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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁表面上の絶縁層と、
　前記絶縁層上の酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層上のゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層上のゲート電極と、を有し、
　前記絶縁層と、前記酸化物半導体層は島状の形状であり、
　前記絶縁層は過剰酸素を有し、
　前記絶縁層は第１の領域と、第２の領域を有し、
　前記第１の領域は、前記ゲート電極と重畳する領域を有し、
　前記第２の領域は、前記絶縁層の側面を有し、
　前記第２の領域は、不純物元素を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　絶縁表面上に過剰酸素が含まれる絶縁層を形成し、
　前記絶縁層上に酸化物半導体層を形成し、
　前記絶縁層と前記酸化物半導体層を島状に加工し、
　前記酸化物半導体層上にゲート絶縁層を形成し、
　前記ゲート絶縁層上にゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極をマスクとして前記酸化物半導体層及び前記絶縁層にイオンドーピング
法またはイオン注入法を用いて不純物元素を添加することを特徴とする半導体装置の作製



(2) JP 6345023 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、物、方法、または、製造方法に関する。または、本発明は、プロセス、マシン
、マニュファクチャ、または、組成物（コンポジション・オブ・マター）に関する。特に
、本発明は、例えば、半導体装置、表示装置、液晶表示装置、発光装置、それらの駆動方
法、またはそれらを生産する方法に関する。特に、本発明は、例えば、トランジスタを有
する半導体装置、表示装置、発光装置、またはそれらの駆動方法などに関する。または、
本発明は、例えば、当該半導体装置、当該表示装置、または当該発光装置を有する電子機
器などに関する。
【０００２】
なお、本明細書中において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能し得る装置
全般をいう。表示装置、発光装置、電気光学装置、半導体回路および電子機器などは、半
導体装置を有している場合がある。
【背景技術】
【０００３】
絶縁表面を有する基板上に形成された半導体膜を用いて、トランジスタを構成する技術が
注目されている。当該トランジスタは集積回路や表示装置のような半導体装置に広く応用
されている。トランジスタに適用可能な半導体膜としてシリコン膜が知られている。
【０００４】
トランジスタの半導体膜に用いられるシリコン膜は、用途によって非晶質シリコン膜と多
結晶シリコン膜とが使い分けられている。例えば、大型の表示装置を構成するトランジス
タに適用する場合、大面積基板への成膜技術が確立されている非晶質シリコン膜を用いる
と好適である。一方、駆動回路を一体形成した高機能の表示装置を構成するトランジスタ
に適用する場合、高い電界効果移動度を有するトランジスタを作製可能な多結晶シリコン
膜を用いると好適である。多結晶シリコン膜は、非晶質シリコン膜に対し高温での熱処理
、またはレーザ光処理を行うことで形成する方法が知られる。
【０００５】
近年は、インジウム、ガリウムおよび亜鉛を有する酸化物半導体膜を用いたトランジスタ
が注目されている。
【０００６】
酸化物半導体膜は、スパッタリング法などを用いて成膜できるため、大型の表示装置を構
成するトランジスタに用いることができる。また、酸化物半導体膜を用いたトランジスタ
は、高い電界効果移動度を有するため、駆動回路を一体形成した高機能の表示装置を実現
できる。また、非晶質シリコン膜を用いたトランジスタの生産設備の一部を改良して利用
することが可能であるため、設備投資を抑えられるメリットもある。
【０００７】
酸化物半導体膜を用いたトランジスタに安定した電気特性を与える方法として、酸化物半
導体膜と接する絶縁膜への酸素ドーピング技術が開示されている（特許文献１参照。）。
特許文献１に開示された技術を用いることで、酸化物半導体膜中の酸素欠損を低減するこ
とができる。その結果、酸化物半導体膜を用いたトランジスタの電気特性のばらつきを低
減し、信頼性を向上させることができる。
【０００８】
ところで、酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、オフ状態において極めてリーク電流
が小さいことが知られている。例えば、酸化物半導体膜を用いたトランジスタの低いリー
ク特性を応用した低消費電力のＣＰＵなどが開示されている（特許文献２参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
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【特許文献１】特開２０１１－２４３９７４号公報
【特許文献２】特開２０１２－２５７１８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
酸化物半導体膜を用いたトランジスタを提供することを課題の一とする。または、酸素欠
損の低減された酸化物半導体膜を用いたトランジスタを提供することを課題の一とする。
【００１１】
