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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タグフィールドとデータフィールドを含むラインをｋ（ｋは２以上の自然数）行備える
アレイが、ｊ（ｊは２以上の自然数）個設けられたセットを、ｉ（ｉは自然数）個備える
記憶部と、
　ｉ個の比較回路と、ｉ個の前記比較回路およびｉ個の前記セットが接続される選択回路
と、を備える比較部と、
　前記選択回路と接続され、アドレスまたは／およびアドレスで特定されるメインデータ
が入力される外部入力端子と、キャッシュミス信号若しくはキャッシュヒット信号および
メインデータを出力する外部出力端子と、を備える制御回路と、を有し、
　ｉ個の前記セットの各々は、前記制御回路と接続され、
　ｉ個の前記比較回路の各々は、前記制御回路と接続され、
　ｉ個の前記セットの一は、ｉ個の前記比較回路の一と接続されてｉ個の対をなし、
　前記ラインは、前記アドレスの第１のビット列のいずれかにあらかじめ割り当てられ、
　前記タグフィールドは、前記アドレスの第２のビット列を格納し、
　前記データフィールドは、前記アドレスで特定されるメインデータを格納し、
　前記比較部は、前記制御回路が選択するラインのタグフィールドと、前記制御回路から
入力されるアドレスの第２のビット列とを比較して、一致しない場合はキャッシュミス信
号を、一致する場合はキャッシュヒット信号と前記ラインのデータフィールドに格納され
たメインデータとを、前記制御回路に出力する機能を有し、
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　前記制御回路は、
　前記外部入力端子から入力されるアドレス信号または前記比較部から入力される前記キ
ャッシュミス信号に応じて、前記入力されるアドレスの第１のビット列に割り当てられた
ラインを選択するライン選択信号およびｊ個の前記アレイから一を順番に選択するアレイ
選択信号を記憶部に出力し、前記入力されるアドレスの第２のビット列を前記比較回路に
出力する機能と、
　前記アレイ選択信号をｊ個の前記アレイの全てについて出力した後に前記比較部から入
力される前記キャッシュミス信号に応じて、キャッシュミス信号を前記外部出力端子に出
力する機能と、
　前記比較部から入力される前記キャッシュヒット信号に応じて、前記キャッシュヒット
信号および前記メインデータを前記外部出力端子に出力する機能と、を有し、
　ｊ個の前記アレイは、開閉器を介して直列に接続され、
　ｊ個の前記アレイの一に含まれる第１のトランジスタは、前記開閉器に含まれる第２の
トランジスタを介して、ｊ個の前記アレイの別の一に含まれる第３のトランジスタと電気
的に接続され、
　前記第１のトランジスタのチャネル形成領域と、前記第３のトランジスタのチャネル形
成領域とは、シリコン単結晶基板に設けられ、
　前記第２のトランジスタは、絶縁層を介して、前記第１のトランジスタ上および前記第
３のトランジスタ上に設けられ、
　前記第２のトランジスタは、酸化物半導体層と、前記酸化物半導体層と接する領域を有
する第１の電極と、前記酸化物半導体層と接する領域を有する第２の電極と、を有し、
　前記第１の電極は、前記絶縁層に設けられた第１の開口を介して、前記第１のトランジ
スタのソース電極またはドレイン電極と電気的に接続され、
　前記第２の電極は、前記絶縁層に設けられた第２の開口を介して、前記第３のトランジ
スタのソース電極またはドレイン電極と電気的に接続されることを特徴とする半導体記憶
装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記ラインは、複数のＳＲＡＭを含むことを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記ラインは、ＤＲＡＭを含み、
　前記ＤＲＡＭは、酸化物半導体を用いたトランジスタと、容量と、を有することを特徴
とする半導体記憶装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一において、
　前記絶縁層は、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、
酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウム、
酸化ハフニウム、酸化ガリウムから選ばれた一または複数の材料を含み、
　前記酸化物半導体層は、前記絶縁層上に接して設けられていることを特徴とする半導体
記憶装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一において、
　前記第２のトランジスタ上の酸化物絶縁層と、前記酸化物絶縁層上の酸化アルミニウム
層と、を有することを特徴とする半導体記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、半導体記憶装置および半導体記憶装置の駆動方法に関する。特に、キャッシュ
に用いることができる半導体記憶装置およびその駆動方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
中央処理装置（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ：ＣＰＵ）の多くが演
算装置の他に制御回路とキャッシュメモリと呼ばれる記憶回路を備える。中央処理装置に
高速なキャッシュメモリを設けると、ＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の外部に設けられた低速なメインメモリにアクセスする頻度を
減らすことができる。その結果、中央処理装置の処理速度を高めることができる。
【０００３】
キャッシュメモリの構成およびその駆動方法を、ｎウエイセット連想方式のキャッシュメ
モリを例に説明する。
【０００４】
ｎウエイセット連想方式のキャッシュメモリはセットをｎ個（ｎは自然数）と、タグを比
較する比較回路をｎ個と、データを選択する選択回路と、を備える。なお、一のセットと
一の比較回路は対をなしている。また、各セットはラインと呼ばれる複数領域を備え、各
ラインはメインメモリのアドレスの第１のビット列で一意に特定しうるように、それぞれ
第１のビット列があらかじめ割り当てられている。従って、ラインの数はメインメモリの
アドレスの第１のビット列で特定し得る数ｍ（ｍは２以上の自然数）以下となる。なお、
各ラインはアドレスの第２のビット列を格納するタグフィールドと、メインメモリのコピ
ーデータを格納するデータフィールドと、を備える。
【０００５】
まず、ｎウエイセット連想方式のキャッシュメモリに、アドレスで特定される一のデータ
を格納する方法の一例を説明する。中央処理装置の制御回路は、当該データのアドレスの
第１のビット列を参照し、その格納先の候補として、それぞれのセットにあらかじめ１つ
ずつ割り当てられたラインを選定する。すなわち、ｎウエイセット連想方式のキャッシュ
メモリでは、一のデータに対して合計ｎ個のラインが選定されることになる。
【０００６】
次いで、制御回路は当該ｎ個のラインの中から、最も古いデータが保存されたラインを特
定し、当該ラインに一のデータを上書きする。具体的には、アドレスの第２のビット列を
タグフィールドに格納し、メインメモリのコピーデータをデータフィールドに格納する。
【０００７】
次に、ｎウエイセット連想方式のキャッシュメモリから特定のデータを取り出す方法の一
例を説明する。演算装置が特定のデータを制御回路に要求すると、制御回路はデータを特
定するアドレスの第１のビット列と第２のビット列を用いて、該当するデータが格納され
ているラインを検索する。
【０００８】
具体的には、制御回路は、当該データを特定するアドレスの第１のビット列にあらかじめ
割り当てられているｎ行のラインを選択する。次いで、それぞれのセットに接続された比
較回路が、選択されたラインのタグフィールドに格納された第２のビット列と、当該デー
タを特定するアドレスの第２のビット列を比較し、両者が一致する場合（キャッシュヒッ
トという）に、選択回路がキャッシュヒット信号と共にキャッシュヒットしたラインのデ
ータフィールドに格納されたデータを制御回路に出力する。なお、要求されたデータがｎ
個のラインに見つからない場合（キャッシュミスという）は、選択回路がキャッシュミス
信号を制御回路に出力し、中央処理装置の演算処理装置はメインメモリにデータを要求す
る。
【０００９】
また、チャネル形成領域に酸化物半導体を用いたトランジスタが知られている（特許文献
１）。酸化物半導体層はスパッタリング法などを用いて比較的容易に作製できるため、チ
ャネル形成領域に酸化物半導体を用いたトランジスタは作製が容易であるという特徴を備
える。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００７－１２３８６１公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
キャッシュミスが発生すると、中央処理装置はＤＲＡＭ等の外部に設けられた低速なメイ
ンメモリにアクセスするため処理速度が遅くなる。そこで、キャッシュミスを防ぎ、キャ
ッシュヒットし易い構成が検討されている。その方策の一例として、セットの数を増やし
て、記憶容量を大きくする構成が挙げられる。
【００１２】
しかしながら、セットの数を増やすと、一のデータを取り出す際に検索するラインの数が
増え、読み出し動作や比較動作に消費される電力が大きくなるという問題も生じる。
【００１３】
本発明の一態様は、このような技術的背景のもとでなされたものである。したがって、外
部に設けられた低速な記憶装置へのアクセス頻度が低減され、処理速度が速く、消費電力
が低減された半導体記憶装置を提供することを課題の一とする。または、外部に設けられ
た低速な記憶装置へのアクセス頻度が低減された処理速度が速く、消費電力が低減された
半導体記憶装置の駆動方法を提供することを課題の一とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
上記課題を解決するために、本発明の一態様はセットのそれぞれに設けるラインの総数と
、一回の検索が対象とするラインの数に着眼して創作されたものである。そして、あらか
じめアドレスの第１のビット列のいずれかが割り当てられたラインを（ｋは２以上の自然
数）行備えるアレイがｊ（ｊは２以上の自然数）個設けられたセットをｉ（ｉは自然数）
個備える記憶部、比較部並びに制御回路を有する半導体記憶装置の構成に想到した。また
、比較部を用いて、目的とするアドレスの第１のビット列にあらかじめ割り当てられたｉ
×ｊ行のラインのタグフィールドと、目的とするアドレスの第２のビット列を１回以上ｊ
回以下比較することにより、当該アドレスで特定されるデータが格納されているラインを
検索し、比較部からキャッシュミス信号若しくはキャッシュヒット信号およびメインデー
タを出力する半導体記憶装置の駆動方法に想到し、上記課題の解決に至った。
【００１５】
すなわち、本発明の一態様は、タグフィールドとデータフィールドを含むラインをｋ（ｋ
は２以上の自然数）行備えるアレイが、ｊ（ｊは２以上の自然数）個設けられたセットを
、ｉ（ｉは自然数）個備える記憶部と、ｉ個の比較回路並びにｉ個の比較回路およびｉ個
のセットが接続される選択回路を備える比較部と、選択回路と接続され、アドレスまたは
／およびアドレスで特定されるメインデータが入力される外部入力端子と、キャッシュミ
ス信号若しくはキャッシュヒット信号およびメインデータを出力する外部出力端子を備え
る制御回路と、を有する半導体記憶装置である。そして、ｉ個のセットとｉ個の比較回路
はいずれも制御回路と接続され、セットと比較回路は互いに接続されてｉ個の対をなし、
ラインはアドレスの第１のビット列のいずれかにあらかじめ割り当てられ、タグフィール
ドはアドレスの第２のビット列を格納し、データフィールドはアドレスで特定されるメイ
ンデータを格納するものである。そして、比較部は、制御回路が選択するラインのタグフ
ィールドと、制御回路から入力されるアドレスの第２のビット列を比較して、一致しない
場合はキャッシュミス信号を、一致する場合はキャッシュヒット信号とラインのデータフ
ィールドに格納されたメインデータを、制御回路に出力するものである。そして、制御回
路は、外部入力端子から入力されるアドレス信号または比較部から入力されるキャッシュ
ミス信号に応じて、入力されるアドレスの第１のビット列に割り当てられたラインを選択
するライン選択信号およびｊ個のアレイから一を順番に選択するアレイ選択信号を記憶部
に出力し、入力されたアドレスの第２のビット列を比較回路に出力するものである。そし
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て、制御回路は、アレイ選択信号をｊ個のアレイの全てについて出力した後に、比較部か
ら入力されるキャッシュミス信号が入力された場合には、キャッシュミス信号を外部出力
端子に出力するものである。または、制御回路は、比較部から入力されるキャッシュヒッ
ト信号が入力された場合には、キャッシュヒット信号およびメインデータを外部出力端子
に出力するものである。
【００１６】
上記本発明の一態様の半導体記憶装置は、アドレスの第１のビット列のいずれかがあらか
じめ割り当てられたｋ（ｋは２以上の自然数）行のラインを備えるアレイが、１つのセッ
トにｊ（ｊは２以上の自然数）個設けられ、当該セットをｉ（ｉは自然数）個用いて記憶
部が構成されている。また、制御回路が、キャッシュヒットもしくはキャッシュミスの判
定に伴い、アドレスの第１のビット列にあらかじめ割り当てられたｉ×ｊ行のラインを１
回以上ｊ回以下検索して、該当するデータを格納しているラインを特定する。
【００１７】
これにより、記憶部に設けたラインの検索をキャッシュヒット信号に応じて終了できる。
そして、キャッシュヒットするまでに検索するラインの数を低減し、読み出し動作や比較
動作に伴う消費電力を抑制することができる。その結果、外部に設けられた低速な記憶装
置へのアクセス頻度が低減された処理速度が速く、消費電力が低減された半導体記憶装置
を提供できる。
【００１８】
また、本発明の一態様は、トランジスタを用いた開閉器を介して直列に接続されたｊ個の
アレイが設けられたセットを有する上記の半導体記憶装置である。
【００１９】
これにより、信号線の長さを不要に長くすることなく、必要な長さの信号線を用いて複数
のアレイを接続でき、配線の長さの延長に伴う容量の増加を抑制できる。その結果、外部
に設けられた低速な記憶装置へのアクセス頻度が低減された処理速度が速く、消費電力が
低減された半導体記憶装置を提供できる。
【００２０】
また、本発明の一態様は、トランジスタ用いた開閉器を介して並列に接続されたｊ個のア
レイが設けられたセットを有する上記の半導体記憶装置である。
【００２１】
これにより、信号線の長さを不要に長くすることなく、必要な長さの信号線を用いて複数
のアレイを接続できる。その結果、外部に設けられた低速な記憶装置へのアクセス頻度が
低減された処理速度が速く、消費電力が低減された半導体記憶装置を提供できる。
