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(57)【要約】
【課題】酸化物半導体を用いたトランジスタを用いて、
高速動作が可能で、信頼性も高い半導体装置を歩留まり
よく作製する。
【解決手段】絶縁膜上にマスクを形成し、該マスクを微
細化する。微細化されたマスクを用いて凸部を有する絶
縁層を形成し、これを用いて、微細なチャネル長（Ｌ）
を有するトランジスタを形成する。また、トランジスタ
を作製する際に、微細化された凸部の上面と重なるゲー
ト絶縁膜の表面に平坦化処理を行う。これにより、トラ
ンジスタの高速化を達成しつつ、信頼性を向上させるこ
とが可能となる。また、絶縁膜を凸部を有する形状とす
ることで、自己整合的にソース電極及びドレイン電極を
形成することができ、製造工程の簡略化、また生産性を
向上させることが可能となる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の絶縁膜上に導電膜を形成し、
　前記導電膜上に第１のマスクを形成し、
　前記第１のマスクにプラズマ処理によるスリミングを行って第２のマスクを形成し、
　前記第２のマスクを用いて前記第１の絶縁膜及び前記導電膜をエッチング処理すること
で、凸部を有する第２の絶縁膜、及び前記第２の絶縁膜の凸部上面にゲート電極を形成し
、
　前記第２の絶縁膜及び前記ゲート電極上に、前記ゲート電極を覆うようにゲート絶縁膜
を形成し、
　前記第２の絶縁膜の凸部上面と重なる前記ゲート絶縁膜の表面に平坦化処理を行った後
、
　前記ゲート絶縁膜上に酸化物半導体膜を形成し、
　前記第２の絶縁膜の凸部上面と重ならないように、前記酸化物半導体膜上にソース電極
及びドレイン電極を形成する、半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　第１の絶縁膜上に導電膜を形成し、
　前記導電膜上に第１のマスクを形成し、
　前記第１のマスクにプラズマ処理によるスリミングを行って第２のマスクを形成し、
　前記第２のマスクを用いて前記第１の絶縁膜及び前記導電膜をエッチング処理すること
で、凸部を有する第２の絶縁膜、及び前記第２の絶縁膜の凸部上面にゲート電極を形成し
、
　前記第２の絶縁膜及び前記ゲート電極上に、前記ゲート電極を覆うようにゲート絶縁膜
を形成し、
　前記第２の絶縁膜の凸部上面と重ならないように、前記ゲート絶縁膜上にソース電極及
びドレイン電極を形成し、
　前記第２の絶縁膜の凸部上面と重なる前記ゲート絶縁膜の表面に平坦化処理を行い、
　前記ソース電極またはドレイン電極及び前記ソース電極またはドレイン電極を覆うよう
に、前記ゲート絶縁膜上に酸化物半導体膜を形成する、半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　前記プラズマ処理は、アッシング処理を用いる、請求項１または請求項２に記載の半導
体装置の作製方法。
【請求項４】
　前記平坦化処理は、化学的機械研磨処理とプラズマ処理の少なくとも一方を用いる、請
求項１乃至請求項３のいずれか一に記載の半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　前記ソース電極またはドレイン電極及び前記ソース電極またはドレイン電極の形成方法
は、エッチング処理と前記化学的機械研磨処理の少なくとも一方を用いる、請求項１乃至
４のいずれか一に記載の半導体装置の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
半導体装置の作製方法に関する。ここで、半導体装置とは、半導体特性を利用することで
機能する素子及び装置全般を指すものである。
【背景技術】
【０００２】
薄膜トランジスタに適用可能な半導体特性を示す材料として金属酸化物が注目されており
、このような半導体特性を示す金属酸化物をチャネル形成領域とする薄膜トランジスタが
知られている（例えば、特許文献１及び特許文献２参照）。
【０００３】
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また、半導体装置の高性能化に伴い、トランジスタの高速動作が求められている。例えば
、トランジスタのチャネル長を短くすることによって、高速化を達成する技術が報告され
ている（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１２３８６１号公報
【特許文献２】特開２００７－９６０５５号公報
【特許文献３】特開２００６－３３２６０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明の一態様では、酸化物半導体を用いたトランジスタを用いて、高速動作が可能で、
信頼性も高い半導体装置を提供することを目的の一とする。また、該半導体装置を歩留ま
りよく作製する方法を提供することを目的の一とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
開示する発明の一態様は、絶縁膜上にマスクを形成し、該マスクを微細化する。微細化さ
れたマスクを用いて凸部を有する絶縁膜を形成し、これを用いて、微細なチャネル長を有
するトランジスタを形成する。
【０００７】
また、開示する発明の一態様は、酸化物半導体膜と接する少なくとも凸部上面に設けられ
たゲート絶縁膜に平坦化処理を行う。
【０００８】
また、開示する発明の一態様は、絶縁膜を凸部を有する形状とし、凸部を覆うように形成
した導電層に対して平坦化処理を行うことで、凸部の左右に自己整合的にソース電極及び
ドレイン電極を形成する。
【０００９】
開示する発明の一態様は、第１の絶縁膜上に導電膜を形成し、導電膜上に第１のマスクを
形成し、第１のマスクにプラズマ処理によるスリミングを行って第２のマスクを形成し、
第２のマスクを用いて第１の絶縁膜及び導電膜をエッチング処理することで、凸部を有す
る第２の絶縁膜、及び第２の絶縁膜の凸部上面に設けられたゲート電極を形成し、第２の
絶縁膜及びゲート電極上に、ゲート電極を覆うようにゲート絶縁膜を形成し、第２の絶縁
膜の凸部上面と重なるゲート絶縁膜の表面に平坦化処理を行った後、ゲート絶縁膜上に酸
化物半導体膜を形成し、第２の絶縁膜の凸部上面と重ならないように、酸化物半導体膜上
にソース電極及びドレイン電極を形成する、半導体装置の作製方法である。
【００１０】
また、開示する発明の一態様は、第１の絶縁膜上に導電膜を形成し、導電膜上に第１のマ
スクを形成し、第１のマスクにプラズマ処理によるスリミングを行って第２のマスクを形
成し、第２のマスクを用いて第１の絶縁膜及び導電膜をエッチング処理することで、凸部
を有する第２の絶縁膜、及び第２の絶縁膜の凸部上面に設けられたゲート電極を形成し、
第２の絶縁膜及びゲート電極上に、ゲート電極を覆うようにゲート絶縁膜を形成し、第２
の絶縁膜の凸部上面と重ならないように、ゲート絶縁膜上にソース電極及びドレイン電極
を形成し、第２の絶縁膜の凸部上面と重なるゲート絶縁膜の表面に平坦化処理を行い、ソ
ース電極及びドレイン電極を覆うように、ゲート絶縁膜上に酸化物半導体膜を形成する、
半導体装置の作製方法である。
【００１１】
また、上述したプラズマ処理は、アッシング処理を用いることができる。
【００１２】
また、上述した平坦化処理は、化学的機械研磨処理とプラズマ処理の少なくとも一方を用
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いることができる。
【００１３】
また、上述したソース電極及びドレイン電極の形成方法は、エッチング処理と化学的機械
研磨処理の少なくとも一方を用いることができる。
【発明の効果】
【００１４】
開示する発明の一態様では、酸化物半導体膜を用いたトランジスタのチャネル長を微細化
することが可能である。これにより、トランジスタの動作の高速化が可能となる。
【００１５】
また、開示する発明の一態様では、平坦化されたゲート絶縁膜上に酸化物半導体膜のチャ
ネル領域を形成する。これにより、トランジスタの高速化を達成することが可能となる。
【００１６】
また、開示する発明の一態様では、凸状の絶縁膜を用いることで自己整合的にソース電極
及びドレイン電極を形成する。そのため、ソース電極及びドレイン電極を形成する際にア
ライメントのずれがなく、チャネル長を微細化することができる。これにより、信頼性の
高い半導体装置を作製することができ、歩留まり及び生産性を向上させることが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】半導体装置の構成例を示す平面図及び断面図。
【図２】半導体装置の作製工程を示す断面図。
【図３】半導体装置の作製工程を示す断面図。
【図４】半導体装置の構成例を示す断面図。
【図５】半導体装置の構成例を示す平面図及び断面図。
【図６】半導体装置の作製工程を示す断面図。
【図７】半導体装置の構成例を示す断面図。
【図８】半導体装置の断面図及び平面図。
【図９】半導体装置の断面図。
【図１０】半導体装置の断面図、平面図及び回路図。
【図１１】電子機器を示す図。
【図１２】半導体装置の作製工程を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
本発明の実施の形態の一例について、図面を用いて以下に説明する。但し、本発明は以下
の説明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細
を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に示
す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。
【００１９】
なお、図面等において示す各構成の、位置、大きさ、範囲などは、理解の簡単のため、実
際の位置、大きさ、範囲などを表していない場合がある。このため、開示する発明は、必
ずしも、図面等に開示された位置、大きさ、範囲などに限定されない。
【００２０】
なお、本明細書における「第１」、「第２」、「第３」などの序数詞は、構成要素の混同
を避けるために付すものであり、数的に限定するものではないことを付記する。
【００２１】
本明細書において、二乗平均平方根（ＲＭＳ：Ｒｏｏｔ　Ｍｅａｎ　Ｓｑｕａｒｅ）粗さ
とは、断面曲線に対するＲＭＳ粗さを、測定面に対して適用できるよう、三次元に拡張し
たものである。基準面から指定面までの偏差の２乗を平均した値の平方根で表現され、次
式で与えられる。
【００２２】
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【数１】

【００２３】
ここで、測定面とは、全測定データの示す面であり、下記の式で表す。
【００２４】

【数２】

【００２５】
また、指定面とは、粗さ計測の対象となる面であり、座標（Ｘ１，Ｙ１）（Ｘ１，Ｙ２）
（Ｘ２，Ｙ１）（Ｘ２，Ｙ２）で表される４点により囲まれる長方形の領域とし、指定面
が理想的にフラットであるとしたときの面積をＳ０とする。なお、Ｓ０は下記の式で求め
られる。
【００２６】

【数３】

【００２７】
また、基準面とは、指定面の平均の高さにおける、ＸＹ平面と平行な面のことである。つ
まり、指定面の高さの平均値をＺ０とするとき、基準面の高さもＺ０で表される。なお、
Ｚ０は下記の式で求められる。
【００２８】

【数４】

【００２９】
なお、本明細書において、二乗平均平方根（ＲＭＳ）粗さは、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ；
Ａｔｏｍｉｃ　Ｆｏｒｃｅ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）を用いて得られるＡＦＭ像から、１
０ｎｍ×１０ｎｍの領域、好ましくは１００ｎｍ×１００ｎｍの領域、より好ましくは１
μｍ×１μｍの領域において算出されるものである。
【００３０】
（実施の形態１）
本実施の形態では、半導体装置の作製方法の一例について、図１乃至図４を参照して説明
する。
【００３１】
図１（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）に半導体装置の構成の一例であるトランジスタ４００を示
す。図１（Ａ）はトランジスタ４００の上面図である。図１（Ａ）のＡ－Ｂ線に対応する
断面図を図１（Ｂ）に示す。図１（Ａ）のＣ－Ｄ線に対応する断面図を図１（Ｃ）に示す
。図１（Ｂ）に示すトランジスタ４００は、基板５００上に凸部を有する絶縁膜１０１と
、絶縁膜１０１の凸部上面に形成されたゲート電極１１１と、ゲート電極１１１を覆うよ
うに形成されたゲート絶縁膜１２０と、ゲート絶縁膜１２０上に形成された酸化物半導体
膜１４０と、ソース電極またはドレイン電極１３０ａと、ソース電極またはドレイン電極
１３０ｂと、を有する。
【００３２】
図１に示すトランジスタ４００において、酸化物半導体膜１４０は水素などの不純物が十
分に除去されることにより、かつ、十分な酸素が供給されることにより、高純度化された
ものであることが望ましい。具体的には、例えば、酸化物半導体膜１４０の水素濃度は５
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×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、望ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、
より望ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。なお、上述の酸化物半導体
膜１４０中の水素濃度は、二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｉｏ
ｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）で測定されるものである。このように、水素
濃度が十分に低減されて高純度化され、十分な酸素の供給により酸素欠乏に起因するエネ
ルギーギャップ中の欠陥準位が低減された酸化物半導体膜１４０では、キャリア濃度が１
×１０１２／ｃｍ３未満、望ましくは、１×１０１１／ｃｍ３未満、より望ましくは１．
４５×１０１０／ｃｍ３未満となる。例えば、室温（２５℃）でのオフ電流（ここでは、
単位チャネル幅（１μｍ）あたりの値）は１００ｚＡ（１ｚＡ（ゼプトアンペア）は１×
１０－２１Ａ）以下、望ましくは１０ｚＡ以下となる。このように、ｉ型化（真性化）ま
たは実質的にｉ型化された酸化物半導体を用いることで、極めて優れたオフ電流特性のト
ランジスタ４００を得ることができる。
【００３３】
また、酸化物半導体膜１４０は、アルカリ金属及びアルカリ土類金属等の不純物が十分に
除去されたものであるのが好ましい。例えば、酸化物半導体膜１４０のナトリウム濃度は
、５×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以
下、さらに好ましくは１×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下であり、リチウム濃度は、５
×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは１×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下で
あり、カリウム濃度は、５×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは１×１０１５