または、電気特性の優れたトランジスタを提供することを課題の一とする。または、微細
な構造を有するトランジスタを提供することを課題の一とする。または、オン電流の高い
トランジスタを提供することを課題の一とする。または、電気特性の安定したトランジス
タを提供することを課題の一とする。または、スイッチング特性の向上したトランジスタ
を提供することを課題の一とする。
【００１２】
または、オフ電流の小さい、トランジスタを提供することを課題の一とする。または、当
該トランジスタを有する半導体装置などを提供することを課題の一とする。または、新規
な半導体装置などを提供することを課題の一とする。
【００１３】
または、酸素の拡散係数の異なる領域を有する絶縁膜を提供することを課題の一とする。
または、高抵抗である領域と低抵抗である領域を有する酸化物半導体膜を提供することを
課題の一とする。
【００１４】
または、絶縁膜中に酸素の拡散係数の異なる領域を形成することを課題の一とする。
【００１５】
なお、これらの課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一
態様は、これらの課題の全てを解決する必要はないものとする。なお、これら以外の課題
は、明細書、図面、請求項などの記載から、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図
面、請求項などの記載から、これら以外の課題を抽出することが可能である。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
酸素の拡散係数が大きい絶縁膜であっても、当該絶縁膜中に不純物を添加することにより
、酸素の拡散係数の小さい領域、即ち酸素をブロックする領域（酸素ブロック領域ともい
う。）を形成することができる場合がある。例えば、酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン
膜などに代表される酸化物の絶縁膜に対し、リンまたはホウ素を添加すると、絶縁膜中に
酸素ブロック領域を形成することができる。
【００１７】
酸素ブロック領域は、例えば、そのほかの領域に比べて酸素（酸素原子および酸素原子を
有する分子などを含む）の拡散係数が小さい領域である。したがって、絶縁膜中で酸素を
熱拡散させるとき、酸素ブロック領域は、そのほかの領域よりも酸素が透過（通過）する
量の少ない領域である。例えば、酸素ブロック領域を有することで、酸素ブロック領域を
有さない場合と比べ、酸素の透過する割合を２０％未満、１５％未満、１０％未満、５％
未満、２％未満または１％未満とすることができる。
【００１８】
酸素ブロック領域を半導体装置の一部に有することにより、酸化物半導体膜の酸素欠損を
低減できる場合がある。
【００１９】
酸素ブロック領域を有することにより、例えば、酸化物半導体膜から酸素が脱離し、半導
体装置の外部まで拡散（外方拡散ともいう。）することを抑制できる場合がある。または
、酸素ブロック領域を有することにより、酸化物半導体膜と接する膜などに過剰酸素が含
まれる場合、過剰酸素の外方拡散を低減し、酸化物半導体膜への過剰酸素の供給を効率よ
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く行うことができる場合がある。
【００２０】
過剰酸素とは、例えば、熱が加わることにより放出可能な（放出する）酸素をいう。また
、熱は、半導体装置の作製工程中に加わる熱をいう。つまり、本明細書において過剰酸素
は、半導体装置の作製工程中に加わる温度以下の熱によって放出される酸素である。なお
、過剰酸素は、例えば、膜や層の内部を移動することができる。過剰酸素の移動は、膜や
層の原子間を移動する場合と、膜や層を構成する酸素と置き換わりながら玉突き的に移動
する場合とがある。
【００２１】
過剰酸素を含む膜は、昇温脱離ガス分光法（ＴＤＳ：Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｄｅｓｏｒｐｔｉ
ｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）によって１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、１×
１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上または１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上の酸素（酸
素原子数に換算）が検出されることもある。
【００２２】
または、過剰酸素を含む膜は、過酸化ラジカルを含むこともある。具体的には、過酸化ラ
ジカルに起因するスピン密度が、５×１０１７個／ｃｍ３以上である膜をいう。なお、過
酸化ラジカルを含む膜は、電子スピン共鳴（ＥＳＲ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｓｐｉｎ　Ｒｅ
ｓｏｎａｎｃｅ）にて、ｇ値が２．０１近傍に非対称の信号を有することもある。
【００２３】
本発明の一態様は、基板上の島状の第１の絶縁膜と、第１の絶縁膜上に設けられた第１の
酸化物半導体膜と、第１の酸化物半導体膜上に設けられたゲート絶縁膜と、ゲート絶縁膜
上に設けられたゲート電極と、を有し、第１の絶縁膜は第１の領域と、第２の領域と、を
有し、第１の領域は、第２の領域よりも酸素を透過させにくい領域であり、第１の酸化物
半導体膜は少なくとも第２の領域上に配置される半導体装置である。
【００２４】