【００２２】
また、本発明の一態様は、チャネル形成領域に酸化物半導体層を備えるトランジスタを用
いた開閉器を有する上記の半導体記憶装置である。
【００２３】
上記本発明の一態様の半導体記憶装置は、チャネル形成領域に酸化物半導体層を備え、オ
フリーク電流が極めて小さいトランジスタを用いた開閉器を有する。
【００２４】
これにより、複数のアレイを完全に切断できる。その結果、外部に設けられた低速な記憶
装置へのアクセス頻度が低減された処理速度が速く、消費電力が低減された半導体記憶装
置を提供できる。
【００２５】
また、本発明の一態様は、アレイが備えるラインが、複数のＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒ
ａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）を含む上記の半導体記憶装置である。
【００２６】
これにより、高速に読み出しおよび書き込みをすることができる。その結果、外部に設け
られた低速な記憶装置へのアクセス頻度が低減された処理速度が速く、消費電力が低減さ
れた半導体記憶装置を提供できる。
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【００２７】
また、本発明の一態様は、半導体記憶装置の駆動方法である。具体的には、外部入力端子
と外部出力端子を備える制御回路の外部入力端子にアドレスを入力し、当該制御回路が、
タグフィールドとデータフィールドを含み、外部入力端子に入力されるアドレスの第１の
ビット列にあらかじめ割り当てられたラインをｋ（ｋは２以上の自然数）行備えるアレイ
を、ｊ（ｊは２以上の自然数）個設けたセットを、ｉ（ｉは自然数）個有する記憶部の一
のアレイを選択するアレイ選択信号と、ラインからアドレスに該当するラインを選択する
ライン選択信号を記憶部に出力し、ｉ個の比較回路並びにｉ個の比較回路およびｉ個のセ
ットが接続される選択回路を備え、ｉ個のセットとｉ個の比較回路はいずれも制御回路と
接続され、セットと比較回路は互いに接続されてｉ個の対をなしている比較部に、アドレ
スの第２のビット列を出力する第１のステップを有する。
【００２８】
次いで、比較部のｉ個の比較回路のそれぞれが、選択されたｉ個のラインのタグフィール
ドと第２のビット列とを比較して、一致した比較回路はキャッシュヒット信号を、一致し
ない比較回路はキャッシュミス信号を選択回路に出力する第２のステップを有する。
【００２９】
次いで、ｉ個の比較回路のいずれかがキャッシュヒット信号を出力したときに、選択回路
が、キャッシュヒット信号を出力した比較回路に接続されたセットの第２のビット列と一
致するタグフィールドを含むラインのデータフィールドに格納されたメインデータを制御
回路に出力して、第６のステップに進み、そのとき以外は、第４のステップに進む第３の
ステップを有する。
【００３０】
次いで、ｉ個の比較回路のいずれもがキャッシュミス信号を出力したときに、比較部がキ
ャッシュミス信号を制御回路に出力する第４のステップを有する。
【００３１】
次いで、記憶部のｉ個のアレイのうち未だ選択されていないアレイがあるときには、制御
回路が、選択されていないアレイから一を選択するアレイ選択信号と、ライン選択信号を
記憶部に出力し、比較部にアドレスの第２のビット列を出力して第２のステップに進み、
記憶部のｉ個のアレイが全て選択された後には、第６のステップに進む第５のステップを
有する。
【００３２】
次いで、制御回路が、選択回路から入力されたキャッシュヒット信号およびメインデータ
若しくはキャッシュミス信号を外部出力端子に出力する第６のステップを有する。
【００３３】
上記本発明の一態様の半導体記憶装置の駆動方法は、制御回路が、キャッシュヒットもし
くはキャッシュミスの判定に伴い、アドレスの第１のビット列にあらかじめ割り当てられ
たｉ×ｊ行のラインを１回以上ｊ回以下検索して、該当するデータを格納しているライン
を特定する。
【００３４】
これにより、記憶部に設けたラインの検索をキャッシュヒット信号に応じて終了できる。
そして、キャッシュヒットするまでに検索するラインの数を低減し、読み出し動作や比較
動作に伴う消費電力を抑制することができる。その結果、外部に設けられた低速な記憶装
置へのアクセス頻度が低減された処理速度が速く、消費電力が低減された半導体記憶装置
の駆動方法を提供できる。
【００３５】
なお、本明細書において、キャッシュとは演算装置がアドレスで特定可能なデータを最初
に検索する記憶装置をいう。
【００３６】
また、本明細書において”Ｌｏｗ”（Ｌまたはロウ）とは、”Ｈｉｇｈ”（Ｈまたはハイ
）よりも低い電位、例えば接地電位もしくはそれと同等の低い電位の状態をいう。また、
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”Ｈｉｇｈ”とは、”Ｌｏｗ”より高い電位の状態をいい、任意の値に設定できる。
【発明の効果】
【００３７】
本発明の一態様によれば、外部に設けられた低速な記憶装置へのアクセス頻度が低減され
、処理速度が速く、消費電力が低減された半導体記憶装置を提供できる。または、外部に
設けられた低速な記憶装置へのアクセス頻度が低減された処理速度が速く、消費電力が低
減された半導体記憶装置の駆動方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】実施の形態に係る半導体記憶装置の構成を説明する図。
【図２】実施の形態に係る半導体記憶装置に設けられるセットの構成を説明する図。
【図３】実施の形態に係る半導体記憶装置に設けられるセットの構成を説明する図。
【図４】実施の形態に係る半導体記憶装置に設けられるセットの構成を説明する図。
【図５】実施の形態に係る半導体記憶装置の動作を説明するタイミングチャート。
【図６】実施の形態に係る半導体記憶装置に用いることができる記憶部の構成を説明する
図。
【図７】実施の形態に係るトランジスタの作製方法を説明する図。
【図８】実施の形態に係るトランジスタの作製方法を説明する図。
【図９】実施の形態に係る酸化物材料の構造を説明する図。
【図１０】実施の形態に係る酸化物材料の構造を説明する図。
【図１１】実施の形態に係る酸化物材料の構造を説明する図。
【図１２】実施の形態に係る半導体記憶装置の動作を説明するフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下の説明に限定さ
れず、本発明の趣旨およびその範囲から逸脱することなくその形態および詳細を様々に変
更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に示す実施の形
態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、以下に説明する発明の構成にお
いて、同一部分または同様な機能を有する部分には同一の符号を異なる図面間で共通して
用い、その繰り返しの説明は省略する。
【００４０】
（実施の形態１）
本実施の形態では、あらかじめアドレスの第１のビット列のいずれかが割り当てられたラ
インをｋ（ｋは２以上の自然数）行備えるアレイがｊ（ｊは２以上の自然数）個設けられ
たセットをｉ（ｉは自然数）個備える記憶部、比較部並びに制御回路を有する半導体記憶
装置について図１乃至図３を参照して説明する。具体的には、比較部を用いて、目的とす
るアドレスの第１のビット列にあらかじめ割り当てられたｉ×ｊ行のラインのタグフィー
ルドと、目的とするアドレスの第２のビット列を１回以上ｊ回以下比較することにより、
当該アドレスで特定されるデータが格納されているラインを検索し、比較部からキャッシ
ュミス信号若しくはキャッシュヒット信号およびメインデータを出力する半導体記憶装置
について説明する。
【００４１】
＜半導体記憶装置の構成＞
本発明の一態様の半導体記憶装置の構成を図１に示す。図１に例示する半導体記憶装置５
００は、記憶部５１０と、比較部５２０と、制御回路５３０と、を有する。なお、半導体
記憶装置５００は、例えばメインメモリである主記憶装置５６０と共に演算装置５５０に
接続して用いることができる。
【００４２】
記憶部５１０はメインデータを格納するものである。外部入力端子と外部出力端子を備え
る制御回路５３０には、メインデータを特定可能なアドレス１０が演算装置５５０等から
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外部入力端子を介して入力される。なお、アドレス１０は、ｋ（２以上の自然数）個に分
別可能な第１のビット列と、第２のビット列を含むものである。
【００４３】
記憶部５１０は、ｉ（ｉは自然数）個のセット４００＿１～セット４００＿ｉを備える。
セットは各々ｊ（ｊは２以上の自然数）個のアレイ３００＿１～アレイ３００＿ｊを備え
る。アレイは各々ｋ個のラインを備える。そして、ラインは各々タグフィールドとデータ
フィールドを備える。
【００４４】
なお、ｋ個のラインの各々は、ｋ個に分別可能なアドレスの第１のビット列のいずれか一
つに対応しており、一のアドレスの第１のビット列に対応するラインを選択して、当該ア
ドレスの第２のビット列をそのタグフィールドに格納することにより、当該アドレスの第
１のビット列と第２のビット列を格納することができる。
【００４５】
また、当該アドレスで特定可能なメインデータは、当該ラインのデータフィールドに格納
する。
【００４６】
比較部５２０は、ｉ個の比較回路５２２＿１～比較回路５２２＿ｉと選択回路５２５を備
える。また、比較回路とセットは互いに接続され、計ｉ組の対をなしている。
【００４７】
制御回路５３０は、アドレス１０の第１のビット列に対応するラインを選択するライン選
択信号と、ｊ個のアレイから一を選択するアレイ選択信号を記憶部５１０に設けられたｉ
個のセット全てに出力する。上述のライン選択信号とアレイ選択信号により、記憶部５１
０に設けられたｉ個のセットから、計ｉ個のラインが特定される。また、制御回路５３０
はアドレス１０の第２のビット列１２を比較部５２０に設けられた比較回路に出力する。
【００４８】
比較部に設けられた比較回路５２２＿１～比較回路５２２＿ｉの各々は、接続されたセッ
トにおいて、ライン選択信号とアレイ選択信号により特定されるラインが備えるタグフィ
ールドに格納された第２のビット列と、制御回路５３０が出力する第２のビット列１２と
、を比較する。両者が一致する場合はキャッシュヒット信号を、一致しない場合はキャッ
シュミス信号を選択回路５２５に出力する。
【００４９】
キャッシュヒット信号が入力された選択回路５２５は、当該キャッシュヒット信号を出力
した比較回路に接続されたセットにおいて、ライン選択信号とアレイ選択信号により特定
されるラインが備えるデータフィールドに格納されたメインデータを、キャッシュヒット
信号と共に制御回路５３０に出力する。
【００５０】
キャッシュヒット信号を入力された制御回路５３０は、メインデータ３０を、キャッシュ
ヒット信号２０と共に外部出力端子を介して演算装置５５０等に出力して動作を終了する
。
【００５１】
なお、第１のアレイ選択信号を出力した後の制御回路５３０は、選択回路５２５からキャ
ッシュミス信号を受け取る度にアレイ選択信号を、第２のアレイ選択信号から第ｊのアレ
イ選択信号まで順番に比較部５２０に、第１ビット列に対応するライン選択信号と共に出
力する。
【００５２】
そして、比較部５２０が第ｊのアレイ選択信号に応じて出力するキャッシュミス信号より
、制御回路はキャッシュミス信号を演算装置に出力する。
【００５３】
＜セットの構成例１＞
本発明の一態様の半導体記憶装置に用いることができるセットの構成を図２に示す。具体
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的には、トランジスタを用いた開閉器を介して複数のアレイが直列に接続されたセットの
構成について説明する。
【００５４】
図２に例示するセット４１０は、第１のアレイ３１０ａ、第２のアレイ３１０ｂおよび第
３のアレイ３１０ｃを備える。アレイは各々ｋ個のラインを備える。そして、ラインは複
数のセルを備える。例えばライン２１０はセル１１０を複数備える。
【００５５】
セルは記憶回路の単位であり、ラインに設けられるタグフィールドとデータフィールドは
、いずれもセルを含む。なお、セルはさまざまな記憶素子を用いて構成することができ、
極めてオフ電流の少ないトランジスタ（例えば酸化物半導体を用いたトランジスタ）と容
量を用いて構成したＤＲＡＭや、例えば実施の形態２において説明するＳＲＡＭを用いる
ことができる。
【００５６】
セット４１０の一方向にはワード線が複数配設され、他方向にはビット線が複数配設され
、その交点にマトリクス状にセルが設けられている。例えば、セル１１０はワード線４１
２とビット線４１１に接続され、ワード線４１２とビット線４１１を選択して、データの
読み出しまたは書き込みを行う。なお、一のラインを構成する複数のセルは、一のワード
線に接続される。具体的には、ライン２１０を構成する複数のセルは、ワード線４１２に
接続される。
【００５７】
セット４１０に設けられた第１のアレイ３１０ａ、第２のアレイ３１０ｂおよび第３のア
レイ３１０ｃは、トランジスタを用いた開閉器を介して互いにビット線を共有する。
【００５８】
具体的には、第１のアレイ３１０ａと第２のアレイ３１０ｂの互いに対応するビット線が
、複数のトランジスタを用いた開閉器４１５ａで互いに接続され、第２のアレイ３１０ｂ
と第３のアレイ３１０ｃの互いに対応するビット線が、複数のトランジスタを用いた開閉
器４１５ｂで互いに接続される。
【００５９】
このような構成を備えるセット４１０において、第２のアレイ３１０ｂに設けられた一の
セルを選択する方法について説明する。まず、ライン選択信号と共に第２のアレイ３１０
ｂを選択するアレイ選択信号をセット４１０に入力する。これにより、セット駆動回路４
１９は、アレイ選択信号に応じて開閉器４１５ａをオン状態にする信号をゲート線４１６
ａに出力し、ライン選択信号に応じて第２のアレイ３１０ｂに配設された一のワード線を
選択する。
【００６０】
また、第３のアレイ３１０ｃに設けられた一のセルを選択する方法について説明する。ま
ず、ライン選択信号と共に第３のアレイ３１０ｃを選択するアレイ選択信号をセット４１
０に入力する。これにより、セット駆動回路４１９は、アレイ選択信号に応じて開閉器４
１５ａと開閉器４１５ｂをオン状態にする信号をゲート線４１６ａとゲート線４１６ｂに
出力し、ライン選択信号に応じて第３のアレイ３１０ｃに配設された一のワード線を選択
する。
【００６１】
複数のアレイを直列に接続してビット線を共有すると、配線を簡略化できる。その結果、
配線が占有する面積を抑制できるため、セットの小型化が容易になる。
【００６２】
また、アレイの間に開閉器を設けて共有されるビット線を分断可能な構成とすることがで
きる。これにより、直列に接続されるビット線の長さを必要に応じて変えることができる
。その結果、直列に接続されて長くなるビット線に生じる配線容量の影響を抑制して、例
えばプリチャージにともなう電力の消費を低減できる。
【００６３】
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＜セットの構成例２＞
