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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化物層と、
　前記酸化物層と電気的に接続された、ソース電極層と第１及び第２のドレイン電極層と
、
　ゲート絶縁膜を挟んで、前記ソース電極層、前記第１のドレイン電極層、及び前記酸化
物層と重なる第１のゲート電極と、
　前記ゲート絶縁膜を挟んで、前記ソース電極層、前記第２のドレイン電極層、及び前記
酸化物層と重なる第２のゲート電極層と、
　前記ゲート絶縁膜を挟んで、前記酸化物層の側面と重なる第３のゲート電極層と、を有
することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記ソース電極層と前記第１のドレイン電極層は、トランジスタのチャネル長方向と略
平行な方向に沿って並置され、
　前記ソース電極層と前記第２のドレイン電極層は、前記トランジスタのチャネル長方向
と略平行な方向に沿って並置され、
　前記第１及び第２のゲート電極層は、前記トランジスタのチャネル幅方向と略平行な方
向に沿って並置されている半導体装置。
【請求項３】
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　請求項１又は請求項２において、
　ゲート電極層が前記第１のドレイン電極層に電気的に接続される第１のトランジスタと
、
　ゲート電極層が前記第２のドレイン電極層に電気的に接続される第２のトランジスタと
、を有し、
　前記第１のゲート電極層の電位に従い、前記第１のトランジスタのゲート電極層に蓄積
される電荷が第１のデータとして保持され、
　前記第２のゲート電極層の電位に従い、前記第２のトランジスタのゲート電極層に蓄積
される電荷が第２のデータとして保持されることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記第１及び第２のデータは、２ビット以上のデータであることを特徴とする半導体装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関する。とくに酸化物半導体を含む半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、エネルギー資源問題に対する関心の高まりなどから、半導体装置の低消費電力化
に関する技術開発が活発に進められている。
【０００３】
　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す。半導体装置
は、トランジスタを用いて構成され、例えばトランジスタを用いて構成されたメモリやプ
ロセッサなどの機能回路を有する。
【０００４】
　上記半導体装置としては、例えば記憶素子であるトランジスタ（メモリトランジスタと
もいう）を備えるメモリを具備する半導体装置が挙げられる（例えば特許文献１）。
【０００５】
　特許文献１に示す半導体装置において、メモリトランジスタは、制御ゲート電極と、チ
ャネル形成層と、制御ゲート電極およびチャネル形成層の間に設けられた浮遊ゲート電極
と、を含む。上記浮遊ゲート電極にデータとなる電荷が蓄積されることにより、メモリト
ランジスタにデータが書き込まれる。
【０００６】
　特許文献１に示す従来の半導体装置では、電荷のリークによるデータの消失、消費電力
が高い、記憶素子の劣化など様々な問題があった。
【０００７】
　また、上記半導体装置の他の一例としては、選択トランジスタおよび出力トランジスタ
を用いたメモリを有する半導体装置が挙げられる（例えば特許文献２）。
【０００８】
　特許文献２に示す半導体装置では、選択トランジスタをオン状態にして、出力トランジ
スタのゲートに蓄積する電荷を制御することによりデータを書き込む。その後、選択トラ
ンジスタをオフ状態にすることにより、出力トランジスタのゲートに蓄積された電荷が保
持されるため、データを保持することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開昭５７－１０５８８９号公報
【特許文献２】特開２０１１－１７１７０２号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記半導体装置において、消費電力を低減するためには、例えばトランジスタのリーク
電流を低くすることが好ましい。特に、半導体装置のトランジスタのゲートとソースの間
の電圧が０Ｖの状態において、ソースとドレインの間、ゲートとソースの間、ゲートとド
レインの間のリーク電流を低くすることができれば大幅に消費電力を低減することができ
る。
【００１１】
　また、特許文献２に示す半導体装置のように、酸化物半導体を用いて形成されるトラン
ジスタを、記憶回路に用いる技術が開示されている。該酸化物半導体を用いて形成される
トランジスタは、リーク電流が低いため、保持している電荷の放出を抑制することができ
る。
【００１２】
　しかしながら、酸化物半導体を用いたトランジスタは、水素、水分等の不純物または、
該酸化物半導体に接する絶縁膜からの不純物が、酸化物半導体中に入り込むことによって
キャリアが形成され、該トランジスタの電気特性が変動し、ノーマリーオンの特性になり
やすいといった問題がある。
【００１３】
　上記問題に鑑み、本発明の一態様の半導体装置では、酸化物半導体を用いるトランジス
タにおいて、該トランジスタに安定した電気特性を付与することを課題の一とする。特に
、該トランジスタのリーク電流を低くすることを課題の一とする。また、該トランジスタ
のリーク電流を低くすることによって、消費電力を低減することを課題の一とする。
【００１４】
　なお、本発明の一態様では、上記に示す複数の課題の少なくとも一つを解決できる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の一態様では、トランジスタのチャネルが形成される領域に酸化物半導体を含む
酸化物層を設ける。該酸化物半導体をチャネル形成領域として用いるトランジスタはオフ
電流を極めて低くすることができる。また、該酸化物半導体の上面に重畳するゲート電極
層と、該酸化物半導体の側面に重畳するゲート電極層と、を含む複数のゲート電極層の構
造とすることで、トランジスタのリーク電流を低減することができる。より詳細には、以
下の通りである。
【００１６】
　本発明の一態様は、酸化物層と、酸化物層に接するソース電極層と、酸化物層に接する
第１のドレイン電極層と、酸化物層に接する第２のドレイン電極層と、酸化物層に接する
ゲート絶縁膜と、ゲート絶縁膜を挟んで、ソース電極層および第１のドレイン電極層に重
畳し且つ酸化物層の上面に重畳する第１のゲート電極層と、ゲート絶縁膜を挟んで、ソー
ス電極層および第２のドレイン電極層に重畳し且つ酸化物層の上面に重畳する第２のゲー
ト電極層と、ゲート絶縁膜を挟んで、酸化物層の側面に重畳する第３のゲート電極層と、
を有する半導体装置である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の一態様では、トランジスタのリーク電流を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】半導体装置を説明する上面図および断面図。
【図２】半導体装置を説明する上面図および断面図。
【図３】半導体装置を説明する上面図および断面図。
【図４】半導体装置を説明する上面図および断面図。
【図５】本発明の一態様に係る酸化物積層を説明する断面図。



(4) JP 6204145 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

【図６】本発明の一態様に係る酸化物積層のバンド構造を説明する図。
【図７】本発明の一態様に係る酸化物積層のバンド構造を説明する図。
【図８】本発明の一態様に係る酸化物積層のバンド構造を説明する図。
【図９】半導体装置を説明する上面図および断面図。
【図１０】本発明の一態様に係る酸化物積層を説明する断面図。
【図１１】メモリセルの例を説明する図。
【図１２】メモリセルの例を説明する図。
【図１３】メモリセルの構造例を説明する図。
【図１４】半導体装置のブロック図。
【図１５】半導体装置のブロック図。
【図１６】半導体装置を適用することができる電子機器を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明に係る実施の形態の例について説明する。なお、本発明の趣旨および範囲から逸
脱することなく実施の形態の内容を変更することは、当業者であれば容易である。よって
、例えば本発明は、下記実施の形態の記載内容に限定されない。
【００２０】
　なお、各実施の形態の内容を互いに適宜組み合わせることができる。また、各実施の形
態の内容を互いに適宜置き換えることができる。
【００２１】
　また、第１、第２などの序数は、構成要素の混同を避けるために付しており、各構成要
素の数は、序数に限定されない。
【００２２】
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。
【００２３】
また、本明細書において、結晶が三方晶または菱面体晶である場合、六方晶系として表す
。
【００２４】
（実施の形態１）
　本実施の形態では、本発明の一態様である半導体装置の一例について図１乃至図３を用
いて説明する。
【００２５】
　本実施の形態に係る半導体装置の構造例を図１に示す。図１（Ａ）は半導体装置の上面
図であり、図１（Ｂ）は、図１（Ａ）に示す一点鎖線Ａ１－Ａ２の断面図であり、図１（
Ｃ）は、図１（Ａ）に示す一点鎖線Ｂ１－Ｂ２の断面図であり、図１（Ｄ）は、図１（Ａ
）に示す一点鎖線Ｃ１－Ｃ２の断面図である。なお、図１（Ａ）の上面図では、図の明瞭
化のために一部の要素を透過、または省いて図示している。
【００２６】
　図１に示す半導体装置は、基板１０２上に形成された絶縁膜１０４と、絶縁膜１０４上
に形成された酸化物層１０６と、酸化物層１０６上に形成されたソース電極層１２０ａと
、酸化物層１０６上に形成されたドレイン電極層１２０ｂ＿１およびドレイン電極層１２
０ｂ＿２と、酸化物層１０６、ソース電極層１２０ａ、ドレイン電極層１２０ｂ＿１、お
よびドレイン電極層１２０ｂ＿２の上に形成されたゲート絶縁膜１１２と、ゲート絶縁膜
１１２の上に形成され、ゲート絶縁膜１１２を挟んで酸化物層１０６の上面に重畳するゲ
ート電極層１１４ａ＿１およびゲート電極層１１４ａ＿２と、ゲート絶縁膜１１２を挟ん
で酸化物層１０６の側面に重畳するゲート電極層１１４ｂ＿１およびゲート電極層１１４
ｂ＿２と、を有する。また、ゲート絶縁膜１１２およびゲート電極層１１４ａ＿２上に、
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保護絶縁膜１１６を含む構成としても良い。なお、保護絶縁膜１１６の上方に他の絶縁層
または配線等を形成してもよい。このとき、図１（Ａ）に示す半導体装置において、ゲー
ト電極層１１４ａ＿１、ソース電極層１２０ａ、ドレイン電極層１２０ｂ＿１を含む領域
と、ゲート電極層１１４ａ＿２、ソース電極層１２０ａ、ドレイン電極層１２０ｂ＿２を
含む領域のそれぞれを１つのトランジスタとみなしてもよいが、これに限定されない。
【００２７】
　また、ソース電極層１２０ａは、ソース電極層１０８ａと、ソース電極層１１０ａと、
を含む構成であり、ドレイン電極層１２０ｂは、ドレイン電極層１０８ｂと、ドレイン電
極層１１０ｂと、を含む構成である。例えば、ドレイン電極層１２０ｂ＿１は、ドレイン
電極層１０８ｂ＿１およびドレイン電極層１１０ｂ＿１を含み、ドレイン電極層１２０ｂ
＿２は、ドレイン電極層１０８ｂ＿２およびドレイン電極層１１０ｂ＿２を含む。
【００２８】
　このように、ソース電極層１２０ａおよびドレイン電極層１２０ｂを積層構造とするこ
とによって、チャネル長（Ｌ長ともいう。）が短いトランジスタを形成することができる
。例えば、ソース電極層１０８ａ、およびドレイン電極層１０８ｂとして、酸素と結合し
易い導電材料を用いて形成した場合、酸化物層１０６と接触させることで、酸化物層１０
６中の酸素が、酸素と結合し易い導電材料側に拡散または移動する現象が起こる。トラン
ジスタの作製工程には、いくつかの加熱工程があることから、上記現象により、酸化物層
のソース電極層およびドレイン電極層と接触した近傍の領域に酸素欠損が発生し、当該領
域はｎ型化する。しかし、本実施の形態に示す半導体装置においては、ソース電極層１０
８ａ、およびドレイン電極層１０８ｂ上にソース電極層１１０ａおよびドレイン電極層１
１０ｂを設ける構成を用い、ソース電極層１１０ａおよびドレイン電極層１１０ｂに酸素
と結合しにくい導電材料を用いることによって、チャネル長（Ｌ長）の短い、例えば、Ｌ
＝３０ｎｍ以下のトランジスタを形成することができる。なお、図１（Ｄ）において、チ
ャネル長（Ｌ長）は、ソース電極層１１０ａと、ドレイン電極層１１０ｂ＿２の間の距離
である。
【００２９】
　また、ソース電極層１２０ａと、ドレイン電極層１２０ｂ＿１は、図１（Ａ）に示す第
１の方向１と略平行な方向に沿って並置されていることが好ましい。ここで、第１の方向
とは、例えば図１（Ａ）に示すように、ゲート電極層１１４ａ、ソース電極層１２０ａ、
およびドレイン電極層１２０ｂにより構成されるトランジスタのチャネル長方向と同じ方
向である。
【００３０】
　また、ソース電極層１２０ａと、ドレイン電極層１２０ｂ＿２は、第１の方向１と略平
行な方向に沿って並置されていることが好ましい。なお、略平行とは、平行線に対して－
５°乃至＋５°の誤差も含む。
【００３１】
　ゲート電極層１１４ａ＿１は、ゲート絶縁膜１１２を挟んでソース電極層１２０ａおよ
びドレイン電極層１２０ｂ＿１に重畳して設けられ、ゲート電極層１１４ａ＿２は、ゲー
ト絶縁膜１１２を挟んでソース電極層１２０ａおよびドレイン電極層１２０ｂ＿２に重畳
して設けられる。
【００３２】
　また、ゲート電極層１１４ａ＿１およびゲート電極層１１４ａ＿２は、図１（Ａ）に示
す第２の方向２と略平行な方向に沿って並置されていることが好ましい。ここで、第２の
方向とは、例えば図１（Ａ）に示すように、ゲート電極層１１４ａ、ソース電極層１２０
ａ、およびドレイン電極層１２０ｂにより構成されるトランジスタのチャネル幅方向と同
じ方向である。トランジスタのチャネル幅方向とは、例えば２次元平面において、トラン
ジスタのチャネル長方向と略垂直な方向である。なお、略垂直な方向とは、垂直線に対し
て－５°乃至＋５°の誤差も含む。
【００３３】
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　また、図１（Ａ）および（Ｂ）に示すように、本実施の形態の半導体装置は、酸化物層
１０６の上面に重畳するゲート電極層１１４ａ＿１およびゲート電極層１１４ａ＿２と、
酸化物層１０６の側面に重畳するゲート電極層１１４ｂ＿１およびゲート電極層１１４ｂ
＿２と、を有する。なお、本実施の形態においては、ゲート電極層１１４ｂ＿１およびゲ
ート電極層１１４ｂ＿２を有する構成について説明するが、これに限定されず、ゲート電
極層１１４ｂは、酸化物層１０６の側面に重畳する領域に、一つ形成されればよい。例え
ば、ゲート電極層１１４ｂ＿１のみを設ける構成としてもよい。また、ゲート電極層１１
４ｂを３つ以上設けてもよい。
【００３４】
　また、酸化物層１０６は、少なくとも１層以上の酸化物層で構成される。該１層以上の
酸化物層は、少なくとも酸化物半導体層を含む構成である。なお、図１に示す酸化物層１
０６は、１層のみで形成される構成のため、酸化物層１０６として酸化物半導体層を用い
る。
【００３５】
　酸化物層１０６として、酸化物半導体層を含む構成とし、該酸化物半導体層を真性また
は実質的に真性とすることで、オフ電流が極めて低いトランジスタを実現することができ
る。
【００３６】
　なお、酸化物半導体層を真性または実質的に真性とするためには、ＳＩＭＳにおける分