また、本発明の一態様は、基板上の第１の絶縁膜と、第１の絶縁膜上に設けられた第１の
酸化物半導体膜と、第１の酸化物半導体膜上に設けられたゲート絶縁膜と、ゲート絶縁膜
上に設けられたゲート電極と、を有し、第１の絶縁膜は第１の領域と、第２の領域と、を
有し、第１の領域は、第２の領域よりも酸素を透過させにくい領域であり、第１の絶縁膜
は凸部を有し、前記凸部は少なくとも第２の領域の一部を含み、第１の酸化物半導体膜は
第２の領域上に配置される半導体装置である。
【００２５】
また、上記構成において、第２の領域は、ゲート電極と重なると好ましい。また、第１の
酸化物半導体膜の一部に高抵抗である領域と、低抵抗である領域と、を有すると好ましい
。また、第１の領域は、リンまたはホウ素を含む領域であると好ましい。また、低抵抗で
ある領域はリンまたはホウ素を含むと好ましい。
【００２６】
また、本発明の一態様は、基板上の島状の第１の絶縁膜と、第１の絶縁膜上に設けられた
第１の酸化物半導体膜と、第１の酸化物半導体膜上に設けられたゲート絶縁膜と、ゲート
絶縁膜上に設けられたゲート電極と、保護絶縁膜と、を有し、保護絶縁膜は第１の酸化物
半導体膜上およびゲート電極上に配置し、保護絶縁膜は第１の絶縁膜およびゲート絶縁膜
と接し、保護絶縁膜は酸素を透過させにくい半導体装置である。
【００２７】
また、本発明の一態様は、基板上の第１の絶縁膜と、第１の絶縁膜上に設けられた第１の
酸化物半導体膜と、第１の酸化物半導体膜上に設けられた第２の絶縁膜と、第２の絶縁膜
上に設けられたゲート電極と、保護絶縁膜と、を有し、第１の絶縁膜は凸部を有し、保護
絶縁膜は第１の絶縁膜上、第１の酸化物半導体膜上およびゲート電極上に配置し、保護絶
縁膜は第１の絶縁膜およびゲート絶縁膜と接し、保護絶縁膜は酸素を透過させにくい半導
体装置である。
【００２８】
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また、上記の構成において、第１の絶縁膜は過剰酸素を有すると好ましい。また、第１の
絶縁膜は、ゲート絶縁膜より厚いと好ましい。また、第１の酸化物半導体膜の下に第２の
酸化物半導体膜を有し、第２の酸化物半導体膜の厚さと第１の絶縁膜の厚さの和は、ゲー
ト絶縁膜の厚さよりも厚いと好ましい。
【００２９】
また、本発明の一態様は、基板上に第１の絶縁膜を形成し、第１の絶縁膜上に第１の酸化
物半導体膜を形成し、第１の酸化物半導体膜上に第２の絶縁膜を形成し、第２の絶縁膜上
にゲート電極を形成し、ゲート電極の形成後に、ゲート電極をマスクとして第１の酸化物
半導体膜および第１の絶縁膜にリンまたはホウ素を添加する半導体装置の作製方法である
。
【発明の効果】
【００３０】
本発明の一態様により、酸化物半導体膜を用いたトランジスタを提供することができる。
または、酸素欠損の低減された酸化物半導体膜を用いたトランジスタを提供することがで
きる。
【００３１】
または、電気特性の優れたトランジスタを提供することができる。または、微細な構造を
有するトランジスタを提供することができる。または、オン電流の高いトランジスタを提
供することができる。または、電気特性の安定したトランジスタを提供することができる
。
【００３２】
または、オフ電流の小さいトランジスタを提供することができる。または、高い電界効果
移動度を有するトランジスタを提供することができる。または、歩留まり高いトランジス
タを提供することができる。または、当該トランジスタを有する半導体装置などを提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】半導体装置内部における過剰酸素の拡散について説明する断面模式図。
【図２】イオンの入射を説明する図。
【図３】本発明の一態様に係る半導体装置の一例を示す上面図および断面図。
【図４】本発明の一態様に係る半導体装置の一例を示す上面図および断面図。
【図５】トランジスタの断面図。
【図６】バンド構造を説明する図。
【図７】トランジスタの電気特性を説明する図。
【図８】本発明の一態様に係る半導体装置の作製方法の一例を示す断面図。
【図９】本発明の一態様に係る半導体装置の作製方法の一例を示す断面図。
【図１０】本発明の一態様に係る半導体装置の作製方法の一例を示す断面図。
【図１１】本発明の一態様に係る半導体装置の一例を示す上面図および断面図。
【図１２】本発明の一態様に係る半導体装置の作製方法の一例を示す断面図。
【図１３】本発明の一態様に係る半導体装置の作製方法の一例を示す断面図。
【図１４】本発明の一態様に係る半導体装置の作製方法の一例を示す断面図。
【図１５】半導体装置内部における過剰酸素の拡散について説明する断面模式図。
【図１６】半導体装置内部における不純物の添加について説明する断面模式図。
【図１７】半導体装置内部における不純物の添加について説明する断面模式図。
【図１８】半導体装置内部における不純物の添加について説明する断面模式図。
【図１９】本発明の一態様に係る半導体装置の一例を示す断面図。
【図２０】本発明の一態様に係るＣＰＵの一例を示すブロック図。
【図２１】本発明の一態様に係る電子機器の一例を示す図。
【図２２】ＴＤＳによる基板温度とイオン強度との関係を示す図。
【図２３】リンイオン注入濃度と酸素放出量との関係を示す図。



(6) JP 6345023 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

【図２４】エッチング深さと酸素放出量との関係を示す図。
【図２５】ＴＤＳによる基板温度とイオン強度との関係を示す図。