本発明の一態様の半導体記憶装置に用いることができるセットの構成を図３に示す。具体
的には、トランジスタを用いた開閉器で複数のアレイが並列に接続されたセットの構成に
ついて説明する。
【００６４】
図３に例示するセット４２０は、第１のアレイ３２０ａ、第２のアレイ３２０ｂおよび第
３のアレイ３２０ｃを備える。アレイは各々ｋ個のラインを備える。そして、ラインは複
数のセルを備える。例えばライン２２０はセル１２０を複数備える。
【００６５】
セット４２０の一方向にはワード線が複数配設され、他方向にはビット線が複数配設され
、その交点にマトリクス状にセルが設けられている。例えば、セル１２０はワード線４２
２とビット線４２１に接続され、ワード線４２２とビット線４２１を選択して、データの
読み出しまたは書き込みを行う。なお、一のラインを構成する複数のセルは、一のワード
線に接続される。具体的には、ライン２２０を構成する複数のセルは、ワード線４２２に
接続される。
【００６６】
セット４２０に設けられた第１のアレイ３２０ａ、第２のアレイ３２０ｂおよび第３のア
レイ３２０ｃは各々トランジスタを用いた開閉器を介して、セット駆動回路４２９と互い
に並列に接続される。
【００６７】
具体的には、第１のアレイ３２０ａはトランジスタを用いた開閉器４２５ａを介してセッ
ト駆動回路４２９と接続され、第２のアレイ３２０ｂはトランジスタを用いた開閉器４２
５ｂを介してセット駆動回路４２９と接続され、第３のアレイ３２０ｃはトランジスタを
用いた開閉器４２５ｃを介してセット駆動回路４２９と接続される。
【００６８】
このような構成を備えるセット４２０において、第１のアレイ３２０ａに設けられた一の
セルを選択する方法について説明する。まず、ライン選択信号と共に第１のアレイ３２０
ａを選択するアレイ選択信号をセット４２０に入力する。これにより、セット駆動回路４
２９は、アレイ選択信号に応じて開閉器４２５ａをオン状態にする信号をゲート線４２６
ａに出力し、ライン選択信号に応じて第１のアレイ３２０ａに配設された一のワード線を
選択する。
【００６９】
また、第２のアレイ３２０ｂに設けられた一のセルを選択する方法について説明する。ま
ず、ライン選択信号と共に第２のアレイ３２０ｂを選択するアレイ選択信号をセット４２
０に入力する。これにより、セット駆動回路４２９は、アレイ選択信号に応じて開閉器４
２５ｂをオン状態にする信号をゲート線４２６ｂに出力し、ライン選択信号に応じて第２
のアレイ３２０ｂに配設された一のワード線を選択する。
【００７０】
また、第３のアレイ３２０ｃに設けられた一のセルを選択する方法について説明する。ま
ず、ライン選択信号と共に第３のアレイ３２０ｃを選択するアレイ選択信号をセット４２
０に入力する。これにより、セット駆動回路４２９は、アレイ選択信号に応じて開閉器４
２５ｃをオン状態にする信号をゲート線４２６ｃに出力し、ライン選択信号に応じて第３
のアレイ３２０ｃに配設された一のワード線を選択する。
【００７１】
複数のアレイをセット駆動回路に並列に接続すると、いずれのアレイに配設された配線も
同程度の容量となる。その結果、誤動作が抑制され信頼性の高い半導体記憶装置を提供で
きる。
【００７２】
なお、セット４２０がアレイとセット駆動回路を接続するビット線に開閉器を設ける構成
を備える構成について説明したが、アレイとセット駆動回路を接続するワード線に開閉器
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を設ける構成とすることもできる。
【００７３】
上記本発明の一態様の半導体記憶装置は、あらかじめアドレスの第１のビット列のいずれ
かが割り当てられたラインをｋ（ｋは２以上の自然数）行備えるアレイが、ｊ（ｊは２以
上の自然数）個設けられたセットをｉ（ｉは自然数）個備える記憶部、比較部並びに制御
回路を有する。また、比較部を用いて、目的とするアドレスの第１のビット列にあらかじ
め割り当てられたｉ×ｊ行のラインのタグフィールドと、目的とするアドレスの第２のビ
ット列を１回以上ｊ回以下比較することにより、当該アドレスで特定されるデータが格納
されているラインを検索し、比較部からキャッシュミス信号若しくはキャッシュヒット信
号およびメインデータを出力する。
【００７４】
これにより、キャッシュヒット信号の出力に応じて記憶部に設けられたラインの検索を終
了できる。そして、キャッシュヒットするまでに検索するラインの数を低減し、読み出し
動作や比較動作に伴う消費電力を抑制することができる。その結果、外部に設けられた低
速な記憶装置へのアクセス頻度が低減された処理速度が速く、消費電力が低減された半導
体記憶装置を提供できる。
【００７５】
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
。
【００７６】
（実施の形態２）
本実施の形態では、あらかじめアドレスの第１のビット列のいずれかが割り当てられたラ
インをｋ（ｋは２以上の自然数）行備えるアレイがｊ（ｊは２以上の自然数）個設けられ
たセットをｉ（ｉは自然数）個備える記憶部、比較部並びに制御回路を有する半導体記憶
装置の駆動方法について、説明する。具体的には、実施の形態１で説明した半導体記憶装
置の比較部を用いて、目的とするアドレスの第１のビット列にあらかじめ割り当てられた
ｉ×ｊ行のラインのタグフィールドと、目的とするアドレスの第２のビット列を１回以上
ｊ回以下比較することにより、当該アドレスで特定されるデータが格納されているライン
を検索し、比較部からキャッシュミス信号若しくはキャッシュヒット信号およびメインデ
ータを出力する半導体記憶装置の駆動方法について図４、図５および図１２を参照して説
明する。特に、ＳＲＡＭを用いて構成されたセルを備える本発明の一態様の半導体記憶装
置の動作について説明する。
【００７７】
＜セルの構成＞
本実施の形態で例示する半導体記憶装置が備えるセルの構成を図４（Ａ）に示す。セル１
１１は、ＳＲＡＭを用いて構成される。セル１１１は第１のインバータ１０１と、第２の
インバータ１０２と、第１のトランジスタ１０３と、第２のトランジスタ１０４と、を有
する。第１のインバータ１０１と第２のインバータ１０２とは、インバータ・ループを構
成している。また、セル１１１はワード線４５１と、ワード線４５１と交差する一対のビ
ット線４０１ａおよび反転ビット線４０１ｂに接続されている。
【００７８】
＜セットの構成＞
本実施の形態で例示する半導体記憶装置が備えるセットの構成を図４（Ｂ）に示す。セッ
ト４００はトランジスタを用いた開閉器で複数のアレイが直列に接続されている。セット
には並行するワード線が複数配設され、該ワード線と交差する一対のビット線と反転ビッ
ト線が複数配設されている。そして、その交点にマトリクス状にセルが設けられている。
【００７９】
例えば、セル１１１はワード線４５１と一対のビット線４０１ａおよび反転ビット線４０
１ｂに接続され、セル１１２はワード線４５１と一対のビット線４０２ａおよび反転ビッ
ト線４０２ｂに接続されている。また、セル１２１はワード線４６１と一対のビット線４
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０１ａおよび反転ビット線４０１ｂに接続され、セル１２２はワード線４６１と一対のビ
ット線４０２ａおよび反転ビット線４０２ｂに接続されている。
【００８０】
セット４００に設けられた第１のアレイ３００ａと第２のアレイ３００ｂは、トランジス
タを用いた開閉器を介して互いにビット線および反転ビット線を共有する。
【００８１】
具体的には、第１のアレイ３００ａと第２のアレイ３００ｂの互いに対応するビット線お
よび反転ビット線が、複数のトランジスタを用いた開閉器で互いに接続される。
【００８２】
また、セット４００はセット駆動回路４９０を備える。セット駆動回路４９０は、アレイ
選択信号に応じて開閉器をオン状態にする信号をゲート線に出力し、ライン選択信号に応
じて選択されたアレイに配設された一のワード線を選択する。
【００８３】
なお、セット駆動回路４９０には、ラインを特定する行デコーダの他、読み出し用にプリ
チャージ回路や差動増幅回路や、書き込み用にバッファ回路を、設けることができる。
【００８４】
＜第１のステップ＞
はじめに、演算装置が第１のビット列と、第２のビット列を含むアドレスを本発明の一態
様の半導体記憶装置に出力する。
【００８５】
制御回路は、第１のビット列に対応するラインを選択するライン選択信号と、第１のアレ
イを選択する第１のアレイ選択信号を記憶部に出力する。また、第２のビット列を比較部
に設けられたｉ個の比較回路に出力する。
【００８６】
記憶部に設けられたｉ個のセットのそれぞれにおいて、第１のアレイが、第１のアレイ選
択信号により選択される。また、第１のアレイ選択信号により選択されたアレイの第１の
ラインが、ライン選択信号により選択される。
【００８７】
セット４００の動作を、図５に示すタイミングチャートおよび図１２に示すフローチャー
トを用いて説明する。なお、図５において、信号１５０１は第１のワード線４５１を、信
号１５０２は第２のワード線４６１を、信号１５０３は第１のゲート線４５０ａを流れる
信号に対応する。また、信号１５０４は第１のビット線４０１ａを、信号１５０５は第１
の反転ビット線４０１ｂを、信号１５０６は第２のビット線４０２ａを、信号１５０７は
第２の反転ビット線４０２ｂを流れる信号に対応する。また、信号１５０８は第１の出力
信号線１１８から、信号１５０９は第２の出力信号線１１９から出力される信号に、信号
１５１０は第１の入力信号線１２５、信号１５１１は第２の入力信号線１２６に入力され
る信号に対応する。
【００８８】
また、初期状態として、図４（Ａ）に例示されるセル１１１の第１のノード１０５には”
Ｈｉｇｈ”（Ｈ）（第２のノード１０６には”Ｌｏｗ”（Ｌ））のデータが格納され、セ
ル１１２の第１のノード１０５にはＬ（第２のノード１０６にはＨ）のデータが格納され
、セル１２１の第１のノード１０５にはＬ（第２のノード１０６がＨ）のデータが格納さ
れ、セル１２２の第１のノード１０５にはＨ（第２のノード１０６がＬ）のデータが、格
納されている場合について説明する。
【００８９】
時刻Ｔ１以前に、あらかじめ第１のビット線４０１ａ（信号１５０４）と第１の反転ビッ
ト線４０１ｂ（信号１５０５）および第２のビット線４０２ａ（信号１５０６）と第２の
反転ビット線４０２ｂ（信号１５０７）を中間電位に設定（プリチャージともいう）して
おく。
【００９０】
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時刻Ｔ１から時刻Ｔ２の間、第１のワード線４５１（信号１５０１）をＨとする。これに
より、第１のセル１１１の第１のノード１０５の電位（Ｈ）に対応して第１のビット線４
０１ａ（信号１５０４）がＨに、第２のノード１０６の電位（Ｌ）に対応して第１の反転
ビット線４０１ｂ（信号１５０５）がＬに変化する。また、第２のセル１１２の第１のノ
ード１０５の電位（Ｌ）に対応して、第２のビット線４０２ａ（信号１５０６）がＬに、
第２のノード１０６の電位（Ｈ）に対応して、第２の反転ビット線４０２ｂ（信号１５０
７）がＨに変化する。
【００９１】
時刻Ｔ２において、セット駆動回路４９０は第１のビット線４０１ａ（信号１５０４）と
第１の反転ビット線４０１ｂ（信号１５０５）の信号を取り込み、対応するデータ（Ｈ）
を第１の出力信号線１１８（信号１５０８）に出力する。セット駆動回路４９０は同様に
、第２のビット線４０２ａ（信号１５０６）と第２の反転ビット線４０２ｂ（信号１５０
７）の信号を取り込み、対応するデータ（Ｌ）を第２の出力信号線１１９（信号１５０９
）に出力する。セット駆動回路４９０は、このようにして第１のアレイの第１のラインに
格納されたデータを読み出す（図１２における第１の読み出し５１）。なお、第１のライ
ンのタグフィールドに格納されたデータは、第１のセルに接続された比較回路に出力され
る。
【００９２】
＜第２のステップ＞
比較部に設けられたｉ個の比較回路の各々は、アドレスの第１のビット列に対応するライ
ンのタグフィールドから読み出されたデータと、第１のステップで制御回路が出力したア
ドレスの第２のビット列を比較する（図１２における比較５２）。
【００９３】
タグフィールドから読み出されたデータとアドレスの第２のビット列が一致した比較回路
はキャッシュヒット信号を出力し、一致しない比較回路はキャッシュミス信号を選択回路
に出力する。
【００９４】
＜第３のステップ＞
選択回路は、キャッシュヒット信号を出力した比較回路が接続されたセットのアレイに設
けられた該当するラインのデータフィールドからメインデータを、キャッシュヒット信号
と共に制御回路に出力し第６のステップに進む（図１２におけるメインデータ出力５３）
。そのとき以外は、第４のステップに進む。
【００９５】
＜第４のステップ＞
また、比較部に設けられた比較回路に接続されたセットのいずれにおいても、タグフィー
ルドに格納されたデータと第２のビット列が一致するラインが見つからない場合は、比較
回路がキャッシュミス信号を制御回路に出力する。
【００９６】
＜第５のステップ＞
ｉ個のアレイのうち未だ選択されていないアレイがあるときは、制御回路はキャッシュミ
ス信号に応じて、選択されていないアレイから一を選択するアレイ選択信号を記憶部に出
力し、アドレスの第２のビット列を比較部に出力して第２のステップに進む。具体的には
、第１のアレイ選択信号に選択されたアレイがキャッシュミス信号を出力した場合は、第
２のアレイ選択信号を出力して、第２のステップに進む。また、第２のアレイ選択信号に
選択されたアレイがキャッシュミス信号を出力した場合は、第３のアレイ選択信号を出力
して、第３のステップに進む。このようにして、第ｊのアレイ選択信号まで順番にアレイ
選択信号を比較部に出力し、上述の第２のステップに戻る動作を繰り返す（図１２におけ
る判定５４および第ｐ（ｐは１以上ｊ以下の自然数）の読み出し５５）。なお、検索する
アドレスは同じであるため、あらためてライン選択信号を出力しなおさなくてもよいが、
アレイ選択信号を出力する度にライン選択信号を出力しなおしてもよい。また、記憶部の
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ｉ個のアレイが全て選択された後は、第６のステップに進む。
【００９７】
なお、本実施の形態で例示するセット４００は、複数のアレイがトランジスタを用いた開
閉器で直列に接続されている。このような構成のセットから、第２のアレイ乃至第ｊのア
レイのいずれか一を選択する場合は、目的とするアレイのビット線と反転ビット線がセッ
ト駆動回路４９０と接続されるように、トランジスタを用いた開閉器を制御するゲート信
号を、アレイ選択信号と共に出力する。
【００９８】
例えば、第２のアレイ３００ｂを選択する際には、時刻Ｔ３から時刻Ｔ４の間に第１のゲ
ート線４５０ａ（信号１５０３）をＨとして、第１のアレイ３００ａと第２のアレイ３０
０ｂを直列に接続する（図５参照）。
【００９９】
また、第１のビット線４０１ａ（信号１５０４）と第１の反転ビット線４０１ｂ（信号１
５０５）および第２のビット線４０２ａ（信号１５０６）と第２の反転ビット線４０２ｂ