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。なお、上述の酸化物半導体膜１４０中のナトリウム濃度
、リチウム濃度、及びカリウム濃度は、それぞれ二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ）で測
定されるものである。
【００３４】
酸化物半導体は不純物に対して鈍感であり、膜中にはかなりの金属不純物が含まれていて
も問題がなく、ナトリウムのようなアルカリ金属が多量に含まれる廉価なソーダ石灰ガラ
スも使えるとされている（神谷、野村、細野、「アモルファス酸化物半導体の物性とデバ
イス開発の現状」、固体物理、２００９年９月号、Ｖｏｌ．４４、ｐｐ．６２１－６３３
）しかしこれは適切でない。アルカリ金属は酸化物半導体を構成する元素ではないため、
不純物である。アルカリ土類金属も、酸化物半導体を構成する元素ではない場合において
、不純物となる。特に、アルカリ金属のうちナトリウム（Ｎａ）は、酸化物半導体膜に接
する絶縁膜が酸化物である場合、当該絶縁膜中に拡散してＮａ＋となる。また、Ｎａは、
酸化物半導体膜内において、酸化物半導体を構成する金属と酸素の結合を分断する、或い
は、その結合中に割り込む。その結果、例えば、しきい値電圧がマイナス方向にシフトす
ることによるノーマリオン化、移動度の低下等の、トランジスタの特性の劣化が起こり、
加えて、特性のばらつきも生じる。この不純物によりもたらされるトランジスタの特性の
劣化と、特性のばらつきは、酸化物半導体膜中の水素の濃度が十分に低い場合において顕
著に現れる。したがって、酸化物半導体膜中の水素の濃度が５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃ
ｍ３以下、特に５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下である場合には、アルカリ金属の濃
度を低減することが望ましい。
【００３５】
なお、図１のトランジスタ４００では、酸化物半導体膜１４０を島状に加工せずに用いて
いる。酸化物半導体膜１４０を島状に加工せずに用いることで、加工の際のエッチング処
理による酸化物半導体膜１４０の汚染を防止できる。ただし、微細化に起因して素子間に
生じるリークを抑制するために、島状に加工された酸化物半導体膜１４０を用いても良い
。
【００３６】
以下に、トランジスタ４００の作製方法を示す。
【００３７】
まず、基板５００上に絶縁膜１００を形成し、絶縁膜１００上に導電膜１１０を形成する
（図２（Ａ）参照）。
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【００３８】
基板５００として使用することができるものに大きな制限はないが、少なくとも、後の加
熱処理に耐えうる程度の耐熱性を有していることが必要となる。例えば、ガラス基板、セ
ラミック基板、石英基板、サファイア基板などの基板を用いることができる。また、絶縁
表面を有していれば、シリコンや炭化シリコンなどの単結晶半導体基板、多結晶半導体基
板、シリコンゲルマニウムなどの化合物半導体基板、ＳＯＩ基板などを適用することが可
能であり、さらに、これらの基板上に半導体素子が設けられているものを用いてもよい。
また、基板５００上には下地膜が形成されていても良い。
【００３９】
絶縁膜１００は、ＰＶＤ法やＣＶＤ法などを用いて形成することができる。また、酸化シ
リコン、酸窒化シリコン、窒化シリコン、酸化ハフニウム、酸化アルミニウム、酸化ガリ
ウム等の無機絶縁材料を用いて形成することができる。本実施の形態では、ＰＶＤ法で、
酸化シリコンを用いて、１００ｎｍ以上５００ｎｍ以下の絶縁膜１００を形成する。
【００４０】
導電膜１１０は、スパッタ法をはじめとするＰＶＤ法や、プラズマＣＶＤ法などのＣＶＤ
法を用いて形成することができる。また、導電膜１１０の材料としては、アルミニウム、
クロム、銅、タンタル、チタン、モリブデン、タングステンから選ばれた元素や、上述し
た元素を成分とする合金等を用いることができる。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、スカンジウムのいずれか、またはこれらを複数組み合わせた
材料を用いてもよい。
【００４１】
導電膜１１０は、単層構造であっても良いし、２層以上の積層構造としてもよい。例えば
、チタン膜や窒化チタン膜の単層構造、シリコンを含むアルミニウム膜の単層構造、アル
ミニウム膜上にチタン膜が積層された２層構造、窒化チタン膜上にチタン膜が積層された
２層構造、チタン膜とアルミニウム膜とチタン膜とが積層された３層構造などが挙げられ
る。本実施の形態では、導電膜１１０は、ＰＶＤ法で、タングステンを用いて、５０ｎｍ
以上２００ｎｍ以下の単層構造とする。
【００４２】
絶縁膜１００は無機絶縁材料を用いて形成されており、このような材料の上にマスクを形
成すると、マスクが倒れて微細な凸部の形成が難しくなるおそれがある。しかし、絶縁膜
１００上に導電膜１１０を設けると、マスクを安定して形成することができるため、微細
な凸部を有する絶縁膜１０１を形成することが可能となる。そのため微細な凸部を有する
絶縁膜１０１により、微細なチャネル長（Ｌ）を有するトランジスタを形成することがで
きる。すなわち、絶縁膜１００上に導電膜１１０を設けることで、後に行う絶縁膜１００
及び導電膜１１０の微細な加工が可能となる。
【００４３】
次に、導電膜１１０上にマスク２００を形成する（図２（Ｂ）参照）。
【００４４】
マスク２００は、フォトレジストなどの感光性を有する材料を用い、フォトリソグラフィ
法などによって形成することができる。マスク２００形成時の露光には、波長が数ｎｍ以
上数十ｎｍ以下と短い超紫外線（Ｅｘｔｒｅｍｅ　Ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ）を用いるの
が望ましい。超紫外線による露光は、解像度が高く焦点深度も大きい。したがって、微細
なパターンを有するマスク２００を形成することができる。
【００４５】
なお、十分に微細なパターンのマスク２００を形成できるのであれば、インクジェット法
などの他の方法を用いてマスク２００を形成しても良い。この場合には、マスク２００の
材料として、フォトレジストなどの感光性を有する材料を用いる必要はない。本実施の形
態では、マスク２００をステッパ方式を用いて形成する。
【００４６】
次に、マスク２００にプラズマ処理によるスリミングを行って、より線幅が細いマスク２
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１０を形成する（図２（Ｃ）参照）。なお、スリミングとは、マスクの寸法を縮小させる
ことである。
【００４７】
プラズマ処理によるスリミングには、例えば、ラジカル状態の酸素（酸素ラジカル）など
を用いるアッシング処理を適用することができる。ただし、スリミングは、マスク２００
をより微細なパターンに加工できる処理であれば、上述のアッシング処理に限定する必要
はない。
【００４８】
トランジスタ４００のチャネル長（Ｌ）は、マスク２１０を用いて形成されるゲート電極
の幅によって決定される。すなわち、スリミングによって形成されるマスク２１０のチャ
ネル長方向（キャリアの流れる方向）の幅によって決定される。そのため、当該スリミン
グとしては、制御性の良い処理を適用することが望ましい。
【００４９】
上述のスリミングは、例えば、圧力３．０Ｐａ、酸素（酸素流量比率１００％）雰囲気下
で行うことができる。この条件により、マスク２００を、露光装置の最小加工寸法（解像
限界）より微細に形成することができ、例えば、解像限界の１／２以下、好ましくは１／
３以下の線幅に微細化することが可能である。例えば、線幅は、２０ｎｍ以上２０００ｎ
ｍ（２μｍ）以下、好ましくは２０ｎｍ以上３５０ｎｍ以下とすることができる。これに
より、トランジスタのチャネル長（Ｌ）のさらなる微細化を達成することが可能である。
【００５０】
次に、マスク２１０を用いて、絶縁膜１００及び導電膜１１０を加工し、凸部を有した絶
縁膜１０１及び絶縁膜１０１の凸部上面に設けられたゲート電極１１１を形成する（図２
（Ｄ）参照）。
【００５１】
絶縁膜１０１は、凸部のみの形状に加工してもよいし、図２（Ｄ）に示すように凸部以外
にも基板５００上に広がる形状に加工してもよい。しかし、絶縁膜１０１を凸部のみの形
状とすると、凸部が倒れてしまい、微細な凸部を保つことが難しくなるおそれがある。そ
のため、凸部を保つために、絶縁膜１０１は凸部以外にも基板５００上に広がる形状に加
工することが好ましい。
【００５２】
絶縁膜１００及び導電膜１１０から絶縁膜１０１及びゲート電極１１１を加工する方法と
しては、例えば、エッチング処理を用いることができる。エッチング処理としては、ドラ
イエッチング処理、ウェットエッチング処理のいずれを適用しても良いが、微細化のため
には、制御性の良いドライエッチング処理を用いるのが好適である。
【００５３】
本実施の形態では、絶縁膜１００及び導電膜１１０から絶縁膜１０１及びゲート電極１１
１を加工するために、導電膜１１０にエッチング処理を行った後に、絶縁膜１００にエッ
チング処理を行う。導電膜１１０のエッチング処理は、例えば、圧力１．５Ｐａ、四フッ
化炭素（ＣＦ４）と塩素（Ｃｌ２）と酸素（Ｏ２）との混合ガス（流量比５：５：２）雰
囲気下でドライエッチング処理を行えばよい。また、絶縁膜１００のエッチング処理とし
ては、例えば、圧力５．５Ｐａ、三フッ化メタン（ＣＨＦ３）とヘリウム（Ｈｅ）との混
合ガス（流量比１：２０）雰囲気下でドライエッチング処理を行えばよい。
【００５４】
また、形成される絶縁膜１０１の凸部及びゲート電極１１１の端部がテーパー形状となる
ように行っても良い。テーパー角は、例えば、６０°以上８０°以下とすることができる
。
【００５５】
上述のように形成されたゲート電極１１１によって、トランジスタのチャネル長（Ｌ）が
決定される。ゲート電極１１１の上面から見た大きさはマスク２１０と同程度であるから
、トランジスタのチャネル長（Ｌ）は２０ｎｍ以上２０００ｎｍ（２μｍ）未満、好まし
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くは２０ｎｍ以上３５０ｎｍ以下となる。
【００５６】
次に、絶縁膜１０１及びゲート電極１１１上に、ゲート電極１１１を覆うようにゲート絶
縁膜１２０を形成する（図２（Ｅ）参照）。
【００５７】
ゲート絶縁膜１２０は、ＣＶＤ法やスパッタ法等を用いて形成することができる。また、
ゲート絶縁膜１２０は、酸化シリコン、窒化シリコン、酸窒化シリコン、酸化アルミニウ
ム、酸化ガリウム、酸化タンタル、酸化ハフニウム、酸化イットリウム、ハフニウムシリ
ケート（ＨｆＳｉｘＯｙ（ｘ＞０、ｙ＞０））、窒素が添加されたハフニウムシリケート
（ＨｆＳｉｘＯｙＮｚ（ｘ＞０、ｙ＞０、ｚ＞０））、窒素が添加されたハフニウムアル
ミネート（ＨｆＡｌｘＯｙＮｚ（ｘ＞０、ｙ＞０、ｚ＞０））、などを含むように形成す
るのが好適である。ゲート絶縁膜１２０は、単層構造としても良いし、積層構造としても
良い。また、その厚さは特に限定されないが、半導体装置を微細化する場合には、トラン
ジスタの動作を確保するために薄くすることが望ましい。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１０ｎｍ以上５０ｎｍ以下とすること
ができる。
【００５８】
上述のように、ゲート絶縁膜１２０を薄くすると、トンネル効果などに起因するゲートリ
ークが問題となる。ゲートリークの問題を解消するには、ゲート絶縁膜１２０に、酸化ハ
フニウム、酸化タンタル、酸化イットリウム、ハフニウムシリケート（ＨｆＳｉｘＯｙ（
ｘ＞０、ｙ＞０））、窒素が添加されたハフニウムシリケート（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（ＨｆＡｌｘＯｙ