【図２６】本発明の一態様に係る半導体装置の一例を示す上面図および断面図。
【図２７】本発明の一態様に係る半導体装置の作製方法の一例を示す断面図。
【図２８】本発明の一態様に係る半導体装置の作製方法の一例を示す断面図。
【図２９】本発明の一態様に係る半導体装置の作製方法の一例を示す断面図。
【図３０】半導体の抵抗を測定する素子を示す図。
【図３１】本発明の一態様に係る半導体装置の一例を示す上面図および断面図。
【図３２】本発明の一態様に係る半導体装置の作製方法の一例を示す断面図。
【図３３】本発明の一態様に係る半導体装置の作製方法の一例を示す断面図。
【図３４】本発明の一態様に係る半導体装置の作製方法の一例を示す断面図。
【図３５】本発明の一態様に係る半導体装置の一例を示す上面図および断面図。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は以下の説
明に限定されず、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。また、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、図面を用いて発明の構成を説明するにあたり、同じものを指す符号は異
なる図面間でも共通して用いる。なお、同様のものを指す際にはハッチパターンを同じく
し、特に符号を付さない場合がある。
【００３５】
なお、図において、大きさ、層の厚さ、または領域は、明瞭化のために誇張されている場
合がある。よって、必ずしもそのスケールに限定されない。
【００３６】
また、電圧は、ある電位と、基準の電位（例えば接地電位（ＧＮＤ）またはソース電位）
との電位差のことを示す場合が多い。よって、電圧を電位と言い換えることが可能である
。
【００３７】
本明細書においては、「電気的に接続する」と表現される場合であっても、現実の回路に
おいては、物理的な接続部分がなく、配線が延在しているだけの場合もある。
【００３８】
なお、第１、第２として付される序数詞は便宜上用いるものであり、工程順または積層順
を示すものではない。そのため、例えば、「第１の」を「第２の」または「第３の」など
と適宜置き換えて説明することができる。また、本明細書に記載されている序数詞と、本
発明の一態様を特定するために用いられる序数詞は一致しない場合がある。
【００３９】
本明細書において、例えば、物体の形状を「径」、「粒径」、「大きさ」、「サイズ」、
「幅」などで規定する場合、物体が収まる最小の立方体における一辺の長さ、または物体
の一断面における円相当径と読み替えてもよい。物体の一断面における円相当径とは、物
体の一断面と等しい面積となる正円の直径をいう。
【００４０】
なお、「半導体」と表記した場合でも、例えば、導電性が十分低い場合は「絶縁体」とし
ての特性を有する場合がある。また、「半導体」と「絶縁体」は境界が曖昧であり、厳密
に区別できない場合がある。したがって、本明細書に記載の「半導体」は、「絶縁体」と
言い換えることができる場合がある。同様に、本明細書に記載の「絶縁体」は、「半導体
」と言い換えることができる場合がある。
【００４１】
また、「半導体」と表記した場合でも、例えば、導電性が十分高い場合は「導電体」とし
ての特性を有する場合がある。また、「半導体」と「導電体」は境界が曖昧であり、厳密
に区別できない場合がある。したがって、本明細書に記載の「半導体」は、「導電体」と
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言い換えることができる場合がある。同様に、本明細書に記載の「導電体」は、「半導体
」と言い換えることができる場合がある。
【００４２】
また、本明細書において、「平行」とは、二つの直線が－１０°以上１０°以下の角度で
配置されている状態をいう。したがって、－５°以上５°以下の場合も含まれる。また、
「垂直」とは、二つの直線が８０°以上１００°以下の角度で配置されている状態をいう
。したがって、８５°以上９５°以下の場合も含まれる。
【００４３】
＜過剰酸素の挙動について＞
以下では、半導体装置内部における過剰酸素の挙動について図１を用いて説明する。
【００４４】
図１（Ａ）は、基板５０と、基板５０上の絶縁膜５２と、絶縁膜５２上の島状の酸化物半
導体膜５６と、絶縁膜５２および酸化物半導体膜５６上の絶縁膜６８と、を有する試料の
断面模式図である。図１（Ａ）に示す試料において、絶縁膜５２は過剰酸素（図中ではｅ
ｘ－Ｏと表記する。）を含む絶縁膜とする。
【００４５】
絶縁膜５２としては、酸化物膜、酸化窒化物膜などを用いることができる。例えば、絶縁
膜５２としては、酸化シリコン膜または酸化窒化シリコン膜などを用いればよい。ただし
、本明細書において、酸化窒化物膜とは、窒素を０．１ａｔｏｍｉｃ％以上２５ａｔｏｍ
ｉｃ％未満含む酸化物膜をいう。なお、窒化酸化物膜とは、酸素を０．１ａｔｏｍｉｃ％
以上２５ａｔｏｍｉｃ％未満含む窒化物膜をいう。
【００４６】
酸化物半導体膜５６および絶縁膜６８については、冗長になるため、それぞれ後述する酸
化物半導体膜１０３および絶縁膜１０６についての記載を参照することとし、ここでの説
明を省略する。
【００４７】
熱が加わると、絶縁膜５２中を過剰酸素が拡散する。例えば、絶縁膜５２中を拡散した過
剰酸素は、絶縁膜５２と酸化物半導体膜５６との界面に達すると、酸化物半導体膜５６中
の酸素欠損を埋めることができる。酸化物半導体膜５６中の酸素欠損が低減されることで
、酸化物半導体膜５６中の酸素欠損に起因する欠陥準位の密度を小さくすることができる
。
【００４８】