（信号１５０７）を中間電位に設定しておく。
【０１００】
次いで、時刻Ｔ４から時刻Ｔ５の間、第２のワード線４６１（信号１５０２）をＨとする
。これにより、第３のセル１２１の第１のノード１０５の電位（Ｌ）に対応して第１のビ
ット線４０１ａ（信号１５０４）がＬに、第２のノード１０６の電位（Ｈ）に対応して第
１の反転ビット線４０１ｂ（信号１５０５）がＨに変化する。また、第４のセル１２２の
第１のノード１０５の電位（Ｈ）に対応して、第２のビット線４０２ａ（信号１５０６）
がＨに、第２のノード１０６の電位（Ｌ）に対応して、第２の反転ビット線４０２ｂ（信
号１５０７）がＬに変化する。
【０１０１】
時刻Ｔ５において、セット駆動回路４９０は第１のビット線４０１ａ（信号１５０４）と
第１の反転ビット線４０１ｂ（信号１５０５）の信号を取り込み、対応するデータ（Ｌ）
を第１の出力信号線１１８（信号１５０８）に出力する。セット駆動回路４９０は同様に
、第２のビット線４０２ａ（信号１５０６）と第２の反転ビット線４０２ｂ（信号１５０
７）の信号を取り込み、対応するデータ（Ｈ）を第２の出力信号線１１９（信号１５０９
）に出力する。セット駆動回路４９０は、このようにして第２のアレイの第１のラインに
格納されたデータを読み出す。なお、第１のラインのタグフィールドに格納されたデータ
は、第１のセルに接続された比較回路に出力される。
【０１０２】
比較部に設けられたｉ個の比較回路の各々は、アドレスの第１のビット列に対応するライ
ンのタグフィールドから読み出されたデータと、第１のステップで制御回路が出力したア
ドレスの第２のビット列を比較して、第２のステップから第３のステップに進む。
【０１０３】
＜第６のステップ＞
選択回路からキャッシュヒット信号およびメインデータが入力されたときは、制御回路は
外部出力端子にキャッシュヒット信号およびメインデータを出力する。
【０１０４】
また、第１のアレイ乃至第ｊのアレイのいずれのアレイを選択しても、キャッシュミス信
号が比較回路から選択回路に入力される場合について説明する。制御回路は、最後に選択
したアレイ（具体的には第ｊのアレイ）を選択する選択信号に応じてキャッシュミス信号
が選択回路から入力されたときは、制御回路はキャッシュミス信号を演算装置に出力する
（図１２におけるミス信号出力５６）。
【０１０５】
上記本発明の一態様の半導体記憶装置の駆動方法は、制御回路が、キャッシュヒットもし
くはキャッシュミスの判定に伴い、アドレスの第１のビット列にあらかじめ割り当てられ
たｉ×ｊ行のラインを１回以上ｊ回以下検索して、該当するデータを格納しているライン
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を特定する。
【０１０６】
これにより、記憶部に設けたラインの検索をキャッシュヒット信号またはキャッシュミス
信号に応じて終了できる。そして、キャッシュヒットするまでに検索するラインの数を低
減し、読み出し動作や比較動作に伴う消費電力を抑制することができる。その結果、外部
に設けられた低速な記憶装置へのアクセス頻度が低減された処理速度が速く、消費電力が
低減された半導体記憶装置の駆動方法を提供できる。
【０１０７】
＜ラインへの書き込み動作＞
なお、ｉ×ｊ行のいずれのラインにも該当するデータが格納されておらず、演算装置にキ
ャッシュミス信号を出力した場合、演算装置はメインメモリからデータを取得する。そし
て、本発明の一態様の半導体記憶装置は、いずれかのセットの該当するラインを選択し、
メインメモリから取得した新たなデータを書き換えてもよい（図１２における書き替え判
定５７）。データを書き換えるセットの選択方法としては、最も過去に使用されたライン
を格納先として確定し、当該ラインに新たなデータを上書きするＬＲＵ（Ｌｅａｓｔ　Ｒ
ｅｃｅｎｔｌｙ　Ｕｓｅｄ）方式や、最も使用頻度が少ないセットを選択するＬＦＵ（Ｌ
ｅａｓｔ　Ｆｒｅｑｕｅｎｔｌｙ　Ｕｓｅｄ）方式、または最初にデータが格納されたセ
ットを選択するＦＩＦＯ（Ｆｉｒｓｔ　Ｉｎ　Ｆｉｒｓｔ　Ｏｕｔ）方式などの書き換え
アルゴリズムを用いることができる。いずれの方式を用いる場合も、書き替えないセット
はデータを保持（図１２におけるデータ保持５８）し、書き替えるセットは新しいデータ
を書き込む（図１２におけるデータ書込動作５９）。
【０１０８】
次に、本発明の一態様の半導体記憶装置に用いることができるセットへの書き込み動作に
ついて説明する。あらかじめ第１のビット線４０１ａ（信号１５０４）と第１の反転ビッ
ト線４０１ｂ（信号１５０５）および第２のビット線４０２ａ（信号１５０６）と第２の
反転ビット線４０２ｂ（信号１５０７）を中間電位に設定しておく。
【０１０９】
例えば、第１のセル１１１と第２のセル１１２にいずれもＨを書き込む場合、第１のノー
ド１０５の電位をいずれもＨに、第２のノード１０６の電位をいずれもＬとする。
【０１１０】
時刻Ｔ７から時刻Ｔ８の間、第１のビット線４０１ａ（信号１５０４）をＨとし、第１の
反転ビット線４０１ｂ（信号１５０５）をＬとする。また、第２のビット線４０２ａ（信
号１５０６）をＨとし、第２の反転ビット線４０２ｂ（信号１５０７）をＬとする。そし
て、第１のワード線４５１（信号１５０１）をＨとする。
【０１１１】
これにより、第１のアレイ３００ａの第１のラインに設けられた第１のセル１１１と第２
のセル１１２にデータを格納することができる。
【０１１２】
また、例えば、第３のセル１２１と第４のセル１２２にいずれもＬを書き込む場合、第１
のノード１０５の電位をいずれもＬに、第２のノード１０６の電位をいずれもＨとする。
【０１１３】
まず、時刻Ｔ８から時刻Ｔ９の間に第１のゲート線４５０ａ（信号１５０３）をＨとして
、第１のアレイ３００ａと第２のアレイ３００ｂを直列に接続する。
【０１１４】
次に、時刻Ｔ９から時刻Ｔ１０の間、第１のビット線４０１ａ（信号１５０４）をＬとし
、第１の反転ビット線４０１ｂ（信号１５０５）をＨとする。また、第２のビット線４０
２ａ（信号１５０６）をＬとし、第２の反転ビット線４０２ｂ（信号１５０７）をＨとす
る。そして、第２のワード線４６１（信号１５０２）をＨとする。
【０１１５】
これにより、第２のアレイ３００ｂの第１のラインに設けられた第３のセル１２１と第４
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のセル１２２にデータを格納することができる。
【０１１６】
上記本発明の一態様の半導体記憶装置は、あらかじめアドレスの第１のビット列のいずれ
かが割り当てられたラインをｋ（ｋは２以上の自然数）行備えるアレイがｊ（ｊは２以上
の自然数）個設けられたセットをｉ（ｉは自然数）個備える記憶部、比較部並びに制御回
路を有する。また、比較部を用いて、目的とするアドレスの第１のビット列にあらかじめ
割り当てられたｉ×ｊ行のラインのタグフィールドと、目的とするアドレスの第２のビッ
ト列を１回以上ｊ回以下比較することにより、当該アドレスで特定されるデータが格納さ
れているラインを検索し、比較部からキャッシュミス信号若しくはキャッシュヒット信号
およびメインデータを出力する。
【０１１７】
これにより、キャッシュヒット信号の出力に応じて記憶部に設けられたラインの検索を終
了できる。そして、キャッシュヒットするまでに検索するラインの数を低減し、読み出し
動作や比較動作に伴う消費電力を抑制することができる。その結果、外部に設けられた低
速な記憶装置へのアクセス頻度が低減された処理速度が速く、消費電力が低減された半導
体記憶装置を提供できる。
【０１１８】
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
。
【０１１９】
（実施の形態３）
本実施の形態では、本発明の一態様の半導体記憶装置に用いることができる記憶部の構成
について、図６を参照して説明する。具体的には、複数のアレイに重ねて設けられたトラ
ンジスタを備える開閉器により、当該複数のアレイを直列に接続する構成について説明す
る。
【０１２０】
本発明の一態様に用いることができる記憶部の断面図を図６に示す。具体的には、第１の
アレイ７３０ａに設けられたセルのトランジスタ７１０ａと、第２のアレイ７３０ｂに設
けられたセルのトランジスタ７１０ｂと、がトランジスタ７２０を備える開閉器７５０に
より直列に接続されている構成を示す。
【０１２１】
本実施の形態で例示する記憶部のアレイ（具体的には第１のアレイ７３０ａ、第２のアレ
イ７３０ｂ）に設けられたセルはＳＲＡＭを備える。また、当該ＳＲＡＭは酸化物半導体
以外の半導体層をチャネル形成領域に備えるトランジスタで構成されている。具体的には
、第１のアレイ７３０ａおよび第２のアレイ７３０ｂに設けられたセルが、いずれもシリ
コン単結晶の基板７０１に形成され、第１のアレイ７３０ａはトランジスタ７１０ａを含
むＳＲＡＭを、第２のアレイ７３０ｂはトランジスタ７１０ｂを含むＳＲＡＭを備える。
【０１２２】
なお、酸化物半導体以外の半導体材料としては、例えば、シリコン、ゲルマニウム、シリ
コンゲルマニウム、炭化シリコン、またはガリウムヒ素等を用いることができる。また、
有機半導体材料などを用いてもよい。
【０１２３】
また、いずれの半導体材料も非結晶状態を含んでいても、結晶状態を含んでいてもよいが
、単結晶半導体基板を用いると、高速に動作可能なトランジスタを作製できるため好まし
い。
【０１２４】
また、ＳＯＩ基板などを適用することができる。一般に「ＳＯＩ基板」は、絶縁表面上に
シリコン半導体膜が設けられた構成の基板をいうが、本明細書等においては、絶縁表面上
にシリコン以外の材料からなる半導体膜が設けられた構成の基板も含む。つまり、「ＳＯ
Ｉ基板」が有する半導体膜は、シリコン半導体膜に限定されない。また、ＳＯＩ基板には
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、ガラス基板などの絶縁基板上に絶縁層を介して半導体膜が設けられた構成のものが含ま
れるものとする。
【０１２５】
また、本実施の形態で例示する開閉器７５０が備えるトランジスタ７２０は、チャネル形
成領域にバンドギャップがシリコン半導体の１．１２ｅＶよりも大きな半導体材料を備え
る。例えば、バンドギャップが２．５ｅＶ以上、好ましくは３．０ｅＶ以上の半導体材料
をチャネル形成領域に備えるトランジスタ、具体的には酸化物半導体、窒化物半導体、酸
窒化物半導体、炭化物半導体、半導体特性を示すダイヤモンド薄膜等をチャネル形成領域
に備えるトランジスタを用いることができる。バンドギャップが２．５ｅＶ以上の半導体
材料をチャネル形成領域に備えるトランジスタは、バンドギャップが１．１２ｅＶのシリ
コン半導体をチャネル形成領域に備えるトランジスタよりもオフリーク電流を小さくでき
る。
【０１２６】
トランジスタ７１０ａとトランジスタ７１０ｂは、素子分離絶縁層７０２に囲まれ、トラ
ンジスタ７１０ａとトランジスタ７２０の間およびトランジスタ７１０ｂとトランジスタ
７２０の間には、絶縁層７０３および絶縁層７０４が設けられている。
【０１２７】
絶縁層７０３および絶縁層７０４には、トランジスタ７１０ａのソース電極またはドレイ
ン電極の一方に達する開口部と、トランジスタ７１０ｂのソース電極またはドレイン電極
の一方に達する開口部と、が設けられている。そして、トランジスタ７２０の第１の電極
７２６ａとトランジスタ７１０ａのソース電極またはドレイン電極の一方と、が開口部を
介して接続され、トランジスタ７２０の第２の電極７２６ｂとトランジスタ７１０ｂのソ
ース電極またはドレイン電極の一方と、が開口部を介して接続されている。
【０１２８】
なお、第１のアレイ７３０ａに配設された図示されない一方のビット線は、トランジスタ
７２０の第１の電極７２６ａと電気的に接続されている。また、第２のアレイ７３０ｂに
配設された図示されない他方のビット線は、トランジスタ７２０の第２の電極７２６ｂと
電気的に接続されている。そのため、トランジスタ７２０をオン状態とすると、一方のビ
ット線を他方のビット線に電気的に接続できる。
【０１２９】
本実施の形態で例示する記憶部は、酸化物半導体以外の半導体を用いたトランジスタが形
成された基板上に、酸化物半導体層を備えるトランジスタを用いた開閉器が設けられてい
る。このような構成とすることにより、例えば酸化物半導体以外の半導体を用いて、例え
ば高速に動作するトランジスタと、オフリーク電流が低減された酸化物半導体を用いたト
ランジスタを組み合わせて利用できる。その結果、酸化物半導体以外の半導体とオフリー
ク電流が低減された酸化物半導体の長所を生かした開閉器、および当該開閉器をそなえる
記憶部を提供できる。
【０１３０】
これにより、外部に設けられた低速な記憶装置へのアクセス頻度が低減された処理速度が
速く、消費電力が低減された半導体記憶装置を提供できる。
【０１３１】
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
。
【０１３２】
（実施の形態４）
本実施の形態では、本発明の一態様の半導体記憶装置が備える開閉器に用いることができ
るバンドギャップが２．５ｅＶ以上の半導体材料をチャネル形成領域に備えるトランジス
タの構成について説明する。なお、本実施の形態で例示するトランジスタの作製方法は実
施の形態５で説明する。
【０１３３】
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本実施の形態で例示するトランジスタの構成を、図７（Ｄ）を用いて説明する。図７（Ｄ
）はトランジスタの断面を表している。
【０１３４】
本実施の形態で例示するトランジスタ７１０は、基板７０１上に下地となる絶縁層７０４
と、酸化物半導体層７１３と、ゲート絶縁層７１２と、ゲート電極７１１と、ソース電極
またはドレイン電極として機能する電極７５１と電極７５２と、トランジスタを保護する
絶縁層７０５と、を有する。
【０１３５】
＜下地となる絶縁層の構成＞
下地となる絶縁層７０４は絶縁性の表面を有し、チャネルが形成される酸化物半導体層７
１３の下地となる。
【０１３６】
下地となる絶縁層７０４は、例えば酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒
化酸化シリコン、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化酸
化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化ガリウムなどから選ばれた一または複数の材料を
含む層の単層構造であっても、２層以上の積層構造であってもよい。
【０１３７】
＜酸化物半導体層＞
チャネルが形成される酸化物半導体層７１３は、ゲート絶縁層７１２を介してゲート電極
７１１と重なり、ゲート電極７１１を挟んで設けられた電極７５１と電極７５２と、電気
的に接続されている。なお、電極７５１と電極７５２は、ソース電極またはドレイン電極
として機能する。
【０１３８】
チャネルが形成される酸化物半導体層７１３の厚さは、２ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好ま
しくは５ｎｍ以上３０ｎｍ以下とする。
【０１３９】
なお、酸化物半導体層７１３は島状に加工されていなくてもよい。