Ｎｚ（ｘ＞０、ｙ＞０、ｚ＞０））、などの高誘電率（ｈｉｇｈ－ｋ）材料を用いると良
い。ｈｉｇｈ－ｋ材料をゲート絶縁膜１２０に用いることで、電気的特性を確保しつつ、
ゲートリークを抑制するために膜厚を大きくすることが可能になるからである。例えば、
酸化ハフニウムは比誘電率が１５程度であり、酸化シリコンの３～４と比較して非常に大
きな値を有しているため、ゲート絶縁膜の材料として好ましい。なお、ｈｉｇｈ－ｋ材料
を含む膜と、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化
アルミニウムなどのいずれかを含む膜との積層構造としてもよい。
【００５９】
次に、絶縁膜１０１の凸部上面と重なるゲート絶縁膜１２０の領域（領域３００）の表面
に平坦化処理を行う（図３（Ａ）参照）。
【００６０】
平坦化処理としては、プラズマ処理等を用いることができる。ただし、プラズマ処理を行
うときは、ゲート絶縁膜１２０が無くならない条件で行うことが好ましい。例えば、ゲー
ト絶縁膜１２０の膜厚を１００ｎｍ程度とし、ヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオン
などの希ガス雰囲気下で行えばよい。なお、平坦化処理の方法及び条件等は適宜選択すれ
ばよい。なお、平坦化処理としてプラズマ処理を行う場合、プラズマ処理は、絶縁膜１０
１の凸部上面と重なるゲート絶縁膜１２０の領域３００だけでなく、それ以外のゲート絶
縁膜１２０を含んで行ってもよい。
【００６１】
次に、ゲート絶縁膜１２０上に酸化物半導体膜１４０を形成し、酸化物半導体膜１４０上
に導電膜１２９を形成する。（図３（Ｂ）参照）。
【００６２】
酸化物半導体膜１４０は、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、
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Ｉｎ－Ｃｅ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｐｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｎｄ－Ｚｎ系酸化物、Ｉ
ｎ－Ｓｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｕ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｇｄ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ
－Ｔｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｄｙ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｏ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－
Ｅｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｙｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｌ
ｕ－Ｚｎ系酸化物、四元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－
Ｈｆ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ
系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物を用いる
ことができる。なお、ここで、例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物とは、ＩｎとＧａとＺ
ｎを有する酸化物という意味であり、ＩｎとＧａとＺｎの比率は問わない。また、Ｉｎと
ＧａとＺｎ以外の金属元素が入っていてもよい。
【００６３】
中でも、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系の酸化物半導体材料は、無電界時の抵抗が十分に高くオフ電
流を十分に小さくすることが可能であり、また、電界効果移動度も高いため、半導体装置
に用いる半導体材料としては好適である。
【００６４】
Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系の酸化物半導体材料の代表例としては、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（
ｍ＞０）で表記されるものがある。また、Ｇａに代えてＭの表記を用い、ＩｎＭＯ３（Ｚ
ｎＯ）ｍ（ｍ＞０）のように表記される酸化物半導体材料がある。ここで、Ｍは、ガリウ
ム（Ｇａ）、アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）、マンガン（Ｍｎ）
、コバルト（Ｃｏ）など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。例えば
、Ｍとしては、Ｇａ、Ｇａ及びＡｌ、Ｇａ及びＦｅ、Ｇａ及びＮｉ、Ｇａ及びＭｎ、Ｇａ
及びＣｏなどを適用することができる。なお、上述の組成は結晶構造から導き出されるも
のであり、あくまでも一例に過ぎないことを付記する。
【００６５】
酸化物半導体膜１４０をスパッタ法で作製するためのターゲットとしては、酸素を除く元
素が、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：ｘ：ｙ（ｘは０以上、ｙは０．５以上５以下）の原子比で
表されるものを用いるのが好適である。例えば、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：
１：２［ｍｏｌ数比］の組成比を有するターゲットなどを用いることができる。また、Ｉ
ｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：１［ｍｏｌ数比］の組成比を有するターゲット
や、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：４［ｍｏｌ数比］の組成比を有するター
ゲットや、Ｉｎ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：２［ｍｏｌ数比］の組成比を有するターゲットを用
いることもできる。
【００６６】
本実施の形態では、非晶質構造の酸化物半導体膜１４０を、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の酸
化物半導体膜成膜用ターゲットを用いたスパッタ法により形成することとする。また、そ
の膜厚は、１ｎｍ以上１００ｎｍ以下、好ましくは２ｎｍ以上５０ｎｍ以下、より好まし
くは３ｎｍ以上３０ｎｍ以下とする。開示する発明に係る構成を採用することで、このよ
うな厚さの酸化物半導体膜１４０を用いる場合であっても、微細化に伴う短チャネル効果
を抑制することが可能である。ただし、適用する酸化物半導体材料や、半導体装置の用途
などにより適切な厚さは異なるから、その厚さは、用いる材料や用途などに応じて選択す
ることもできる。
【００６７】
酸化物半導体膜成膜用ターゲット中の金属酸化物の相対密度は８０％以上、好ましくは９
５％以上、さらに好ましくは９９．９％以上である。相対密度の高い酸化物半導体膜成膜
用ターゲットを用いることにより、緻密な構造の酸化物半導体膜１４０を形成することが
可能である。
【００６８】
酸化物半導体膜１４０の形成雰囲気は、希ガス（代表的にはアルゴン）雰囲気、酸素雰囲
気、または、希ガス（代表的にはアルゴン）と酸素との混合雰囲気とするのが好適である
。具体的には、例えば、水素、水、水酸基、水素化物などの不純物が、１ｐｐｍ以下（望
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ましくは１０ｐｐｂ以下）にまで除去された高純度ガス雰囲気を用いるのが好適である。
【００６９】
酸化物半導体膜１４０の形成の際には、例えば、減圧状態に保持された処理室内に基板を
保持し、基板温度が１００℃以上５５０℃未満、好ましくは２００℃以上４００℃以下と
なるように基板を熱する。または、酸化物半導体膜１４０の形成の際の基板の温度は、室
温（１５℃以上３５℃以下）としてもよい。そして、処理室内の水分を除去しつつ、水素
や水などが除去されたスパッタガスを導入し、上記ターゲットを用いて酸化物半導体膜１
４０を形成する。基板を熱しながら酸化物半導体膜１４０を形成することにより、酸化物
半導体膜１４０に含まれる不純物を低減することができる。また、スパッタによる損傷を
低減することができる。処理室内の水分を除去するためには、吸着型の真空ポンプを用い
ることが好ましい。例えば、クライオポンプ、イオンポンプ、チタンサブリメーションポ
ンプなどを用いることができる。また、ターボポンプにコールドトラップを加えたものを
用いてもよい。クライオポンプなどを用いて排気することで、成膜室から水素原子、水（
Ｈ２Ｏ）など水素原子を含む化合物（より好ましくは炭素原子を含む化合物も）等を排気
することができるため、酸化物半導体膜中の不純物濃度を低減できる。
【００７０】
酸化物半導体膜１４０の成膜条件としては、例えば、基板とターゲットとの間の距離が１
７０ｍｍ、圧力が０．４Ｐａ、直流（ＤＣ）電力が０．５ｋＷ、雰囲気が酸素（酸素１０
０％）雰囲気、またはアルゴン（アルゴン１００％）雰囲気、または酸素とアルゴンの混
合雰囲気、といった条件を適用することができる。なお、パルス直流（ＤＣ）電源を用い
ると、成膜時に発生する粉状物質（パーティクル、ゴミともいう）が軽減でき、膜厚分布
も均一となるため好ましい。
【００７１】
なお、酸化物半導体膜１４０をスパッタ法により形成する前には、アルゴンガスを導入し
てプラズマを発生させる逆スパッタを行い、形成表面（例えば、ゲート絶縁膜１２０の表
面）の付着物を除去しても良い。ここで、逆スパッタとは、通常のスパッタにおいては、
スパッタターゲットにイオンを衝突させるところを、逆に、処理表面にイオンを衝突させ
ることによってその表面を改質する方法のことをいう。処理表面にイオンを衝突させる方
法としては、アルゴン雰囲気下で処理表面側に高周波電圧を印加して、基板付近にプラズ
マを生成する方法などがある。なお、アルゴン雰囲気に代えて窒素、ヘリウム、酸素など
による雰囲気を適用してもよい。
【００７２】
酸化物半導体膜１４０の形成後には熱処理（第１の熱処理）を行うことが望ましい。この
第１の熱処理によって酸化物半導体膜１４０中の、過剰な水素（水や水酸基を含む）を除
去することができる。第１の熱処理の温度は、２５０℃以上７００℃以下、好ましくは４
５０℃以上６００℃以下、または基板の歪み点未満とする。
【００７３】
熱処理は、例えば、抵抗発熱体などを用いた電気炉に基板を導入し、窒素雰囲気下、４５
０℃、１時間の条件で行うことができる。この間、酸化物半導体膜１４０は大気に触れさ
せず、水や水素の混入が生じないようにする。
【００７４】
熱処理装置は電気炉に限られず、加熱されたガスなどの媒体からの熱伝導、または熱輻射
によって、基板を加熱する装置を用いても良い。例えば、ＬＲＴＡ（Ｌａｍｐ　Ｒａｐｉ
ｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置、ＧＲＴＡ（Ｇａｓ　Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍ
ａｌ　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、基板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。ガスとしては、アルゴンなどの希
ガス、または窒素のような、熱処理によって被処理物と反応しない不活性気体が用いられ
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る。
【００７５】
例えば、第１の熱処理として、熱せられた不活性ガス雰囲気中に基板を投入し、数分間熱
した後、当該不活性ガス雰囲気から基板を取り出すＧＲＴＡ処理を行ってもよい。ＧＲＴ
Ａ処理を用いると短時間での高温熱処理が可能となる。また、基板の耐熱温度を超える温
度条件であっても適用が可能となる。なお、処理中に、不活性ガスを、酸素を含むガスに
切り替えても良い。酸素を含む雰囲気において第１の熱処理を行うことで、酸素欠損に起
因するエネルギーギャップ中の欠陥準位を低減することができるためである。
【００７６】
なお、不活性ガス雰囲気としては、窒素、または希ガス（ヘリウム、ネオン、アルゴン等
）を主成分とする雰囲気であって、水、水素などが含まれない雰囲気を適用するのが望ま
しい。例えば、熱処理装置に導入する窒素や、ヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガスの
純度を、６Ｎ（９９．９９９９％）以上、好ましくは７Ｎ（９９．９９９９９％）以上（
すなわち、不純物濃度が１ｐｐｍ以下、好ましくは０．１ｐｐｍ以下）とする。
【００７７】
いずれにしても、第１の熱処理によって不純物を低減し、ｉ型（真性半導体）またはｉ型
に限りなく近い酸化物半導体膜１４０を形成することで、極めて優れた特性のトランジス
タを実現することができる。
【００７８】
ところで、上述の熱処理（第１の熱処理）には水素や水などを除去する効果があるから、
当該熱処理を、脱水化処理や、脱水素化処理などと呼ぶこともできる。当該脱水化処理や
、脱水素化処理は、酸化物半導体膜１４０の形成後であれば、例えば、後のソース電極ま
たはドレイン電極１３０ａまたはソース電極またはドレイン電極１３０ｂの形成後におい
て行うことも可能である。また、このような脱水化処理、脱水素化処理は、一回に限らず
複数回行っても良い。
【００７９】
酸化物半導体膜１４０の形成後には、当該酸化物半導体膜１４０を島状の酸化物半導体膜
に加工しても良い。島状の酸化物半導体膜への加工は、例えば、エッチング処理によって
行うことができる。エッチング処理は、上記熱処理の前、または上記熱処理の後のいずれ
において行っても良い。また、素子の微細化という観点からはドライエッチング処理を用
いるのが好適であるが、ウェットエッチング処理を用いても良い。エッチングガスやエッ
チング液については被エッチング材料に応じて適宜選択することができる。
【００８０】
導電膜１２９は、スパッタ法をはじめとするＰＶＤ法や、プラズマＣＶＤ法などのＣＶＤ
法を用いて形成することができる。また、導電膜１２９の材料としては、アルミニウム、
クロム、銅、タンタル、チタン、モリブデン、タングステンから選ばれた元素や、上述し
た元素を成分とする合金等を用いることができる。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、スカンジウムのいずれか、またはこれらを複数組み合わせた
材料を用いてもよい。
【００８１】
導電膜１２９は、単層構造であっても良いし、２層以上の積層構造としてもよい。例えば
、チタン膜や窒化チタン膜の単層構造、シリコンを含むアルミニウム膜の単層構造、アル
ミニウム膜上にチタン膜が積層された２層構造、窒化チタン膜上にチタン膜が積層された
２層構造、チタン膜とアルミニウム膜とチタン膜とが積層された３層構造などが挙げられ
る。
【００８２】
また、導電膜１２９は、導電性の金属酸化物を用いて形成しても良い。導電性の金属酸化
物としては酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）、酸化スズ（ＳｎＯ２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）
、酸化インジウムスズ（Ｉｎ２Ｏ３－ＳｎＯ２、ＩＴＯと略記する場合がある）、酸化イ
ンジウム亜鉛（Ｉｎ２Ｏ３－ＺｎＯ）、または、これらの金属酸化物材料にシリコン若し
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くは酸化シリコンを含有させたものを用いることができる。本実施の形態では、導電膜１
２９は、ＰＶＤ法で、タングステンを用いて、１５０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の単層構造
とする。
【００８３】
なお、後のエッチング処理との関係から、導電膜１２９は、絶縁膜１０１の凸部の高さ（
図３（Ｃ）中に示すｈ）とゲート電極１１１の膜厚との合計より厚く形成することが求め
られる点に留意すべきである。絶縁膜１０１の凸部の高さｈは、例えば、１５０ｎｍ以上
３００ｎｍ以下とすることができる。
【００８４】
次に、導電膜１２９をエッチング処理により加工して導電膜１３０を形成する（図３（Ｃ
）参照）。導電膜１２９のエッチング処理は、ドライエッチング処理、ウェットエッチン
グ処理のいずれを用いて行っても良いが、微細化のためには、制御性の良いドライエッチ
ング処理を用いるのが好適である。後の工程で、導電膜１３０はソース電極またはドレイ
ン電極１３０ａ及びソース電極またはドレイン電極１３０ｂに加工される。そのため導電
膜１３０は、ソース電極またはドレイン電極１３０ａ及びソース電極またはドレイン電極
１３０ｂとして望ましい形状に適宜加工すればよい。
【００８５】
次に、絶縁膜１０１の凸部上面と重なる酸化物半導体膜１４０の表面が露出するように、
導電膜１３０に平坦化処理やエッチング処理等を行い、ソース電極またはドレイン電極１
３０ａ及びソース電極またはドレイン電極１３０ｂを形成する（図３（Ｄ）参照）。
【００８６】
図３（Ｄ）に示す構造は、絶縁膜１０１の凸部と重なる酸化物半導体膜１４０の表面とソ
ース電極またはドレイン電極１３０ａの最上部の表面、または絶縁膜１０１の凸部と重な
る酸化物半導体膜１４０の表面とソース電極またはドレイン電極１３０ｂの最上部の表面
とに、高低差を設ける構造としている。高低差を設ける構造は、例えば、導電膜１３０に
エッチング処理、研磨処理、またはエッチング処理と研磨処理の組み合わせ等を行うこと
で形成することができる。
【００８７】
高低差を設ける構造とするために、たとえばＣＭＰ処理（化学的機械的研磨処理）による
研磨処理の後に、エッチング処理を行うことができる。具体的には、まず導電膜１３０に
ＣＭＰ処理を絶縁膜１０１の凸部上面と重なる酸化物半導体膜１４０の表面と同じ高さに
なるまで行う。その後酸化物半導体膜１４０がエッチングされにくい条件で導電膜１３０
にエッチング処理を行う。
【００８８】
ここでＣＭＰ処理とは、被加工物の表面を化学的・機械的な複合作用により平坦化する手
法である。より具体的には、研磨ステージの上に研磨布を貼り付け、被加工物と研磨布と
の間にスラリー（研磨剤）を供給しながら研磨ステージと被加工物とを各々回転または揺
動させて、スラリーと被加工物表面との間での化学反応と、研磨布と被加工物との機械的
研磨の作用により、被加工物の表面を研磨する方法である。なお、研磨処理としてのＣＭ
Ｐ処理は、１回のみ行ってもよいし、複数回行ってもよい。
【００８９】
エッチング処理としては、ドライエッチング処理、ウェットエッチング処理のいずれか一