ところが、絶縁膜５２中を拡散する過剰酸素の全てが、絶縁膜５２と酸化物半導体膜５６
との界面に達するわけではない。例えば、絶縁膜５２中を拡散した過剰酸素は、絶縁膜６
８を介して外方拡散してしまう場合がある。または、例えば、絶縁膜５２中を拡散した過
剰酸素は、半導体装置を構成する配線などと反応し、配線抵抗を高めてしまう場合がある
。
【００４９】
したがって、図１（Ａ）に示す試料構造は、過剰酸素の活用が効率的ではない可能性があ
る。
【００５０】
図１（Ｂ）に、効率的に過剰酸素を活用することができる試料構造の一例を示す。
【００５１】
図１（Ｂ）は、図１（Ａ）に示した試料と類似の構造を有する試料である。ただし、図１
（Ｂ）に示す試料は、絶縁膜５２が、絶縁膜６８の近傍に領域５３を有する点が異なる。
図１（Ｂ）に示す試料において、絶縁膜５２は過剰酸素を含む絶縁膜とする。領域５３は
、絶縁膜５２の上面から深さ１ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好ましくは５ｎｍ以上１５０ｎ
ｍ以下、さらに好ましくは１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下に設けられる領域である。なお、
領域５３が、深さ方向において絶縁膜５２の全体に設けられていても構わない。
【００５２】
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領域５３は、酸素ブロック領域である。例えば、絶縁膜５２に、ホウ素、炭素、マグネシ
ウム、アルミニウム、シリコン、リン、カルシウム、スカンジウム、チタン、バナジウム
、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、ガリウム、ゲルマニウム、ヒ素、イット
リウム、ジルコニウム、ニオブ、モリブデン、インジウム、スズ、ランタン、セリウム、
ネオジム、ハフニウム、タンタル、タングステンから選択された一種以上を添加すると、
酸素ブロック領域である領域５３を形成することができる場合がある。上述の不純物の添
加は、金属を高抵抗化させる要因となりにくい。なお、絶縁膜５２に、リンまたはホウ素
を添加すると、酸素ブロック性の高い（酸素の拡散係数が小さい）、特に良質な領域５３
を形成することができる。領域５３は、例えば、絶縁膜５２中に、上述の不純物元素を５
×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、好ましくは１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、
さらに好ましくは２×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、より好ましくは５×１０２０ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３以上含む領域である。
【００５３】
図１（Ｂ）に示す試料における過剰酸素の挙動を以下に示す。
【００５４】
熱が加わると、絶縁膜５２中を過剰酸素が拡散する。絶縁膜５２中を拡散した過剰酸素は
、絶縁膜５２と酸化物半導体膜５６との界面に達すると、酸化物半導体膜５６中の酸素欠
損を埋めることができる。
【００５５】
絶縁膜５２中を拡散する過剰酸素は、領域５３を透過しにくいため、絶縁膜５２と酸化物
半導体膜５６との界面に達する過剰酸素の割合は高くなる。したがって、効率的に酸化物
半導体膜５６中の酸素欠損を埋めることができる。また、例えば、絶縁膜５２中を拡散し
た過剰酸素が、絶縁膜６８を介して外方拡散することを抑制することができる。または、
例えば、絶縁膜５２中を拡散した過剰酸素が、半導体装置を構成する配線などと反応し、
配線抵抗を高めることを抑制することができる。
【００５６】
したがって、図１（Ｂ）に示す試料は、過剰酸素の効率的な活用が可能な構造であること
がわかる。
【００５７】
次に、図１（Ｂ）とは異なる試料構造について、効率的に過剰酸素を活用することができ
る一例を図１５（Ａ）に示す。図１（Ｂ）と異なる点は、図１５（Ａ）は絶縁膜７２に凸
部を有する点である。
【００５８】
図１５（Ａ）は、基板７０と、基板７０上の絶縁膜７２と、絶縁膜７２上の島状の酸化物
半導体膜７６と、絶縁膜７２および酸化物半導体膜７６上の絶縁膜８８と、を有する試料
の断面模式図である。図１５（Ａ）に示す試料において、絶縁膜７２は過剰酸素を含む絶
縁膜とする。図１５（Ａ）において、絶縁膜７２は凸部を有し、その凸部の上に酸化物半
導体膜７６が位置する。絶縁膜７２については、絶縁膜５２の記載を参照する。酸化物半
導体膜７６と絶縁膜８８については冗長になるため、それぞれ後述する酸化物半導体膜１
０３および絶縁膜１０６についての記載を参照することとし、ここでの説明を省略する。
【００５９】
領域７３は酸素ブロック領域である。酸素ブロック領域については、領域５３の記載を参
照する。
【００６０】
熱が加わると、絶縁膜７２中を過剰酸素が拡散する。絶縁膜７２中を拡散した過剰酸素は
、絶縁膜７２と酸化物半導体膜７６との界面に達すると、酸化物半導体膜７６中の酸素欠
損を埋めることができる。
【００６１】
絶縁膜７２中を拡散する過剰酸素は、領域７３を透過しにくいため、絶縁膜７２と酸化物
半導体膜７６との界面に達する過剰酸素の割合は高くなる。したがって、効率的に酸化物
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半導体膜７６中の酸素欠損を埋めることができる。また、例えば、絶縁膜７２中を拡散し