【０１４０】
酸化物半導体層７１３は単結晶でも、非単結晶でもよい。後者である場合、アモルファス
を含んでいても、結晶性を有する部分を含んでいても、アモルファス中に結晶性を有する
部分を含む構造でもよい。また、アモルファスでも、多結晶でも、非アモルファスでもよ
い。
【０１４１】
結晶性を有する酸化物半導体層の一例としては、ｃ軸配向結晶（ＣＡＡＣ：ｃ－ａｘｉｓ
　ａｌｉｇｎｅｄ　ｃｒｙｓｔａｌｓ）を有する酸化物半導体層が挙げられる。なお、ｃ
軸配向結晶を有する酸化物半導体層の詳細は実施の形態７で説明する。
【０１４２】
酸化物半導体層７１３は、その化学量論比に対し、酸素を過剰に含む構成が好ましい。酸
素を過剰にすることにより金属酸化物層の酸素欠損に起因するキャリアの生成を抑制する
ことができる。
【０１４３】
酸化物半導体層７１３は、少なくともインジウム（Ｉｎ）あるいは亜鉛（Ｚｎ）を含むこ
とが好ましい。特にＩｎとＺｎを含むことが好ましい。
【０１４４】
また、該酸化物半導体を用いたトランジスタの電気特性のばらつきを減らすためのスタビ
ライザーとして、それらに加えてガリウム（Ｇａ）を有することが好ましい。また、スタ
ビライザーとしてスズ（Ｓｎ）を有することが好ましい。また、スタビライザーとしてハ
フニウム（Ｈｆ）を有することが好ましい。また、スタビライザーとしてアルミニウム（
Ａｌ）を有することが好ましい。
【０１４５】
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また、他のスタビライザーとして、ランタノイドである、ランタン（Ｌａ）、セリウム（
Ｃｅ）、プラセオジム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、サマリウム（Ｓｍ）、ユウロピウム
（Ｅｕ）、ガドリニウム（Ｇｄ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄｙ）、ホル
ミウム（Ｈｏ）、エルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）、イッテルビウム（Ｙｂ）、ル
テチウム（Ｌｕ）のいずれか一種あるいは複数種を有してもよい。
【０１４６】
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、二元系金属の酸化
物であるＩｎ－Ｚｎ系酸化物、Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物、Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｚｎ－Ｍｇ系
酸化物、Ｓｎ－Ｍｇ系酸化物、Ｉｎ－Ｍｇ系酸化物、Ｉｎ－Ｇａ系酸化物、三元系金属の
酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物（ＩＧＺＯとも表記する）、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ系
酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系酸
化物、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｌａ－Ｚｎ系酸化
物、Ｉｎ－Ｃｅ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｐｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｎｄ－Ｚｎ系酸化物
、Ｉｎ－Ｓｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｕ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｇｄ－Ｚｎ系酸化物、
Ｉｎ－Ｔｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｄｙ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｏ－Ｚｎ系酸化物、Ｉ
ｎ－Ｅｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｙｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ
－Ｌｕ－Ｚｎ系酸化物、四元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉ
ｎ－Ｈｆ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ａｌ－
Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物を用
いることができる。
【０１４７】
ここで、例えばＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の材料とは、インジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇ
ａ）、亜鉛（Ｚｎ）を有する酸化物、という意味であり、その組成比は問わない。また、
ＩｎとＧａとＺｎ以外の金属元素が入っていてもよい。例えば、ＳｉＯ２が入っていても
良い。
【０１４８】
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および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、Ｉｎ２ＳｎＯ

５（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。
【０１４９】
しかし、これらに限られず、必要とする半導体特性（移動度、しきい値、ばらつき等）に
応じて適切な組成のものを用いればよい。また、必要とする半導体特性を得るために、キ
ャリア濃度や不純物濃度、欠陥密度、金属元素と酸素の原子数比、原子間結合距離、密度
等を適切なものとすることが好ましい。
【０１５０】
＜ゲート絶縁層＞
ゲート絶縁層７１２は酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコ
ン、酸化ガリウム、酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、酸化タンタルなどを用い
ることができる。
【０１５１】
ゲート絶縁層７１２は高誘電率（ｈｉｇｈ－ｋ）材料を用いることもできる。高誘電率材
料としては、酸化ハフニウム、酸化イットリウム、酸化ランタン、ハフニウムシリケート
（ＨｆＳｉｘＯｙ（ｘ＞０、ｙ＞０））、ハフニウムアルミネート（ＨｆＡｌｘＯｙ（ｘ
＞０、ｙ＞０））、窒素が添加されたハフニウムシリケート（ＨｆＳｉｘＯｙＮｚ（ｘ＞
０、ｙ＞０、ｚ＞０））、窒素が添加されたハフニウムアルミネート（ＨｆＡｌｘＯｙＮ

ｚ（ｘ＞０、ｙ＞０、ｚ＞０））などをその例として挙げられる。
【０１５２】
ゲート絶縁層７１２は単層構造であっても、積層構造であっても良い。例えば、ｈｉｇｈ
－ｋ材料を含む層と、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコ
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ン、酸化アルミニウムなどから選ばれた材料を含む層との積層構造としてもよい。
【０１５３】
ゲート絶縁層７１２はその厚さを薄くするか、上述したｈｉｇｈ－ｋ材料をその材料に用
いると、動作特性を損なうことなくトランジスタを微細化できる。
【０１５４】
例えば、酸化シリコンを用いる場合には、１ｎｍ以上１００ｎｍ以下、好ましくは１０ｎ
ｍ以上５０ｎｍ以下とすることができる。
【０１５５】
一方、ｈｉｇｈ－ｋ材料を用いる場合には、その厚さをトンネル効果などに起因するゲー
トリークが発生する程度に薄くすることなく、トランジスタを微細化できる。
【０１５６】
なお、ゲート絶縁層７１２に第１３族元素および酸素を含む絶縁材料を適用できる。なお
、第１３族元素を含む絶縁材料とは、絶縁材料に一または複数の第１３族元素を含むこと
を意味する。
【０１５７】
例えば、酸化ガリウム、酸化アルミニウム、酸化アルミニウムガリウム、酸化ガリウムア
ルミニウムなどが、第１３族元素および酸素を含む絶縁材料の一例として挙げられる。こ
こで、酸化アルミニウムガリウムとは、ガリウムの含有量（原子％）よりアルミニウムの
含有量（原子％）が多いものを示し、酸化ガリウムアルミニウムとは、ガリウムの含有量
（原子％）がアルミニウムの含有量（原子％）以上のものを示す。
【０１５８】
酸化物半導体材料には第１３族元素を含むものが多く、第１３族元素を含む絶縁材料は酸
化物半導体材料との相性が良い。したがって、第１３族元素および酸素を含む絶縁材料を
酸化物半導体層に接する絶縁層に用いることで、酸化物半導体層との界面の状態を良好に
保つことができる。
【０１５９】
例えば、ガリウムを含有する酸化物半導体層に接してゲート絶縁層を形成する場合に、ゲ
ート絶縁層に酸化ガリウムを含む材料を用いることで酸化物半導体層とゲート絶縁層の界
面特性を良好に保つことができる。
【０１６０】
また、酸化物半導体層と酸化ガリウムを含む絶縁層とを接して設けることにより、酸化物
半導体層と絶縁層の界面における水素のパイルアップを低減することができる。
【０１６１】
例えば、酸化アルミニウムを含む材料を用いて絶縁層を形成することも有効である。なお
、酸化アルミニウムは、水を透過させにくいという特性を有しているため、当該材料を用
いることは、酸化物半導体層への水の侵入防止という点においても好ましい。
【０１６２】
このように、絶縁層に酸化物半導体の成分元素と同じ族の元素を用いる場合には、同様の
効果を得ることが可能である。
【０１６３】
＜ゲート電極＞
ゲート電極７１１はゲート絶縁層７１２を介して酸化物半導体層７１３と重なり、トラン
ジスタ７１０のゲート電極として機能する。
【０１６４】
ゲート電極７１１は導電材料を含む層の単層構造であっても、２層以上の積層構造であっ
てもよい。
【０１６５】
導電材料は熱処理工程に耐えられる材料であればよく、例えばモリブデン、チタン、タン
タル、タングステン、アルミニウム、銅、ネオジム、スカンジウム等から選ばれた一の金
属、またはこれらから選ばれた一を含む合金を用いることができる。
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【０１６６】
また、リン等の不純物元素をドーピングした多結晶シリコン層に代表される半導体層、ニ
ッケルシリサイドなどのシリサイド層を用いてもよい。
【０１６７】
＜ゲート電極上の絶縁層および側壁＞
ゲート電極上の絶縁層７１４ａは、ゲート電極７１１と重なり、絶縁性を有する。
【０１６８】
側壁７１４ｂは、ゲート絶縁層７１２、ゲート電極７１１、およびゲート電極上の絶縁層
７１４ａの積層体の側面に接し、絶縁性を有する。
【０１６９】
＜ソース電極およびドレイン電極＞
電極７５１と電極７５２は、いずれも酸化物半導体層７１３と電気的に接続し、当該トラ
ンジスタのソース電極およびドレイン電極として機能する。
【０１７０】
ソース電極またはドレイン電極として機能する電極は導電材料を含む層の単層構造であっ
ても、２層以上の積層構造であってもよい。
【０１７１】
導電材料は熱処理工程に耐えられる材料であればよく、例えばアルミニウム、クロム、銅
、チタン、タンタル、モリブデンおよびタングステンから選ばれた一の金属、またはこれ
らから選ばれた一を含む合金を用いることができる。また、マンガン、マグネシウム、ジ
ルコニウム、ベリリウム、ネオジムおよびスカンジウムから選ばれた一の金属、またはこ
れらから選ばれた一を含む合金を用いることもできる。
【０１７２】
また、導電材料は金属窒化物を用いることができる。具体的には、窒化チタン、窒化モリ
ブデン、窒化タングステン等をその例に挙げることができる。
【０１７３】
また、導電材料は導電性の金属酸化物を用いることができる。具体的には、酸化インジウ
ム、酸化スズ、インジウム－スズ酸化物（ＩＴＯともいう）、インジウム－亜鉛酸化物、
酸化亜鉛、ガリウムまたはアルミニウムが添加された酸化亜鉛、またはこれらの金属酸化
物材料に酸化シリコンを含ませたものを用いることができる。
【０１７４】
また、導電材料はグラフェンなどを用いることができる。
【０１７５】
例えば、チタンや窒化チタンからなる単層構造、シリコンを含むアルミニウムの単層構造
、アルミニウム層上にチタン層が積層された２層構造、窒化チタン層上にチタン層が積層
された２層構造、チタン層とアルミニウム層とチタン層とが積層された３層構造などが挙
げられる。
【０１７６】
なお、トランジスタのチャネル長（Ｌ）は酸化物半導体層に接するソース電極の端部と酸
化物半導体層に接するドレイン電極の端部の間隔によって決定される。
【０１７７】
＜トランジスタを保護する絶縁層＞
トランジスタを保護する絶縁層７０５は水分等の不純物が外部から侵入する現象を防いで
、トランジスタを保護する層である。
【０１７８】
絶縁層７０５の厚みは、少なくとも１ｎｍ以上とする。
【０１７９】
絶縁層７０５はバリア性を有する絶縁体を含む層の単層構造であっても、２層以上の積層
構造であってもよい。
【０１８０】
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特に、酸化アルミニウムを含む構成が好ましく、酸化アルミニウム層と、他の無機絶縁材
料を含む層との積層構造としてもよい。酸化アルミニウムは、水分、酸素、その他の不純
物を透過させにくいからである。
【０１８１】
また、絶縁層７０５は酸素過剰領域を有する酸化物絶縁層と、酸化アルミニウム層の積層
体であって、酸化物半導体層側に酸素過剰領域を有する酸化物絶縁層を設ける構成として
もよい。
【０１８２】
酸素過剰領域を有する酸化物絶縁層は、例えば、酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜等
を用いることができる。
【０１８３】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０１８４】
（実施の形態５）
本実施の形態では、実施の形態４で説明したバンドギャップが２．５ｅＶ以上の半導体材
料をチャネル形成領域に備えるトランジスタ７１０の作製方法について、図７を用いて説
明する。
【０１８５】
＜下地となる絶縁層の形成＞
はじめに、チャネルが形成される酸化物半導体層の下地となる絶縁層７０４を形成する。
下地となる絶縁層７０４は、基板７０１上にプラズマＣＶＤ法またはスパッタリング法等
により形成する。
【０１８６】
基板７０１は下地となる絶縁層を形成する工程以後の工程において、処理に耐えうる程度
の耐熱性を有すれば良く、その大きさには制限はない。
【０１８７】
基板７０１はあらかじめ他の半導体素子が設けられていてもよい。
【０１８８】
基板７０１として、例えば、バリウムホウケイ酸ガラスやアルミノホウケイ酸ガラスなど
のガラス基板、セラミック基板、石英基板、サファイア基板などを用いることができる。
また、シリコンや炭化シリコンなどの単結晶半導体基板、多結晶半導体基板、シリコンゲ