析において、酸化物半導体層中のシリコン濃度を１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、
好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは３×１０１８ａｔｏｍｓ／
ｃｍ３未満、好ましくは１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満とする。また、酸化物半導
体層中の水素濃度は、２×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは５×１０１９ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好
ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。また、酸化物半導体層中の窒素濃
度は、５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ
３以下、より好ましくは１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは５×１
０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。
【００３７】
　また、酸化物半導体層が結晶を含む場合、シリコンや炭素が高濃度で含まれると、酸化
物半導体層の結晶性を低下させることがある。酸化物半導体層の結晶性を低下させないた
めには、シリコン濃度を１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは５×１０１８

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、さらに好ましくは１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満とすれ
ばよい。また、炭素濃度を１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは５×１０１

８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、さらに好ましくは１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満とす
ればよい。
【００３８】
　また、上述のように高純度化された酸化物半導体層をチャネル形成領域に用いたトラン
ジスタのオフ電流は極めて小さい。例えば、高純度化された酸化物半導体層を用いたトラ
ンジスタがオフ状態のときのドレイン電流は、室温（２５℃程度）にて１×１０－１８Ａ
以下、好ましくは１×１０－２１Ａ以下、さらに好ましくは１×１０－２４Ａ以下、また
は８５℃にて１×１０－１５Ａ以下、好ましくは１×１０－１８Ａ以下、さらに好ましく
は１×１０－２１Ａ以下とすることができる。なお、トランジスタがオフ状態とは、ｎチ
ャネル型のトランジスタの場合、ゲート電圧がしきい値電圧よりも十分小さい状態をいう
。具体的には、ゲート電圧がしきい値電圧よりも１Ｖ以上、２Ｖ以上または３Ｖ以上小さ
ければ、トランジスタはオフ状態となる。なお、図１（Ｄ）において、チャネル形成領域
とは、酸化物半導体層を含む酸化物層１０６のゲート電極層１１４ａ＿２が重畳している
領域をいう。ただし、酸化物層１０６中にｎ型化領域１０７が形成されうる場合において
は、酸化物層１０６のゲート電極層１１４ａ＿２が重畳し、且つｎ型化領域１０７に挟ま
れた領域がチャネル形成領域となる。このように、チャネル形成領域は、酸化物層１０６
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のゲート電極層１１４ａ＿２が重畳している領域に主に形成され、酸化物層１０６の半導
体特性に依存する。したがって、酸化物層１０６のゲート電極層１１４ａ＿２が重畳した
領域は、ｉ型の場合にはチャネル形成領域であり、ｎ型の場合にはチャネル形成領域でな
い場合がある。また、チャネルとは、チャネル形成領域において、電流が主として流れる
領域をいう。例えば、図１（Ｄ）において、酸化物層１０６のゲート電極層１１４ａ＿２
が重畳し、且つ第２のソース電極層１１０ａと第２のドレイン電極層１１０ｂの間であり
、且つゲート絶縁膜１１２近傍の領域をいう。
【００３９】
　また、上述した酸化物半導体を含む酸化物層１０６の側面に重畳するゲート電極層１１
４ｂ（図１においては、ゲート電極層１１４ｂ＿１および１１４ｂ＿２）を設けることで
、酸化物層１０６の側面から電位を与えることができる。酸化物層１０６の側面から電位
を与えることによって、酸化物層１０６のしきい値電圧を制御することができる。例えば
、酸化物半導体を含む酸化物層１０６は、ｎチャネル型のトランジスタの場合、ゲート電
極層１１４ｂの側面から負電位を与えることによって、トランジスタのしきい値電圧をプ
ラス方向にシフトさせることができる。したがって、トランジスタのリーク電流を抑制す
ることができる。
【００４０】
　すなわち、酸化物層１０６の側面に重畳するゲート電極層１１４ｂは、サイドゲート電
極として機能することができる。なお、酸化物層１０６の厚さを厚くしてもよい。酸化物
層１０６の厚さを厚く形成することで、ゲート電極層１１４ｂからの電位の影響を受けや
すくなるため、しきい値電圧を制御しやすくなる。例えば、酸化物層１０６の厚さとして
は、１５ｎｍ～１５００ｎｍとすることができる。サイドゲート電極を設けることによっ
て、酸化物層１０６のチャネル形成領域を完全空乏化、または実質的に完全空乏化させる
ことが可能となり、このような構造のトランジスタは、オフ電流が極めて低いといった効
果が得られる。
【００４１】
　また、酸化物層１０６の側面に重畳するゲート電極層１１４ｂを設け、さらに一つの島
状の酸化物層１０６の上面に重畳する位置に形成された複数のゲート電極層（図１におい
ては、ゲート電極層１１４ａ＿１およびゲート電極層１１４ａ＿２）を設けた場合に、酸
化物層１０６の側面に重畳するゲート電極層１１４ｂに電位を与えることによって、ソー
ス電極層１２０ａとドレイン電極層１２０ｂ＿１の間、およびソース電極層１２０ａとド
レイン電極層１２０ｂ＿２の間をまとめて非導通状態とすることができる。
【００４２】
　ここで、図１に示す半導体装置の駆動方法について、以下説明を行う。ここでは、ドレ
イン電極層１２０ｂ＿１およびドレイン電極層１２０ｂ＿２が浮遊状態になる場合につい
て説明する。
【００４３】
　図１に示す半導体装置では、ゲート電極層１１４ａ＿１およびゲート電極層１１４ａ＿
２の電位のそれぞれを独立に設定してソース電極層１２０ａとドレイン電極層１２０ｂ＿
１との間、およびドレイン電極層１２０ｂ＿２との間を導通状態にすることにより、ドレ
イン電極層１２０ｂ＿１およびドレイン電極層１２０ｂ＿２に蓄積される電荷が設定され
る。
【００４４】
　例えば、まずゲート電極層１１４ａ＿１の電位をハイレベルの電位にしてソース電極層
１２０ａとドレイン電極層１２０ｂ＿１との間を導通状態にして、ドレイン電極層１２０
ｂ＿１に蓄積される電荷を設定する。さらに、ゲート電極層１１４ａ＿１の電位をローレ
ベルの電位にして、ソース電極層１２０ａとドレイン電極層１２０ｂ＿１との間を非導通
状態にし、ゲート電極層１１４ａ＿２の電位をハイレベルの電位にしてソース電極層１２
０ａとドレイン電極層１２０ｂ＿２との間を導通状態にして、ドレイン電極層１２０ｂ＿
２に蓄積される電荷を設定する。
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【００４５】
　さらに、ゲート電極層１１４ａ＿１およびゲート電極層１１４ａ＿２の電位のそれぞれ
を共通にローレベルに設定し、ソース電極層１２０ａとドレイン電極層１２０ｂ＿１との
間を非導通状態にし、ソース電極層１２０ａとドレイン電極層１２０ｂ＿２との間を非導
通状態にする。このとき、ドレイン電極層１２０ｂ＿１およびドレイン電極層１２０ｂ＿
２に蓄積される電荷が保持される。
【００４６】
　また、ゲート電極層１１４ｂ＿１およびゲート電極層１１４ｂ＿２の電位を負電位に設
定する。なお、ここでは、ゲート電極層１１４ｂ＿１およびゲート電極層１１４ｂ＿２の
電位を負電位にする設定は、ゲート電極層１１４ａ＿１およびゲート電極層１１４ａ＿２
の電位をローレベルに設定した後に行う例について説明したが、これに限定されず、あら
かじめゲート電極層１１４ｂ＿１およびゲート電極層１１４ｂ＿２に負電位を与えていて
も良い。
【００４７】
　このように、ゲート電極層１１４ａ＿１およびゲート電極層１１４ａ＿２が重畳する酸
化物層１０６には、共通してゲート電極層１１４ｂ＿１およびゲート電極層１１４ｂ＿２
より電位が与えられる。
【００４８】
　したがって、ドレイン電極層１２０ｂ＿１およびドレイン電極層１２０ｂ＿２が浮遊状
態になる場合、共通して電荷を保持、または極めて長い間電荷を保持することができる。
【００４９】
　また、図１に示す半導体装置においては、一例としてゲート電極層１１４ａ＿１および
ゲート電極層１１４ａ＿２に対してソース電極層１２０ａを一つとしている。複数のゲー
ト電極層に対して共通のソース電極層を用いることにより、ソース電極層を制御するため
の配線の数を少なくできる。ただし、これに限定されず、例えばゲート電極層１１４ａま
たはドレイン電極層１２０ｂの数に対応してソース電極層１２０ａを設けてもよい。
【００５０】
　また、図１に示す半導体装置においては、酸化物層１０６の重畳する領域に、ゲート電
極層１１４ａおよびドレイン電極層１２０ｂのそれぞれが２つの例を示しているが、これ
に限定されず、例えば図２に示すように、ゲート電極層１１４ａおよびドレイン電極層１
２０ｂを４つ設ける構成としてもよい。
【００５１】
　図２（Ａ）は、半導体装置の上面図であり、図２（Ｂ）は、図２（Ａ）に示す一点鎖線
Ａ３－Ａ４の断面図である。なお、図２（Ａ）の上面図では、図の明瞭化のために一部の
要素を透過、または省いて図示している。また、図２（Ａ）および図２（Ｂ）において、
図１（Ａ）乃至図１（Ｄ）と同じ部分については、図１（Ａ）乃至図１（Ｄ）の説明を適
宜援用する。例えば、図２（Ａ）に示す一点鎖線Ｂ１－Ｂ２、および一点鎖線Ｃ１－Ｃ２
は、図１（Ｃ）および図１（Ｄ）に示す断面図をそれぞれ援用することができる。
【００５２】
　図２に示す半導体装置は、図１に示す構成に加え、ゲート電極層１１４ａ＿３、ゲート
電極層１１４ａ＿４、ドレイン電極層１２０ｂ＿３（ドレイン電極層１０８ｂ＿３および
ドレイン電極層１１０ｂ＿３）、ドレイン電極層１２０ｂ＿４（ドレイン電極層１０８ｂ
＿４およびドレイン電極層１１０ｂ＿４）をさらに有する。
【００５３】
　ゲート電極層１１４ａ＿３は、ゲート絶縁膜１１２を挟んでソース電極層１２０ａおよ
びドレイン電極層１２０ｂ＿３に重畳する。また、ゲート電極層１１４ａ＿３は、ゲート
絶縁膜１１２を挟んで酸化物層１０６の上面に重畳する。
【００５４】
　ゲート電極層１１４ａ＿４は、ゲート絶縁膜１１２を挟んでソース電極層１２０ａおよ
びドレイン電極層１２０ｂ＿４に重畳する。また、ゲート電極層１１４ａ＿４は、ゲート
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絶縁膜１１２を挟んで酸化物層１０６の上面に重畳する。
【００５５】
　例えば、本実施の形態の半導体装置をメモリ素子に用いる場合、ゲート電極層１１４ａ
は、本実施の形態に示すように４つの構成の他、２ｎ（ｎは自然数）個設けると好適であ
る。
【００５６】
　ただし、図３に示すように、ゲート電極層１１４ａおよびドレイン電極層１２０ｂが１
つの構成としてもよい。
【００５７】
　図３（Ａ）、（Ｃ）は、半導体装置の上面図であり、図３（Ｂ）は、図３（Ａ）に示す
一点鎖線Ａ５－Ａ６の断面図であり、図３（Ｄ）は、図３（Ｃ）に示す一点鎖線Ａ７－Ａ
８の断面図である。なお、図３（Ａ）、（Ｃ）の上面図では、図の明瞭化のために一部の
要素を透過、または省いて図示している。また、図３（Ａ）乃至図３（Ｄ）において、図
１（Ａ）乃至図１（Ｄ）または図２（Ａ）乃至図２（Ｂ）と同じ部分については、図１（
Ａ）乃至図１（Ｄ）または図２（Ａ）乃至図２（Ｂ）の説明を適宜援用する。例えば、図
３（Ａ）、（Ｃ）に示す一点鎖線Ｂ１－Ｂ２、および一点鎖線Ｃ１－Ｃ２は、図１（Ｃ）
および図１（Ｄ）に示す断面図をそれぞれ援用することができる。
【００５８】
　図３に示す半導体装置は、図１のゲート電極層１１４ａ＿１およびゲート電極層１１４
ａ＿２の代わりにゲート電極層１１４ａを有し、ドレイン電極層１２０ｂ＿１およびドレ
イン電極層１２０ｂ＿２の代わりにドレイン電極層１２０ｂ（ドレイン電極層１０８ｂお
よびドレイン電極層１１０ｂ）を有する。
【００５９】
　ゲート電極層１１４ａは、ゲート絶縁膜１１２を挟んでソース電極層１２０ａおよびド
レイン電極層１２０ｂに重畳する。また、ゲート電極層１１４ａは、ゲート絶縁膜１１２
を挟んで酸化物層１０６の上面に重畳する。
【００６０】
　また、図３（Ａ）、（Ｂ）に示す半導体装置においては、ソース電極層１２０ａ（より
具体的にはソース電極層１１０ａ）およびドレイン電極層１２０ｂ（より具体的にはドレ
イン電極層１１０ｂ）が酸化物層１０６の第２の方向の側面と概略同じ位置に形成されて
いる。
【００６１】
　一方、図３（Ｃ）、（Ｄ）に示す半導体装置においては、ソース電極層１２０ａ（より
具体的にはソース電極層１１０ａ）およびドレイン電極層１２０ｂ（より具体的にはドレ
イン電極層１１０ｂ）が酸化物層１０６の第２の方向の側面よりも内側に形成されている
。
【００６２】
　このように酸化物層１０６に対してソース電極層１２０ａ、およびドレイン電極層１２
０ｂが形成される位置は、ゲート電極層１１４ｂ＿１およびゲート電極層１１４ｂ＿２か
ら酸化物層１０６に電位を与える際に影響する。
【００６３】
　例えば、図１に示す構造においては、ゲート電極層１１４ｂ＿１およびゲート電極層１
１４ｂ＿２の下方にソース電極層１２０ａが配置されているため、ゲート電極層１１４ｂ
＿１およびゲート電極層１１４ｂ＿２に電位を与えた際に、ソース電極層１２０ａによっ
て、電界が遮蔽される恐れがある。一方で、図３（Ａ）、（Ｂ）または図３（Ｃ）、（Ｄ
）に示す構成とすることによって、ソース電極層１２０ａまたはドレイン電極層１２０ｂ
による電界の遮蔽を緩和させることができるので、好適である。
【００６４】
　上記で一例として説明したように、半導体装置を、酸化物層１０６と、酸化物層１０６
に接するソース電極層１２０ａと、酸化物層１０６に接する第Ｋ（Ｋは１以上ｎ（ｎは２
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以上の自然数）以下の整数）のドレイン電極層１２０ｂと、酸化物層１０６に接するゲー
ト絶縁膜１１２と、ゲート絶縁膜１１２を挟んで、酸化物層１０６の上面に重畳する第Ｋ
のゲート電極層１１４ａと、ゲート絶縁膜１１２を挟んで、酸化物層１０６の側面に重畳
するゲート電極層１１４ｂと、を有し、第Ｋのゲート電極層１１４ａは、ゲート絶縁膜１
１２を挟んでソース電極層１２０ａに重畳し、且つ第Ｋのドレイン電極層１２０ｂに重畳
する構成にすることができる。
【００６５】
　なお、図１乃至図３において、酸化物層１０６の上方にゲート電極層１１４ａを設けた
構造について説明したが、これに限定されず、ゲート電極層１１４ａの上方に酸化物層１
０６を設けてもよい。
【００６６】
　ここで、図１乃至図３に示す半導体装置の各構成要素の詳細について、以下説明する。
【００６７】
　基板１０２は、トランジスタなどの他の素子が形成された基板であってもよい。この場
合、ゲート電極層１１４ａ、ゲート電極層１１４ｂ、ソース電極層１２０ａ、ドレイン電
極層１２０ｂの少なくとも一つは、上記の他の素子と電気的に接続されていてもよい。
【００６８】
　絶縁膜１０４は、基板１０２からの不純物の拡散を防止する機能を有する。また、酸化
物層１０６に酸素を供給する機能を有する。絶縁膜１０４としては、過剰な酸素を含む絶