た過剰酸素が、外方拡散することを抑制することができる。または、例えば、絶縁膜７２
中を拡散した過剰酸素が、半導体装置を構成する配線などと反応し、配線抵抗を高めるこ
とを抑制することができる。
【００６２】
したがって、図１５（Ａ）に示す試料は、過剰酸素の効率的な活用が可能な構造であるこ
とがわかる。
【００６３】
また図１５（Ｃ）に示すように、絶縁膜７２を島状に形成してもよい。この場合は、過剰
酸素を含む領域が島状になることにより、横方向の酸素拡散が制限され、効率よく酸素を
酸化物半導体膜７６に供給できるようになる。
【００６４】
＜酸化物半導体膜への不純物添加について＞
図１６（Ｂ）に、酸化物半導体膜へ不純物を添加して抵抗を下げることができる一例を示
す。図１６（Ｂ）は、基板７０と、基板７０上の絶縁膜７２と、絶縁膜７２上の酸化物半
導体膜７６とを有する試料の断面構造である。
【００６５】
領域７７は酸化物半導体膜７６の一部の領域であり、不純物を有する領域である。例えば
、酸化物半導体膜７６に、ホウ素、炭素、マグネシウム、アルミニウム、シリコン、リン
、カルシウム、スカンジウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、
ニッケル、ガリウム、ゲルマニウム、ヒ素、イットリウム、ジルコニウム、ニオブ、モリ
ブデン、インジウム、スズ、ランタン、セリウム、ネオジム、ハフニウム、タンタル、タ
ングステンから選択された一種以上を添加すると、不純物を有する領域である領域７７を
形成することができる場合がある。領域７７は、例えば、酸化物半導体膜７６中に、上述
の不純物元素を５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、好ましくは１×１０２０ａｔｏｍ
ｓ／ｃｍ３以上、さらに好ましくは２×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、より好ましく
は５×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上含む領域である。領域７７には、領域７３に添加
する不純物と同じ不純物を添加することができる。
【００６６】
前述した不純物の添加などを行うことで、酸化物半導体膜のキャリア密度を高くすること
ができる。したがって、酸化物半導体膜７６に不純物を添加することにより、酸化物半導
体膜の抵抗を低くすることができる。
【００６７】
前述した不純物の添加により、酸化物半導体膜７６に酸素欠損が形成される場合がある。
酸素欠損が形成された酸化物半導体膜７６に水素を添加すると、酸素欠損サイトに水素が
入り伝導帯近傍にドナー準位が形成される。この結果、酸化物半導体膜７６の抵抗をさら
に低くすることができる場合がある。
【００６８】
水素の添加は、例えばイオンドーピング法、イオン注入法、プラズマ処理等を用いて行え
ばよい。または、水素を含む雰囲気中で熱処理を行えばよい。または、水素を含む膜を酸
化物半導体膜７６の上層または下層に形成し、水素を添加してもよい。水素を含む膜とし
て、例えば窒化シリコン膜などが挙げられる。
【００６９】
ここで、水素は酸素欠損サイトに入ると安定化する。そのため、酸化物半導体膜７６に入
った水素は酸素欠損サイトにとどまり、チャネル領域へ水素が拡散することを防ぐことが
できる。
【００７０】
また、図１６（Ｃ）に示すように、例えば、部分的に不純物を添加することで、酸化物半
導体膜７６は、不純物の添加された領域７７と、不純物の添加されていない領域７９を酸
化物半導体膜７６に作り分けることもできる。
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【００７１】
次に、図１５に示した構造に、更に酸化物半導体膜の低抵抗領域を組み合わせた例を示す
。図１８（Ａ）は、酸素ブロック領域を有し、かつ不純物添加により低抵抗化された酸化
物半導体膜を有する例である。ここで酸素ブロック領域は不純物添加された絶縁膜である
。
【００７２】
図１８（Ａ）は、基板７０と、基板７０上の絶縁膜７２と、絶縁膜７２上の島状の酸化物
半導体膜７６と、絶縁膜７２および酸化物半導体膜７６上の絶縁膜８８と、を有する試料
の断面模式図である。図１８（Ａ）に示す試料において、絶縁膜７２は過剰酸素を含む絶
縁膜とする。図１８（Ａ）において、絶縁膜７２は凸部を有し、酸化物半導体膜７６は絶
縁膜７２の凸部の上に位置する。絶縁膜７２については、絶縁膜５２の記載を参照する。
酸化物半導体膜７６と絶縁膜８８については冗長になるため、それぞれ後述する酸化物半
導体膜１０３および絶縁膜１０６についての記載を参照することとし、ここでの説明を省
略する。
【００７３】
領域７３は酸素ブロック領域である。領域７３については領域５３の記載を参照する。熱
が加わると、絶縁膜７２中を過剰酸素が拡散する。絶縁膜７２中を拡散した過剰酸素は、
絶縁膜７２と酸化物半導体膜７６との界面に達すると、酸化物半導体膜７６中の酸素欠損
を埋めることができる。
【００７４】
絶縁膜７２中を拡散する過剰酸素は、領域７３を透過しにくいため、絶縁膜７２と酸化物
半導体膜７６との界面に達する過剰酸素の割合は高くなる。したがって、効率的に酸化物
半導体膜７６中の酸素欠損を埋めることができる。また、例えば、絶縁膜７２中を拡散し
た過剰酸素が、外方拡散することを抑制することができる。または、例えば、絶縁膜７２
中を拡散した過剰酸素が、半導体装置を構成する配線などと反応し、配線抵抗を高めるこ
とを抑制することができる。
【００７５】