ルマニウムなどの化合物半導体基板、ＳＯＩ基板などを適用することもできる。
【０１８９】
基板７０１として、可撓性を有する基板を用いてもよい。可撓性基板上にトランジスタを
直接作製してもよいし、他の作製基板上にトランジスタを作製し、その後可撓性基板に剥
離、転置してもよい。なお、作製基板から可撓性基板に剥離、転置する場合は、作製基板
と酸化物半導体層を含むトランジスタとの間に剥離層を設けるとよい。
【０１９０】
＜酸化物半導体層の形成＞
次に、チャネルが形成される酸化物半導体層７１３を下地となる絶縁層７０４上に形成す
る。
【０１９１】
酸化物半導体層は、スパッタリング法、分子線エピタキシー法、原子層堆積法またはパル
スレーザー蒸着法により成膜できる。
【０１９２】
例えば、酸化物半導体としてＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の材料を用いる場合、ターゲットを
用いて作製することができる。ターゲットの材料およびその組成比は様々なものを用いる
ことが可能であり、例えば、Ｉｎ２Ｏ３とＧａ２Ｏ３とＺｎＯを１：１：１［ｍｏｌ数比
］（＝Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ）の割合で含む酸化物ターゲットを用いることが
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できる。また、例えば、Ｉｎ２Ｏ３とＧａ２Ｏ３とＺｎＯを１：１：２［ｍｏｌ数比］（
＝Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ）の割合で含む酸化物ターゲットを用いることもでき
る。
【０１９３】
また、酸化物半導体としてＩｎ－Ｚｎ－Ｏ系の材料を用いる場合、用いるターゲット中の
金属元素の原子数比は、Ｉｎ：Ｚｎ＝５０：１～１：２（モル数比に換算するとＩｎ２Ｏ

３：ＺｎＯ＝２５：１～１：４）、好ましくはＩｎ：Ｚｎ＝２０：１～１：１（モル数比
に換算するとＩｎ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１０：１～１：２）、さらに好ましくはＩｎ：Ｚｎ＝
１５：１～１．５：１（モル数比に換算するとＩｎ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１５：２～３：４）
とする。例えば、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体の形成に用いるターゲットは、原子数比
がＩｎ：Ｚｎ：Ｏ＝Ｘ：Ｙ：Ｚのとき、Ｚ＞１．５Ｘ＋Ｙとする。
【０１９４】
また、例えば、酸化物半導体としてＩｎ－Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系の材料を用いる場合、ターゲ
ットを用いて作製することができる。ターゲットの組成比は、様々なモノを用いることが
可能であり、例えば、ＩｎとＳｎとＺｎを原子数比で１：２：２（＝Ｉｎ：Ｓｎ：Ｚｎ）
の割合で含む酸化物ターゲットを用いることができる。また、例えば、ＩｎとＳｎとＺｎ
を原子数比で２：１：３（＝Ｉｎ：Ｓｎ：Ｚｎ）の割合で含む酸化物ターゲットを用いる
ことができる。また、例えば、ＩｎとＳｎとＺｎを原子数比で１：１：１（＝Ｉｎ：Ｓｎ
：Ｚｎ）の割合で含む酸化物ターゲットを用いることができる。また、例えば、ＩｎとＳ
ｎとＺｎを原子数比で２０：４５：３５（＝Ｉｎ：Ｓｎ：Ｚｎ）の割合で含む酸化物ター
ゲットを用いることができる。
【０１９５】
なお、ターゲットの相対密度は９０％以上１００％以下、好ましくは９５％以上９９．９
％以下である。相対密度の高いターゲットを用いることにより、成膜した酸化物半導体層
は緻密な膜とすることができる。
【０１９６】
また、酸化物半導体層はキャリア密度を低減し実質的にＩ型とすることができる。その方
法の詳細は、実施の形態６で説明する。
【０１９７】
次に、フォトリソグラフィ工程によりレジストマスクを形成し、該レジストマスクを用い
て、酸化物半導体層を選択的にエッチングして島状に形成する（図７（Ａ）参照）。
【０１９８】
なお、該レジストマスクを後退させつつエッチングすると、酸化物半導体層の端部をテー
パ形状にできる。島状の酸化物半導体層の端部をテーパ形状にすると、本工程以降に形成
される層の断切れを防止し、被覆性を向上できる。
【０１９９】
＜ゲート絶縁層、ゲート電極およびゲート電極上の絶縁層の形成＞
次に、ゲート絶縁層７１２、ゲート電極７１１、およびゲート電極上の絶縁層７１４ａの
積層体を酸化物半導体層７１３上に形成する。
【０２００】
ゲート絶縁層となる絶縁層およびゲート電極上の絶縁層となる絶縁層は、プラズマＣＶＤ
法やスパッタリング法等を用いて成膜する。
【０２０１】
ゲート電極となる導電層はスパッタリング法等を用いて成膜する。
【０２０２】
次に、フォトリソグラフィ工程によりレジストマスクを形成し、該レジストマスクを用い
て、ゲート絶縁層となる絶縁層、ゲート電極となる導電層およびゲート電極上の絶縁層と
なる絶縁層をエッチングしてゲート絶縁層７１２、ゲート電極７１１、およびゲート電極
上の絶縁層７１４ａの積層体を形成する。
【０２０３】
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＜側壁の形成＞
次に、側壁７１４ｂをゲート絶縁層７１２、ゲート電極７１１、およびゲート電極上の絶
縁層７１４ａの積層体の側面に接して形成する。
【０２０４】
側壁となる絶縁層は、プラズマＣＶＤ法やスパッタリング法等を用いて成膜する。
【０２０５】
次に、異方性のエッチングを行い、積層体の側面に接する絶縁層を残して側壁を形成する
（図７（Ｂ）参照）。
【０２０６】
＜ソース電極またはドレイン電極として機能する電極の形成＞
次に、ソース電極またはドレイン電極として機能する電極７５１、電極７５２を形成する
。
【０２０７】
ソース電極またはドレイン電極となる導電材料を含む層は、スパッタリング法などを用い
て成膜する。
【０２０８】
次に、フォトリソグラフィ工程によりレジストマスクを形成し、該レジストマスクを用い
て、導電材料を含む層を選択的にエッチングして電極７５１、電極７５２を形成する（図
７（Ｃ）参照）。なお、同じ導電材料を含む層からなる配線等（図示せず）も同一の工程
で形成する。
【０２０９】
なお、チャネル長（Ｌ）を１０ｎｍ以上１０００ｎｍ（１μｍ）以下、特に２５ｎｍ未満
のトランジスタを形成する場合、波長が数ｎｍ～数十ｎｍの短い超紫外線（Ｅｘｔｒｅｍ
ｅ　Ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ）を用いてマスクを形成すると好ましい。超紫外線を用いる
と、解像度が高く焦点深度も大きいからである。
【０２１０】
なお、ソース電極またはドレイン電極として機能する電極の端部をテーパ形状に形成する
とよい。ソース電極またはドレイン電極として機能する電極の端部をテーパ形状にすると
、本工程以降に形成される層（例えばゲート絶縁層）の断切れを防止し、被覆性を向上で
きる。なおテーパ角は、例えば、３０°以上６０°以下とすることが好ましい。
【０２１１】
なお、導電材料を含む層をチタン層や窒化チタン層の単層構造とする場合には、テーパ形
状を有するソース電極およびドレイン電極への加工が容易である。
【０２１２】
＜トランジスタを保護する絶縁層の形成＞
次に、トランジスタを保護する絶縁層７０５を形成する。
【０２１３】
トランジスタを保護する絶縁層は、プラズマＣＶＤ法やスパッタリング法等を用いて成膜
する。
【０２１４】
以上の工程により、チャネルが形成される領域に酸化物半導体材料を用いたトランジスタ
７１０を作製できる。
【０２１５】
なお、本実施の形態において用いるレジストマスクは、フォトリソグラフィ工程により形
成されるものに限られない。フォトリソグラフィ法の他に、インクジェット法、印刷法等
を適宜用いて形成できる。フォトマスクを使用することなくレジストマスクを形成すると
、半導体装置の製造コストを低減することができる。
【０２１６】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
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【０２１７】
（実施の形態６）
本実施の形態では、本発明の一態様の半導体記憶装置が備える開閉器に用いることができ
るトランジスタに適用可能な酸化物半導体層の形成方法について説明する。具体的には、
キャリア密度が低減され、実質的にＩ型の酸化物半導体層の作製方法について、図８を用
いて説明する。
【０２１８】
＜下地となる絶縁層の構成およびその作製方法＞
基板５０１に絶縁層５０４を形成する。チャネルが形成される酸化物半導体層の下地とな
る絶縁層５０４の少なくとも酸化物半導体層に接する領域は、熱処理により酸素が脱離す
る絶縁層を含む構成が好ましい。なぜなら、絶縁層５０４が酸素過剰領域を有すると、酸
化物半導体層から絶縁層５０４に酸素が移動する現象を防ぐことができ、且つ後に説明す
る熱処理を施すことで、絶縁層５０４から酸化物半導体層に、酸素を供給できるからであ
る。
【０２１９】
下地となる絶縁層が積層構造である場合、酸素過剰領域を有する酸化物絶縁層を酸化物半
導体層側に備える構成がより好ましい。
【０２２０】
例えば、下地となる絶縁層は、酸化物半導体層側から、酸素過剰領域を有する酸化シリコ
ン層と、酸化アルミニウム層と、の積層構造とする構成が好ましい。
【０２２１】
なお、本明細書等において、「熱処理により酸素が脱離する」とは、ＴＤＳ（Ｔｈｅｒｍ
ａｌ　Ｄｅｓｏｒｐｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ：昇温脱離ガス分光法）分析に
て、酸素原子に換算した酸素の脱離量（または放出量）が１．０×１０１８ｃｍ－３以上
、好ましくは３．０×１０２０ｃｍ－３以上であることをいう。また、「熱処理により酸
素が脱離しない」とは、ＴＤＳ分析にて、酸素原子に換算した酸素の脱離量（または放出
量）が１．０×１０１８ｃｍ－３未満であることをいう。
【０２２２】
熱処理により酸素が脱離する絶縁層を作製する方法としては、酸素雰囲気下にて成膜する
方法、または、成膜後に酸素（少なくとも、酸素ラジカル、酸素原子、酸素イオンのいず
れかを含む）を注入する方法等を挙げることができる。
【０２２３】
酸素の注入方法としては、イオン注入法、イオンドーピング法、プラズマイマージョンイ
オンインプランテーション法、プラズマ処理などを用いることができる。
【０２２４】
＜不純物濃度が低減された酸化物半導体層の形成方法１：成膜方法＞
酸化物半導体層４１３ａを、下地となる絶縁層５０４上に形成する（図８（Ａ）参照）。
酸化物半導体層４１３ａは、後にチャネルが形成される酸化物半導体層となるため、水素
原子を含む不純物を極力排除されるように形成する。なぜなら、水素原子を含む不純物は
、酸化物半導体層にドナー準位を形成し易いからである。
【０２２５】
水素原子を含む不純物が低減された酸化物半導体層を作製する方法としては、スパッタリ
ング法を用いて成膜するのが好ましい。特に、大気に暴露されていない絶縁層を下地とし
て、該絶縁層に連続して酸化物半導体層を成膜する方法が好ましい。
【０２２６】
例えば、基板表面に付着した水素を含む不純物を、熱処理またはプラズマ処理で除去した
後、大気に解放することなく下地となる絶縁層を形成し、続けて大気に解放することなく
酸化物半導体層を形成してもよい。このようにすることで、下地となる絶縁層の表面に付
着した水素を含む不純物を低減し、また、基板と下地となる絶縁層との界面、および、下
地となる絶縁層と酸化物半導体層との界面に、大気成分が付着する現象を抑制できる。
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【０２２７】
なお、スパッタリング法を用いて酸化物半導体層を成膜する前に、処理室にアルゴンガス
を導入してプラズマを発生させる逆スパッタリングを行い、下地となる絶縁層の表面に付
着している粉状物質（パーティクル、ごみともいう）を除去することが好ましい。
【０２２８】
逆スパッタリングとは、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、酸素などを用いてもよい。
【０２２９】
また、酸化物半導体層を、リークレートが小さい処理室を用いて成膜する方法が好ましい
。具体的には、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、成膜途中における酸化物半導体層中へ、アルカリ金属、水素化物
等の不純物の混入を低減することができる。
【０２３０】
また、酸化物半導体層を吸着型の真空ポンプ（例えば、クライオポンプなど）を用いて排
気されたスパッタリング装置の処理室で成膜する方法が好ましい。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。
【０２３１】
また、酸化物半導体層を、スパッタリング装置の処理室内に高純度の雰囲気ガスを供給し
て、成膜する方法が好ましい。具体的には、水、水酸基を含む化合物または水素化物など
の不純物が除去された高純度の希ガス（代表的にはアルゴン）、酸素、または希ガスと酸
素との混合ガスを適宜用いるものとする。
【０２３２】
例えば、アルゴンの純度を、９Ｎ（９９．９９９９９９９％）以上（Ｈ２Ｏは、０．１ｐ
ｐｂ未満、Ｈ２は、０．５ｐｐｂ未満）とし、露点－１２１℃とする。また、酸素の濃度
は、８Ｎ（９９．９９９９９９％）以上（Ｈ２Ｏは、１ｐｐｂ未満、Ｈ２は、１ｐｐｂ未
満）とし、露点－１１２℃とする。
【０２３３】
また、希ガスと酸素の混合ガスを用いる場合には、酸素の流量比率を大きくすることが好
ましい。
【０２３４】
《酸化物半導体層の成膜条件の一例。》
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。
【０２３５】
＜不純物濃度が低減された酸化物半導体層の形成方法２：第１の熱処理＞
水素原子を含む不純物が極力排除された酸化物半導体層４１３ｂを形成する（図８（Ｂ）
参照）。
【０２３６】
水素原子を含む不純物が低減された酸化物半導体層を作製する方法としては、酸化物半導
体層中の水分または水素などの不純物を低減（脱水化または脱水素化ともいう）するため
に、酸化物半導体層に第１の熱処理を施す方法が好ましい。
【０２３７】
第１の熱処理を行う場合、酸化物半導体層に接する絶縁層は、熱処理により酸素が脱離す
る絶縁層を用いることが好ましい。なぜなら、第１の熱処理を行うと、水素原子を含む不
純物とともに、酸素も酸化物半導体層から放出されてしまうからである。酸素が放出され
た酸化物半導体層に生じる酸素欠損の一部がドナーとなり、酸化物半導体層にキャリアが
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発生し、トランジスタの特性に影響を与えるおそれがある。
【０２３８】
第１の熱処理の温度は、例えば、１５０℃以上基板歪み点温度未満、好ましくは２５０℃
以上４５０℃以下、さらに好ましくは３００℃以上４５０℃以下とする。
