の間において、酸化物半導体膜７７５の一部がエッチングされたチャネルエッチ構造であ
る。
【０１４０】
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なお、酸化物半導体トランジスタ７２４及び酸化物半導体トランジスタ７８１はそれぞれ
、シングルゲート構造のトランジスタを用いて説明したが、必要に応じて、電気的に接続
された複数のゲート電極を有することで、チャネル形成領域を複数有する、マルチゲート
構造のトランジスタも形成することができる。
【０１４１】
図６（Ａ）に示すｎチャネル型トランジスタ７０４及びｐチャネル型トランジスタ７０５
は、図２乃至図４に示すオペアンプ１１２を構成するトランジスタ、図６（Ａ）に示す酸
化物半導体トランジスタ７２４は、図１乃至図４に示すトランジスタ１０１、並びに、図
６（Ａ）に示す酸化物半導体トランジスタ７８１は、図１及び図２のトランジスタ１２４
、図３のトランジスタ１４４、図４のトランジスタ１５４として用いることができる。
【０１４２】
これにより、オペアンプ１１２を構成するトランジスタ、並びに、酸化物半導体トランジ
スタであるトランジスタ１０１、及び電圧変換回路のトランジスタ（トランジスタ１２４
、トランジスタ１４４、及びトランジスタ１５４）を、絶縁膜７１２を介して同一基板７
００上に積層することができる。これにより、ＤＣ－ＤＣコンバータの占有面積の増大を
抑制することができる。
【０１４３】
また、酸化物半導体トランジスタであるトランジスタ１０１、及び電圧変換回路のトラン
ジスタ（トランジスタ１２４、トランジスタ１４４、及びトランジスタ１５４）を同じ作
製工程で作製することができるので、作製工程及び作製コストを低減させることができる
。
【０１４４】
図６（Ｂ）に図６（Ａ）とは異なる構成を有する積層構造を示す。
【０１４５】
図６（Ｂ）には、ｎチャネル型トランジスタ７０４、ｐチャネル型トランジスタ７０５が
示されている。さらに図６（Ｂ）には、ｎチャネル型トランジスタ７０４及びｐチャネル
型トランジスタ７０５上に、酸化物半導体膜を用いたチャネル保護構造の、ボトムゲート
型の酸化物半導体トランジスタ７２５及び酸化物半導体トランジスタ７５１が形成されて
いる。
【０１４６】
酸化物半導体トランジスタ７２５は、絶縁膜７１２上に形成されたゲート電極７３０と、
ゲート電極７３０上のゲート絶縁膜７３１と、ゲート絶縁膜７３１上においてゲート電極
７３０と重なっている島状の酸化物半導体膜７３２と、ゲート電極７３０と重なる位置に
おいて島状の酸化物半導体膜７３２上に形成されたチャネル保護膜７３３と、酸化物半導
体膜７３２上に形成された電極７３４及び電極７３５と、電極７３４、電極７３５及びチ
ャネル保護膜７３３上に形成された絶縁膜７３６を有する。
【０１４７】
酸化物半導体トランジスタ７５１は、絶縁膜７１２上に形成されたゲート電極７５０と、
ゲート電極７５０上のゲート絶縁膜７３１と、ゲート絶縁膜７３１上においてゲート電極
７５０と重なっている島状の酸化物半導体膜７５２と、ゲート電極７５０と重なる位置に
おいて島状の酸化物半導体膜７５２上に形成されたチャネル保護膜７５３と、酸化物半導
体膜７５２上に形成された電極７５４及び電極７５５と、電極７５４、電極７５５及びチ
ャネル保護膜７５３上に形成された絶縁膜７３６を有する。
【０１４８】
チャネル保護膜７３３及びチャネル保護膜７５３を設けることによって、酸化物半導体膜
７３２及び酸化物半導体膜７５２それぞれのチャネル形成領域となる部分に対する、後の
工程における、エッチング時のプラズマやエッチング剤による膜減りなどのダメージを防
ぐことができる。従ってトランジスタの信頼性を向上させることができる。
【０１４９】
チャネル保護膜７３３及びチャネル保護膜７５３には、酸素を含む無機材料（酸化珪素、