領域７７は酸化物半導体膜７６の一部の領域であり、不純物が添加された領域である。酸
化物半導体膜に不純物を添加することにより、酸化物半導体膜の抵抗を下げることができ
る。例えば図１８（Ａ）に示す通り、不純物を添加することにより、酸化物半導体膜７６
の一部の領域に、低抵抗である領域７８を作ることができる。言い換えると、酸化物半導
体膜７６に、低抵抗である領域と、高抵抗である領域を作り分けることができる。
【００７６】
また、領域７７に添加する不純物は、領域７３に添加する不純物と同じ不純物を用いるこ
とができる。よって、領域７７と領域７３は同時に形成することができる。
【００７７】
酸化物半導体膜７６に低抵抗である領域と高抵抗である領域を作り分けることにより、例
えばトランジスタのソース領域やドレイン領域の抵抗を低減し、トランジスタのオン特性
を高めることができる。
【００７８】
また図１８（Ｂ）に示すように、絶縁膜７２を島状に形成してもよい。この場合は、過剰
酸素を含む領域が島状になることにより、横方向の酸素拡散が制限され、効率よく酸素を
酸化物半導体膜７６に供給できるようになる。
【００７９】
＜不純物の添加方法＞
以下では、図１（Ｂ）に領域５３で示した酸素ブロック領域を形成することが可能な方法
について説明する。
【００８０】
まず、絶縁膜５２を成膜する。
【００８１】



(11) JP 6345023 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

次に、酸化物半導体膜５６となる酸化物半導体膜を成膜する。
【００８２】
次に、酸化物半導体膜上にレジストを成膜する。レジストを、フォトマスクを介して露光
した後、現像することでレジストマスクを形成する。
【００８３】
次に、レジストマスクを用いて酸化物半導体膜をエッチングし、酸化物半導体膜５６を形
成する。
【００８４】
次に、レジストマスクを残したまま、不純物を絶縁膜５２に添加することで領域５３を形
成する。このように、レジストマスクを残しておくことで、酸化物半導体膜５６の上面に
不純物が添加されることを抑制することができる。ただし、酸化物半導体膜５６の上面を
後の工程で除去する場合などは、レジストマスクを除去した後で絶縁膜５２および酸化物
半導体膜５６に不純物を添加しても構わない。
【００８５】
絶縁膜５２に添加する不純物としては、例えば、ホウ素、炭素、マグネシウム、アルミニ
ウム、シリコン、リン、カルシウム、スカンジウム、チタン、バナジウム、クロム、マン
ガン、鉄、コバルト、ニッケル、ガリウム、ゲルマニウム、ヒ素、イットリウム、ジルコ
ニウム、ニオブ、モリブデン、インジウム、スズ、ランタン、セリウム、ネオジム、ハフ
ニウム、タンタル、タングステンから選択された一種以上を用いればよい。なお、絶縁膜
５２に、リンまたはホウ素を添加すると、酸素ブロック性の高い、特に良質な領域５３を
形成することができる。
【００８６】
絶縁膜５２への不純物の添加は、イオンドーピング法（質量分離を行わない方法）、イオ
ン注入法（質量分離を行う方法）、プラズマ処理などを用いればよい。また、原子または
分子のクラスターを生成してイオン化するイオンドーピング法またはイオン注入法を用い
てもよい。ただし、不純物元素を含む雰囲気におけるプラズマ処理などによって、絶縁膜
５２に不純物を添加しても構わない。
【００８７】
イオンドーピング法またはイオン注入法を用いて、絶縁膜５２に領域５３を形成する場合
、例えば、イオンドーピング法またはイオン注入法における加速電圧は、０．５ｋＶ以上
１００ｋＶ以下、好ましくは１ｋＶ以上５０ｋＶ以下、さらに好ましくは１ｋＶ以上３０
ｋＶ以下、より好ましくは１ｋＶ以上１０ｋＶ以下とする。また、イオンの注入濃度は、
５×１０１４ａｔｏｍｓ／ｃｍ２以上、好ましくは１×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ２以上
とする。
【００８８】
イオンドーピング法またはイオン注入法によるイオンの添加は、試料面に対して特定の角
度（例えば、垂直な角度）から行ってもよいが、図２に示す方法で行うと好ましい。図２
は、一つのイオンが、試料面に対し、角度（θ）および角度（φ）で入射する様子を簡略
的に示した図である。
【００８９】
図中のｘ軸、ｙ軸およびｚ軸は、あるイオンの入射点で交差する直線である。ｘ軸は、試
料面上に任意に定めた直線である。ｙ軸は、試料面上にあり、ｘ軸と直交する直線である
。ｚ軸は、入射点における試料面の法線である。角度（θ）は、断面図において、イオン
の入射方向とｚ軸との為す角度である。また、角度（φ）は、上面図において、イオンの
入射方向とｘ軸との為す角度である。
【００９０】
試料面に対して特定の角度（θ，φ）のみからイオンを入射させた場合、イオンの添加さ
れない領域が生じる場合がある。例えば、絶縁膜５２上には、酸化物半導体膜５６および
レジストマスクが設けられている。そのため、これらによって絶縁膜５２の一部にイオン
の添加されない陰が生じる場合がある。したがって、イオンを複数の角度から入射させる



(12) JP 6345023 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

ことにより、絶縁膜５２に生じる陰の影響を低減することが好ましい。
【００９１】
図２（Ａ１）および図２（Ａ２）に示すように、イオンを試料面に対し、第１の角度（θ
，φ）で入射させた後、第２の角度（θ，φ）で入射させればよい。ただし、第１の角度
（θ，φ）および第２の角度（θ，φ）はθ、φの少なくとも一方が異なる角度である。
【００９２】