方または双方を適用することができる。ただし、酸化物半導体膜１４０に対する導電膜１
３０の選択比が高いエッチング条件（例えば、導電膜１３０と酸化物半導体膜１４０の選
択比が１４：１）を採用することに注意が必要である。例えば、圧力１．６Ｐａ、四フッ
化炭素（ＣＦ４）と塩素（Ｃｌ２）と酸素（Ｏ２）との混合ガス（流量比５：５：２）雰
囲気下でドライエッチング処理を行えばよい。
【００９０】
また、高低差を設ける構造とする別の一例として、膜を形成した後にエッチング処理を行
うことができる。具体的には、まず導電膜１３０上に膜を形成する。この導電膜１３０上
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に形成する膜は、液状のガラスや液状のフォトレジストなどを用い、スピンコート法やイ
ンクジェット法などにより形成することができる。この膜は作製中のトランジスタの最表
面を平坦化する目的で形成するため、本明細書中では平坦化膜と呼称する。この平坦化膜
にさらに光や熱による処理を行って、硬化または固化させてもよい。
【００９１】
次に、平坦化膜及び導電膜１３０を、絶縁膜１０１の凸部上面と重なる酸化物半導体膜１
４０の表面と同じ高さになるまでエッチング処理（第１のエッチング処理）を行う。その
後さらに酸化物半導体膜１４０がエッチングされにくい条件でエッチング処理（第２のエ
ッチング処理）を行う。
【００９２】
第２のエッチング処理としては、上述した酸化物半導体膜１４０に対する導電膜１３０の
選択比が高いエッチング条件を採用すればよい。
【００９３】
絶縁膜１０１の凸部上面と重なる酸化物半導体膜１４０の表面とソース電極またはドレイ
ン電極１３０ａの最上部の表面、または絶縁膜１０１の凸部上面と重なる酸化物半導体膜
１４０の表面とソース電極またはドレイン電極１３０ｂの最上部の表面とに、設けた高低
差は５ｎｍ以上２０ｎｍ以下とすることが望ましい。高低差を設けることで、酸化物半導
体膜１４０における電流のパスが延長される。これにより、トランジスタ４００における
電界の集中を緩和して、短チャネル効果を抑制することが可能となるのである。
【００９４】
このように、絶縁膜１０１の凸部上面と重なる酸化物半導体膜１４０の表面が露出するよ
うにエッチング処理や平坦化処理を行うことで、自己整合的にソース電極またはドレイン
電極１３０ａ及びソース電極またはドレイン電極１３０ｂを形成することができる。その
ため、ソース電極及びドレイン電極を形成する際にアライメントのずれがなく、チャネル
長を微細化することができる。これにより、信頼性の高い半導体装置を作製することがで
きる。
【００９５】
ソース電極またはドレイン電極１３０ａ及びソース電極またはドレイン電極１３０ｂの形
成後には、不活性ガス雰囲気下、または酸素雰囲気下で第２の熱処理を行うのが望ましい
。熱処理の温度は、２００℃以上４５０℃以下、望ましくは２５０℃以上３５０℃以下で
ある。例えば、窒素雰囲気下で２５０℃、１時間の熱処理を行えばよい。第２の熱処理を
行うことによって、トランジスタの電気的特性のばらつきを低減することができる。
【００９６】
なお、本実施の形態では、ソース電極またはドレイン電極１３０ａ及びソース電極または
ドレイン電極１３０ｂの形成後に第２の熱処理を行っているが、第２の熱処理のタイミン
グはこれに限定されない。例えば、導電膜１３０の形成後に第２の熱処理を行っても良い
。また、第１の熱処理に続けて第２の熱処理を行っても良いし、第１の熱処理に第２の熱
処理を兼ねさせても良いし、第２の熱処理に第１の熱処理を兼ねさせても良い。また、ソ
ース電極またはドレイン電極１３０ａ、ソース電極またはドレイン電極１３０ｂ及び酸化
物半導体膜１４０上に、さらに絶縁膜を設けてもよく、当該絶縁膜を成膜後に第２の熱処
理を行ってもよい。酸化物半導体膜１４０上に接して設けられた絶縁膜が酸素を含む場合
、酸化物半導体膜１４０に酸素を供給し、該酸化物半導体膜１４０の酸素欠損を補填する
こともできる。酸化物半導体膜１４０の酸素欠損を補填することにより、トランジスタ４
００のしきい値電圧がマイナス方向にシフトすることによるノーマリオン化を防ぎ、また
トランジスタ４００の信頼性を向上することができる。なお、ここで絶縁膜が酸素を含む
、とは加熱処理により絶縁膜が酸素を放出できることを言う。加熱処理により酸素を放出
できる絶縁膜は、たとえばスパッタ法により形成することができる。
【００９７】
上述のように、第１の熱処理と第２の熱処理の少なくとも一方を適用することで、酸化物
半導体膜１４０を、その水素原子を含む物質が極力含まれないように高純度化することが
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できる。以上によって、ｉ型（真性半導体）またはｉ型に限りなく近い酸化物半導体膜を
形成することもできる。
【００９８】
このように、トランジスタ４００を形成することができる。
【００９９】
なお、上記エッチング処理の後にさらにエッチング処理を行って、ソース電極またはドレ
イン電極１３０ａ及びソース電極またはドレイン電極１３０ｂを所望のパターンに加工し
ても良い。パターン加工に係るエッチング処理の詳細は、上述のエッチング処理などと同
様に行うことができる。
【０１００】
本実施の形態では、絶縁膜１０１の凸部上面と重なる酸化物半導体膜１４０の表面とソー
ス電極またはドレイン電極１３０ａの最上部の表面、または絶縁膜１０１の凸部上面と重
なる酸化物半導体膜１４０の表面とソース電極またはドレイン電極１３０ｂの最上部の表
面とに、高低差を設けた構造を示したが、図３（Ｅ）に示すトランジスタ４０１のように
、高低差を設けない構造としてもよい。つまり、図３（Ｄ）で説明した、ＣＭＰ処理また
は第１のエッチング処理のみを行い、絶縁膜１０１の凸部上面と重なる酸化物半導体膜１
４０の表面とソース電極またはドレイン電極１３０ａの最上部の表面、または絶縁膜１０
１の凸部上面と重なる酸化物半導体膜１４０の表面とソース電極またはドレイン電極１３
０ｂの最上部の表面とに、高低差を設けない構造とすることもできる。
【０１０１】
また、本実施の形態では、絶縁膜１０１の凸部上面に、ソース電極またはドレイン電極１
３０ａ及びソース電極またはドレイン電極１３０ｂが重ならないゲート電極１１１を形成
する構造を示したが、図４（Ａ）に示すトランジスタ４０２のように、ゲート電極１１１
がソース電極またはドレイン電極１３０ａ及びソース電極またはドレイン電極１３０ｂと
重なる構造としてもよい。トランジスタ４０２は、トランジスタ４００と同様に、微細化
されたチャネル長（Ｌ）を有する。
【０１０２】
また、図４（Ｂ）に示すトランジスタ４０３のように、トランジスタ４０２のようなゲー
ト電極１１１の構造をもち、かつ絶縁膜１０１の凸部上面と重なる酸化物半導体膜１４０
の表面とソース電極またはドレイン電極１３０ａの最上部の表面、または絶縁膜１０１の
凸部と重なる酸化物半導体膜１４０の表面とソース電極またはドレイン電極１３０ｂの最
上部の表面とに、高低差を設けない構造としてもよい。図４（Ａ）のトランジスタ４０２
および図４（Ｂ）のトランジスタ４０３の作製方法と、図１のトランジスタ４００の作製
方法は、絶縁膜１０１およびゲート電極１１１に関する部分が異なる。トランジスタ４０
２およびトランジスタ４０３を作製する際は、絶縁膜１００上にマスクを形成し、マスク
をスリミングして微細化し、微細化したマスクを用いて絶縁膜１０１を形成する。その後
、導電膜を形成し、導電膜を加工してゲート電極１１１を形成する。
【０１０３】
また、図４（Ｃ）に示すトランジスタ４０４のように、トランジスタ４００のようなゲー
ト電極１１１の構造をもち、かつゲート電極１１１上にソース電極またはドレイン電極１
３０ａ及びソース電極またはドレイン電極１３０ｂと重なる導電膜１１２（例えば、ゲー
ト電極と同じ材料を用いた膜）を設けた構造としてもよい。トランジスタ４０４を作製す
る際は、絶縁膜１００および導電膜１１０上にマスクを形成し、マスクをスリミングして
微細化し、微細化したマスクを用いて絶縁膜１０１およびゲート電極１１１を形成する。
その後、導電膜を形成し、導電膜を加工して導電膜１１２を形成する。
【０１０４】
以上のように、酸化物半導体膜を有するチャネル長（Ｌ）が微細化されたトランジスタを
形成することができる。
【０１０５】
本発明の一態様では、スリミングによりマスクを微細化することで、酸化物半導体膜を用
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いたトランジスタのチャネル長を微細化することができる。これにより、トランジスタの
動作の高速化が可能となる。
【０１０６】
また、本発明の一態様では、絶縁膜１０１の凸部上面と重なるゲート絶縁膜１２０の表面
（酸化物半導体膜のチャネル領域と接する領域）を平坦化することで、トランジスタの高
速化を達成することが可能となる。
【０１０７】
また、本発明の一態様では、凸部を有する絶縁膜１０１を用いることで、自己整合的にソ
ース電極及びドレイン電極を形成する。そのため、ソース電極及びドレイン電極を形成す
る際にアライメントのずれがなく、チャネル長を微細化することができる。これにより、
信頼性の高い半導体装置を作製することができ、歩留まり及び生産性を向上させることが
可能となる。
【０１０８】
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。
【０１０９】
（実施の形態２）
本実施の形態では、実施の形態１と異なる半導体装置の作製方法の一例について、図５乃
至図７を参照して説明する。本実施の形態と実施の形態１の主な相違点は、酸化物半導体
膜１４０、ソース電極またはドレイン電極１３０ａ及びソース電極またはドレイン電極１
３０ｂの積層順及び構造にあるので、本実施の形態では主にこの点について説明する。
【０１１０】
図５（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）に半導体装置の構成の一例であるトランジスタ４１０を示
す。図５（Ａ）はトランジスタ４１０の上面図である。図５（Ａ）のＥ－Ｆ線に対応する
断面図を図５（Ｂ）に示す。図５（Ａ）のＧ－Ｈ線に対応する断面図を図５（Ｃ）に示す
。図５（Ｂ）に示すトランジスタ４１０は、基板５００上に凸部を有する絶縁膜１０１と
、絶縁膜１０１の凸部上面に形成されたゲート電極１１１と、ゲート電極１１１を覆うよ
うに形成されたゲート絶縁膜１２０と、ゲート絶縁膜１２０上に形成されたソース電極ま
たはドレイン電極１３０ａと、ソース電極またはドレイン電極１３０ｂと、酸化物半導体
膜１４０と、を有する。
【０１１１】
以下に、トランジスタ４１０の作製方法を示す。
【０１１２】
まず、基板５００上に凸部を有する絶縁膜１０１及び絶縁膜１０１の凸部上面に設けられ
たゲート電極１１１を形成し、絶縁膜１０１及びゲート電極上にゲート電極１１１を覆う
ようにゲート絶縁膜１２０を形成する。これらの形成方法は、図２（Ａ）乃至図２（Ｅ）
と同様に行うことができるため、詳細な説明は省略する。
【０１１３】
次に、ゲート絶縁膜１２０上に、ソース電極及びドレイン電極（これと同じ層で形成され
る配線を含む）を形成するための導電膜１２９を形成する（図６（Ａ）参照）。導電膜１
２９の材料及び形成方法については実施の形態１の図３（Ｂ）を参酌できるため詳細な説
明は省略する。
【０１１４】
次に、導電膜１２９をエッチング処理により加工して導電膜１３０を形成する（図６（Ｂ
）参照）。導電膜１３０の形成方法については実施の形態１の図３（Ｃ）を参酌できるた
め、詳細な説明は省略する。
【０１１５】
次に、絶縁膜１０１の凸部上面と重なるゲート絶縁膜１２０の表面が露出するように、導
電膜１３０に平坦化処理やエッチング処理等を行って、ソース電極またはドレイン電極１
３０ａ及びソース電極またはドレイン電極１３０ｂを形成する（図６（Ｃ）参照）。
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【０１１６】
図６（Ｃ）に示す構造は、絶縁膜１０１の凸部上面と重なるゲート絶縁膜１２０の表面と
ソース電極またはドレイン電極１３０ａの最上部の表面、または絶縁膜１０１の凸部上面
と重なるゲート絶縁膜１２０の表面とソース電極またはドレイン電極１３０ｂの最上部の
表面とに、高低差を設ける構造としている。高低差を設ける構造は、例えば、導電膜１３
０をエッチング処理、平坦化処理、またはエッチング処理と平坦化処理の組み合わせ等で
形成することができる。
【０１１７】
高低差を設ける構造とするための一例として、ＣＭＰ処理（化学的機械的研磨処理）によ
る平坦化処理を行い、その後にエッチング処理を行うことができる。具体的には、まず導
電膜１３０に、ＣＭＰ処理を、絶縁膜１０１の凸部上面と重なるゲート絶縁膜１２０の表
面と同じ高さになるまで行う。これにより、ソース電極またはドレイン電極１３０ａ及び
ソース電極またはドレイン電極１３０ｂが形成されるとともに、絶縁膜１０１に形成され
た凸部上面と重なるゲート絶縁膜１２０の表面に、平坦化された領域３００が形成される
。その後ゲート絶縁膜１２０がエッチングされにくい条件で導電膜１３０にエッチング処
理を行う。なお、ＣＭＰ処理の研磨処理は、実施の形態１の図３（Ｄ）を参酌できるため
詳細な説明は省略する。
【０１１８】
上記ＣＭＰ処理によって、領域３００の表面の二乗平均平方根（ＲＭＳ）粗さを１ｎｍ以
下（好ましくは０．５ｎｍ以下）とすることができる。
【０１１９】
なお、研磨処理としてのＣＭＰ処理は、１回のみ行ってもよいし、複数回行ってもよい。
複数回に分けてＣＭＰ処理を行う場合は、高い研磨レートで一次研磨を行った後、低い研
磨レートで仕上げ研磨を行うのが好ましい。このように研磨レートの異なる研磨を組み合
わせることによって、領域３００の表面の平坦性をさらに向上させることができる。
【０１２０】
このような平坦化処理を行うことにより、後に酸化物半導体膜１４０が形成されるゲート
絶縁膜１２０の領域３００の表面の平坦性を向上し、トランジスタの特性を向上させるこ
とができる。
【０１２１】
エッチング処理としては、ドライエッチング処理、ウェットエッチング処理のいずれか一
方または双方を適用することができる。ただし、ゲート絶縁膜１２０に対する導電膜１３
０の選択比が高いエッチング条件（例えば、導電膜１３０とゲート絶縁膜１２０の選択比
が３．２：１）を採用することに注意が必要である。例えば、圧力１．６Ｐａ、四フッ化
炭素（ＣＦ４）と塩素（Ｃｌ２）と酸素（Ｏ２）との混合ガス（流量比５：５：２）雰囲
気下でドライエッチング処理を行えばよい。
【０１２２】
また、高低差を設ける構造とするための別の一例として、平坦化膜を用いたエッチング処
理が挙げられる。
【０１２３】
具体的な例としては、まず、平坦化膜を導電膜１３０上に形成する。平坦化膜の材料及び
形成方法については、実施の形態１を参酌できるため、詳細な説明を省略する。そして、
平坦化膜及び導電膜１３０を、絶縁膜１０１の凸部上面と重なるゲート絶縁膜１２０の表
面と同じ高さになるまでエッチング処理（第１のエッチング処理）を行う。その後さらに
ゲート絶縁膜１２０がエッチングされにくい条件で導電膜１３０にエッチング処理（第２
のエッチング処理）を行う。
【０１２４】
第２のエッチング処理としては、上述したゲート絶縁膜１２０に対する導電膜１３０の選
択比が高いエッチング条件を採用すればよい。
【０１２５】
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上述のような処理によって、絶縁膜１０１の凸部上面と重なるゲート絶縁膜１２０の表面
とソース電極またはドレイン電極１３０ａの最上部の表面、または絶縁膜１０１の凸部と
重なる酸化物半導体膜１４０の表面とソース電極またはドレイン電極１３０ｂの最上部の
表面とに設けた高低差は、５ｎｍ以上２０ｎｍ以下とすることが望ましい。高低差を設け
ることで、酸化物半導体膜１４０における電流のパスが延長される。これにより、トラン
ジスタ４１０における電界の集中を緩和して、短チャネル効果を抑制することが可能とな
るのである。
【０１２６】
上述のような平坦化処理やエッチング処理等を行うことで、ゲート絶縁膜１２０が露出し
、それにより導電膜１３０からソース電極またはドレイン電極１３０ａ及びソース電極ま
たはドレイン電極１３０ｂを自己整合的に形成することができる。これにより工程に必要
なマスク数を削減し、且つ歩留まりを向上させることが可能となる。また平坦化処理を行
うことで、後に酸化物半導体膜１４０が形成されるゲート絶縁膜１２０の領域３００の表
面の平坦性を向上させ、トランジスタ４１０の特性を向上させることができる。
【０１２７】
次に、ソース電極またはドレイン電極１３０ａ、ソース電極またはドレイン電極の１３０
ｂ及びゲート絶縁膜１２０の上に、酸化物半導体膜１４０を形成する（図６（Ｄ）参照）
。酸化物半導体膜１４０の材料及び形成方法については実施の形態１の図３（Ｂ）を参酌
できるため詳細な説明は省略する。
【０１２８】
このように、トランジスタ４１０を形成することができる。
【０１２９】
なお、上記エッチング処理の後にさらにエッチング処理を行って、ソース電極またはドレ
イン電極１３０ａ及びソース電極またはドレイン電極１３０ｂを所望のパターンに加工し
ても良い。パターン加工に係るエッチング処理の詳細は、上述のエッチング処理などと同
様に行うことができる。
【０１３０】
本実施の形態では、絶縁膜１０１の凸部上面と重なるゲート絶縁膜１２０の表面とソース
電極またはドレイン電極１３０ａの最上部の表面、または絶縁膜１０１の凸部上面と重な
るゲート絶縁膜１２０の表面とソース電極またはドレイン電極１３０ｂの最上部の表面と
に、高低差を設けた構造としたが、図６（Ｅ）に示すトランジスタ４１１のように、高低
差を設けない構造としてもよい。つまり、図６（Ｃ）で説明した、ＣＭＰ処理または第１
のエッチング処理のみを行い、絶縁膜１０１の凸部上面と重なるゲート絶縁膜１２０の表
面とソース電極またはドレイン電極１３０ａの最上部の表面、または絶縁膜１０１の凸部
上面と重なるゲート絶縁膜１２０の表面とソース電極またはドレイン電極１３０ｂの最上
部の表面とに、高低差を設けない構造とすることもできる。
【０１３１】
また、本実施の形態では、絶縁膜１０１の凸部上面にソース電極またはドレイン電極１３
０ａ及びソース電極またはドレイン電極１３０ｂと重ならないゲート電極１１１を形成す
る構造を示したが、図７（Ａ）に示すトランジスタ４１２のように、ゲート電極１１１が
ソース電極またはドレイン電極１３０ａ及びソース電極またはドレイン電極１３０ｂと重
なる構造としてもよい。トランジスタ４１２は、トランジスタ４００と同様に、微細化さ
れたチャネル長（Ｌ）を有する。
【０１３２】
また、図７（Ｂ）に示すトランジスタ４１３のように、トランジスタ４１２のようなゲー
ト電極１１１の構造をもち、かつ絶縁膜１０１の凸部上面と重なるゲート絶縁膜１２０の
表面とソース電極またはドレイン電極１３０ａの最上部の表面、または絶縁膜１０１の凸
部上面と重なるゲート絶縁膜１２０の表面とソース電極またはドレイン電極１３０ｂの最
上部の表面とに、高低差を設けない構造としてもよい。図７（Ａ）のトランジスタ４１２
および図７（Ｂ）のトランジスタ４１３の作製方法と、図１のトランジスタ４００の作製