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窒化酸化珪素、酸化窒化珪素、酸化アルミニウム、または酸化窒化アルミニウムなど）を
用いることができる。チャネル保護膜７３３及びチャネル保護膜７５３は、プラズマＣＶ
Ｄ法や熱ＣＶＤ法などの気相成長法やスパッタリング法を用いて形成することができる。
チャネル保護膜７３３及びチャネル保護膜７５３は成膜後にエッチングにより形状を加工
する。ここでは、スパッタ法により酸化珪素膜を形成し、フォトリソグラフィによるマス
クを用いてエッチング加工することでチャネル保護膜７３３及びチャネル保護膜７５３を
形成する。
【０１５０】
酸素を含む無機材料をチャネル保護膜７３３及びチャネル保護膜７５３に用いることで、
水分または水素を低減させるための加熱処理により、酸化物半導体膜７３２及び酸化物半
導体膜７５２中に酸素欠損が発生していたとしても、酸化物半導体膜７３２にチャネル保
護膜７３３から酸素を供給し、並びに、酸化物半導体膜７５２にチャネル保護膜７５３か
ら酸素を供給し、ドナーとなる酸素欠損を低減して化学量論比を満たす構成、またはそれ
以上に酸素が含まれる構成とすることが可能である。酸化物半導体膜７３２及び酸化物半
導体膜７５２には、化学量論比を超える量の酸素が含まれていることが好ましい。よって
、チャネル形成領域を、ｉ型に近づけることができる。チャネル形成領域をｉ型に近づけ
ることにより、酸素欠損による酸化物半導体トランジスタ７２５及び酸化物半導体トラン
ジスタ７５１の電気特性のばらつきを軽減し、電気特性の向上を実現することができる。
【０１５１】
図６（Ｂ）に示すｎチャネル型トランジスタ７０４及びｐチャネル型トランジスタ７０５
は、図２乃至図４に示すオペアンプ１１２を構成するトランジスタ、図６（Ｂ）に示す酸
化物半導体トランジスタ７２５は、図１乃至図４に示すトランジスタ１０１、並びに、図
６（Ｂ）に示す酸化物半導体トランジスタ７５１は、図１及び図２のトランジスタ１２４
、図３のトランジスタ１４４、図４のトランジスタ１５４として用いることができる。
【０１５２】
これにより、オペアンプ１１２を構成するトランジスタ、並びに、酸化物半導体トランジ
スタであるトランジスタ１０１、及び電圧変換回路のトランジスタ（トランジスタ１２４
、トランジスタ１４４、及びトランジスタ１５４）を、絶縁膜７１２を介して同一基板７
００上に積層することができるので、ＤＣ－ＤＣコンバータの占有面積の増大を抑制する
ことができる。
【０１５３】
また、酸化物半導体トランジスタであるトランジスタ１０１、及び電圧変換回路のトラン
ジスタ（トランジスタ１２４、トランジスタ１４４、及びトランジスタ１５４）を同じ作
製工程で作製することができるので、作製工程及び作製コストを低減させることができる
。
【０１５４】
図６（Ｃ）には、ｎチャネル型トランジスタ７０４及びｐチャネル型トランジスタ７０５
が示されている。さらに図６（Ｃ）では、ｎチャネル型トランジスタ７０４及びｐチャネ
ル型トランジスタ７０５上に、酸化物半導体膜を用いたボトムコンタクト型の酸化物半導
体トランジスタ７２６及び酸化物半導体トランジスタ７６０が形成されている。
【０１５５】
酸化物半導体トランジスタ７２６は、絶縁膜７１２上に形成されたゲート電極７４１と、
ゲート電極７４１上のゲート絶縁膜７４２と、ゲート絶縁膜７４２上の電極７４３及び電
極７４４と、ゲート絶縁膜７４２を間に挟んでゲート電極７４１と重なっている酸化物半
導体膜７４５と、酸化物半導体膜７４５上に形成された絶縁膜７４６を有する。
【０１５６】
酸化物半導体トランジスタ７６０は、絶縁膜７１２上に形成されたゲート電極７６１と、
ゲート電極７６１上のゲート絶縁膜７４２と、ゲート絶縁膜７４２上の電極７６３及び電
極７６４と、ゲート絶縁膜７４２を間に挟んでゲート電極７６１と重なっている酸化物半
導体膜７６５と、酸化物半導体膜７６５上に形成された絶縁膜７４６を有する。