縁膜を適用することが好ましい。過剰な酸素を含む絶縁膜とは、加熱処理などによって酸
素を放出することができる酸化物絶縁膜をいう。好ましくは、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１．０×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上であ
る膜とする。また、過剰な酸素とは、加熱処理により絶縁膜１０４、酸化物層１０６、お
よびゲート絶縁膜１１２間を移動可能な酸素、または、本来の化学量論的組成にある酸素
より過剰に存在する酸素、または、酸素の不足によるＶｏ（酸素ベーカンシー（空孔））
を満たす、または充填する機能を有する酸素を示す。絶縁膜１０４から放出される酸素は
、酸化物層１０６のチャネル形成領域に拡散させることができることから、酸化物層に形
成されうる酸素欠損に酸素を補填することができる。したがって、安定したトランジスタ
の電気特性を得ることができる。
【００６９】
　酸化物層１０６としては、例えばＩｎ系金属酸化物、Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｚｎ系
金属酸化物、またはＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系金属酸化物などを用いることができる。
【００７０】
　また、上記Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系金属酸化物に含まれるＧａの一部若しくは全部の代わり
に他の金属元素を含む金属酸化物を用いてもよい。上記他の金属元素としては、例えばガ
リウムよりも多くの酸素原子と結合が可能な金属元素を用いればよく、例えばジルコニウ
ム、ゲルマニウム、および錫のいずれか一つまたは複数の元素を用いればよい。また、上
記他の金属元素としては、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、サマリウム、
ユウロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、
ツリウム、イッテルビウム、およびルテチウムのいずれか一つまたは複数の元素を用いれ
ばよい。これらの金属元素は、スタビライザとしての機能を有する。なお、これらの金属
元素の添加量は、金属酸化物が半導体として機能することが可能な量である。ガリウムよ
りも多くの酸素原子と結合が可能な金属元素を用い、さらには金属酸化物中に酸素を供給
することにより、金属酸化物中の酸素欠陥を低減することができる。
【００７１】
　例えば、酸化物層１０６は、Ｃ　Ａｘｉｓ　Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ
　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ（以下、ＣＡＡＣ－ＯＳという。）であって
もよい。
【００７２】
　ＣＡＡＣ－ＯＳによる膜（以下、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜）は、複数の結晶部を有する酸化物
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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－ＯＳ膜に含まれる結晶部は、一辺が１０ｎｍ未満、５
ｎｍ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、ＣＡＡ
Ｃ－ＯＳ膜について詳細な説明を行う。
【００７３】
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。
【００７４】
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。
【００７５】
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。
【００７６】
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。
【００７７】
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。
【００７８】
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。
【００７９】
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。
【００８０】
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。
【００８１】
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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。
【００８２】
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。
【００８３】
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。
【００８４】
　ＣＡＡＣ－ＯＳを形成するために、以下の条件を適用することが好ましい。
【００８５】
　例えば、不純物濃度を低減させてＣＡＡＣ－ＯＳを形成することにより、不純物による
酸化物半導体の結晶状態の崩壊を抑制できる。例えば、スパッタリング装置の成膜室内に
存在する不純物（水素、水、二酸化炭素、および窒素など）を低減することが好ましい。
また、成膜ガス中の不純物を低減することが好ましい。例えば、成膜ガスとして露点が－
８０℃以下、さらには－１２０℃以下である成膜ガスを用いることが好ましい。
【００８６】
　また、成膜時の基板加熱温度を高くすることが好ましい。上記基板加熱温度を高くする
ことにより、平板状のスパッタリング粒子が基板に到達したときに、スパッタリング粒子
のマイグレーションが起こり、平らな面を向けてスパッタリング粒子を基板に付着させる
ことができる。例えば、基板加熱温度を１００℃以上６００℃以下、好ましくは２００℃
以上５００℃以下、さらに好ましくは１５０℃以上４５０℃以下として酸化物半導体膜を
成膜することによりＣＡＡＣ－ＯＳを形成することができる。
【００８７】
　また、成膜ガス中の酸素割合を高くし、電力を最適化して成膜時のプラズマダメージを
抑制させることが好ましい。例えば、成膜ガス中の酸素割合を、３０体積％以上、好まし
くは１００体積％にすることが好ましい。
【００８８】
　また、スパッタリング用ターゲットとしてＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ化合物ターゲットを用
いる場合、例えばＩｎＯｘ粉末、ＧａＯｙ粉末、およびＺｎＯｚ粉末を２：２：１、８：
４：３、３：１：１、１：１：１、４：２：３、または３：１：２のｍｏｌ数比で混合し
て形成したＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ化合物ターゲットを用いることが好ましい。ｘ、ｙ、お
よびｚは任意の正の数である。
【００８９】
　また、スパッタリングにより酸化物膜を成膜する場合、成膜時の基板加熱に加え、加熱
処理を行うことで、酸化物膜中の不純物濃度を低減することが可能となる。
【００９０】
　酸化物膜中の水素濃度は、二次イオン質量分析（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｉｏ
ｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）において、２×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３

以下、好ましくは５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは１×１０１９ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とするこ
とができる。
【００９１】
　また、酸化物膜中の窒素濃度は、ＳＩＭＳにおいて、５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３
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未満、好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは１×１０１８ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とするこ
とができる。
【００９２】
　また、酸化物膜中の炭素濃度は、ＳＩＭＳにおいて、５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３

未満、好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは１×１０１８ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とするこ
とができる。
【００９３】
　また、酸化物膜中のシリコン濃度は、ＳＩＭＳにおいて、５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃ
ｍ３未満、好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは１×１０１

８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とす
ることができる。
【００９４】
　また、酸化物膜は、昇温脱離ガス分光法（ＴＤＳ：Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｄｅｓｏｒｐｔｉ
ｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）分析によるｍ／ｚが２（水素分子など）である気体分
子（原子）、ｍ／ｚが１８である気体分子（原子）、ｍ／ｚが２８である気体分子（原子
）およびｍ／ｚが４４である気体分子（原子）の放出量が、それぞれ１×１０１９個／ｃ
ｍ３以下、好ましくは１×１０１８個／ｃｍ３以下とすることができる。
【００９５】
　ソース電極層１０８ａ、ドレイン電極層１０８ｂ＿１、ドレイン電極層１０８ｂ＿２、
ドレイン電極層１０８ｂ＿３、およびドレイン電極層１０８ｂ＿４としては、酸素と結合
し易い導電材料を用いることができる。例えば、Ａｌ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏ、
Ｗなどを用いることができる。後のプロセス温度が比較的高くできることなどから、融点
の高いＷを用いることが特に好ましい。なお、酸素と結合し易い導電材料には、酸素が拡
散または移動し易い材料も含まれる。
【００９６】
　酸素と結合し易い導電材料と酸化物層を接触させると、酸化物層中の酸素が、酸素と結
合し易い導電材料側に拡散または移動する現象が起こる。トランジスタの作製工程には、
いくつかの加熱工程があることから、上記現象により、酸化物層のソース電極層およびド
レイン電極層と接触した近傍の領域に酸素欠損が発生し、当該領域はｎ型化する。したが
って、ｎ型化した当該領域はトランジスタのソースまたはドレインとして作用させること
ができる。
【００９７】
　なお、図１において、酸化物層１０６中のｎ型化した領域を、ｎ型化領域１０７として
、破線で示す。
【００９８】
　チャネル長が極短いトランジスタを形成する場合、上記酸素欠損の発生によってｎ型化
した領域がトランジスタのチャネル長方向に延在してしまうことがある。この場合、トラ
ンジスタの電気特性には、しきい値電圧のシフトやゲート電圧でオンオフの制御ができな
い状態（導通状態）が現れる。そのため、チャネル長が短いトランジスタを形成する場合
は、ソース電極およびドレイン電極に酸素と結合し易い導電材料を用いることは好ましく
ない。
【００９９】
　したがって、本実施の形態に示すようにソース電極層およびドレイン電極層を積層とし
、チャネル長を定めるソース電極層１１０ａおよびドレイン電極層１１０ｂには、酸素と
結合しにくい導電材料を用いる。当該導電材料としては、例えば、窒化タンタル、窒化チ
タンなどの導電性窒化物、またはルテニウムなどを用いることが好ましい。なお、酸素と
結合しにくい導電材料には、酸素が拡散または移動しにくい材料も含まれる。
【０１００】
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　上記酸素と結合しにくい導電材料をソース電極層１１０ａおよびドレイン電極層１１０
ｂに用いることによって、酸化物層１０６に形成されるチャネル形成領域に酸素欠損が形
成されることを抑制することができ、チャネルのｎ型化を抑えることができる。したがっ
て、チャネル長が短いトランジスタであっても良好な電気特性を得ることができる。
【０１０１】
　なお、上記酸素と結合しにくい導電材料のみでソース電極層およびドレイン電極層を形
成すると、酸化物層１０６とのコンタクト抵抗が高くなりすぎることから、ソース電極層
１０８ａおよびドレイン電極層１０８ｂを酸化物層１０６上に形成し、ソース電極層１０
８ａおよびドレイン電極層１０８ｂを覆うようにソース電極層１１０ａおよびドレイン電
極層１１０ｂを形成することが好ましい。
【０１０２】
　ゲート絶縁膜１１２としては、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化シリコン、
酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化ガリウム、酸化ゲルマニウム
、酸化イットリウム、酸化ジルコニウム、酸化ランタン、酸化ネオジム、酸化ハフニウム
および酸化タンタルを一種以上含む絶縁膜を用いることができる。また、ゲート絶縁膜１
１２は上記材料の積層であってもよい。
【０１０３】
　ゲート電極層１１４ａ及び１１４ｂは、Ａｌ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｙ、Ｚ
ｒ、Ｍｏ、Ｒｕ、Ａｇ、ＴａおよびＷなどの導電膜を用いることができる。また、ゲート
電極層１１４ａ及び１１４ｂは、上記材料の積層であってもよい。
【０１０４】
　保護絶縁膜１１６には、酸素の拡散または移動が少ない材料を用いると良い。また、保
護絶縁膜１１６は、膜中に水素の含有量が少ない材料を用いると良い。保護絶縁膜１１６
中の水素の含有量としては、好ましくは５×１０１９／ｃｍ３未満、さらに好ましくは５
×１０１８／ｃｍ３未満とする。保護絶縁膜１１６中の水素の含有量を上記数値とするこ
とによって、トランジスタのオフ電流を低くすることができる。例えば、保護絶縁膜１１
６としては、窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜を用いるとよい。
【０１０５】
　以上が本実施の形態に係る半導体装置の構造例である。
【０１０６】
　このように本実施の形態に示す半導体装置は、酸化物半導体を含む酸化物層の側面に重
畳するゲート電極層を設けることで、酸化物層の側面から電位を与えることによって、酸
化物層のしきい値電圧を制御することができる。すなわち、酸化物層の側面に重畳するゲ
ート電極層が、サイドゲート電極として機能することができる。サイドゲート電極を設け
ることによって、酸化物層１０６のチャネル形成領域を完全空乏化することが可能となり
、トランジスタのオフ電流を低減する効果が得られる。
【０１０７】
　本発明の一態様は、他の実施の形態と適宜組み合わせて行うことができる。
【０１０８】
（実施の形態２）
　本実施の形態では、本発明の一態様である半導体装置の例について、実施の形態１に示
す半導体装置と異なる態様について、図４乃至図８を用いて説明する。