(19) JP 2012-84853 A 2012.4.26

10

20

30

40

50

方法は、絶縁膜１０１およびゲート電極１１１に関する部分が異なる。トランジスタ４１
２およびトランジスタ４１３を作製する際は、絶縁膜１００上にマスクを形成し、マスク
をスリミングして微細化し、微細化したマスクを用いて絶縁膜１０１を形成する。その後
、導電膜を形成し、導電膜を加工してゲート電極１１１を形成する。
【０１３３】
また、図７（Ｃ）に示すトランジスタ４１４のように、トランジスタ４１０のようなゲー
ト電極１１１の構造をもち、かつゲート電極１１１上にソース電極またはドレイン電極１
３０ａ及びソース電極またはドレイン電極１３０ｂと重なる導電膜１１２（例えば、ゲー
ト電極と同じ材料を用いた膜）を設けた構造としてもよい。トランジスタ４１４を作製す
る際は、絶縁膜１００および導電膜１１０上にマスクを形成し、マスクをスリミングして
微細化し、微細化したマスクを用いて絶縁膜１０１およびゲート電極１１１を形成する。
その後、導電膜を形成し、導電膜を加工して導電膜１１２を形成する。
【０１３４】
以上のように、酸化物半導体膜を有するチャネル長（Ｌ）が微細化されたトランジスタ４
１０を形成することができる。
【０１３５】
本発明の一態様では、スリミングによりマスクを微細化することで、トランジスタ４１０
のチャネル長（Ｌ）を微細化することができ、また、トランジスタ４１０に酸化物半導体
膜を用いることで、トランジスタの動作の高速化が可能となる。
【０１３６】
また、本発明の一態様では、酸化物半導体膜１４０のチャネル領域と接するゲート絶縁膜
１２０の一部を平坦化することで、トランジスタの高速化を達成することが可能となる。
【０１３７】
また、本発明の一態様では、凸部を有する絶縁膜１０１を用いることで、自己整合的にソ
ース電極及びドレイン電極を形成する。そのため、ソース電極及びドレイン電極を形成す
る際にアライメントのずれがなく、チャネル長を微細化することができる。これにより、
信頼性の高い半導体装置を作製することができ、歩留まり及び生産性を向上させることが
可能となる。
【０１３８】
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。
【０１３９】
（実施の形態３）
本実施の形態では、半導体装置の一形態に相当する液晶表示パネルの外観及び断面につい
て、図８を用いて説明する。図８に示す液晶表示パネルは、実施の形態１または実施の形
態２で示したトランジスタを含む。図８（Ａ）及び図８（Ｃ）は、トランジスタ４０１０
、４０１１、及び液晶素子４０１３を、第１の基板４００１と第２の基板４００６との間
にシール材４００５によって封止した、パネルの平面図であり、図８（Ｂ）は、図８（Ａ
）または図８（Ｃ）のＭ－Ｎにおける断面図に相当する。
【０１４０】
第１の基板４００１上に設けられた画素部４００２と、走査線駆動回路４００４とを囲む
ようにして、シール材４００５が設けられている。また画素部４００２と、走査線駆動回
路４００４の上に第２の基板４００６が設けられている。よって画素部４００２と、走査
線駆動回路４００４とは、第１の基板４００１とシール材４００５と第２の基板４００６
とによって、液晶層４００８と共に封止されている。また第１の基板４００１上のシール
材４００５によって囲まれている領域とは異なる領域に、別途用意された基板上に単結晶
半導体膜または多結晶半導体膜で形成された信号線駆動回路４００３が実装されている。
【０１４１】
なお、別途形成した駆動回路の接続方法は、特に限定されるものではなく、ＣＯＧ方法、
ワイヤボンディング方法、或いはＴＡＢ方法などを用いることができる。図８（Ａ）は、



(20) JP 2012-84853 A 2012.4.26

10

20

30

40

50

ＣＯＧ方法により信号線駆動回路４００３を実装する例であり、図８（Ｃ）は、ＴＡＢ方
法により信号線駆動回路４００３を実装する例である。
【０１４２】
また第１の基板４００１上に設けられた画素部４００２と、走査線駆動回路４００４は、
トランジスタを複数有しており、図８（Ｂ）では、画素部４００２に含まれるトランジス
タ４０１０と、走査線駆動回路４００４に含まれるトランジスタ４０１１とを例示してい
る。図８（Ｂ）において、トランジスタ４０１１、４０１０上には絶縁層４０４１、４０
４２、４０２１が設けられている。
【０１４３】
トランジスタ４０１０、４０１１には、実施の形態１または実施の形態２で示したトラン
ジスタを用いることができる。本実施の形態において、トランジスタ４０１０、４０１１
はｎチャネル型トランジスタである。
【０１４４】
絶縁層４０２１上において、駆動回路用のトランジスタ４０１１の酸化物半導体膜のチャ
ネル形成領域と重なる位置に導電層４０４０が設けられている。導電層４０４０を酸化物
半導体膜のチャネル形成領域と重なる位置に設けることによって、トランジスタの信頼性
が向上し、例えばバイアス－熱ストレス試験（ＢＴ試験）において、ＢＴ試験前後におけ
るトランジスタ４０１１のしきい値電圧の変化量を低減することができる。また、導電層
４０４０の電位はトランジスタ４０１１のゲート電極の電位と同じでもよいし、異なって
いても良く、第２のゲート電極として機能させることもできる。また、導電層４０４０の
電位がＧＮＤ、０Ｖ、またはフローティング状態であってもよい。
【０１４５】
また、液晶素子４０１３が有する画素電極層４０３０は、トランジスタ４０１０と電気的
に接続されている。そして液晶素子４０１３の対向電極層４０３１は第２の基板４００６
上に形成されている。画素電極層４０３０と対向電極層４０３１と液晶層４００８とが重
なっている部分が、液晶素子４０１３に相当する。なお、画素電極層４０３０、対向電極
層４０３１はそれぞれ配向膜として機能する絶縁層４０３２、４０３３が設けられ、絶縁
層４０３２、４０３３を介して液晶層４００８を挟持している。
【０１４６】
なお、第１の基板４００１、第２の基板４００６としては、透光性基板を用いることがで
き、ポリエステルフィルム、またはアクリル樹脂フィルムなどのプラスチックや、ガラス
や、セラミックスなどを用いることができる。
【０１４７】
また４０３５は絶縁膜を選択的にエッチング処理することで得られる柱状のスペーサ４０
３５であり、画素電極層４０３０と対向電極層４０３１との間の距離（セルギャップ）を
制御するために設けられている。なお球状のスペーサを用いていても良い。また、対向電
極層４０３１は、トランジスタ４０１０と同一基板上に設けられる共通電位線と電気的に
接続される。共通接続部を用いて、一対の基板間に配置される導電性粒子を介して対向電
極層４０３１と共通電位線とを電気的に接続することができる。なお、導電性粒子はシー
ル材４００５に含有させる。
【０１４８】
また、配向膜が不要であるブルー相を示す液晶を用いてもよく、その場合には横電界方式
とするため、図８に示す電極配置と異なる配置とする。例えば、同一絶縁層上に画素電極
層と共通電極層とを並べて配置し、液晶層に横電界を印加する。ブルー相は液晶相の一つ
であり、コレステリック液晶を昇温していくと、コレステリック相から等方相へ転移する
直前に発現する相である。ブルー相は狭い温度範囲でしか発現しないため、温度範囲を改
善するために数重量％以上のカイラル剤を混合させた液晶組成物を用いて液晶層４００８
に用いる。ブルー相を示す液晶とカイラル剤とを含む液晶組成物は、応答速度が１ｍｓｅ
ｃ以下と短く、光学的等方性であるため配向処理が不要であり、視野角依存性が小さい。
【０１４９】