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【０１５７】
図６（Ｃ）に示すｎチャネル型トランジスタ７０４及びｐチャネル型トランジスタ７０５
は、図２乃至図４に示すオペアンプ１１２を構成するトランジスタ、図６（Ｃ）に示す酸
化物半導体トランジスタ７２６は、図１乃至図４に示すトランジスタ１０１、並びに、図
６（Ｃ）に示す酸化物半導体トランジスタ７６０は、図１及び図２のトランジスタ１２４
、図３のトランジスタ１４４、図４のトランジスタ１５４として用いることができる。
【０１５８】
これにより、オペアンプ１１２を構成するトランジスタ、並びに、酸化物半導体トランジ
スタであるトランジスタ１０１、及び電圧変換回路のトランジスタ（トランジスタ１２４
、トランジスタ１４４、及びトランジスタ１５４）を、絶縁膜７１２を介して同一基板７
００上に積層することができるので、ＤＣ－ＤＣコンバータの占有面積の増大を抑制する
ことができる。
【０１５９】
また、酸化物半導体トランジスタであるトランジスタ１０１、及び電圧変換回路のトラン
ジスタ（トランジスタ１２４、トランジスタ１４４、及びトランジスタ１５４）を同じ作
製工程で作製することができるので、作製工程及び作製コストを低減させることができる
。
【符号の説明】
【０１６０】
１０１　　トランジスタ
１０２　　入力端子
１１０　　内部電圧生成回路
１１１　　制御回路
１１２　　オペアンプ
１１３　　抵抗
１１４　　抵抗
１１５　　端子
１２１　　電圧変換回路
１２２　　コイル
１２３　　ダイオード
１２４　　トランジスタ
１２５　　コンデンサ
１３０　　内部制御回路
１３１　　出力端子
１４１　　電圧変換回路
１４２　　コイル
１４３　　ダイオード
１４４　　トランジスタ
１４５　　コンデンサ
１４６　　コイル
１４９　　トランス
１５１　　電圧変換回路
１５２　　コイル
１５３　　ダイオード
１５４　　トランジスタ
１５５　　コンデンサ
１５６　　コイル
１５７　　ダイオード
１５８　　コイル
１５９　　トランス
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７００　　基板
７０１　　絶縁膜
７０２　　半導体膜
７０３　　半導体膜
７０４　　ｎチャネル型トランジスタ
７０５　　ｐチャネル型トランジスタ
７０６　　ゲート電極
７０７　　ゲート電極
７０８　　絶縁膜
７１１　　配線
７１２　　絶縁膜
７１３　　ゲート電極
７１４　　ゲート絶縁膜
７１５　　酸化物半導体膜
７１６　　電極
７１７　　電極
７１８　　電極
７１９　　電極
７２０　　電極
７２３　　絶縁膜
７２４　　酸化物半導体トランジスタ
７２５　　酸化物半導体トランジスタ
７２６　　酸化物半導体トランジスタ
７３０　　ゲート電極
７３１　　ゲート絶縁膜
７３２　　酸化物半導体膜
７３３　　チャネル保護膜
７３４　　電極
７３５　　電極
７３６　　絶縁膜
７４１　　ゲート電極
７４２　　ゲート絶縁膜
７４３　　電極
７４４　　電極
７４５　　酸化物半導体膜
７４６　　絶縁膜
７５０　　ゲート電極
７５１　　酸化物半導体トランジスタ
７５２　　酸化物半導体膜
７５３　　チャネル保護膜
７５４　　電極
７５５　　電極
７６０　　酸化物半導体トランジスタ
７６１　　ゲート電極
７６３　　電極
７６４　　電極
７６５　　酸化物半導体膜
７７３　　ゲート電極
７７５　　酸化物半導体膜
７７９　　電極
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７８０　　電極
７８１　　酸化物半導体トランジスタ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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