【０１０９】
　図４に示す半導体装置は、実施の形態１の図１に示す半導体装置の変形例であり、同様
の機能を有する部分については、同様のハッチングを付し、その詳細な説明は省略する。
なお、図４に示す半導体装置は、図１に示す半導体装置の酸化物層１０６を酸化物積層１
６０とした構成である。
【０１１０】
　図４（Ａ）は半導体装置の上面図であり、図４（Ｂ）は、図４（Ａ）に示す一点鎖線Ａ
９－Ａ１０の断面図であり、図４（Ｃ）は、図４（Ａ）に示す一点鎖線Ｂ３－Ｂ４の断面
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図であり、図４（Ｃ）は、図４（Ａ）に示す一点鎖線Ｃ３－Ｃ４の断面図である。なお、
図４（Ａ）の上面図では、図の明瞭化のために一部の要素を透過、または省いて図示して
いる。
【０１１１】
　図４に示す半導体装置は、基板１０２上に形成された絶縁膜１０４と、絶縁膜１０４上
に形成された酸化物積層１６０（一点鎖線）と、酸化物積層１６０の上面の一部および側
面と接するソース電極層１０８ａおよびドレイン電極層１０８ｂ＿２と、ソース電極層１
０８ａおよびドレイン電極層１０８ｂ＿２上にそれぞれ設けられ、酸化物積層１６０の上
面の一部に接する、第２のソース電極層１１０ａおよび第２のドレイン電極層１１０ｂ＿
２と、第２のソース電極層１１０ａおよび第２のドレイン電極層１１０ｂ＿２上に設けら
れ、第２のソース電極層１１０ａおよび第２のドレイン電極層１１０ｂ＿２との間で酸化
物積層１６０の上面と接するゲート絶縁膜１１２と、ゲート絶縁膜１１２を介して酸化物
積層１６０と重畳するゲート電極層１１４ａ＿２と、を有する。また、ゲート絶縁膜１１
２およびゲート電極層１１４ａ＿２上に、保護絶縁膜１１６を含む構成としても良い。な
お、保護絶縁膜１１６の上方に他の絶縁層または配線等を形成してもよい。
【０１１２】
　ゲート電極層１１４ａ＿１は、ゲート絶縁膜１１２を挟んでソース電極層１２０ａおよ
びドレイン電極層１２０ｂ＿１に重畳する。
【０１１３】
　ゲート電極層１１４ａ＿２は、ゲート絶縁膜１１２を挟んでソース電極層１２０ａおよ
びドレイン電極層１２０ｂ＿２に重畳する。
【０１１４】
　また、図４（Ａ）および（Ｂ）に示すように、本実施の形態の半導体装置は、酸化物積
層１６０の上面に重畳するゲート電極層１１４ａ＿１およびゲート電極層１１４ａ＿２と
、酸化物積層１６０の側面に重畳するゲート電極層１１４ｂ＿１およびゲート電極層１１
４ｂ＿２と、を有する。酸化物積層１６０の側面に重畳するゲート電極層１１４ｂ（図４
においては、ゲート電極層１１４ｂ＿１および１１４ｂ＿２）を設けることで、酸化物積
層１６０の側面から電位を与えることができる。酸化物積層１６０の側面から電位を与え
ることによって、酸化物積層１６０のしきい値電圧を制御することができる。例えば、酸
化物積層１６０は、ｎチャネル型のトランジスタの場合、酸化物積層１６０の側面から負
電位を与えることによって、トランジスタのしきい値電圧をプラス方向にシフトさせるこ
とができる。したがって、トランジスタのリーク電流を抑制することができる。
【０１１５】
　酸化物積層１６０は、少なくともチャネルを形成する酸化物半導体層１６２と、酸化物
半導体層１６２と絶縁膜１０４との間に設けられた第１の酸化物層１６１と、酸化物半導
体層１６２とゲート絶縁膜１１２との間に設けられた第２の酸化物層１６３とを含んで構
成される。酸化物半導体層１６２は、第１の酸化物層１６１と第２の酸化物層１６３の間
に設けられている。なお、ｎ型化領域１０７を他の線よりも太い破線で示す。
【０１１６】
　第１の酸化物層１６１および第２の酸化物層１６３は、酸化物半導体層１６２を構成す
る金属元素を一種以上含む酸化物層である。
【０１１７】
　なお、酸化物半導体層１６２は、先の実施の形態１に示す酸化物層１０６の記載を援用
することができる。
【０１１８】
　このように、酸化物積層１６０において、チャネルを形成する酸化物半導体層１６２の
上側および下側に接して、酸化物半導体層１６２よりも酸素欠損の生じにくい酸化物層を
設けることで、トランジスタのチャネルにおける酸素欠損の形成を抑制することができる
。なお、図４（Ｄ）において、チャネル形成領域とは、酸化物積層１６０（第１の酸化物
層１６１、酸化物半導体層１６２、及び第２の酸化物層１６３）のゲート電極層１１４ａ
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＿２が重畳している領域をいう。ただし、酸化物積層１６０中にｎ型化領域１０７が形成
されうる場合においては、酸化物積層１６０のゲート電極層１１４ａ＿２が重畳し、且つ
ｎ型化領域１０７に挟まれた領域がチャネル形成領域となる。このように、チャネル形成
領域は、酸化物積層１６０のゲート電極層１１４ａ＿２が重畳している領域に主に形成さ
れ、酸化物積層１６０の半導体特性に依存する。したがって、酸化物積層１６０のゲート
電極層１１４ａ＿２が重畳した領域は、酸化物積層１６０がｉ型の場合にはチャネル形成
領域であり、酸化物積層１６０がｎ型の場合にはチャネル形成領域でない場合がある。ま
た、チャネルとは、チャネル形成領域において、電流が主として流れる領域をいう。例え
ば、図４（Ｄ）において、酸化物積層１６０のゲート電極層１１４ａ＿２が重畳し、且つ
第２のソース電極層１１０ａと第２のドレイン電極層１１０ｂ＿２の間であり、且つ酸化
物半導体層１６２中の領域をいう。
【０１１９】
　ここで、図４に示す酸化物積層１６０の概念図を図５乃至図７を用いて説明を行う。
【０１２０】
　図５に示す積層構造は、絶縁膜１０４と、ゲート絶縁膜１１２との間に、酸化物積層１
６０を有して構成される。また、酸化物積層１６０は、第１の酸化物層１６１、酸化物半
導体層１６２、および第２の酸化物層１６３を含む。
【０１２１】
　第１の酸化物層１６１および第２の酸化物層１６３は、酸化物半導体層１６２を構成す
る金属元素を一種以上含む酸化物層である。
【０１２２】
　酸化物半導体層１６２としては、少なくともインジウム、亜鉛およびＭ（Ａｌ、Ｇａ、
Ｇｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｌａ、ＣｅまたはＨｆ等の金属）を含むＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物で
表記される層を含む。酸化物半導体層１６２がインジウムを含むと、トランジスタのキャ
リア移動度が高くなるため、好ましい。
【０１２３】
　酸化物半導体層１６２の下層の第１の酸化物層１６１としてはＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物（
Ａｌ、Ｔｉ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｌａ、ＣｅまたはＨｆ等の金属）で表記され
、酸化物半導体層１６２よりもＭの原子数比が高い酸化物層を含む。具体的には、第１の
酸化物層１６１として、酸化物半導体層１６２よりも前述の元素を１．５倍以上、好まし
くは２倍以上、さらに好ましくは３倍以上高い原子数比で含む酸化物層を用いる。前述の
元素はインジウムよりも酸素と強く結合するため、酸素欠損が酸化物層に生じることを抑
制する機能を有する。即ち、第１の酸化物層１６１は酸化物半導体層１６２よりも酸素欠
損が生じにくい酸化物層である。
【０１２４】
　また、酸化物半導体層１６２の上層の第２の酸化物層１６３としては、第１の酸化物層
１６１と同様にＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物（Ａｌ、Ｔｉ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｌａ
、ＣｅまたはＨｆ等の金属）で表記され、酸化物半導体層１６２よりもＭの原子数比が高
い酸化物層を含む。具体的には、第２の酸化物層１６３として、酸化物半導体層１６２よ
りも前述の元素を１．５倍以上、好ましくは２倍以上、さらに好ましくは３倍以上高い原
子数比で含む酸化物層を用いる。
【０１２５】
　つまり、第１の酸化物層１６１、酸化物半導体層１６２、第２の酸化物層１６３が、少
なくともインジウム、亜鉛およびＭ（Ａｌ、Ｔｉ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｌａ、
ＣｅまたはＨｆ等の金属）を含むＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物であるとき、第１の酸化物層１６
１をＩｎ：Ｍ：Ｚｎ＝ｘ１：ｙ１：ｚ１［原子数比］、酸化物半導体層１６２をＩｎ：Ｍ
：Ｚｎ＝ｘ２：ｙ２：ｚ２［原子数比］、第２の酸化物層１６３をＩｎ：Ｍ：Ｚｎ＝ｘ３

：ｙ３：ｚ３［原子数比］とすると、ｙ１／ｘ１およびｙ３／ｘ３がｙ２／ｘ２よりも大
きくなることが好ましい。ｙ１／ｘ１およびｙ３／ｘ３はｙ２／ｘ２よりも１．５倍以上
、好ましくは２倍以上、さらに好ましくは３倍以上とする。このとき、酸化物半導体層１
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６２において、ｙ２がｘ２以上であるとトランジスタの電気特性を安定させることができ
る。ただし、ｙ２がｘ２の３倍以上になると、トランジスタの電界効果移動度が低下して
しまうため、ｙ２はｘ２の３倍未満であることが好ましい。
【０１２６】
　なお、第１の酸化物層１６１がＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物層であるとき、ＩｎとＭの原子数
比率は好ましくはＩｎが５０ａｔｏｍｉｃ％未満、Ｍが５０ａｔｏｍｉｃ％以上、さらに
好ましくはＩｎが２５ａｔｏｍｉｃ％未満、Ｍが７５ａｔｏｍｉｃ％以上とする。また、
酸化物半導体層１６２がＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物層であるとき、ＩｎとＭの原子数比率は好
ましくはＩｎが２５ａｔｏｍｉｃ％以上、Ｍが７５ａｔｏｍｉｃ％未満、さらに好ましく
はＩｎが３４ａｔｏｍｉｃ％以上、Ｍが６６ａｔｏｍｉｃ％未満とする。また、第２の酸
化物層１６３がＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物層であるとき、ＩｎとＭの原子数比率は好ましくは
Ｉｎが５０ａｔｏｍｉｃ％未満、Ｍが５０ａｔｏｍｉｃ％以上、さらに好ましくはＩｎが
２５ａｔｏｍｉｃ％未満、Ｍが７５ａｔｏｍｉｃ％以上とする。
【０１２７】
　なお、第１の酸化物層１６１と、第２の酸化物層１６３とは、異なる構成元素を含む層
としてもよいし、同じ構成元素を同一の原子数比で、または異なる原子数比で含む層とし
てもよい。
【０１２８】
　第１の酸化物層１６１、酸化物半導体層１６２、および第２の酸化物層１６３には、例
えば、インジウム、亜鉛およびガリウムを含んだ酸化物半導体を用いることができる。具
体的には、第１の酸化物層１６１としては、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：２［原子数比］
のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：６：４［原子数比］のＩｎ－Ｇａ－
Ｚｎ酸化物、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：９：６［原子数比］のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物、又
はその近傍の組成を有する酸化物を用いることができ、酸化物半導体層１６２としては、
Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１［原子数比］のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚ
ｎ＝３：１：２［原子数比］のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物、又はその近傍の組成を有する酸
化物を用いることができ、第２の酸化物層１６３としては、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：
２［原子数比］のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：６：４［原子数比］
のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：９：６［原子数比］のＩｎ－Ｇａ－
Ｚｎ酸化物、又はその近傍の組成を有する酸化物を用いることができる。
【０１２９】
　第１の酸化物層１６１の厚さは、３ｎｍ以上１００ｎｍ以下、好ましくは３ｎｍ以上５
０ｎｍ以下とする。また、酸化物半導体層１６２の厚さは、３ｎｍ以上１５００ｎｍ以下
、好ましくは３ｎｍ以上１００ｎｍ以下、さらに好ましくは３ｎｍ以上５０ｎｍ以下とす
る。
【０１３０】
　また、第１の酸化物層１６１および第２の酸化物層１６３は、酸化物半導体層１６２を
構成する金属元素を一種以上含み、伝導帯下端のエネルギーが酸化物半導体層１６２より
も、０．０５ｅＶ、０．０７ｅＶ、０．１ｅＶ、０．１５ｅＶのいずれか以上であって、
２ｅＶ、１ｅＶ、０．５ｅＶ、０．４ｅＶのいずれか以下の範囲で真空準位に近い酸化物
半導体で形成することが好ましい。
【０１３１】
　このような構造において、ゲート電極層１１４ａ＿２に電界を印加すると、酸化物積層
１６０のうち、伝導帯下端のエネルギーが最も小さい酸化物半導体層１６２にチャネルが
形成される。すなわち、酸化物半導体層１６２とゲート絶縁膜１１２との間に第２の酸化
物層１６３が形成されていることよって、トランジスタのチャネルをゲート絶縁膜１１２
と接しない構造とすることができる。
【０１３２】
　ここで、酸化物積層１６０のバンド構造を説明する。バンド構造の解析は、第１の酸化
物層１６１および第２の酸化物層１６３に相当する層としてエネルギーギャップが３．１



(18) JP 6204145 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

５ｅＶであるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物、酸化物半導体層１６２に相当する層としてエネル
ギーギャップが２．８ｅＶであるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物を用い、酸化物積層１６０に相
当する積層を作製して行っている。なお、便宜的に当該積層を酸化物積層、当該積層を構
成するそれぞれの層を第１の酸化物層、酸化物半導体層、第２の酸化物層と称して説明す
る。
【０１３３】
　第１の酸化物層、酸化物半導体層、第２の酸化物層の膜厚はそれぞれ１０ｎｍとし、エ
ネルギーギャップは、分光エリプソメータ（ＨＯＲＩＢＡ　ＪＯＢＩＮ　ＹＶＯＮ社　Ｕ
Ｔ－３００）を用いて測定した。また、第１の酸化物層と酸化物半導体層との界面近傍の
エネルギーギャップは３ｅＶ、第２の酸化物層と酸化物半導体層との界面近傍のエネルギ
ーギャップは３ｅＶとした。
【０１３４】
　図６（Ａ）は、酸化物積層を第２の酸化物層からエッチングしつつ、各層の真空準位と
価電子帯上端のエネルギー差を測定し、その値をプロットした図である。真空準位と価電
子帯上端のエネルギー差は、紫外線光電子分光分析（ＵＰＳ：Ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ　
Ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）装置（ＰＨＩ社　Ｖｅｒｓａ
Ｐｒｏｂｅ）を用いて測定した。
【０１３５】
　図６（Ｂ）は、真空準位と価電子帯上端のエネルギー差と、各層のエネルギーギャップ
との差分として算出される真空準位と伝導帯下端のエネルギー差（電子親和力）をプロッ
トした図である。
【０１３６】
　そして、図６（Ｂ）を模式的に示したバンド構造の一部が、図７（Ａ）である。図７（