(21) JP 2012-84853 A 2012.4.26

10

20

30

40

50

なお透過型液晶表示装置の他に、半透過型液晶表示装置でも適用できる。
【０１５０】
また、液晶表示装置に偏光板および着色層を設けてもよい。偏光板と着色層を設ける場所
および積層構造は偏光板及び着色層の材料や作製工程条件によって適宜設定すればよい。
また、表示部以外にブラックマトリクスとして機能する遮光膜を設けてもよい。
【０１５１】
トランジスタ４０１１、４０１０上には、酸化物半導体膜に接して絶縁層４０４１が形成
されている。また、絶縁層４０４１上に接して保護絶縁層４０４２を形成する。なお、ト
ランジスタの表面凹凸を低減するために、保護絶縁層４０４２を平坦化絶縁膜として機能
する絶縁層４０２１で覆う構成としてもよい。
【０１５２】
また、平坦化絶縁膜として絶縁層４０２１を形成する。絶縁層４０２１としては、ポリイ
ミド、アクリル樹脂、ベンゾシクロブテン樹脂、ポリアミド、エポキシ樹脂等の、耐熱性
を有する有機材料を用いることができる。また上記有機材料の他に、低誘電率材料（ｌｏ
ｗ－ｋ材料）、シロキサン系樹脂、ＰＳＧ（リンガラス）、ＢＰＳＧ（リンボロンガラス
）等を用いることができる。なお、これらの材料で形成される絶縁膜を複数積層させるこ
とで、絶縁層４０２１を形成してもよい。
【０１５３】
絶縁層４０２１の形成法は、特に限定されず、その材料に応じて、スパッタ法、ＳＯＧ法
、スピンコート、ディップ、スプレー塗布、液滴吐出法（インクジェット法、スクリーン
印刷、オフセット印刷等）、ドクターナイフ、ロールコーター、カーテンコーター、ナイ
フコーター等を用いることができる。絶縁層４０２１の焼成工程と半導体層のアニールを
兼ねることで効率よく半導体装置を作製することが可能となる。
【０１５４】
画素電極層４０３０、対向電極層４０３１は、酸化タングステンを含むインジウム酸化物
、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むインジウム酸化物、
酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、酸化インジウムスズ、インジウム亜鉛酸化物、酸
化シリコンを添加したインジウム錫酸化物、グラフェンなどの透光性を有する透光性の導
電性材料を用いることができる。
【０１５５】
また別途形成された信号線駆動回路４００３と、走査線駆動回路４００４または画素部４
００２に与えられる各種信号及び電位は、ＦＰＣ４０１８から供給されている。
【０１５６】
接続端子電極４０１５が、液晶素子４０１３が有する画素電極層４０３０と同じ導電膜か
ら形成され、端子電極４０１６は、トランジスタ４０１０、４０１１のソース電極及びド
レイン電極と同じ導電膜で形成されている。
【０１５７】
接続端子電極４０１５は、ＦＰＣ４０１８が有する端子と、異方性導電膜４０１９を介し
て電気的に接続されている。
【０１５８】
また図８においては、信号線駆動回路４００３を別途形成し、第１の基板４００１に実装
している例を示しているがこの構成に限定されない。走査線駆動回路を別途形成して実装
しても良いし、信号線駆動回路の一部または走査線駆動回路の一部のみを別途形成して実
装しても良い。
【０１５９】
本実施の形態で示す液晶表示パネルは、実施の形態１または実施の形態２で示した電気的
特性が良好で、信頼性の高いトランジスタを用いて構成されているため、良好な品質を有
する液晶表示パネルとすることが可能である。
【０１６０】
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
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宜組み合わせて用いることができる。
【０１６１】
（実施の形態４）
本実施の形態では、半導体装置の一形態として電子ペーパーの例を示す。
【０１６２】
実施の形態１または実施の形態２に示すトランジスタは、スイッチング素子と電気的に接
続する素子を利用して電子インクを駆動させる電子ペーパーに用いてもよい。電子ペーパ
ーは、電気泳動表示装置（電気泳動ディスプレイ）とも呼ばれており、紙と同じ読みやす
さ、他の表示装置に比べ低消費電力、薄くて軽い形状とすることが可能という利点を有し
ている。
【０１６３】
電気泳動ディスプレイは、様々な形態が考えられ得るが、プラスの電荷を有する第１の粒
子と、マイナスの電荷を有する第２の粒子とを含むマイクロカプセルが溶媒または溶質に
複数分散されたものであり、マイクロカプセルに電界を印加することによって、マイクロ
カプセル中の粒子を互いに反対方向に移動させて一方側に集合した粒子の色のみを表示す
るものである。なお、第１の粒子または第２の粒子は染料を含み、電界がない場合におい
て移動しないものである。また、第１の粒子の色と第２の粒子の色は異なるもの（無色を
含む）とする。
【０１６４】
このように、電気泳動ディスプレイは、誘電定数の高い物質が高い電界領域に移動する、
いわゆる誘電泳動的効果を利用したディスプレイである。
【０１６５】
上記マイクロカプセルを溶媒中に分散させたものが電子インクと呼ばれるものであり、こ
の電子インクはガラス、プラスチック、布、紙などの表面に印刷することができる。また
、カラーフィルタや色素を有する粒子を用いることによってカラー表示も可能である。
【０１６６】
また、アクティブマトリクス基板上に適宜、二つの電極の間に挟まれるように上記マイク
ロカプセルを複数配置すればアクティブマトリクス型の表示装置が完成し、マイクロカプ
セルに電界を印加すれば表示を行うことができる。例えば、実施の形態１または実施の形
態２のトランジスタによって得られるアクティブマトリクス基板を用いることができる。
【０１６７】
なお、マイクロカプセル中の第１の粒子及び第２の粒子は、導電体材料、絶縁体材料、半
導体材料、磁性材料、液晶材料、強誘電性材料、エレクトロルミネセント材料、エレクト
ロクロミック材料、磁気泳動材料から選ばれた一種の材料、またはこれらの複合材料を用
いればよい。
【０１６８】
図９は、半導体装置の例としてアクティブマトリクス型の電子ペーパーを示す。半導体装
置に用いられるトランジスタ５８１は、実施の形態１または実施の形態２で示すトランジ
スタと同様に作製でき、電気的特性が良好で、信頼性の高いトランジスタである。
【０１６９】
図９の電子ペーパーは、ツイストボール表示方式を用いた表示装置の例である。ツイスト
ボール表示方式とは、白と黒に塗り分けられた球形粒子を表示素子に用いる電極層である
第１の電極層及び第２の電極層の間に配置し、第１の電極層及び第２の電極層に電位差を
生じさせての球形粒子の向きを制御することにより、表示を行う方法である。
【０１７０】
図９において、トランジスタ５８１はボトムゲート構造のトランジスタであり、実施の形
態１または実施の形態２で示したトランジスタを用いることができる。
【０１７１】
トランジスタ５８１のソース電極またはドレイン電極は、絶縁層５８３、５８５に形成さ
れる開口において、第１の電極層５８７と接しており電気的に接続している。第１の電極
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層５８７と第２の電極層５８８との間には黒色領域５９０ａ及び白色領域５９０ｂを有し
、周りに液体で満たされている球形粒子５８９が一対の基板５８０、５９６の間に設けら
れており、球形粒子５８９の周囲は樹脂等の充填材５９５で充填されている。
【０１７２】
また、第１の電極層５８７が画素電極に相当し、第２の電極層５８８が共通電極に相当す
る。第２の電極層５８８は、トランジスタ５８１と同一基板上に設けられる共通電位線と
電気的に接続される。共通接続部を用いて、一対の基板５８０、５９６間に配置される導
電性粒子を介して第２の電極層５８８と共通電位線とを電気的に接続することができる。
【０１７３】
また、ツイストボールの代わりに、電気泳動素子を用いることも可能である。透明な液体
と、正に帯電した白い微粒子と負に帯電した黒い微粒子とを封入した直径１０μｍ～２０
０μｍ程度のマイクロカプセルを用いる。第１の電極層と第２の電極層との間に設けられ
るマイクロカプセルは、第１の電極層と第２の電極層によって、電場が与えられると、白
い微粒子と、黒い微粒子が逆の方向に移動し、白または黒を表示することができる。この
原理を応用した表示素子が電気泳動表示素子であり、一般的に電子ペーパーとよばれてい
る。電気泳動表示素子は、液晶表示素子に比べて反射率が高いため、補助ライトは不要で
あり、また消費電力が小さく、薄暗い場所でも表示部を認識することが可能である。また
、表示部に電源が供給されない場合であっても、一度表示した像を保持することが可能で
あるため、電波発信源から表示機能付き半導体装置（単に表示装置、または表示装置を具
備する半導体装置ともいう）を遠ざけた場合であっても、表示された像を保存しておくこ
とが可能となる。
【０１７４】
以上の工程により、実施の形態１または実施の形態２で示すトランジスタを有する電子ペ
ーパーを作製することができる。本実施の形態で示す電子ペーパーは、実施の形態１また
は実施の形態２で示した電気的特性が良好で、信頼性の高いトランジスタを用いて構成さ
れているため、良好な品質を有する電子ペーパーとすることが可能である。
【０１７５】
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。
【０１７６】
（実施の形態５）
本実施の形態では、半導体装置の一例として、記憶媒体（メモリ素子）を示す。本実施の
形態では、実施の形態１で示す酸化物半導体を用いたトランジスタと、酸化物半導体以外
の材料を用いたトランジスタとを同一基板上に形成する。
【０１７７】
図１０は、半導体装置の構成の一例である。図１０（Ａ）には、半導体装置の断面を、図
１０（Ｂ）には、半導体装置の平面を、それぞれ示す。ここで、図１０（Ａ）は、図１０
（Ｂ）のＡ１－Ａ２及びＢ１－Ｂ２における断面に相当する。また、図１０（Ｃ）には、
上記半導体装置をメモリ素子として用いる場合の回路図の一例を示す。図１０（Ａ）及び
図１０（Ｂ）に示される半導体装置は、下部に第１の半導体材料を用いたトランジスタ１
６０を有し、上部に第２の半導体材料を用いたトランジスタを有する。本実施の形態では
、第１のトランジスタ１６０を酸化物半導体以外の半導体材料を用いたトランジスタとし
、第２のトランジスタを、実施の形態１で示した酸化物半導体を用いたトランジスタ４０
０とする。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、単結
晶半導体を用いるのが好ましい。このような半導体材料を用いたトランジスタは、高速動
作が容易である。一方で、酸化物半導体を用いたトランジスタ４００は、その特性により
長時間の電荷保持を可能とする。なお、第２のトランジスタとしては、実施の形態１また
は２で示したトランジスタを適宜用いることが可能である。
【０１７８】