【０２３９】
第１の熱処理の時間は３分～２４時間とする。２４時間を超える熱処理は生産性の低下を
招くため好ましくない。
【０２４０】
第１の熱処理は酸化性雰囲気または不活性雰囲気で行う。ここで、酸化性雰囲気は、酸素
、オゾンまたは窒化酸素などの酸化性ガスを１０ｐｐｍ以上含有する雰囲気をいう。また
、不活性雰囲気は、前述の酸化性ガスが１０ｐｐｍ未満であり、その他、窒素または希ガ
スで充填された雰囲気をいう。
【０２４１】
例えば、減圧雰囲気下、窒素や希ガスなどの不活性ガス雰囲気下、酸素ガス雰囲気下、ま
たは超乾燥エア（ＣＲＤＳ（キャビティリングダウンレーザー分光法）方式の露点計を用
いて測定した場合の水分量が２０ｐｐｍ（露点換算で－５５℃）以下、好ましくは１ｐｐ
ｍ以下、より好ましくは１０ｐｐｂ以下の空気）雰囲気下とする。
【０２４２】
また、窒素、またはヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガスに、水、水素などが含まれな
いことが好ましい。または、熱処理装置に導入する窒素、またはヘリウム、ネオン、アル
ゴン等の希ガスの純度を、６Ｎ（９９．９９９９％）以上好ましくは７Ｎ（９９．９９９
９９％）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。
【０２４３】
第１の熱処理に用いる加熱装置は特別に限定されない。当該加熱装置は抵抗発熱体などの
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
。
【０２４４】
例えば、電気炉や、ＬＲＴＡ（Ｌａｍｐ　Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）
装置、ＧＲＴＡ（Ｇａｓ　Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置等のＲＴＡ
（Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置を用いることができる。ＬＲＴＡ装
置は、ハロゲンランプ、メタルハライドランプ、キセノンアークランプ、カーボンアーク
ランプ、高圧ナトリウムランプ、高圧水銀ランプなどのランプから発する光（電磁波）の
輻射により、被処理物を加熱する装置である。ＧＲＴＡ装置は、高温のガスを用いて熱処
理を行う装置である。
【０２４５】
以上の第１の熱処理を施すことにより、酸化物半導体層から水素（水、水酸基を含む化合
物）を放出させられる。また、第１の熱処理によって、不純物が低減され、ｉ型（真性）
または実質的にｉ型の酸化物半導体層を形成できる。
【０２４６】
第１の熱処理によって、酸化物半導体層から不安定なキャリア源である水素を脱離させる
ことができるため、トランジスタのしきい値電圧がマイナス方向へ変動する現象を抑制で
きる。さらに、トランジスタの信頼性を向上できる。
【０２４７】
＜変形例＞
第１の熱処理の後、酸化物半導体層に酸素（少なくとも、酸素ラジカル、酸素原子、酸素
イオンのいずれかを含む）を注入してもよい。
【０２４８】
酸素の注入方法としては、イオン注入法、イオンドーピング法、プラズマイマージョンイ
オンインプランテーション法、プラズマ処理などを用いることができる。
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【０２４９】
＜ゲート絶縁層の構成およびその作製方法＞
チャネルが形成される酸化物半導体層５１３を覆うゲート絶縁層５１２の少なくとも酸化
物半導体層に接する領域は、熱処理により酸素が脱離する絶縁層を含む構成が好ましい。
なぜなら、ゲート絶縁層５１２が酸素過剰領域を有すると、酸化物半導体層５１３からゲ
ート絶縁層５１２に酸素が移動する現象を防ぐことができ、且つ後に説明する第２の熱処
理を施すことで、ゲート絶縁層５１２から酸化物半導体層５１３に、酸素を供給できるか
らである。
【０２５０】
チャネルが形成される酸化物半導体層を覆う絶縁層が積層構造である場合、酸素過剰領域
を有する酸化物絶縁層を酸化物半導体層側に備える構成がより好ましい。
【０２５１】
例えば、チャネルが形成される酸化物半導体層を覆う絶縁層は、酸化物半導体層側から、
酸素過剰領域を有する酸化シリコン層と、酸化アルミニウム層と、の積層構造とする構成
が好ましい。
【０２５２】
酸化アルミニウム層は、水素、水分などの不純物、および酸素の両方を透過させない効果
、言い換えると遮断効果（ブロック効果）が高く、酸化アルミニウム層を成膜後に第２の
熱処理を行うと、酸化物半導体層からの酸素の放出を防止できるからである。
【０２５３】
＜ゲート絶縁層、ゲート電極およびゲート電極上の絶縁層の形成＞
次に、ゲート絶縁層５１２、ゲート電極５１１、およびゲート電極上の絶縁層５１４ａの
積層体を酸化物半導体層５１３上に形成する。
【０２５４】
ゲート絶縁層となる絶縁層およびゲート電極上の絶縁層となる絶縁層は、プラズマＣＶＤ
法やスパッタリング法等を用いて成膜する。
【０２５５】
ゲート電極となる導電層はスパッタリング法等を用いて成膜する。
【０２５６】
次に、フォトリソグラフィ工程によりレジストマスクを形成し、該レジストマスクを用い
て、ゲート絶縁層となる絶縁層、ゲート電極となる導電層およびゲート電極上の絶縁層と
なる絶縁層をエッチングしてゲート絶縁層５１２、ゲート電極５１１、およびゲート電極
上の絶縁層５１４ａの積層体を形成する。
【０２５７】
＜側壁の形成＞
次に、絶縁層５１４ｂをゲート絶縁層５１２、ゲート電極５１１、およびゲート電極上の
絶縁層５１４ａの積層体の側壁に接して形成する。
【０２５８】
側壁となる絶縁層は、プラズマＣＶＤ法やスパッタリング法等を用いて成膜する。
【０２５９】
次に、異方性のエッチングを行い、積層体の側面に接する絶縁層を残して側壁を形成する
。
【０２６０】
＜酸素が供給された酸化物半導体層の作製方法１：第２の熱処理＞
チャネルが形成される酸化物半導体層５１３は、酸素が供給された酸化物半導体層が好ま
しい。特に、酸素欠損が補填された酸化物半導体層が好ましい。なぜなら、酸素欠損の一
部がドナーとなって酸化物半導体層にキャリアが発生し、トランジスタの特性に影響を与
えるおそれがあるからである。
【０２６１】
酸素が供給された酸化物半導体層を作製する方法としては、熱処理により酸素が脱離する
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絶縁層とチャネルが形成される酸化物半導体層が接した状態で、第２の熱処理を施す方法
が挙げられる。具体的には、熱処理により酸素が脱離する絶縁層を用いて下地となる絶縁
層または／およびチャネルが形成される領域を覆う絶縁層を形成し、第２の熱処理を施し
て酸化物半導体層に酸素を供給すればよい（図８（Ｃ）参照）。
【０２６２】
なお、第２の熱処理は、酸化物半導体層のチャネルが形成される領域に熱処理により酸素
が脱離する絶縁層を含む絶縁層が接して形成された後であれば、いずれかの工程の後であ
っても効果を奏する。
【０２６３】
特に、酸化物半導体層側から、酸素過剰領域を有する酸化シリコン層と、遮断効果（ブロ
ック効果）が高い酸化アルミニウム層と、の積層構造とし、酸化アルミニウム層が形成さ
れた状態で第２の熱処理を施す方法が好ましい。
【０２６４】
第２の熱処理は、窒素、酸素、超乾燥空気（水の含有量が２０ｐｐｍ以下、好ましくは１
ｐｐｍ以下、より好ましくは１０ｐｐｂ以下の空気）、または希ガス（アルゴン、ヘリウ
ムなど）の雰囲気下で行えばよいが、上記窒素、酸素、超乾燥空気、または希ガス等の雰
囲気に水、水素などが含まれないことが好ましい。また、熱処理装置に導入する窒素、酸
素、または希ガスの純度を、６Ｎ（９９．９９９９％）以上好ましくは７Ｎ（９９．９９
９９９％）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。
【０２６５】
《酸素原子に換算した酸素の脱離量の測定方法。》
以下、酸素の放出量をＴＤＳ分析で酸素原子に換算して定量する方法について説明する。
【０２６６】
ＴＤＳ分析したときの気体の脱離量は、スペクトルの積分値に比例する。このため、絶縁
層のスペクトルの積分値と、標準試料の基準値に対する比とにより、気体の脱離量を計算
することができる。標準試料の基準値とは、所定の原子を含む試料の、スペクトルの積分
値に対する原子の密度の割合である。
【０２６７】
例えば、標準試料である所定の密度の水素を含むシリコンウェハのＴＤＳ分析結果、およ
び絶縁層のＴＤＳ分析結果から、絶縁層の酸素分子の脱離量（ＮＯ２）は、数式１で求め
ることができる。ここで、ＴＤＳ分析で得られる質量数３２で検出されるスペクトルの全
てが酸素分子由来と仮定する。質量数３２のものとしてＣＨ３ＯＨがあるが、存在する可
能性が低いものとしてここでは考慮しない。また、酸素原子の同位体である質量数１７の
酸素原子および質量数１８の酸素原子を含む酸素分子についても、自然界における存在比
率が極微量であるため考慮しない。
【０２６８】
ＮＯ２＝ＮＨ２／ＳＨ２×ＳＯ２×α　　　（数式１）
【０２６９】
ＮＨ２は、標準試料から脱離した水素分子を密度で換算した値である。ＳＨ２は、標準試
料をＴＤＳ分析したときのスペクトルの積分値である。ここで、標準試料の基準値を、Ｎ

Ｈ２／ＳＨ２とする。ＳＯ２は、絶縁層をＴＤＳ分析したときのスペクトルの積分値であ
る。αは、ＴＤＳ分析におけるスペクトル強度に影響する係数である。数式１の詳細に関
しては、特開平６－２７５６９７公報を参照できる。なお、上記した酸素の脱離量の数値
は、電子科学株式会社製の昇温脱離分析装置ＥＭＤ－ＷＡ１０００Ｓ／Ｗを用い、標準試
料として１×１０１６ｃｍ－３の水素原子を含むシリコンウェハを用いて測定した数値で
ある。
【０２７０】
また、ＴＤＳ分析において、酸素の一部は酸素原子として検出される。酸素分子と酸素原
子の比率は、酸素分子のイオン化率から算出することができる。なお、上述のαは酸素分
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子のイオン化率を含むため、酸素分子の脱離量を評価することで、酸素原子の脱離量につ
いても見積もることができる。
【０２７１】
なお、ＮＯ２は酸素分子の脱離量である。絶縁層においては、酸素原子に換算したときの
酸素の脱離量は、酸素分子の脱離量の２倍となる。
【０２７２】
熱処理により酸素が脱離する層の一例として、酸素が過剰な酸化シリコン（ＳｉＯｘ（ｘ
＞２））がある。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
ン原子数および酸素原子数は、ラザフォード後方散乱法により測定した値である。
【０２７３】
＜ソース電極またはドレイン電極として機能する電極の形成＞
次に、ソース電極またはドレイン電極として機能する電極５５１、電極５５２を形成する
。
【０２７４】
ソース電極またはドレイン電極となる導電材料を含む層は、スパッタリング法などを用い
て成膜する。
【０２７５】
次に、フォトリソグラフィ工程によりレジストマスクを形成し、該レジストマスクを用い
て、導電材料を含む層を選択的にエッチングして電極５５１、電極５５２を形成する。な
お、同じ導電材料を含む層からなる配線等（図示せず）も同一の工程で形成する。
【０２７６】
なお、チャネル長（Ｌ）を１０ｎｍ以上１０００ｎｍ（１μｍ）以下、特に２５ｎｍ未満
のトランジスタを形成する場合、波長が数ｎｍ～数十ｎｍの短い超紫外線（Ｅｘｔｒｅｍ
ｅ　Ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ）を用いてマスクを形成すると好ましい。超紫外線を用いる
と、解像度が高く焦点深度も大きいからである。
【０２７７】
なお、ソース電極またはドレイン電極として機能する電極の端部をテーパ形状に形成する
とよい。ソース電極またはドレイン電極として機能する電極の端部をテーパ形状にすると
、本工程以降に形成される層（例えばゲート絶縁層）の断切れを防止し、被覆性を向上で
きる。なおテーパ角は、例えば、３０°以上６０°以下とすることが好ましい。
【０２７８】
なお、導電材料を含む層をチタン層や窒化チタン層の単層構造とする場合には、テーパ形
状を有するソース電極およびドレイン電極への加工が容易である。
【０２７９】
＜トランジスタを保護する絶縁層の形成＞
次に、トランジスタを保護する絶縁層５０５を形成する。
【０２８０】
トランジスタを保護する絶縁層は、プラズマＣＶＤ法やスパッタリング法等を用いて成膜
する（図８（Ｄ）参照）。
【０２８１】
以上のように、チャネルが形成される酸化物半導体層のキャリアの生成を抑制できるため
、トランジスタの特性の変動を抑制できる。また、オフリーク電流がチャネル幅１μｍあ
たり１×１０－１７Ａ以下に抑制できる。
【０２８２】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０２８３】
（実施の形態７）
本実施の形態では、本発明の一態様の半導体記憶装置が備える開閉器に用いることができ
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るトランジスタに適用可能な酸化物半導体層について説明する。具体的には、ｃ軸配向結
晶を有する酸化物半導体層について説明する。
【０２８４】
本実施の形態では、ｃ軸配向し、かつａｂ面、表面または界面の方向から見て三角形状ま
たは六角形状の原子配列を有し、ｃ軸においては金属原子が層状または金属原子と酸素原
子とが層状に配列しており、ａｂ面においてはａ軸またはｂ軸の向きが異なる（ｃ軸を中
心に回転した）結晶（ＣＡＡＣ：Ｃ　Ａｘｉｓ　Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｃｒｙｓｔａｌともい
う。）を含む酸化物について説明する。
【０２８５】
ＣＡＡＣを含む酸化物とは、広義に、非単結晶であって、そのａｂ面に垂直な方向から見
て、三角形、六角形、正三角形または正六角形の原子配列を有し、かつｃ軸方向に垂直な
方向から見て、金属原子が層状、または金属原子と酸素原子が層状に配列した相を含む酸
化物をいう。
【０２８６】
ＣＡＡＣは単結晶ではないが、非晶質のみから形成されているものでもない。また、ＣＡ
ＡＣは結晶化した部分（結晶部分）を含むが、１つの結晶部分と他の結晶部分の境界を明
確に判別できないこともある。
【０２８７】
ＣＡＡＣに酸素が含まれる場合、酸素の一部は窒素で置換されてもよい。また、ＣＡＡＣ
を構成する個々の結晶部分のｃ軸は一定の方向（例えば、ＣＡＡＣが形成される基板面、
ＣＡＡＣの表面などに垂直な方向）に揃っていてもよい。または、ＣＡＡＣを構成する個
々の結晶部分のａｂ面の法線は一定の方向（例えば、ＣＡＡＣが形成される基板面、ＣＡ
ＡＣの表面などに垂直な方向）を向いていてもよい。
【０２８８】
ＣＡＡＣは、その組成などに応じて、導体であったり、半導体であったり、絶縁体であっ
たりする。また、その組成などに応じて、可視光に対して透明であったり不透明であった
りする。
【０２８９】
このようなＣＡＡＣの例として、膜状に形成され、膜表面または形成される基板面に垂直
な方向から観察すると三角形または六角形の原子配列が認められ、かつその膜断面を観察