Ａ）では、第１の酸化物層および第２の酸化物層と接して、酸化シリコン膜を設けた場合
について説明する。ここで、縦軸は電子エネルギー（ｅＶ）を、横軸は距離を、それぞれ
示す。また、ＥｃＩ１およびＥｃＩ２は酸化シリコン膜の伝導帯下端のエネルギー、Ｅｃ
Ｓ１は第１の酸化物層の伝導帯下端のエネルギー、ＥｃＳ２は酸化物半導体層の伝導帯下
端のエネルギー、ＥｃＳ３は第２の酸化物層の伝導帯下端のエネルギーを示す。
【０１３７】
　図７（Ａ）に示すように、第１の酸化物層、酸化物半導体層、第２の酸化物層において
、伝導帯下端のエネルギーが連続的に変化する。これは、第１の酸化物層、酸化物半導体
層、第２の酸化物層の組成が近似することにより、酸素が相互に拡散しやすい点からも理
解される。
【０１３８】
　なお、図７（Ａ）では第１の酸化物層および第２の酸化物層が同様のエネルギーギャッ
プを有する酸化物層である場合について示したが、それぞれが異なるエネルギーギャップ
を有する酸化物層であっても構わない。例えば、ＥｃＳ３よりもＥｃＳ１が高いエネルギ
ーを有する場合、バンド構造の一部は、図７（Ｂ）のように示される。また、図７に示さ
ないが、ＥｃＳ１よりもＥｃＳ３が高いエネルギーを有しても構わない。
【０１３９】
　図６（Ａ）、（Ｂ）および図７（Ａ）、（Ｂ）より、酸化物積層における酸化物半導体
層がウェル（井戸）となり、酸化物積層を用いたトランジスタにおいて、チャネルが酸化
物半導体層に形成されることがわかる。なお、酸化物積層は伝導帯下端のエネルギーが連
続的に変化しているため、Ｕ字型井戸（Ｕ　Ｓｈａｐｅ　Ｗｅｌｌ）とも呼ぶことができ
る。また、このような構成で形成されたチャネルを埋め込みチャネルということもできる
。
【０１４０】
　第１の酸化物層１６１および第２の酸化物層１６３は、酸化物半導体層１６２を構成す
る金属元素を一種以上含む酸化物層であるから、酸化物積層１６０は主成分を共通して積
層された酸化物積層ともいえる。主成分を共通として積層された酸化物積層は、各層を単
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に積層するのではなく連続接合（ここでは、特に伝導帯下端のエネルギーが各層の間で連
続的に変化するＵ字型の井戸構造）が形成されるように作製する。なぜなら、各層の界面
に酸化物半導体にとってトラップ中心や再結合中心のような欠陥準位、あるいはキャリア
の流れを阻害するバリアを形成するような不純物が混在していると、エネルギーバンドの
連続性が失われ、界面でキャリアがトラップあるいは再結合により消滅してしまうためで
ある。
【０１４１】
　連続接合を形成するためには、ロードロック室を備えたマルチチャンバー方式の成膜装
置（スパッタリング装置）を用いて各層を大気に触れさせることなく連続して積層するこ
とが必要となる。スパッタリング装置における各チャンバーは、酸化物半導体にとって不
純物となる水等を可能な限り除去すべくクライオポンプのような吸着式の真空排気ポンプ
を用いて高真空排気（１×１０－４Ｐａ～５×１０－７Ｐａ程度まで）することが好まし
い。または、ターボ分子ポンプとコールドトラップを組み合わせて排気系からチャンバー
内に気体が逆流しないようにしておくことが好ましい。
【０１４２】
　高純度真性酸化物半導体を得るためには、チャンバー内を高真空排気するのみならずス
パッタガスの高純度化も必要である。スパッタガスとして用いる酸素ガスやアルゴンガス
は、露点が－４０℃以下、好ましくは－８０℃以下、より好ましくは－１００℃以下にま
で高純度化したガスを用いることで酸化物半導体に水分等が取り込まれることを可能な限
り防ぐことができる。
【０１４３】
　酸化物半導体層１６２の上層または下層に設けられる第１の酸化物層１６１および第２
の酸化物層１６３はバリア層として機能し、酸化物積層１６０に接する絶縁層（絶縁膜１
０４およびゲート絶縁膜１１２）と、酸化物積層１６０との界面に形成されるトラップ準
位の影響が、トランジスタのキャリアの主な経路（キャリアパス）となる酸化物半導体層
１６２へと及ぶことを抑制することができる。
【０１４４】
　例えば、酸化物半導体層に含まれる酸素欠損は、酸化物半導体のエネルギーギャップ内
の深いエネルギー位置に存在する局在準位として顕在化する。このような局在準位にキャ
リアがトラップされることで、トランジスタの信頼性が低下するため、酸化物半導体層に
含まれる酸素欠損を低減することが必要となる。酸化物積層１６０においては、酸化物半
導体層１６２と比較して酸素欠損の生じにくい酸化物層を酸化物半導体層１６２の上下に
接して設けることで、酸化物半導体層１６２における酸素欠損を低減することができる。
例えば、酸化物半導体層１６２は、一定電流測定法（ＣＰＭ：Ｃｏｎｓｔａｎｔ　Ｐｈｏ
ｔｏｃｕｒｒｅｎｔ　Ｍｅｔｈｏｄ）により測定された局在準位による吸収係数を１×１
０－３／ｃｍ未満、好ましくは１×１０－４／ｃｍ未満とすることができる。
【０１４５】
　また、酸化物半導体層１６２が、構成元素の異なる絶縁層（例えば、酸化シリコン膜を
含む下地絶縁層）と接する場合、２層の界面に界面準位が形成され、該界面準位はチャネ
ルを形成することがある。このような場合、しきい値電圧の異なる第２のトランジスタが
出現し、トランジスタの見かけ上のしきい値電圧が変動することがある。しかしながら、
酸化物積層１６０においては酸化物半導体層１６２を構成する金属元素を一種以上含んで
第１の酸化物層１６１が構成されるため、第１の酸化物層１６１と酸化物半導体層１６２
の界面に界面準位を形成しにくくなる。よって第１の酸化物層１６１を設けることにより
、トランジスタのしきい値電圧などの電気特性のばらつきを低減することができる。
【０１４６】
　また、ゲート絶縁膜１１２と酸化物半導体層１６２との界面にチャネルが形成される場
合、該界面で界面散乱が起こり、トランジスタの電界効果移動度が低くなる。しかしなが
ら、酸化物積層１６０においては、酸化物半導体層１６２を構成する金属元素を一種以上
含んで第２の酸化物層１６３が構成されるため、酸化物半導体層１６２と第２の酸化物層
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１６３との界面ではキャリアの散乱が起こりにくく、トランジスタの電界効果移動度を高
くすることができる。
【０１４７】
　また、第１の酸化物層１６１および第２の酸化物層１６３は、酸化物積層１６０に接す
る絶縁層（絶縁膜１０４、ゲート絶縁膜１１２）の構成元素が、酸化物半導体層１６２へ
混入して、不純物による準位が形成されることを抑制するためのバリア層としても機能す
る。
【０１４８】
　例えば、酸化物積層１６０に接する絶縁膜１０４、またはゲート絶縁膜１１２として、
シリコンを含む絶縁層を用いる場合、該絶縁層中のシリコン、または絶縁層中に混入され
うる炭素が、第１の酸化物層１６１または第２の酸化物層１６３の中へ界面から数ｎｍ程
度まで混入することがある。シリコン、炭素等の不純物が酸化物半導体層中に入ると不純
物準位を形成し、不純物準位がドナーとなり電子を生成することでｎ型化することがある
。
【０１４９】
　しかしながら、第１の酸化物層１６１および第２の酸化物層１６３の膜厚が、数ｎｍよ
りも厚ければ、混入したシリコン、炭素等の不純物が酸化物半導体層１６２にまで到達し
ないため、不純物準位の影響は低減される。
【０１５０】
　ここで、酸化物半導体層に含まれるシリコンの濃度は３×１０１８／ｃｍ３以下、好ま
しくは３×１０１７／ｃｍ３以下とする。また、酸化物半導体層に含まれる炭素の濃度は
３×１０１８／ｃｍ３以下、好ましくは３×１０１７／ｃｍ３以下とする。特に酸化物半
導体層１６２に第１４族元素であるシリコンまたは炭素が多く混入しないように、第１の
酸化物層１６１および第２の酸化物層１６３で、キャリアパスとなる酸化物半導体層１６
２を挟む、または囲む構成とすることが好ましい。すなわち、酸化物半導体層１６２に含
まれるシリコンおよび炭素の濃度は、第１の酸化物層１６１および第２の酸化物層１６３
に含まれるシリコンおよび炭素の濃度よりも低いことが好ましい。
【０１５１】
　なお、酸化物半導体層中の不純物濃度は二次イオン分析法（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａ
ｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）で測定することができる。
【０１５２】
　また、水素や水分が不純物として酸化物半導体層に含まれてしまうとドナーを作りｎ型
化するため、酸化物積層１６０の上方に水素や水分が外部から侵入することを防止する保
護絶縁層（窒化シリコン層など）を設けることは、井戸型構造を実現する上で有用である
。
【０１５３】
　なお、図８に示すように、第１の酸化物層および第２の酸化物層と、酸化シリコン膜な
どの絶縁膜との界面近傍には、不純物や欠陥に起因したトラップ準位が形成され得る。第
１の酸化物層および第２の酸化物層があることにより、酸化物半導体層と当該トラップ準
位とを遠ざけることができる。ただし、ＥｃＳ１またはＥｃＳ３と、ＥｃＳ２とのエネル
ギー差が小さい場合、酸化物半導体層の電子が第１の酸化物層または第２の酸化物層を超
えてトラップ準位に達することがある。トラップ準位に電子が捕獲されることで、マイナ
スの固定電荷となり、トランジスタのしきい値電圧はプラス方向にシフトしてしまう。
【０１５４】
　したがって、ＥｃＳ１およびＥｃＳ３と、ＥｃＳ２とのエネルギー差を、それぞれ０．
１ｅＶ以上、好ましくは０．１５ｅＶ以上とすることで、トランジスタのしきい値電圧の
変動が低減され、安定した電気特性を得ることができる。
【０１５５】
　酸化物積層の多層構造を構成する各酸化物層は、少なくともインジウム（Ｉｎ）を含み
、スパッタリング法好ましくはＤＣスパッタリング法で成膜することのできるスパッタリ
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ングターゲットを用いて成膜する。スパッタリングターゲットにインジウムを含ませるこ
とで導電性が高まるため、ＤＣスパッタリング法で成膜することを容易なものとする。
【０１５６】
　第１の酸化物層１６１および第２の酸化物層１６３を構成する材料は、Ｉｎ－Ｍ－Ｚｎ
酸化物（Ａｌ、Ｔｉ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｌａ、ＣｅまたはＨｆ等の金属）で
表記される材料を用いる。Ｍとしては、Ｇａを用いることが好ましい。但し、含ませるＧ
ａの割合が多い、具体的にはＩｎＧａＸＺｎＹＯＺで表記できる材料でＸ＝１０を超える
と成膜時に粉が発生する恐れがあり、スパッタリング法で成膜することが困難となりため
不適である。
【０１５７】
　なお、第１の酸化物層１６１および第２の酸化物層１６３は、酸化物半導体層１６２に
用いる材料よりもインジウムの原子数比が少ない材料を用いる。酸化物層中のインジウム
やガリウムなどの含有量は、飛行時間型二次イオン質量分析法（ＴＯＦ－ＳＩＭＳ）や、
Ｘ線電子分光法（ＸＰＳ）で比較できる。
【０１５８】
　第１の酸化物層１６１は、絶縁膜１０４の構成元素（例えば、シリコン）を不純物とし
て含有することで、非晶質構造を有する場合がある。但し、チャネルを形成する酸化物半
導体層１６２は、結晶部を有することが好ましい。非晶質構造を有する第１の酸化物層１
６１上に結晶部を有する酸化物半導体層１６２を積層する場合、当該酸化物積層を、結晶
構造の異なるヘテロ構造と呼ぶことができる。
【０１５９】
　また、第２の酸化物層１６３は、非晶質構造としてもよいし、結晶部を有していてもよ
い。但し、結晶部を有する酸化物半導体層１６２上に第２の酸化物層１６３を成膜すると
、第２の酸化物層１６３も結晶構造を有する膜になりやすく、その場合には、酸化物半導
体層１６２と第２の酸化物層１６３の境界を断面ＴＥＭ（ＴＥＭ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉ
ｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）観察では判別することが困難となる場
合もある。ただし、第２の酸化物層１６３の結晶性は酸化物半導体層１６２よりも低いた
め、結晶性の程度で境界を判別できると言える。
【０１６０】
　なお、酸化物積層１６０において、少なくとも酸化物半導体層１６２は、ＣＡＡＣ－Ｏ
Ｓ層であることが好ましい。ＣＡＡＣ－ＯＳについて、実施の形態１に記載する内容を参
酌することで形成することができる。
【０１６１】
　以上のように、本実施の形態に示すように酸化物半導体に接し酸化物を形成し、酸化物
半導体と酸化物とを含む酸化物積層とすることによって、水素、水分等の不純物または酸
化物積層に接する絶縁膜からの不純物が、酸化物半導体層中に入り込むことによってキャ
リアが形成されるのを抑制することができる。
【０１６２】
　また、このような酸化物積層の構造とすることで、酸化物と酸化物半導体との界面にお
いて、界面散乱が起こりにくい。よって、該界面においてはキャリアの動きが阻害されな
いため、トランジスタの電界効果移動度が高くなる。また、酸化物半導体に接して酸化物
を形成することによって、該酸化物半導体層中に不純物が入り込むのを抑制することがで
きるため、該酸化物半導体を用いたトランジスタに安定した電気特性を付与することがで
きる。
【０１６３】
　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。
【０１６４】
（実施の形態３）
　本実施の形態では、本発明の一態様である半導体装置の例について、実施の形態１およ
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び実施の形態２に示す半導体装置と異なる態様について、図９及び図１０を用いて説明す
る。
【０１６５】
　図９（Ａ）は半導体装置の上面図であり、図９（Ｂ）は、図９（Ａ）に示す一点鎖線Ａ
１１－Ａ１２の断面図であり、図９（Ｃ）は、図９（Ａ）に示す一点鎖線Ｂ５－Ｂ６の断
面図であり、図９（Ｃ）は、図９（Ａ）に示す一点鎖線Ｃ５－Ｃ６の断面図である。なお
、図９（Ａ）の上面図では、図の明瞭化のために一部の要素を透過、または省いて図示し
ている。
【０１６６】
　図９に示す半導体装置は、実施の形態２の図４に示す半導体装置の変形例であり、同様
の機能を有する部分については、同様のハッチングを付し、その詳細な説明は省略する。
なお、図９に示す半導体装置は、図４に示す半導体装置の酸化物積層１６０を酸化物積層
１７０とした構成である。
【０１６７】
　図９に示す半導体装置は、基板１０２上に形成された絶縁膜１０４と、絶縁膜１０４上
に形成された酸化物積層１７０と、酸化物積層１７０の上面の一部およびチャネル形成方
向の側面と接するソース電極層１０８ａおよびドレイン電極層１０８ｂ＿２と、ソース電
極層１０８ａおよびドレイン電極層１０８ｂ＿２上にそれぞれ設けられ、酸化物積層１７
０の上面の一部に接する、第２のソース電極層１１０ａおよび第２のドレイン電極層１１
０ｂ＿２と、第２のソース電極層１１０ａおよび第２のドレイン電極層１１０ｂ＿２上に
設けられ、第２のソース電極層１１０ａおよび第２のドレイン電極層１１０ｂ＿２との間
で酸化物積層１７０の上面と接するゲート絶縁膜１１２と、ゲート絶縁膜１１２を介して
酸化物積層１７０と重畳するゲート電極層１１４ａ＿２と、ゲート絶縁膜１１２およびゲ
ート電極層１１４ａ＿２上に接して設けられた保護絶縁膜１１６を有する。なお、保護絶
縁膜１１６の上方に他の絶縁層または配線等を形成してもよい。なお、ｎ型化領域１０７
を他の線よりも太い破線で示す。
【０１６８】
　また、図９（Ａ）および（Ｂ）に示すように、本実施の形態の半導体装置は、酸化物積
層１７０の上面に重畳するゲート電極層１１４ａ＿１およびゲート電極層１１４ａ＿２と
、酸化物積層１７０の側面に重畳するゲート電極層１１４ｂ＿１およびゲート電極層１１
４ｂ＿２と、を有する。酸化物積層１７０の側面に重畳するゲート電極層１１４ｂ（図９