(24) JP 2012-84853 A 2012.4.26

10

20

30

40

50

図１０におけるトランジスタ１６０は、半導体材料（例えば、シリコンなど）を含む基板
３０１に設けられたチャネル形成領域１１６と、チャネル形成領域１１６を挟むように設
けられた不純物領域１１８と、不純物領域１１８に接する金属化合物領域１２４と、チャ
ネル形成領域１１６上に設けられたゲート絶縁層１０８と、ゲート絶縁層１０８上に設け
られたゲート電極１０９と、を有する。
【０１７９】
半導体材料を含む基板３０１は、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
ることができる。なお、一般に「ＳＯＩ基板」は、絶縁表面上にシリコン半導体層が設け
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
らなる半導体層が設けられた構成の基板も含む。つまり、「ＳＯＩ基板」が有する半導体
層は、シリコン半導体層に限定されない。また、ＳＯＩ基板には、ガラス基板などの絶縁
基板上に絶縁層を介して半導体層が設けられた構成のものが含まれるものとする。
【０１８０】
トランジスタ１６０の金属化合物領域１２４の一部には、電極１２６が接続されている。
ここで、電極１２６は、トランジスタ１６０のソース電極またはドレイン電極として機能
する。また、トランジスタ１６０を囲むように素子分離絶縁層１０６が設けられており、
トランジスタ１６０を覆うように絶縁層１２８が設けられている。なお、高集積化を実現
するためには、図１０（Ａ）に示すようにトランジスタ１６０がサイドウォール絶縁層を
有しない構成とすることが望ましい。一方で、トランジスタ１６０の特性を重視する場合
には、ゲート電極１０９の側面にサイドウォール絶縁層を設け、不純物濃度が異なる領域
を含む不純物領域１１８を設けても良い。
【０１８１】
トランジスタ１６０は公知の技術を用いて作製することができる。半導体材料として、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
ヒ素等を用いたトランジスタ１６０は、高速動作が可能であるという特徴を有する。この
ため、当該トランジスタを読み出し用のトランジスタとして用いることで、情報の読み出
しを高速に行うことができる。
【０１８２】
トランジスタ１６０を形成した後、トランジスタ４００及び容量素子１６４の形成前の処
理として、絶縁層１２８にＣＭＰ処理を施して、ゲート電極１０９の上面を露出させる。
ゲート電極１０９の上面を露出させる処理としては、ＣＭＰ処理の他にエッチング処理な
どを適用することも可能であるが、トランジスタ４００の特性を向上させるために、絶縁
層１２８の表面は可能な限り平坦にしておくことが望ましい。
【０１８３】
次に、ゲート電極１０９、絶縁層１２８などの上に、絶縁膜及び導電膜を積層する。導電
膜上に形成したマスクをプラズマ処理等によって縮小（スリミング化）し、当該縮小した
マスクを用いて、絶縁膜及び導電膜を加工することで、凸部を有した絶縁膜１０１及び絶
縁膜１０１の凸部上面にゲート電極１１１を形成する。ゲート電極１１１を形成後、実施
の形態１で示した方法と同様に、ゲート絶縁膜１２０及び酸化物半導体膜１４０を形成す
る。その後、絶縁膜１０１、ゲート絶縁膜１２０及び酸化物半導体膜１４０を選択的にエ
ッチング処理することで、トランジスタ１６０のゲート電極１０９及び電極１２６を露出
させる。
【０１８４】
なお、図１０（Ａ）に示すように、絶縁層１２８の一部を露出するように絶縁膜１０１、
ゲート絶縁膜１２０及び酸化物半導体膜１４０を加工する場合、絶縁層１２８が除去され
ないように材料及びエッチング条件を適宜調節する。なお、材料及びエッチング条件によ
っては、絶縁層１２８の露出した部分が一部エッチング処理されることもある。また、本
実施の形態は図１０（Ａ）の構成に限られず、絶縁膜１０１の端部がゲート電極１０９及
び／または電極１２６と重畳するように、絶縁膜１０１、ゲート絶縁膜１２０及び酸化物
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半導体膜１４０を加工してもよい。または、絶縁膜１０１、ゲート絶縁膜１２０及び酸化
物半導体膜１４０に開口部（コンタクトホール）を形成することで、ゲート電極１０９及
び電極１２６の一部を露出させてもよい。
【０１８５】
その後、露出したゲート電極１０９、電極１２６、絶縁層１２８、及び酸化物半導体膜１
４０等を覆う導電膜を形成し、実施の形態１で示した方法と同様に、当該導電膜を加工す
ることでソース電極またはドレイン電極１３０ａ及びソース電極またはドレイン電極１３
０ｂを形成する。形成されたソース電極またはドレイン電極１３０ａは、トランジスタ１
６０のゲート電極１０９と電気的に接続される。また、ソース電極またはドレイン電極１
３０ｂは、トランジスタ１６０の電極１２６と電気的に接続される。
【０１８６】
また、図１０（Ａ）に示す半導体装置においては、トランジスタ４００上に絶縁層１５７
が設けられ、絶縁層１５７上にソース電極またはドレイン電極１３０ａと少なくとも一部
が重畳するように導電層１５８が設けられる。つまり、導電層１５８は容量素子１６４の
一方の電極として機能する。ここで、絶縁層１５７はゲート絶縁膜１２０と同様の材料で
形成することができ、導電層１５８はゲート電極１１１と同様の材料で形成することがで
きる。
【０１８７】
また、絶縁層１５７及び導電層１５８の上には絶縁層１５０が設けられている。そして、
絶縁層１５０上には配線１５４が設けられ、当該配線１５４は絶縁層１５７、絶縁層１５
０などに形成された開口を介してソース電極またはドレイン電極１３０ｂと接続されてい
る。ここで、配線１５４は、少なくともトランジスタ４００の酸化物半導体膜１４０の一
部と重畳するように設けられる。また、配線１５４を覆うように絶縁層１５６が設けられ
ている。なお絶縁層１５７または絶縁層１５０の少なくとも一方には、加熱処理により酸
素を放出することのできる絶縁膜を用いることが好ましい。該絶縁膜を用いることで、酸
化物半導体膜１４０に酸素を供給し、酸化物半導体膜１４０の酸素欠損を補填することが
できる。
【０１８８】
また、図１０（Ａ）に示す半導体装置において、トランジスタ１６０と、トランジスタ４
００とは、少なくとも一部が重畳するように設けられている。特に、トランジスタ１６０
のソース領域またはドレイン領域と酸化物半導体膜１４０の一部が重畳するように設けら
れている。また、配線１５４は、少なくとも酸化物半導体膜１４０の一部と重畳するよう
に設けられている。また、トランジスタ４００や容量素子１６４が、トランジスタ１６０
と重畳するように設けられている。例えば、容量素子１６４の導電層１５８は、トランジ
スタ１６０のゲート電極１０９と少なくとも一部が重畳して設けられている。このような
平面レイアウトを採用することにより、半導体装置の高集積化を図ることができる。例え
ば、当該半導体装置を用いてメモリセルを構成する場合、最小加工寸法をＦとして、メモ
リセルの占める面積を１５Ｆ２～２５Ｆ２とすることが可能である。
【０１８９】
図１０（Ｃ）には、上記半導体装置をメモリ素子として用いる場合の回路図の一例を示す
。図１０（Ｃ）において、トランジスタ４００のソース電極またはドレイン電極の一方と
、容量素子１６４の電極の一方と、トランジスタ１６０のゲート電極と、は電気的に接続
されている。また、第１の配線（１ｓｔ　Ｌｉｎｅ：ソース線とも呼ぶ）とトランジスタ
１６０のソース電極とは、電気的に接続され、第２の配線（２ｎｄ　Ｌｉｎｅ：ビット線
とも呼ぶ）とトランジスタ１６０のドレイン電極とは、電気的に接続されている。また、
第３の配線（３ｒｄ　Ｌｉｎｅ：第１の信号線とも呼ぶ）とトランジスタ４００のソース
電極またはドレイン電極の他方とは、電気的に接続され、第４の配線（４ｔｈ　Ｌｉｎｅ
：第２の信号線とも呼ぶ）と、トランジスタ４００のゲート電極とは、電気的に接続され
ている。そして、第５の配線（５ｔｈ　Ｌｉｎｅ：ワード線とも呼ぶ）と、容量素子１６
４の電極の他方は電気的に接続されている。
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【０１９０】
酸化物半導体を用いたトランジスタ４００は、オフ電流が極めて小さいという特徴を有し
ているため、トランジスタ４００をオフ状態とすることで、トランジスタ４００のソース
電極またはドレイン電極の一方と、容量素子１６４の電極の一方と、トランジスタ１６０
のゲート電極とが電気的に接続されたノード（以下、ノードＦＧ）の電位を極めて長時間
にわたって保持することが可能である。そして、容量素子１６４を有することにより、ノ
ードＦＧに与えられた電荷の保持が容易になり、また、保持された情報の読み出しが容易
になる。
【０１９１】
半導体装置に情報を記憶させる場合（書き込み）は、まず、第４の配線の電位を、トラン
ジスタ４００がオン状態となる電位にして、トランジスタ４００をオン状態とする。これ
により、第３の配線の電位が、ノードＦＧに供給され、ノードＦＧに所定量の電荷が蓄積
される。ここでは、異なる二つの電位レベルを与える電荷（以下、ロー（Ｌｏｗ）レベル
電荷、ハイ（Ｈｉｇｈ）レベル電荷という）のいずれかが与えられるものとする。その後
、第４の配線の電位を、トランジスタ４００がオフ状態となる電位にして、トランジスタ
４００をオフ状態とすることにより、ノードＦＧが浮遊状態となるため、ノードＦＧには
所定の電荷が保持されたままの状態となる。以上のように、ノードＦＧに所定量の電荷を
蓄積及び保持させることで、メモリセルに情報を記憶させることができる。
【０１９２】
トランジスタ４００のオフ電流は極めて小さいため、ノードＦＧに供給された電荷は長時
間にわたって保持される。したがって、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り、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。
【０１９３】
記憶された情報を読み出す場合（読み出し）は、第１の配線に所定の電位（定電位）を与
えた状態で、第５の配線に適切な電位（読み出し電位）を与えると、ノードＦＧに保持さ
れた電荷量に応じて、トランジスタ１６０は異なる状態をとる。一般に、トランジスタ１
６０をｎチャネル型とすると、ノードＦＧにＨｉｇｈレベル電荷が保持されている場合の
トランジスタ１６０の見かけのしきい値電圧Ｖｔｈ＿Ｈは、ノードＦＧにＬｏｗレベル電
荷が保持されている場合のトランジスタ１６０の見かけのしきい値電圧Ｖｔｈ＿Ｌより低
くなるためである。ここで、見かけのしきい値電圧とは、トランジスタ１６０を「オン状
態」とするために必要な第５の配線の電位をいうものとする。したがって、第５の配線の
電位をＶｔｈ＿ＨとＶｔｈ＿Ｌの中間の電位Ｖ０とすることにより、ノードＦＧに保持さ
れた電荷を判別できる。例えば、書き込みにおいて、Ｈｉｇｈレベル電荷が与えられてい
た場合には、第５の配線の電位がＶ０（＞Ｖｔｈ＿Ｈ）となれば、トランジスタ１６０は
「オン状態」となる。Ｌｏｗレベル電荷が与えられていた場合には、第５の配線の電位が
Ｖ０（＜Ｖｔｈ＿Ｌ）となっても、トランジスタ１６０は「オフ状態」のままである。こ
のため、第５の配線の電位を制御して、トランジスタ１６０のオン状態またはオフ状態を
読み出す（第２の配線の電位を読み出す）ことで、記憶された情報を読み出すことができ
る。
【０１９４】
また、記憶させた情報を書き換える場合においては、上記の書き込みによって所定量の電
荷を保持したノードＦＧに、新たな電位を供給することで、ノードＦＧに新たな情報に係
る電荷を保持させる。具体的には、第４の配線の電位を、トランジスタ４００がオン状態
となる電位にして、トランジスタ４００をオン状態とする。これにより、第３の配線の電
位（新たな情報に係る電位）が、ノードＦＧに供給され、ノードＦＧに所定量の電荷が蓄
積される。その後、第４の配線の電位をトランジスタ４００がオフ状態となる電位にして
、トランジスタ４００をオフ状態とすることにより、ノードＦＧには、新たな情報に係る
電荷が保持された状態となる。すなわち、ノードＦＧに第１の書き込みによって所定量の
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電荷が保持された状態で、第１の書き込みと同様の動作（第２の書き込み）を行うことで
、記憶させた情報を上書きすることが可能である。
【０１９５】
本実施の形態では、高純度化され、真性化された酸化物半導体膜１４０を用いることで、
トランジスタ４００のオフ電流を十分に低減することができる。そして、このようなトラ
ンジスタを用いることで、極めて長期にわたり記憶内容を保持することが可能な半導体装
置が得られる。また、チャネル長（Ｌ）の微細化されたトランジスタ４００を用いること
で、半導体装置の集積度を向上させることができる。
【０１９６】
また、本実施の形態において示す半導体装置では、トランジスタ１６０とトランジスタ４
００を重畳させることで、集積度が十分に高められた半導体装置が実現される。
【０１９７】
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。
【０１９８】
（実施の形態６）
本明細書に開示する半導体装置は、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、例えば、テレビジョン装置（テレビ、またはテレビジョン
受信機ともいう）、コンピュータ用などのモニタ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメ
ラ、デジタルフォトフレーム、携帯電話機（携帯電話、携帯電話装置ともいう）、携帯型
ゲーム機、携帯情報端末、音響再生装置、パチンコ機などの大型ゲーム機などが挙げられ
る。
【０１９９】
本実施の形態では、上記実施の形態のいずれか一で得られる電気的特性が良好で、信頼性
の高いトランジスタを搭載した電子機器の例について図１１を用いて説明する。
【０２００】
図１１（Ａ）は、ノート型のパーソナルコンピュータであり、本体３００１、筐体３００
２、表示部３００３、キーボード３００４などによって構成されている。ノート型のパー
ソナルコンピュータは内部に半導体装置を有し、半導体装置は上記実施の形態で示すトラ
ンジスタを含んでいる。そのため、良好な品質を有し、信頼性の高いノート型のパーソナ
ルコンピュータが実現される。
【０２０１】
図１１（Ｂ）は、携帯情報端末（ＰＤＡ）であり、本体３０２１には表示部３０２３と、
外部インターフェイス３０２５と、操作ボタン３０２４等が設けられている。また操作用
の付属品としてスタイラス３０２２がある。なお、携帯情報端末（ＰＤＡ）は内部に半導
体装置を有し、半導体装置は上記実施の形態で示すトランジスタを含んでいる。そのため
、良好な品質を有し、信頼性の高い携帯情報端末（ＰＤＡ）が実現される。
【０２０２】
図１１（Ｃ）は、上記実施の形態で示す電子ペーパーを一部品として実装して作製した電
子書籍である。図１１（Ｃ）は、電子書籍の一例を示している。例えば、電子書籍２７０
０は、筐体２７０１及び筐体２７０３の２つの筐体で構成されている。筐体２７０１及び
筐体２７０３は、軸部２７１１により一体とされており、該軸部２７１１を軸として開閉
動作を行うことができる。このような構成により、紙の書籍のような動作を行うことが可
能となる。
【０２０３】
筐体２７０１には表示部２７０５が組み込まれ、筐体２７０３には表示部２７０７が組み
込まれている。表示部２７０５及び表示部２７０７は、続き画面を表示する構成としても
よいし、異なる画面を表示する構成としてもよい。異なる画面を表示する構成とすること
で、例えば右側の表示部（図１１（Ｃ）では表示部２７０５）に文章を表示し、左側の表
示部（図１１（Ｃ）では表示部２７０７）に画像を表示することができる。筐体２７０１
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と筐体２７０３の少なくとも一つの内部には半導体装置が設けられており、半導体装置は
上記の実施の形態で示すトランジスタを含んでいる。そのため、良好な品質を有し、信頼
性の高い電子書籍が実現される。
【０２０４】
また、図１１（Ｃ）では、筐体２７０１に操作部などを備えた例を示している。例えば、
筐体２７０１において、電源２７２１、操作キー２７２３、スピーカー２７２５などを備
えている。操作キー２７２３により、頁を送ることができる。なお、筐体の表示部と同一
面にキーボードやポインティングデバイスなどを備える構成としてもよい。また、筐体の
裏面や側面に、外部接続用端子（イヤホン端子、ＵＳＢ端子、またはＡＣアダプタ及びＵ
ＳＢケーブルなどの各種ケーブルと接続可能な端子など）、記録媒体挿入部などを備える
構成としてもよい。さらに、電子書籍２７００は、電子辞書としての機能を持たせた構成
としてもよい。
【０２０５】
また、電子書籍２７００は、無線で情報を送受信できる構成としてもよい。無線により、