すると金属原子または金属原子および酸素原子（または窒素原子）の層状配列が認められ
る結晶を挙げることもできる。
【０２９０】
ＣＡＡＣについて図９乃至図１１を用いて詳細に説明する。なお、特に断りがない限り、
図９乃至図１１は上方向をｃ軸方向とし、ｃ軸方向と直交する面をａｂ面とする。なお、
単に上半分、下半分という場合、ａｂ面を境にした場合の上半分、下半分をいう。また、
図９において、丸で囲まれたＯは４配位のＯを示し、二重丸は３配位のＯを示す。
【０２９１】
図９（Ａ）に、１個の６配位のＩｎと、Ｉｎに近接の６個の４配位の酸素原子（以下４配
位のＯ）と、を有する構造を示す。ここでは、金属原子が１個に対して、近接の酸素原子
のみ示した構造を小グループと呼ぶ。図９（Ａ）の構造は、八面体構造をとるが、簡単の
ため平面構造で示している。なお、図９（Ａ）の上半分および下半分にはそれぞれ３個ず
つ４配位のＯがある。図９（Ａ）に示す小グループは電荷が０である。
【０２９２】
図９（Ｂ）に、１個の５配位のＧａと、Ｇａに近接の３個の３配位の酸素原子（以下３配
位のＯ）と、Ｇａに近接の２個の４配位のＯと、を有する構造を示す。３配位のＯは、い
ずれもａｂ面に存在する。図９（Ｂ）の上半分および下半分にはそれぞれ１個ずつ４配位
のＯがある。また、Ｉｎも５配位をとるため、図９（Ｂ）に示す構造をとりうる。図９（
Ｂ）に示す小グループは電荷が０である。
【０２９３】
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図９（Ｃ）に、１個の４配位のＺｎと、Ｚｎに近接の４個の４配位のＯと、を有する構造
を示す。図９（Ｃ）の上半分には１個の４配位のＯがあり、下半分には３個の４配位のＯ
がある。または、図９（Ｃ）の上半分に３個の４配位のＯがあり、下半分に１個の４配位
のＯがあってもよい。図９（Ｃ）に示す小グループは電荷が０である。
【０２９４】
図９（Ｄ）に、１個の６配位のＳｎと、Ｓｎに近接の６個の４配位のＯと、を有する構造
を示す。図９（Ｄ）の上半分には３個の４配位のＯがあり、下半分には３個の４配位のＯ
がある。図９（Ｄ）に示す小グループは電荷が＋１となる。
【０２９５】
図９（Ｅ）に、２個のＺｎを含む小グループを示す。図９（Ｅ）の上半分には１個の４配
位のＯがあり、下半分には１個の４配位のＯがある。図９（Ｅ）に示す小グループは電荷
が－１となる。
【０２９６】
ここでは、複数の小グループの集合体を中グループと呼び、複数の中グループの集合体を
大グループ（ユニットセルともいう。）と呼ぶ。
【０２９７】
ここで、これらの小グループ同士が結合する規則について説明する。図９（Ａ）に示す６
配位のＩｎの上半分の３個のＯは下方向にそれぞれ３個の近接Ｉｎを有し、下半分の３個
のＯは、上方向にそれぞれ３個の近接Ｉｎを有する。図９（Ｂ）に示す５配位のＧａの上
半分の１個のＯは下方向に１個の近接Ｇａを有し、下半分の１個のＯは上方向に１個の近
接Ｇａを有する。図９（Ｃ）に示す４配位のＺｎの上半分の１個のＯは下方向に１個の近
接Ｚｎを有し、下半分の３個のＯは、上方向にそれぞれ３個の近接Ｚｎを有する。この様
に、金属原子の上方向の４配位のＯの数と、そのＯの下方向にある近接金属原子の数は等
しく、同様に金属原子の下方向の４配位のＯの数と、そのＯの上方向にある近接金属原子
の数は等しい。Ｏは４配位なので、下方向にある近接金属原子の数と、上方向にある近接
金属原子の数の和は４になる。従って、金属原子の上方向にある４配位のＯの数と、別の
金属原子の下方向にある４配位のＯの数との和が４個のとき、金属原子を有する二種の小
グループ同士は結合することができる。その理由を以下に示す。例えば、６配位の金属原
子（ＩｎまたはＳｎ）が下半分の４配位のＯを介して結合する場合、４配位のＯが３個で
あるため、５配位の金属原子（ＧａまたはＩｎ）、または４配位の金属原子（Ｚｎ）のい
ずれかと結合することになる。
【０２９８】
これらの配位数を有する金属原子は、ｃ軸方向において、４配位のＯを介して結合する。
また、このほかにも、層構造の合計の電荷が０となるように複数の小グループが結合して
中グループを構成する。
【０２９９】
図１０（Ａ）に、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系の層構造を構成する中グループのモデル図を示
す。図１０（Ｂ）に、３つの中グループで構成される大グループを示す。なお、図１０（
Ｃ）は、図１０（Ｂ）の層構造をｃ軸方向から観察した場合の原子配列を示す。
【０３００】
図１０（Ａ）においては、簡単のため、３配位のＯは省略し、４配位のＯは個数のみ示し
、例えば、Ｓｎの上半分および下半分にはそれぞれ３個ずつ４配位のＯがあることを丸枠
の３として示している。同様に、図１０（Ａ）において、Ｉｎの上半分および下半分には
それぞれ１個ずつ４配位のＯがあり、丸枠の１として示している。また、同様に、図１０
（Ａ）において、下半分には１個の４配位のＯがあり、上半分には３個の４配位のＯがあ
るＺｎと、上半分には１個の４配位のＯがあり、下半分には３個の４配位のＯがあるＺｎ
とを示している。
【０３０１】
図１０（Ａ）において、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系の層構造を構成する中グループは、上か
ら順に４配位のＯが３個ずつ上半分および下半分にあるＳｎが、４配位のＯが１個ずつ上
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半分および下半分にあるＩｎと結合し、そのＩｎが、上半分に３個の４配位のＯがあるＺ
ｎと結合し、そのＺｎの下半分の１個の４配位のＯを介して４配位のＯが３個ずつ上半分
および下半分にあるＩｎと結合し、そのＩｎが、上半分に１個の４配位のＯがあるＺｎ２
個からなる小グループと結合し、この小グループの下半分の１個の４配位のＯを介して４
配位のＯが３個ずつ上半分および下半分にあるＳｎと結合している構成である。この中グ
ループが複数結合して大グループを構成する。
【０３０２】
ここで、３配位のＯおよび４配位のＯの場合、結合１本当たりの電荷はそれぞれ－０．６
６７、－０．５と考えることができる。例えば、Ｉｎ（６配位または５配位）、Ｚｎ（４
配位）、Ｓｎ（５配位または６配位）の電荷は、それぞれ＋３、＋２、＋４である。従っ
て、Ｓｎを含む小グループは電荷が＋１となる。そのため、Ｓｎを含む層構造を形成する
ためには、電荷＋１を打ち消す電荷－１が必要となる。電荷－１をとる構造として、図９
（Ｅ）に示すように、２個のＺｎを含む小グループが挙げられる。例えば、Ｓｎを含む小
グループが１個に対し、２個のＺｎを含む小グループが１個あれば、電荷が打ち消される
ため、層構造の合計の電荷を０とすることができる。
【０３０３】
具体的には、図１０（Ｂ）に示した大グループが繰り返されることで、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ
－Ｏ系の結晶（Ｉｎ２ＳｎＺｎ３Ｏ８）を得ることができる。なお、得られるＩｎ－Ｓｎ
－Ｚｎ－Ｏ系の層構造は、Ｉｎ２ＳｎＺｎ２Ｏ７（ＺｎＯ）ｍ（ｍは０または自然数。）
とする組成式で表すことができる。
【０３０４】
また、このほかにも、四元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物や
、三元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物（ＩＧＺＯとも表記する。）
、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ－
Ｏ系酸化物、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物や、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物、Ｉｎ－
Ｌａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物、Ｉｎ－Ｃｅ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物、Ｉｎ－Ｐｒ－Ｚｎ－Ｏ系酸化
物、Ｉｎ－Ｎｄ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｍ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｕ－Ｚｎ
－Ｏ系酸化物、Ｉｎ－Ｇｄ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｂ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物、Ｉｎ－
Ｄｙ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｏ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｒ－Ｚｎ－Ｏ系酸化
物、Ｉｎ－Ｔｍ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物、Ｉｎ－Ｙｂ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物、Ｉｎ－Ｌｕ－Ｚｎ
－Ｏ系酸化物や、二元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系
酸化物、Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物、Ｚｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸化物、Ｓｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸化物、
Ｉｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸化物や、Ｉｎ－Ｇａ－Ｏ系酸化物などを用いた場合も同様である。
【０３０５】
例えば、図１１（Ａ）に、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の層構造を構成する中グループのモデ
ル図を示す。
【０３０６】
図１１（Ａ）において、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の層構造を構成する中グループは、上か
ら順に４配位のＯが３個ずつ上半分および下半分にあるＩｎが、４配位のＯが１個上半分
にあるＺｎと結合し、そのＺｎの下半分の３個の４配位のＯを介して、４配位のＯが１個
ずつ上半分および下半分にあるＧａと結合し、そのＧａの下半分の１個の４配位のＯを介
して、４配位のＯが３個ずつ上半分および下半分にあるＩｎと結合している構成である。
この中グループが複数結合して大グループを構成する。
【０３０７】
図１１（Ｂ）に３つの中グループで構成される大グループを示す。なお、図１１（Ｃ）は
、図１１（Ｂ）の層構造をｃ軸方向から観察した場合の原子配列を示している。
【０３０８】
ここで、Ｉｎ（６配位または５配位）、Ｚｎ（４配位）、Ｇａ（５配位）の電荷は、それ
ぞれ＋３、＋２、＋３であるため、Ｉｎ、ＺｎおよびＧａのいずれかを含む小グループは
、電荷が０となる。そのため、これらの小グループの組み合わせであれば中グループの合



(34) JP 6012263 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

計の電荷は常に０となる。
【０３０９】
また、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の層構造を構成する中グループは、図１１（Ａ）に示した
中グループに限定されず、Ｉｎ、Ｇａ、Ｚｎの配列が異なる中グループを組み合わせた大
グループも取りうる。
【０３１０】
本発明の一態様に用いるトランジスタを、チャネル形成領域にＣＡＡＣを含む酸化物半導
体層が適用された構成とすることで、高い信頼性が期待でき、好ましい。
【０３１１】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【符号の説明】
【０３１２】
１０　　アドレス
１２　　ビット列
２０　　キャッシュヒット信号
３０　　メインデータ
１０１　　インバータ
１０２　　インバータ
１０３　　トランジスタ
１０４　　トランジスタ
１０５　　ノード
１０６　　ノード
１１０　　セル
１１１　　セル
１１２　　セル
１１８　　出力信号線
１１９　　出力信号線
１２０　　セル
１２１　　セル
１２２　　セル
１２５　　入力信号線
１２６　　入力信号線
２１０　　ライン
２２０　　ライン
３００＿１～３００＿ｊ　　アレイ
３００ａ　　アレイ
３００ｂ　　アレイ
３１０ａ　　アレイ
３１０ｂ　　アレイ
３１０ｃ　　アレイ
３２０ａ　　アレイ
３２０ｂ　　アレイ
３２０ｃ　　アレイ
４００　　セット
４００＿１～４００＿ｉ　　セット
４０１ａ　　ビット線
４０１ｂ　　反転ビット線
４０２ａ　　ビット線
４０２ｂ　　反転ビット線
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４１０　　セット
４１１　　ビット線
４１２　　ワード線
４１３ａ　　酸化物半導体層
４１３ｂ　　酸化物半導体層
４１５ａ　　開閉器
４１５ｂ　　開閉器
４１６ａ　　ゲート線
４１６ｂ　　ゲート線
４１９　　セット駆動回路
４２０　　セット
４２１　　ビット線
４２２　　ワード線
４２５ａ　　開閉器
４２５ｂ　　開閉器
４２５ｃ　　開閉器
４２６ａ　　ゲート線
４２６ｂ　　ゲート線
４２６ｃ　　ゲート線
４２９　　セット駆動回路
４５０ａ　　ゲート線
４５１　　ワード線
４６１　　ワード線
４９０　　セット駆動回路
５００　　半導体記憶装置
５０１　基板
５０４　　絶縁層
５０５　　絶縁層
５１０　　記憶部
５１１　　ゲート電極
５１２　　ゲート絶縁層
５１３　　酸化物半導体層
５１４ａ　　絶縁層
５１４ｂ　　絶縁層
５２０　　比較部
５２２＿１～５２２＿ｉ　　比較回路
５２５　　選択回路
５３０　　制御回路
５５０　　演算装置
５５１　　電極
５５２　　電極
５６０　　主記憶装置
７０１　　基板
７０２　　素子分離絶縁層
７０３　　絶縁層
７０４　　絶縁層
７０５　　絶縁層
７１０　　トランジスタ
７１０ａ　　トランジスタ
７１０ｂ　　トランジスタ
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７１１　　ゲート電極
７１２　　ゲート絶縁層
７１３　　酸化物半導体層
７１４ａ　　絶縁層
７１４ｂ　　側壁
７２０　　トランジスタ
７２６ａ　　電極
７２６ｂ　　電極
７３０ａ　　アレイ
７３０ｂ　　アレイ
７５０　　開閉器
７５１　　電極
７５２　　電極
１５０１　　信号
１５０２　　信号
１５０３　　信号
１５０４　　信号
１５０５　　信号
１５０６　　信号
１５０７　　信号
１５０８　　信号
１５０９　　信号
１５１０　　信号
１５１１　　信号

【図１】 【図２】
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