においては、ゲート電極層１１４ｂ＿１および１１４ｂ＿２）を設けることで、酸化物積
層１７０の側面から電位を与えることができる。酸化物積層１７０の側面から電位を与え
ることによって、酸化物積層１７０のしきい値電圧を制御することができる。例えば、酸
化物積層１７０は、ｎチャネル型のトランジスタの場合、ゲート電極層１１４ｂの側面か
ら負電位を与えることによって、トランジスタのしきい値電圧をプラス方向にシフトさせ
ることができる。したがって、トランジスタのリーク電流を抑制することができる。
【０１６９】
　ここで、図９に示す半導体装置に用いる酸化物積層１７０の例について、図１０を用い
て説明を行う。
【０１７０】
　図１０（Ａ）乃至図１０（Ｃ）に、酸化物積層１７０の断面構造例を示す。酸化物積層
１７０は、絶縁膜１０４の上に第１の酸化物層１６１と、第１の酸化物層１６１上に設け
られた酸化物半導体層１６２と、酸化物半導体層１６２上に設けられた第２の酸化物層１
６３と、第２の酸化物層１６３の側面、酸化物半導体層１６２の側面に接して設けられた
第３の酸化物層１６４と、を有する。このとき、酸化物半導体層１６２は、第１の酸化物
層１６１、第２の酸化物層１６３、および第３の酸化物層１６４により囲まれている。ま
た、第３の酸化物層１６４は、ゲート絶縁膜１１２に接し、また、ゲート絶縁膜１１２に
接してゲート電極層１１４ｂ＿１が設けられている。
【０１７１】



(23) JP 6204145 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

　図１０（Ａ）に示す酸化物積層１７０は、任意の一又は複数の曲率半径で定義される曲
面を有する。このとき、ゲート絶縁膜１１２に接する第３の酸化物層１６４の面の少なく
とも一部は曲面である。なお、図１０（Ａ）に示すように、ゲート電極層１１４ｂ＿１が
絶縁膜１０４に接してもよい。
【０１７２】
　第３の酸化物層１６４は、例えば第１の酸化物層１６１に適用可能な材料を含む。第３
の酸化物層１６４は、例えばドライエッチング法などにより、第１の酸化物層１６１、酸
化物半導体層１６２、および第２の酸化物層１６３をエッチングする際に、第１の酸化物
層１６１の反応生成物が酸化物半導体層１６２および第２の酸化物層１６３の側面に付着
することにより生成される。
【０１７３】
　なお、第１の酸化物層１６１、第２の酸化物層１６３、および第３の酸化物層１６４は
厳密に区別のつかない場合がある。そのため、酸化物半導体層１６２が酸化物に囲まれて
いると言い換えることもできる。
【０１７４】
　また、酸化物積層１７０が図１０（Ｂ）に示す構造であってもよい。図１０（Ｂ）に示
す酸化物積層１７０は、端部に傾斜（テーパー角）領域を有する構造である。端部に傾斜
（テーパー角）領域を設けることにより、ゲート絶縁膜１１２の被覆性を向上させること
ができる。また、図１０（Ｃ）に示すように、上記テーパ領域の一部が削られた構造であ
ってもよい。
【０１７５】
　以上のように、本実施の形態に示す半導体装置は、酸化物半導体層と、酸化物半導体層
の上側および下側に接して設けられる酸化物層の積層でなる酸化物積層の断面は、曲面又
は傾斜領域を有する。酸化物積層の断面に曲面又は傾斜領域を有することで、酸化物積層
上に形成される膜の被覆性を向上させることができる。よって、酸化物積層上に形成され
た膜を均一に形成することができ、膜密度の低い領域や、膜が形成されていない領域から
酸化物積層中に不純物元素が入り込み、半導体装置の特性を劣化させることを抑制し、安
定した特性の半導体装置とすることができる。
【０１７６】
　なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができ
る。
【０１７７】
（実施の形態４）
　本実施の形態では、上記実施の形態における半導体装置の一例として、半導体記憶装置
の例について説明する。
【０１７８】
　本実施の形態における半導体装置の例は、２ビット以上のデータの記憶が可能な複数の
メモリセルを備えたメモリセルアレイを具備する。
【０１７９】
　さらに、本実施の形態の半導体装置におけるメモリセルアレイの例について、図１１を
用いて説明する。
【０１８０】
　まず、本実施の形態の半導体装置におけるメモリセルアレイの回路構成例について、図
１１（Ａ）を用いて説明する。
【０１８１】
　図１１（Ａ）に示すメモリセルアレイは、複数のメモリセル３００と、複数のビット線
ＢＬと、複数のワード線ＷＬ（ワード線ＷＬ＿１およびワード線ＷＬ＿２を含む）と、複
数の容量線ＣＬ（容量線ＣＬ＿１および容量線ＣＬ＿２を含む）と、ソース線ＳＬと、複
数のゲート線ＳＧＬ（ゲート線ＳＧＬ＿ａおよびゲート線ＳＧＬ＿ｂを含む）と、を有す
る。なお、図１１（Ａ）では、２つのメモリセルを示しているが、これに限定されず、行
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列方向にマトリクス状に配置されていればよい。
【０１８２】
　複数のビット線ＢＬのそれぞれの電位は、例えばデコーダを用いた駆動回路により制御
される。
【０１８３】
　複数のワード線ＷＬのそれぞれの電位は、例えばデコーダを用いた駆動回路により制御
される。
【０１８４】
　複数の容量線ＣＬのそれぞれの電位は、例えばデコーダを用いた駆動回路により制御さ
れる。
【０１８５】
　ソース線ＳＬには、例えば定電位が与えられる。
【０１８６】
　複数のゲート線ＳＧＬのそれぞれには、例えば信号または定電位が与えられる。なお、
複数のゲート線ＳＧＬに同じ信号または定電位を与えてもよい。また、複数のゲート線Ｓ
ＧＬに信号を入力する場合、複数のゲート線ＳＧＬのそれぞれの電位は、例えばデコーダ
を用いた駆動回路により制御される。
【０１８７】
　メモリセル３００は、複数のサブメモリセル３０１（サブメモリセル３０１＿１および
サブメモリセル３０１＿２を含む）を有する。
【０１８８】
　複数のサブメモリセル３０１のそれぞれは、１ビット以上のデータを記憶する機能を有
する。なお、複数のサブメモリセル３０１が複数のビットのデータを記憶する機能を有し
ていてもよい。例えば、ビット線ＢＬの電位として、４種以上の電位を用いることにより
、１つのサブメモリセルに記憶可能なデータのビット数を増やすことができる。ビット数
としては、特に限定されないが、例えば２ビット、３ビット、４ビット、６ビット、また
は８ビットなどとすることができる。
【０１８９】
　サブメモリセル３０１のそれぞれは、トランジスタ３１１と、容量素子３１２と、トラ
ンジスタ３１３と、を有する。
【０１９０】
　トランジスタ３１１のソースは、複数のビット線ＢＬの一つに電気的に接続される。
【０１９１】
　トランジスタ３１１は、データを書き込むか否かを選択する選択トランジスタとしての
機能を有する。
【０１９２】
　複数のサブメモリセル３０１のトランジスタ３１１としては、先の実施の形態に示す半
導体装置の構造を用いることができる。
【０１９３】
　このとき、１つのメモリセル３００において、複数のサブメモリセル３０１が有するト
ランジスタ３１１は、同一の酸化物層を用いて形成される。例えば、サブメモリセル３０
１＿１のトランジスタ３１１とサブメモリセル３０１＿２のトランジスタ３１１とは同じ
酸化物層を用いて形成される。
【０１９４】
　このとき、複数のサブメモリセル３０１が有するトランジスタ３１１のしきい値電圧は
、複数のゲート線ＳＧＬにより制御される。例えば、図１１（Ａ）において、サブメモリ
セル３０１＿１のトランジスタ３１１と、サブメモリセル３０１＿２のトランジスタ３１
１のしきい値電圧は、ゲート線ＳＧＬ＿ａおよびゲート線ＳＧＬ＿ｂにより制御される。
【０１９５】
　このように、複数のサブメモリセル３０１間で同じゲート線ＳＧＬを用いることにより
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、サブメモリセル３０１毎にゲート線ＳＧＬを設ける場合と比較してゲート線ＳＧＬの数
を少なくできる。
【０１９６】
　容量素子３１２の一対の電極の一方は、トランジスタ３１１のドレインに電気的に接続
され、他方は、複数の容量線ＣＬの一つに電気的に接続される。
【０１９７】
　容量素子３１２は、データを保持する保持容量としての機能を有する。
【０１９８】
　トランジスタ３１３のゲートは、トランジスタ３１１のドレインに電気的に接続され、
ソースおよびドレインの一方は、複数のビット線ＢＬの一つに電気的に接続され、他方は
、ソース線ＳＬに電気的に接続される。
【０１９９】
　トランジスタ３１３は、出力するデータの値を設定する出力トランジスタとしての機能
を有する。
【０２００】
　以上が図１１（Ａ）に示すメモリセルアレイの構成例の説明である。
【０２０１】
　さらに、図１１（Ａ）に示すメモリセルアレイの駆動方法例について、図１１（Ｂ）お
よび図１１（Ｃ）を用いて説明する。図１１（Ｂ）および図１１（Ｃ）は、図１１（Ａ）
に示すメモリセルアレイの駆動方法例を説明するためのタイミングチャートである。ここ
では、一例としてサブメモリセル３０１＿１、サブメモリセル３０１＿２に順次１ビット
のデータを書き込み、その後書き込まれたデータを読み出す場合について説明する。また
、トランジスタ３１１をｎチャネル型トランジスタとし、トランジスタ３１３をｐチャネ
ル型トランジスタとする。
【０２０２】
　まず、サブメモリセル３０１＿１にデータを書き込む場合、図１１（Ｂ）に示す期間Ｔ
１１において、ワード線ＷＬ＿１の電位を電位ＶＨにしてサブメモリセル３０１＿１のト
ランジスタ３１１をオン状態にする。電位ＶＨは、例えば基準電位より大きい値の電位（
例えば高電源電位）である。電位ＶＨは上記ハイレベルの電位に相当する。
【０２０３】
　サブメモリセル３０１＿１において、トランジスタ３１１がオン状態のとき、トランジ
スタ３１３のゲートの電位がビット線ＢＬの電位と同等の値になる。これにより、サブメ
モリセル３０１＿１にデータが書き込まれる。
【０２０４】
　次に、期間Ｔ１２において、ワード線ＷＬ＿１の電位を電位ＶＬにしてサブメモリセル
３０１＿１のトランジスタ３１１をオフ状態にし、ワード線ＷＬ＿２の電位を電位ＶＨに
してサブメモリセル３０１＿２のトランジスタ３１１をオン状態にする。電位ＶＬは、例
えば基準電位以下の電位である。電位ＶＬは上記ローレベルの電位に相当する。
【０２０５】
　サブメモリセル３０１＿２において、トランジスタ３１１がオン状態のとき、トランジ
スタ３１３のゲートの電位がビット線ＢＬの電位と同等の値になる。これにより、サブメ
モリセル３０１＿２にデータが書き込まれる。
【０２０６】
　以上により、メモリセル３００に２ビットのデータが書き込まれる。
【０２０７】
　その後、期間Ｔ１３において、ワード線ＷＬ＿１およびワード線ＷＬ＿２の電位を電位
ＶＬにしてサブメモリセル３０１＿１およびサブメモリセル３０１＿２のトランジスタ３
１１をオフ状態にすることにより、書き込まれたデータが保持される。
【０２０８】
　なお、期間Ｔ１１乃至期間Ｔ１３の間、ゲート線ＳＧＬ＿ａおよびゲート線ＳＧＬ＿ｂ
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の電位を電位ＶＬ２する。電位ＶＬ２は、負電位である。ゲート線ＳＧＬ＿ａおよびゲー
ト線ＳＧＬ＿ｂの電位を電位ＶＬ２に設定することにより、サブメモリセル３０１＿１お
よびサブメモリセル３０１＿２のトランジスタ３１１のしきい値電圧が正の方向にシフト
する。よって、サブメモリセル３０１＿１およびサブメモリセル３０１＿２のトランジス
タ３１１のリーク電流を低減することができる。
【０２０９】
　このとき、サブメモリセル３０１＿１およびサブメモリセル３０１＿２のトランジスタ
３１３のゲートは、浮遊状態になり、トランジスタ３１３のゲートに蓄積された電荷は、
一定期間保持される。
【０２１０】
　さらに、上記動作を各行のメモリセル３００毎に行うことにより、全てのメモリセル３
００にデータを書き込むことができる。
【０２１１】
　また、メモリセル３００からデータを読み出す場合、図１１（Ｃ）に示す期間Ｔ２１に
おいてワード線ＷＬ＿１およびワード線ＷＬ＿２の電位を電位ＶＬにしてサブメモリセル
３０１＿１およびサブメモリセル３０１＿２のトランジスタ３１１をオフ状態にする。ま
た、容量線ＣＬ＿１の電位を電位ＶＬにし、容量線ＣＬ＿２の電位を電位ＶＨにする。
【０２１２】
　このとき、サブメモリセル３０１＿１において、トランジスタ３１３の抵抗値は、トラ
ンジスタ３１３のゲートの電位に応じて決まる。よって、トランジスタ３１３のソースお
よびドレインの間に流れる電流に応じた値の電位をデータとしてサブメモリセル３０１＿
１からビット線ＢＬを介して読み出すことができる。
【０２１３】
　次に、期間Ｔ２２においてワード線ＷＬ＿１およびワード線ＷＬ＿２の電位を電位ＶＬ
にしてサブメモリセル３０１＿１およびサブメモリセル３０１＿２のトランジスタ３１１
をオフ状態にする。また、容量線ＣＬ＿１の電位を電位ＶＨにし、容量線ＣＬ＿２の電位
を電位ＶＬにする。
【０２１４】
　このとき、サブメモリセル３０１＿２において、トランジスタ３１３のソースおよびド
レインの間に流れる電流に応じた値の電位をデータとしてサブメモリセル３０１＿１から
ビット線ＢＬを介して読み出すことができる。
【０２１５】
　さらに、上記動作を各行のメモリセル３００毎に繰り返し行うことにより、全てのメモ
リセル３００においてデータを読み出すことができる。
【０２１６】
　以上が図１１（Ａ）に示す半導体装置の駆動方法例の説明である。
【０２１７】
　なお、図１２に示すように、各サブメモリセル３０１において、トランジスタ３１３を
設けない構成としてもよい。
【０２１８】
　このとき、図１２に示すメモリセルアレイは、複数の容量線ＣＬの代わりに容量線ＣＬ
２を有する。また、ソース線ＳＬを設けない構成である。
【０２１９】
　容量線ＣＬ２には、定電位が与えられる。
【０２２０】
　また、容量素子３１２の一対の電極の一方は、トランジスタ３１１のドレインに電気的
に接続され、他方は、容量線ＣＬ２に電気的に接続される。
【０２２１】
　図１２に示すメモリセルでは、データ書き込み期間においてサブメモリセル３０１毎に
ワード線ＷＬの電位を順次電位ＶＨにしてトランジスタ３１１をオン状態にすることによ
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り、ビット線ＢＬに応じてデータの書き換えを行うことができる。また、データ読み出し
期間において、予めビット線の電位を読み出し電位または浮遊状態として、サブメモリセ
ル３０１毎にワード線ＷＬの電位を順次電位ＶＨにしてトランジスタ３１１をオン状態に
することにより、ビット線ＢＬを介してデータの読み出しを行うことができる。さらに、
ビット線ＢＬの電位を所定の電位と比較することで、メモリセル３００からデータを読み
出すことができる。
【０２２２】
　このとき、トランジスタ３１１としてオフ電流の低いトランジスタを用いることにより
、トランジスタ３１１がオフ状態の間、容量素子３１２の一対の電極の一方に蓄積された
電荷を長時間保持できる。
【０２２３】
　このように、図１２に示すメモリセルは、トランジスタ３１１のオフ電流が極めて小さ
いという特徴から、容量素子３１２に蓄積された電荷を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
。
【０２２４】
　次に、図１１のメモリセル３００の構造例について図１３を用いて説明する。図１３（
Ａ）は、第１の方向１と交差する第２の方向２と略平行な方向のメモリセルの断面構造を
示す図であり、図１３（Ｂ）は、第１の方向１と略平行な方向のメモリセルの断面構造を
示す図であり、図１３（Ｃ）は、第１の方向１と略平行な方向であり、且つ図１３（Ｂ）
と異なる部分のメモリセルの断面構造を示す図である。
【０２２５】
　図１３（Ａ）乃至図１３（Ｃ）に示すメモリセルは、下部に第１の半導体材料を用いた
トランジスタ３２００＿１およびトランジスタ３２００＿２を有し、上部に第２の半導体
材料を用いたトランジスタ、容量素子３２０５＿１、容量素子３２０５＿２と、を有する