電子書籍サーバから、所望の書籍データなどを購入し、ダウンロードする構成とすること
も可能である。
【０２０６】
図１１（Ｄ）は、携帯電話であり、筐体２８００及び筐体２８０１の二つの筐体で構成さ
れている。筐体２８０１には、表示パネル２８０２、スピーカー２８０３、マイクロフォ
ン２８０４、ポインティングデバイス２８０６、カメラ用レンズ２８０７、外部接続端子
２８０８などを備えている。また、筐体２８００には、携帯型情報端末の充電を行う太陽
電池セル２８１０、外部メモリスロット２８１１などを備えている。また、アンテナは筐
体２８０１内部に内蔵されている。なお、携帯電話は、上記実施の形態で示すトランジス
タを少なくとも一部品として含んでいる。
【０２０７】
また、表示パネル２８０２はタッチパネルを備えており、図１１（Ｄ）には映像表示され
ている複数の操作キー２８０５を点線で示している。なお、太陽電池セル２８１０で出力
される電圧を各回路に必要な電圧に昇圧するための昇圧回路も実装している。
【０２０８】
表示パネル２８０２は、使用形態に応じて表示の方向が適宜変化する。また、表示パネル
２８０２と同一面上にカメラ用レンズ２８０７を備えているため、テレビ電話が可能であ
る。スピーカー２８０３及びマイクロフォン２８０４は音声通話に限らず、テレビ電話、
録音、再生などが可能である。さらに、筐体２８００と筐体２８０１は、スライドし、図
１１（Ｄ）のように展開している状態から重なり合った状態とすることができ、携帯に適
した小型化が可能である。
【０２０９】
外部接続端子２８０８はＡＣアダプタ及びＵＳＢケーブルなどの各種ケーブルと接続可能
であり、充電及びパーソナルコンピュータなどとのデータ通信が可能である。また、外部
メモリスロット２８１１に記録媒体を挿入し、より大量のデータ保存及び移動に対応でき
る。記録媒体として、実施の形態５に示す半導体装置を用いることができる。実施の形態
５によれば、オフ電流を十分に低減することができるトランジスタを用いることで、極め
て長期にわたり記憶内容を保持することが可能な半導体装置が得られる。
【０２１０】
また、上記機能に加えて、赤外線通信機能、テレビ受信機能などを備えたものであっても
よい。
【０２１１】
図１１（Ｅ）は、デジタルカメラであり、本体３０５１、表示部（Ａ）３０５７、接眼部
３０５３、操作スイッチ３０５４、表示部（Ｂ）３０５５、バッテリー３０５６などによ
って構成されている。なお、デジタルカメラは内部に半導体装置を有し、半導体装置は上
記実施の形態で示すトランジスタを含んでいる。そのため、良好な品質を有し、信頼性の
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高いデジタルカメラが実現される。
【０２１２】
以上のように、本実施の形態に示す電子機器には、先の実施の形態に係る半導体装置が搭
載されている。このため、良好な品質を有する電子機器が実現される。
【０２１３】
（実施の形態７）
上記実施の形態１乃至６において、トランジスタの半導体層に用いることのできる酸化物
半導体膜の一形態を、図１２を用いて説明する。
【０２１４】
本実施の形態の酸化物半導体膜は、第１の結晶性酸化物半導体膜上に第１の結晶性酸化物
半導体膜よりも厚い第２の結晶性酸化物半導体膜を有する積層構造である。
【０２１５】
絶縁層４２０上に絶縁層４３７を形成する。本実施の形態では、絶縁層４３７として、Ｐ
ＣＶＤ法またはスパッタ法を用いて、５０ｎｍ以上６００ｎｍ以下の膜厚の酸化物絶縁層
を形成する。例えば、酸化シリコン膜、酸化ガリウム膜、酸化アルミニウム膜、酸化窒化
シリコン膜、酸化窒化アルミニウム膜、または窒化酸化シリコン膜から選ばれた一層また
はこれらの積層を用いることができる。
【０２１６】
次に、絶縁層４３７上に膜厚１ｎｍ以上１０ｎｍ以下の第１の酸化物半導体膜を形成する
。第１の酸化物半導体膜の形成は、スパッタ法を用い、そのスパッタ法による成膜時にお
ける基板温度は２００℃以上４００℃以下とする。
【０２１７】
本実施の形態では、酸化物半導体成膜用ターゲット（Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物半導体用
ターゲット（Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：２［ｍｏｌ数比］）を用いて、
基板とターゲットの間との距離を１７０ｍｍ、基板温度２５０℃、圧力０．４Ｐａ、直流
（ＤＣ）電源０．５ｋＷ、酸素のみ、アルゴンのみ、またはアルゴン及び酸素雰囲気下で
膜厚５ｎｍの第１の酸化物半導体膜を成膜する。
【０２１８】
次いで、雰囲気を窒素、または乾燥空気とし、第１の加熱処理を行う。第１の加熱処理の
温度は、４００℃以上７５０℃以下とする。第１の加熱処理によって第１の結晶性酸化物
半導体膜４５０ａを形成する（図１２（Ａ）参照）。
【０２１９】
成膜時の基板温度や第１の加熱処理の温度にもよるが、成膜や第１の加熱処理によって、
膜表面から結晶化が起こり、膜の表面から内部に向かって結晶成長し、ｃ軸配向した結晶
が得られる。第１の加熱処理によって、亜鉛と酸素が膜表面に多く集まり、上平面が六角
形をなす亜鉛と酸素からなるグラフェンタイプの二次元結晶が最表面に１層または複数層
形成され、これが膜厚方向に成長して重なり積層となる。加熱処理の温度を上げると表面
から内部、そして内部から底部と結晶成長が進行する。
【０２２０】
第１の加熱処理によって、酸化物絶縁層である絶縁層４３７中の酸素を第１の結晶性酸化
物半導体膜４５０ａとの界面またはその近傍（界面からプラスマイナス５ｎｍ）に拡散さ
せて、第１の結晶性酸化物半導体膜の酸素欠損を低減する。従って、下地絶縁層として用
いられる絶縁層４３７は、膜中（バルク中）、第１の結晶性酸化物半導体膜４５０ａと絶
縁層４３７の界面、のいずれかには少なくとも化学量論比を超える量の酸素が存在するこ
とが好ましい。
【０２２１】
次いで、第１の結晶性酸化物半導体膜４５０ａ上に１０ｎｍよりも厚い第２の酸化物半導
体膜を形成する。第２の酸化物半導体膜の形成は、スパッタ法を用い、その成膜時におけ
る基板温度は２００℃以上４００℃以下とする。成膜時における基板温度を２００℃以上
４００℃以下とすることにより、第１の結晶性酸化物半導体膜の表面上に接して成膜する
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酸化物半導体膜にプリカーサの整列が起き、所謂、秩序性を持たせることができる。
【０２２２】
本実施の形態では、酸化物半導体用ターゲット（Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物半導体用ター
ゲット（Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：２［ｍｏｌ数比］）を用いて、基板
とターゲットの間との距離を１７０ｍｍ、基板温度４００℃、圧力０．４Ｐａ、直流（Ｄ
Ｃ）電源０．５ｋＷ、酸素のみ、アルゴンのみ、またはアルゴン及び酸素雰囲気下で膜厚
２５ｎｍの第２の酸化物半導体膜を成膜する。
【０２２３】
次いで、雰囲気を窒素、または酸素雰囲気、或いは窒素と酸素の混合雰囲気とし、第２の
加熱処理を行う。第２の加熱処理の温度は、４００℃以上７５０℃以下とする。第２の加
熱処理によって第２の結晶性酸化物半導体膜４５０ｂを形成する（図１２（Ｂ）参照）。
第２の加熱処理は、窒素雰囲気下、酸素雰囲気下、或いは窒素と酸素の混合雰囲気下で行
うことにより、第２の結晶性酸化物半導体膜の高密度化を図る。酸素を含む雰囲気下で第
２の熱処理を行うと、第２の結晶性酸化物半導体膜４５０ｂの欠陥が減少するため、より
好ましい。第２の加熱処理によって、第１の結晶性酸化物半導体膜４５０ａを核として膜
厚方向、即ち底部から内部に結晶成長が進行して第２の結晶性酸化物半導体膜４５０ｂが
形成される。
【０２２４】
また、絶縁層４３７の形成から第２の加熱処理までの工程を大気に触れることなく連続的
に行うことが好ましい。絶縁層４３７の形成から第２の加熱処理までの工程は、水素及び
水分をほとんど含まない雰囲気（不活性雰囲気、減圧雰囲気、乾燥空気雰囲気など）下に
制御することが好ましく、例えば、水分については露点－４０℃以下、好ましくは露点－
５０℃以下の乾燥窒素雰囲気とする。
【０２２５】
次いで、第１の結晶性酸化物半導体膜４５０ａと第２の結晶性酸化物半導体膜４５０ｂか
らなる酸化物半導体積層を加工して島状の酸化物半導体積層からなる酸化物半導体膜４５
３を形成する（図１２（Ｃ）参照）。図では、第１の結晶性酸化物半導体膜４５０ａと第
２の結晶性酸化物半導体膜４５０ｂの界面を点線で示し、酸化物半導体積層と説明してい
るが、明確な界面が存在しているのではなく、あくまで分かりやすく説明するために図示
している。
【０２２６】
酸化物半導体積層の加工は、所望の形状のマスクを酸化物半導体積層上に形成した後、当
該酸化物半導体積層をエッチング処理することによって行うことができる。上述のマスク
は、フォトリソグラフィなどの方法を用いて形成することができる。または、インクジェ
ット法などの方法を用いてマスクを形成しても良い。
【０２２７】
なお、酸化物半導体積層のエッチング処理は、ドライエッチング処理でもウェットエッチ
ング処理でもよい。もちろん、これらを組み合わせて用いてもよい。
【０２２８】
また、上記作製方法により、得られる第１の結晶性酸化物半導体膜及び第２の結晶性酸化
物半導体膜は、ｃ軸配向を有していることを特徴の一つとしている。ただし、第１の結晶
性酸化物半導体膜及び第２の結晶性酸化物半導体膜は、単結晶構造ではなく、非晶質構造
でもない構造であり、ｃ軸配向を有した結晶（Ｃ　Ａｘｉｓ　Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｃｒｙｓ
ｔａｌ；　ＣＡＡＣとも呼ぶ）を含む酸化物を有する。なお、第１の結晶性酸化物半導体
膜及び第２の結晶性酸化物半導体膜は、一部に結晶粒界を有している。
【０２２９】
なお、第１及び第２の結晶性酸化物半導体膜は、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）、Ｉ
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ｎ－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－Ｎ
ｄ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｕ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｇｄ
－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｄｙ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｏ－
Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｙｂ－Ｚ
ｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｌｕ－Ｚｎ系酸化物、四元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇａ－
Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉ
ｎ－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。なお、ここで、例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物
とは、ＩｎとＧａとＺｎを有する酸化物という意味であり、ＩｎとＧａとＺｎの比率は問
わない。また、ＩｎとＧａとＺｎ以外の金属元素が入っていてもよい。
【０２３０】
また、第１の結晶性酸化物半導体膜上に第２の結晶性酸化物半導体膜を形成する２層構造
に限定されず、第２の結晶性酸化物半導体膜の形成後に第３の結晶性酸化物半導体膜を形
成するための成膜と加熱処理のプロセスを繰り返し行って、３層以上の積層構造としても
よい。
【０２３１】
上記作製方法で形成された酸化物半導体積層からなる酸化物半導体膜４５３を、本明細書
に開示する半導体装置に適用できるトランジスタ（例えば、実施の形態１及び実施の形態
２におけるトランジスタ）に、適宜用いることができる。
【０２３２】
また、酸化物半導体膜４５３として本実施の形態の酸化物半導体積層を用いた実施の形態
３におけるトランジスタ４０１１においては、酸化物半導体膜の一方の面から他方の面に
電界が印加されることはなく、また、電流が酸化物半導体積層の厚さ方向（一方の面から
他方の面に流れる方向、具体的に図８（Ｂ）中のトランジスタ４０１１では上下方向）に
流れる構造ではない。電流は、主として、酸化物半導体積層の界面を流れるトランジスタ
構造であるため、トランジスタに光照射が行われ、またはＢＴストレスが与えられても、
トランジスタ特性の劣化は抑制される、または低減される。
【０２３３】
酸化物半導体膜４５３のような第１の結晶性酸化物半導体膜と第２の結晶性酸化物半導体
膜の積層をトランジスタに用いることで、安定した電気的特性を有し、且つ、信頼性の高
いトランジスタを実現できる。
【０２３４】
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】
【０２３５】
１００　　絶縁膜
１０１　　絶縁膜
１０６　　素子分離絶縁層
１０８　　ゲート絶縁層
１０９　　ゲート電極
１１０　　導電膜
１１１　　ゲート電極
１１２　　導電膜
１１６　　チャネル形成領域
１１８　　不純物領域
１２０　　ゲート絶縁膜
１２４　　金属化合物領域
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１２６　　電極
１２８　　絶縁層
１２９　　導電膜
１３０　　導電膜
１３０ａ　　ソース電極またはドレイン電極
１３０ｂ　　ソース電極またはドレイン電極
１４０　　酸化物半導体膜
１５０　　絶縁層
１５４　　配線
１５６　　絶縁層
１５７　　絶縁層
１５８　　導電層
１６０　　トランジスタ
１６４　　容量素子
２００　　マスク
２１０　　マスク
３００　　領域
３０１　　基板
４００　　トランジスタ
４０１　　トランジスタ
４０２　　トランジスタ
４０３　　トランジスタ
４０４　　トランジスタ
４１０　　トランジスタ
４１１　　トランジスタ
４１２　　トランジスタ
４１３　　トランジスタ
４１４　　トランジスタ
４２０　　絶縁層
４３７　　絶縁層
４５０ａ　　結晶性酸化物半導体膜
４５０ｂ　　結晶性酸化物半導体膜
４５３　　酸化物半導体膜
５００　　基板
５８０　　基板
５８１　　トランジスタ
５８３　　絶縁層
５８５　　絶縁層
５８７　　第１の電極層
５８８　　第２の電極層
５８９　　球形粒子
５９０ａ　　黒色領域
５９０ｂ　　白色領域
５９５　　充填材
５９６　　基板
２７００　　電子書籍
２７０１　　筐体
２７０３　　筐体
２７０５　　表示部
２７０７　　表示部
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２７１１　　軸部
２７２１　　電源
２７２３　　操作キー
２７２５　　スピーカー
２８００　　筐体
２８０１　　筐体
２８０２　　表示パネル
２８０３　　スピーカー
２８０４　　マイクロフォン
２８０５　　操作キー
２８０６　　ポインティングデバイス
２８０７　　カメラ用レンズ
２８０８　　外部接続端子
２８１０　　太陽電池セル
２８１１　　外部メモリスロット
３００１　　本体
３００２　　筐体
３００３　　表示部
３００４　　キーボード
３０２１　　本体
３０２２　　スタイラス
３０２３　　表示部
３０２４　　操作ボタン
３０２５　　外部インターフェイス
３０５１　　本体
３０５３　　接眼部
３０５４　　操作スイッチ
３０５５　　表示部（Ｂ）
３０５６　　バッテリー
３０５７　　表示部（Ａ）
４００１　　第１の基板
４００２　　画素部
４００３　　信号線駆動回路
４００４　　走査線駆動回路
４００５　　シール材
４００６　　第２の基板
４００８　　液晶層
４０１０　　トランジスタ
４０１１　　トランジスタ
４０１３　　液晶素子
４０１５　　接続端子電極
４０１６　　端子電極
４０１８　　ＦＰＣ
４０１９　　異方性導電膜
４０２１　　絶縁層
４０３０　　画素電極層
４０３１　　対向電極層
４０３２　　絶縁層
４０３３　　絶縁層
４０３５　　スペーサ
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４０４０　　導電層
４０４１　　絶縁層
４０４２　　保護絶縁層

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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