。
【０２２６】
　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の半導体材料として酸化物半導体以外の半導体材料（シリコン
など）を用い、第２の半導体材料として酸化物半導体材料を含む酸化物材料を用いること
ができる。酸化物半導体以外の材料として、例えば結晶性シリコン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、オフ電流が
低いため、電荷保持時間が長い。
【０２２７】
　図１３（Ａ）乃至図１３（Ｃ）におけるトランジスタ３２００＿１およびトランジスタ
３２００＿２は、半導体材料（例えば、結晶性シリコンなど）を含む基板３０００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膜と
、ゲート絶縁膜上に設けられたゲート電極層と、を有する。なお、図において、明示的に
はソース電極層やドレイン電極層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層やドレイン電極層と表現する
ことがある。つまり、本明細書において、ソース電極層との記載には、ソース領域が含ま
れうる。
【０２２８】
　基板３０００上にはトランジスタ３２００＿１またはトランジスタ３２００＿２を囲む
ように素子分離絶縁層３３００が設けられており、トランジスタ３２００＿１またはトラ
ンジスタ３２００＿２を覆うように酸化物絶縁膜３２２０が設けられている。なお、素子
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分離絶縁層３３００は、ＬＯＣＯＳ（Ｌｏｃａｌ　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｉｌｉ
ｃｏｎ）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。
【０２２９】
　例えば、結晶性シリコン基板を用いたトランジスタ３２００＿１およびトランジスタ３
２００＿２は、高速動作が可能である。このため、当該トランジスタを出力トランジスタ
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。よって、例えばトラン
ジスタ３２００＿１は、図１１（Ａ）に示すサブメモリセル３０１＿１のトランジスタ３
１３に相当し、トランジスタ３２００＿２は、図１１（Ａ）に示すサブメモリセル３０１
＿２のトランジスタ３１３に相当する。
【０２３０】
　また、上部のトランジスタ、容量素子３２０５＿１、および容量素子３２０５＿２の形
成前の処理として、トランジスタ３２００＿１またはトランジスタ３２００＿２を覆う酸
化物絶縁膜３２２０にＣＭＰ処理を施して、酸化物絶縁膜３２２０を平坦化すると同時に
トランジスタ３２００＿１およびトランジスタ３２００＿２のゲート電極層の上面を露出
させる。
【０２３１】
　さらに、メモリセルは、酸化物絶縁膜３２２０上に形成された酸化物層３１０６と、酸
化物層３１０６に接して設けられたソース電極層３１２０ａ（ソース電極層３１０８ａお
よびソース電極層３１１０ａ）、ドレイン電極層３１２０ｂ＿１（ドレイン電極層３１０
８ｂ＿１およびドレイン電極層３１１０ｂ＿１）、ドレイン電極層３１２０ｂ＿２（ドレ
イン電極層３１０８ｂ＿２およびドレイン電極層３１１０ｂ＿２）と、酸化物層３１０６
、ソース電極層３１２０ａ、ドレイン電極層３１２０ｂ＿１、およびドレイン電極層３１
２０ｂ＿２の上に設けられたゲート絶縁膜３１１２と、ゲート絶縁膜３１１２の上に設け
られたゲート電極層３１１４ａ＿１およびゲート電極層３１１４ａ＿２と、ゲート絶縁膜
３１１２を挟んで酸化物層３１０６の側面に重畳するゲート電極層３１１４ｂ＿１および
ゲート電極層３１１４ｂ＿２と、ゲート電極層３１１４ａ＿１およびゲート電極層３１１
４ａ＿２の上に設けられた保護絶縁膜３１１６と、を有する。
【０２３２】
　さらに、メモリセルは、保護絶縁膜３１１６を挟んでドレイン電極層３１２０ｂ＿１に
重畳する容量電極層３１１７＿１と、保護絶縁膜３１１６を挟んでドレイン電極層３１２
０ｂ＿２に重畳する容量電極層３１１７＿２と、を有する。
【０２３３】
　酸化物層３１０６は、例えば図１に示す酸化物層１０６に相当する。酸化物層３１０６
としては、酸化物層１０６に適用可能な材料の層を用いることができる。このとき、ｎ型
化領域を破線で示す。
【０２３４】
　ソース電極層３１０８ａは、例えば図１に示すソース電極層１０８ａに相当し、ドレイ
ン電極層３１０８ｂ＿１は、例えば図１に示すドレイン電極層１０８ｂ＿１に相当し、ド
レイン電極層３１０８ｂ＿２は、例えば図１に示すドレイン電極層１０８ｂ＿２に相当す
る。ソース電極層３１０８ａ、ドレイン電極層３１０８ｂ＿１、およびドレイン電極層３
１０８ｂ＿２は、ソース電極層１０８ａ、ドレイン電極層１０８ｂ＿１、およびドレイン
電極層１０８ｂ＿２に適用可能な材料の層を用いることができる。
【０２３５】
　また、ドレイン電極層３１０８ｂ＿１は、出力トランジスタとなるトランジスタ３２０
０＿１のゲート電極層に接する。これにより、ゲート電極層３１１４ａ＿１の電位に従い
、トランジスタ３２００＿１のゲート電極層に蓄積される電荷を第１のデータとして保持
することができる。また、ドレイン電極層３１０８ｂ＿２は、出力トランジスタとなるト
ランジスタ３２００＿２のゲート電極層に接する。これにより、ゲート電極層３１１４ａ
＿２の電位に従い、トランジスタ３２００＿２のゲート電極層に蓄積される電荷を第２の
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データとして保持することができる。なお、上記で説明したように、第１および第２のデ
ータは、２ビット以上のデータでもよい。
【０２３６】
　ソース電極層３１１０ａは、例えば図１に示すソース電極層１１０ａに相当し、ドレイ
ン電極層３１１０ｂ＿１は、例えば図１に示すドレイン電極層１１０ｂ＿１に相当し、ド
レイン電極層３１１０ｂ＿２は、例えば図１に示すドレイン電極層１１０ｂ＿２に相当す
る。ソース電極層３１１０ａ、ドレイン電極層３１１０ｂ＿１、およびドレイン電極層３
１１０ｂ＿２は、ソース電極層１１０ａ、ドレイン電極層１１０ｂ＿１、およびドレイン
電極層１１０ｂ＿２に適用可能な材料の層を用いることができる。
【０２３７】
　ソース電極層３１０８ａおよびソース電極層３１１０ａは、図１１に示すサブメモリセ
ル３０１＿１のトランジスタ３１１のソースとしての機能を有する。さらに、ソース電極
層３１１０ａは、ビット線ＢＬとなる別の配線層に電気的に接続されていてもよい。
【０２３８】
　また、ドレイン電極層３１０８ｂ＿１およびドレイン電極層３１１０ｂ＿１は、図１１
に示すサブメモリセル３０１＿１のトランジスタ３１１のドレインとしての機能を有する
。
【０２３９】
　また、ドレイン電極層３１０８ｂ＿２およびドレイン電極層３１１０ｂ＿２は、図１１
に示すサブメモリセル３０１＿２のトランジスタ３１１のドレインとしての機能を有する
。
【０２４０】
　ゲート絶縁膜３１１２は、例えば図１に示すゲート絶縁膜１１２に相当する。ゲート絶
縁膜３１１２としては、例えばゲート絶縁膜１１２に適用可能な材料の膜を用いることが
できる。
【０２４１】
　ゲート電極層３１１４ａ＿１は、例えば図１に示すゲート電極層１１４ａ＿１に相当し
、ゲート電極層３１１４ａ＿２は、例えば図１に示すゲート電極層１１４ａ＿２に相当し
、ゲート電極層３１１４ｂ＿１は、例えば図１に示すゲート電極層１１４ｂ＿１に相当し
、ゲート電極層３１１４ｂ＿２は、例えば図１に示すゲート電極層１１４ｂ＿２に相当す
る。ゲート電極層３１１４ａ＿１、ゲート電極層３１１４ａ＿２、ゲート電極層３１１４
ｂ＿１、およびゲート電極層３１１４ｂ＿２としては、ゲート電極層１１４ａ＿１、ゲー
ト電極層１１４ａ＿２、ゲート電極層１１４ｂ＿１、およびゲート電極層１１４ｂ＿２に
適用可能な材料の層を用いることができる。
【０２４２】
　ゲート電極層３１１４ａ＿１は、図１１に示すサブメモリセル３０１＿１のトランジス
タ３１１のゲートとしての機能を有する。さらに、ゲート電極層３１１４ａ＿１は、ワー
ド線ＷＬ＿１となる別の配線層に電気的に接続されていてもよい。
【０２４３】
　ゲート電極層３１１４ａ＿２は、図１１に示すサブメモリセル３０１＿２のトランジス
タ３１１のゲートとしての機能を有する。また、ゲート電極層３１１４ａ＿２は、ワード
線ＷＬ＿２となる別の配線層に電気的に接続されていてもよい。
【０２４４】
　保護絶縁膜３１１６は、例えば図１に示す保護絶縁膜１１６に相当する。保護絶縁膜３
１１６としては、保護絶縁膜１１６に適用可能な材料の層を用いることができる。
【０２４５】
　容量電極層３１１７＿１および容量電極層３１１７＿２としては、例えばドレイン電極
層３１０８ｂ＿１およびドレイン電極層３１０８ｂ＿２に適用可能な材料の層を用いるこ
とができる。
【０２４６】
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　図１３（Ａ）乃至図１３（Ｃ）において、容量素子３２０５＿１は、ドレイン電極層３
１２０ｂ＿１と、保護絶縁膜３１１６と、容量電極層３１１７＿１により構成される。容
量素子３２０５＿１は、図１１に示すサブメモリセル３０１＿１の容量素子３１２に相当
する。
【０２４７】
　図１３（Ａ）乃至図１３（Ｃ）において、容量素子３２０５＿２は、ドレイン電極層３
１２０ｂ＿２と、保護絶縁膜３１１６と、容量電極層３１１７＿２により構成される。容
量素子３２０５＿２は、図１１に示すサブメモリセル３０１＿２の容量素子３１２に相当
する。
【０２４８】
　さらに、容量電極層３１１７＿１は、容量線ＣＬ＿１となる別の配線層に電気的に接続
されていてもよい。
【０２４９】
　また、容量電極層３１１７＿２は、容量線ＣＬ＿２となる別の配線層に電気的に接続さ
れていてもよい。
【０２５０】
　図１３（Ａ）に示すトランジスタ３１１に相当するトランジスタは、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
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。
【０２５１】
　図１３（Ａ）乃至図１３（Ｃ）に示すように、トランジスタ３２００＿１およびトラン
ジスタ３２００＿２とトランジスタ３１１に相当するトランジスタを重畳するように形成
することができるため、その占有面積を低減することができる。したがって、半導体装置
の集積度を高めることができる。
【０２５２】
　以上が本実施の形態に係る半導体装置の説明である。
【０２５３】
　また、本実施の形態における半導体装置の一例では、選択トランジスタとしてオフ電流
の低い電界効果トランジスタを用いることによりデータの保持期間を長くすることができ
る。よって、消費電力を低減することができる。
【０２５４】
　また、本実施の形態における半導体装置の一例では、複数のゲートを有するトランジス
タを用いてサブメモリセルの複数の選択トランジスタを構成する。さらに、トランジスタ
の酸化物層の側面に別のゲート電極層を重畳させることにより、複数のトランジスタのし
きい値電圧を制御することができる。また、選択トランジスタのしきい値電圧を制御する
ゲート電極層をサブメモリセル毎に設ける必要がないため、配線の数を少なくできる。
【０２５５】
　なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができ
る。
【０２５６】
（実施の形態５）
　本実施の形態では、実施の形態１乃至４で説明した半導体装置を用いることのできる電
子機器の例について説明する。
【０２５７】
　実施の形態１乃至４で説明した半導体装置は、さまざまな電子機器（遊技機も含む）に
適用することができる。電子機器としては、テレビ、モニタ等の表示装置、照明装置、デ
スクトップ型またはノート型のパーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ、ＤＶＤ（Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）などの記録媒体に記憶された静止画また
は動画を再生する画像再生装置、ポータブルＣＤプレーヤ、ラジオ、テープレコーダ、ヘ
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ッドホンステレオ、ステレオ、コードレス電話子機、トランシーバ、携帯電話、自動車電
話、携帯型ゲーム機、電卓、携帯情報端末、電子手帳、電子書籍、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、ＩＣチップ、電子レンジ等
の高周波加熱装置、電気炊飯器、電気洗濯機、電気掃除機、エアコンディショナーなどの
空調設備、食器洗い器、食器乾燥器、衣類乾燥器、布団乾燥器、電気冷蔵庫、電気冷凍庫
、電気冷凍冷蔵庫、ＤＮＡ保存用冷凍庫、放射線測定器、透析装置等の医療機器、などが
挙げられる。また、煙感知器、ガス警報装置、防犯警報装置などの警報装置も挙げられる
。さらに、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、電力貯蔵システム等の産業機器も挙げられる。また、石油を用いたエンジンや、非水
系二次電池からの電力を用いて電動機により推進する移動体なども、電子機器の範疇に含
まれるものとする。上記移動体として、例えば、電気自動車（ＥＶ）、内燃機関と電動機
を併せ持ったハイブリッド車（ＨＥＶ）、プラグインハイブリッド車（ＰＨＥＶ）、これ
らのタイヤ車輪を無限軌道に変えた装軌車両、電動アシスト自転車を含む原動機付自転車
、自動二輪車、電動車椅子、ゴルフ用カート、小型または大型船舶、潜水艦、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、宇宙船が挙げられる。これ
らの電子機器の具体例を図１４、図１５、および図１６に示す。
【０２５８】
　まず、警報装置の例として火災報知器の構成について図１４を用いて説明する。なお、
本明細書中において、火災報知器とは、火災の発生を急報する装置全般を示すものであり
、例えば、住宅用火災警報器や、自動火災報知設備や、当該自動火災報知設備に用いられ
る火災感知器なども火災報知器に含むものとする。
【０２５９】
　図１４に示す警報装置は、マイクロコンピュータ５００を少なくとも有する。ここで、
マイクロコンピュータ５００は、警報装置の内部に設けられている。マイクロコンピュー
タ５００は、高電位電源線ＶＤＤと電気的に接続されたパワーゲートコントローラ５０３
と、高電位電源線ＶＤＤおよびパワーゲートコントローラ５０３と電気的に接続されたパ
ワーゲート５０４と、パワーゲート５０４と電気的に接続されたＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）５０５と、パワーゲート５０４およびＣＰＵ５０５
と電気的に接続された検出部５０９と、が設けられる。また、ＣＰＵ５０５には、揮発性
記憶部５０６と不揮発性記憶部５０７と、が含まれる。
【０２６０】
　図１４に示すマイクロコンピュータ５００では、ＣＰＵ５０５の揮発性記憶部５０６と
して、先の実施の形態に示す半導体装置を用いることができる。
【０２６１】
　また、ＣＰＵ５０５は、インターフェース５０８を介してバスライン５０２と電気的に
接続されている。インターフェース５０８もＣＰＵ５０５と同様にパワーゲート５０４と
電気的に接続されている。インターフェース５０８のバス規格としては、例えば、Ｉ２Ｃ
バスなどを用いることができる。また、本実施の形態に示す警報装置には、インターフェ
ース５０８を介してパワーゲート５０４と電気的に接続される発光素子５３０が設けられ
る。
【０２６２】
　発光素子５３０は指向性の強い光を放出するものが好ましく、例えば、有機ＥＬ素子、
無機ＥＬ素子、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）などを用いること
ができる。
【０２６３】
　パワーゲートコントローラ５０３はタイマーを有し、当該タイマーに従ってパワーゲー
ト５０４を制御する。パワーゲート５０４は、パワーゲートコントローラ５０３の制御に
従って、ＣＰＵ５０５、検出部５０９およびインターフェース５０８に高電位電源線ＶＤ
Ｄから供給される電源を供給または遮断する。ここで、パワーゲート５０４としては、例
えば、トランジスタなどのスイッチング素子を用いることができる。



(32) JP 6204145 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

【０２６４】
　このようなパワーゲートコントローラ５０３およびパワーゲート５０４を用いることに
より、光量を測定する期間に検出部５０９、ＣＰＵ５０５およびインターフェース５０８
への電源供給を行い、測定期間の合間には検出部５０９、ＣＰＵ５０５およびインターフ
ェース５０８への電源供給を遮断することができる。このように警報装置を動作させるこ
とにより、上記の各構成に常時電源供給を行う場合より消費電力の低減を図ることができ
る。
【０２６５】
　また、パワーゲート５０４としてトランジスタを用いる場合、不揮発性記憶部５０７に
用いられる、極めてオフ電流の低いトランジスタ、例えば、酸化物半導体を用いたトラン
ジスタを用いることが好ましい。このようなトランジスタを用いることにより、パワーゲ
ート５０４で電源を遮断する際にリーク電流を低減し、消費電力の低減を図ることができ
る。
【０２６６】
　本実施の形態に示す警報装置に直流電源５０１を設け、直流電源５０１から高電位電源
線ＶＤＤに電源を供給しても良い。直流電源５０１の高電位側の電極は、高電位電源線Ｖ
ＤＤと電気的に接続され、直流電源５０１の低電位側の電極は、低電位電源線ＶＳＳと電
気的に接続される。低電位電源線ＶＳＳはマイクロコンピュータ５００に電気的に接続さ
れる。ここで、高電位電源線ＶＤＤは、高電位Ｈが与えられている。また、低電位電源線
ＶＳＳは、例えば接地電位（ＧＮＤ）などの低電位Ｌが与えられている。
【０２６７】
　直流電源５０１として電池を用いる場合は、例えば、高電位電源線ＶＤＤと電気的に接
続された電極と、低電位電源線ＶＳＳに電気的に接続された電極と、当該電池を保持する
ことができる筐体と、を有する電池ケースを筐体に設ける構成とすればよい。なお、本実
施の形態に示す警報装置は、必ずしも直流電源５０１を設ける必要はなく、例えば、当該
警報装置の外部に設けられた交流電源から配線を介して電源を供給する構成としても良い
。
【０２６８】
　また、上記電池として、二次電池、例えば、リチウムイオン二次電池（リチウムイオン
蓄電池、リチウムイオン電池、またはリチウムイオンバッテリーとも呼ぶ。）を用いるこ
ともできる。また、当該二次電池を充電できるように太陽電池を設けることが好ましい。
【０２６９】
　検出部５０９は、異常に係る物理量を計測して計測値をＣＰＵ５０５に送信する。異常
に係る物理量は、警報装置の用途によって異なり、火災報知器として機能する警報装置で
は、火災に係る物理量を計測する。故に、検出部５０９には、火災に係る物理量として光
量を計測し、煙の存在を感知する。
【０２７０】
　検出部５０９は、パワーゲート５０４と電気的に接続された光センサ５１１と、パワー
ゲート５０４と電気的に接続されたアンプ５１２と、パワーゲート５０４およびＣＰＵ５
０５と電気的に接続されたＡＤコンバータ５１３と、を有する。発光素子５３０、および
検出部５０９に設けられた光センサ５１１、アンプ５１２並びにＡＤコンバータ５１３は
、パワーゲート５０４が検出部５０９に電源を供給したときに動作する。
【０２７１】
　以上のように、マイクロコンピュータ５００に、光センサ５１１を含む検出部５０９を
内蔵して設けることができるので、部品数を削減し、警報装置の筐体を縮小することがで
きる。なお、光センサまたは光電変換素子の位置に自由度が必要な場合は、光センサまた
は光電変換素子を外付けとして、マイクロコンピュータ５００に電気的に接続すればよい
。
【０２７２】
　上述したＩＣチップを含む警報装置には、先の実施の形態に示した半導体装置を用いた
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複数の回路を組み合わせ、それらを１つのＩＣチップに搭載したＣＰＵ５０５が用いられ
る。
【０２７３】
　また、図１５は、実施の形態１乃至４で説明した半導体装置を少なくとも一部に用いた
ＣＰＵの具体的な構成を示すブロック図である。
【０２７４】
　図１５（Ａ）に示すＣＰＵは、基板１１９０上に、ＡＬＵ１１９１（ＡＬＵ：Ａｒｉｔ
ｈｍｅｔｉｃ　ｌｏｇｉｃ　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、およびＲＯＭイン
ターフェース１１８９（ＲＯＭ　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およびＲＯＭインターフェース１
１８９は、別チップに設けてもよい。もちろん、図１５（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。
【０２７５】
　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。
【０２７６】
　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
。
【０２７７】
　また、タイミングコントローラ１１９５は、ＡＬＵ１１９１、ＡＬＵコントローラ１１
９２、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、およ
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ＣＬＫ２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。
【０２７８】
　図１５（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のメモリセルとして、先の実施の形態に示したトランジスタを用いるこ
とができる。
【０２７９】
　図１５（Ａ）に示すＣＰＵにおいて、レジスタコントローラ１１９７は、ＡＬＵ１１９
１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、フリップフロップ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。フリップフロップによるデータ
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。
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【０２８０】
　電源停止に関しては、図１５（Ｂ）または図１５（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１５（Ｂ）および図１５（Ｃ）の回路の
説明を行う。
【０２８１】
　図１５（Ｂ）および図１５（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、先の実施の形態で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。
【０２８２】
　図１５（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
、先の実施の形態に記載されているトランジスタを用いることができる。メモリセル群１
１４３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。
【０２８３】
　図１５（Ｂ）では、スイッチング素子１１４１として、先の実施の形態で示したトラン
ジスタを用いており、当該トランジスタは、そのゲート電極層に与えられる信号ＳｉｇＡ
によりスイッチングが制御される。
【０２８４】
　なお、図１５（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。
【０２８５】
　また、図１５（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。
【０２８６】
　また、図１５（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。
【０２８７】
　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。
【０２８８】
　ここでは、ＣＰＵを例に挙げて説明したが、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　
Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、カスタムＬＳＩ、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂ
ｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）等のＬＳＩにも応用可能である。
【０２８９】
　図１６（Ａ）において、警報装置８１００は、住宅用火災警報器であり、検出部と、マ
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イクロコンピュータ８１０１を有している。マイクロコンピュータ８１０１は、先の実施
の形態に示したトランジスタを用いたＣＰＵを含む電子機器の一例である。
【０２９０】
　図１６（Ａ）において、室内機８２００および室外機８２０４を有するエアコンディシ
ョナーは、先の実施の形態に示したトランジスタを用いたＣＰＵを含む電子機器の一例で
ある。具体的に、室内機８２００は、筐体８２０１、送風口８２０２、ＣＰＵ８２０３等
を有する。図１６（Ａ）において、ＣＰＵ８２０３が、室内機８２００に設けられている
場合を例示しているが、ＣＰＵ８２０３は室外機８２０４に設けられていてもよい。また
は、室内機８２００と室外機８２０４の両方に、ＣＰＵ８２０３が設けられていてもよい
。先の実施の形態に示したトランジスタをエアコンディショナーのＣＰＵに用いることに
よって省電力化が図れる。
【０２９１】
　図１６（Ａ）において、電気冷凍冷蔵庫８３００は、先の実施の形態に示したトランジ
スタを用いたＣＰＵを含む電気機器の一例である。具体的に、電気冷凍冷蔵庫８３００は
、筐体８３０１、冷蔵室用扉８３０２、冷凍室用扉８３０３、ＣＰＵ８３０４等を有する
。図１６（Ａ）では、ＣＰＵ８３０４が、筐体８３０１の内部に設けられている。先の実
施の形態に示したトランジスタを電気冷凍冷蔵庫８３００のＣＰＵ８３０４に用いること
によって省電力化が図れる。
【０２９２】
　図１６（Ｂ）、（Ｃ）において、電気機器の一例である電気自動車の例を示す。電気自
動車９７００には、二次電池９７０１が搭載されている。二次電池９７０１の電力は、制
御回路９７０２により出力が調整されて、駆動装置９７０３に供給される。制御回路９７
０２は、図示しないＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＰＵ等を有する処理装置９７０４によって制御さ
れる。先の実施の形態に示したトランジスタを電気自動車９７００のＣＰＵに用いること
によって省電力化が図れる。
【０２９３】
　駆動装置９７０３は、直流電動機もしくは交流電動機単体、または電動機と内燃機関と
、を組み合わせて構成される。処理装置９７０４は、電気自動車９７００の運転者の操作
情報（加速、減速、停止など）や走行時の情報（上り坂や下り坂等の情報、駆動輪にかか
る負荷情報など）の入力情報に基づき、制御回路９７０２に制御信号を出力する。制御回
路９７０２は、処理装置９７０４の制御信号により、二次電池９７０１から供給される電
気エネルギーを調整して駆動装置９７０３の出力を制御する。交流電動機を搭載している
場合は、図示していないが、直流を交流に変換するインバータも内蔵される。
【０２９４】
　なお、本実施の形態は、本明細書で示す他の実施の形態と適宜組み合わせることができ
る。
【符号の説明】
【０２９５】
１０２　　基板
１０４　　絶縁膜
１０６　　酸化物層
１０７　　ｎ型化領域
１０８ａ　　ソース電極層
１０８ｂ　　ドレイン電極層
１０８ｂ＿１　　ドレイン電極層
１０８ｂ＿２　　ドレイン電極層
１０８ｂ＿３　　ドレイン電極層
１０８ｂ＿４　　ドレイン電極層
１１０ａ　　ソース電極層
１１０ｂ　　ドレイン電極層
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１１０ｂ＿１　　ドレイン電極層
１１０ｂ＿２　　ドレイン電極層
１１０ｂ＿３　　ドレイン電極層
１１０ｂ＿４　　ドレイン電極層
１１２　　ゲート絶縁膜
１１４ａ　　ゲート電極層
１１４ａ＿１　　ゲート電極層
１１４ａ＿２　　ゲート電極層
１１４ａ＿３　　ゲート電極層
１１４ａ＿４　　ゲート電極層
１１４ｂ　　ゲート電極層
１１４ｂ＿１　　ゲート電極層
１１４ｂ＿２　　ゲート電極層
１１６　　保護絶縁膜
１２０ａ　　ソース電極層
１２０ｂ　　ドレイン電極層
１２０ｂ＿１　　ドレイン電極層
１２０ｂ＿２　　ドレイン電極層
１２０ｂ＿３　　ドレイン電極層
１２０ｂ＿４　　ドレイン電極層
１６０　　酸化物積層
１６１　　酸化物層
１６２　　酸化物半導体層
１６３　　酸化物層
１６４　　酸化物層
１７０　　酸化物積層
３００　　メモリセル
３０１　　サブメモリセル
３０１＿１　　サブメモリセル
３０１＿２　　サブメモリセル
３１１　　トランジスタ
３１２　　容量素子
３１３　　トランジスタ
５００　　マイクロコンピュータ
５０１　　直流電源
５０２　　バスライン
５０３　　パワーゲートコントローラ
５０４　　パワーゲート
５０５　　ＣＰＵ
５０６　　揮発性記憶部
５０７　　不揮発性記憶部
５０８　　インターフェース
５０９　　検出部
５１１　　光センサ
５１２　　アンプ
５１３　　ＡＤコンバータ
５３０　　発光素子
１１４１　　スイッチング素子
１１４２　　メモリセル
１１４３　　メモリセル群
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１１８９　　ＲＯＭインターフェース
１１９０　　基板
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
３０００　　基板
３１０６　　酸化物層
３１０８ａ　　ソース電極層
３１０８ｂ＿１　　ドレイン電極層
３１０８ｂ＿２　　ドレイン電極層
３１１０ａ　　ソース電極層
３１１０ｂ＿１　　ドレイン電極層
３１１０ｂ＿２　　ドレイン電極層
３１１２　　ゲート絶縁膜
３１１４ａ＿１　　ゲート電極層
３１１４ａ＿２　　ゲート電極層
３１１４ｂ＿１　　ゲート電極層
３１１４ｂ＿２　　ゲート電極層
３１１６　　保護絶縁膜
３１１７＿１　　容量電極層
３１１７＿２　　容量電極層
３１２０ａ　　ソース電極層
３１２０ｂ＿１　　ドレイン電極層
３１２０ｂ＿２　　ドレイン電極層
３２００＿１　　トランジスタ
３２００＿２　　トランジスタ
３２０５＿１　　容量素子
３２０５＿２　　容量素子
３２２０　　酸化物絶縁膜
３３００　　素子分離絶縁層
８１００　　警報装置
８１０１　　マイクロコンピュータ
８２００　　室内機
８２０１　　筐体
８２０２　　送風口
８２０３　　ＣＰＵ
８２０４　　室外機
８３００　　電気冷凍冷蔵庫
８３０１　　筐体
８３０２　　冷蔵室用扉
８３０３　　冷凍室用扉
８３０４　　ＣＰＵ
９７００　　電気自動車
９７０１　　二次電池
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９７０２　　制御回路
９７０３　　駆動装置
９７０４　　処理装置
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