第１の角度（θ，φ）において、角度（θ）は、例えば、０°以上９０°未満、好ましく
は３０°以上８８°以下、さらに好ましくは６０°以上８５°以下とする。第２の角度（
θ，φ）において、角度（θ）は、例えば、０°以上９０°未満、好ましくは３０°以上
８８°以下、さらに好ましくは６０°以上８５°以下とする。第２の角度（θ，φ）にお
ける角度（φ）は、例えば、第１の角度（θ，φ）における角度（φ）よりも９０°以上
２７０°以下、好ましくは１３５°以上２２５°以下大きい角度とする。ただし、ここで
示した第１の角度（θ，φ）および第２の角度（θ，φ）は一例であり、これに限定され
るものではない。
【００９３】
なお、イオンを入射させる角度は、第１の角度（θ，φ）、第２の角度（θ，φ）の２種
類に限定されない。例えば、第１乃至第ｎ（ｎは２以上の自然数）の角度（θ，φ）で入
射させてもよい。第１乃至第ｎの角度（θ，φ）は、それぞれθ、φの少なくとも一方が
異なる角度を含む。
【００９４】
または、図２（Ｂ）に示すように、イオンを試料面に対し、第１の角度（θ，φ）で入射
させた後、角度（θ）が９０°を経由して第２の角度（θ，φ）までθ方向にスキャン（
θスキャンともいう。）させればよい。ただし、イオンを入射させる角度（φ）は、１種
類に限定されず、第１乃至第ｎ（ｎは２以上の自然数）の角度（φ）で入射させてもよい
。イオンの入射角度をθスキャンさせることで、アスペクト比の高い（例えば、１以上、
２以上、５以上または１０以上）開口部などであっても、深い領域まで確実にイオンを添
加することができる。そのため、隙間なく酸素ブロック領域を形成することができる。
【００９５】
第１の角度（θ，φ）において、角度（θ）は、例えば、０°以上９０°未満、好ましく
は３０°以上８８°以下、さらに好ましくは６０°以上８５°以下とする。第２の角度（
θ，φ）において、角度（θ）は、例えば、０°以上９０°未満、好ましくは３０°以上
８８°以下、さらに好ましくは６０°以上８５°以下とする。第１の角度（θ，φ）と第
２の角度（θ，φ）とは同じ角度（θ）であってもよい。
【００９６】
なお、θスキャンは、連続的にスキャンしてもよいが、例えば、０．５°、１°、２°、
３°、４°、５°、６°、１０°、１２°、１８°、２０°、２４°または３０°ステッ
プで段階的にスキャンしてもよい。
【００９７】
または、イオンは、図２（Ｃ）に示すように、試料面に対し、第１の角度（θ，φ）で入
射させた後、第２の角度（θ，φ）までφ方向にスキャン（φスキャンともいう。）させ
ればよい。ただし、イオンを入射させる角度（θ）は、１種類に限定されず、第１乃至第
ｎ（ｎは２以上の自然数）の角度（θ）で入射させてもよい。
【００９８】
第１の角度（θ，φ）および第２の角度（θ，φ）において、角度（θ）は、例えば、０
°以上９０°未満、好ましくは３０°以上８８°以下、さらに好ましくは６０°以上８５
°以下とする。第１の角度（θ，φ）と第２の角度（θ，φ）とは同じ角度（φ）であっ
てもよい。
【００９９】
なお、φスキャンは、連続的にスキャンしてもよいが、例えば、０．５°、１°、２°、
３°、４°、５°、６°、１０°、１２°、１８°、２０°、２４°または３０°ステッ



(13) JP 6345023 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

プで段階的にスキャンしてもよい。
【０１００】
なお、図示しないが、θスキャンおよびφスキャンを組み合わせて行っても構わない。
【０１０１】
図２に示した方法を用いることで、領域５３は、酸化物半導体膜５６と重ならない領域に
加え、一部が酸化物半導体膜５６と重なる領域にも形成することができる。つまり、領域
５３以外の領域（酸素ブロックしない領域）が、酸化物半導体膜５６の設けられた領域か
らはみ出さないように領域５３を形成することができる。したがって、絶縁膜５２に含ま
れる過剰酸素を、酸化物半導体膜５６の酸素欠損を低減するために有効活用することがで
きる。
【０１０２】
以上のようにして、絶縁膜５２に領域５３を形成した後、絶縁膜５２の領域５３上および
酸化物半導体膜５６上に絶縁膜６８を成膜することで、図１（Ｂ）に示した試料構造を作
製することができる。
【０１０３】
次に、図１５（Ａ）に示す試料構造の作製方法について説明する。図１５（Ｂ）は、図１
５（Ａ）に示す試料構造の作製方法を説明するための図である。以下に作製方法について
説明する。
【０１０４】
まず、基板７０上に絶縁膜７２を成膜する。
【０１０５】
次に、酸化物半導体膜７６となる酸化物半導体膜を成膜する。
【０１０６】
次に、酸化物半導体膜上にレジストを成膜する。レジストを、フォトマスクを介して露光
した後、現像することでレジストマスク８１を形成する。
【０１０７】
次に、レジストマスク８１を用いて酸化物半導体膜および絶縁膜７２をエッチングし、島
状の酸化物半導体膜７６および、凸部を有する絶縁膜７２を形成する。
【０１０８】
次に、レジストマスク８１を残したまま、不純物を絶縁膜７２に添加することで領域７３
を形成する。絶縁膜７２に添加する不純物は、絶縁膜５２に添加する不純物の記載を参照
する。
【０１０９】
領域７３はイオンドーピング法またはイオン注入法を用いて形成することができる。
【０１１０】
イオンドーピング法およびイオン注入法については領域５３の記載を参照する。図２に示
した方法を用いることで、領域７３として、酸化物半導体膜７６と重ならない領域に加え
、酸化物半導体膜７６と一部重なる領域である領域７３ａも形成することができる。領域
７３ａを形成することにより、膜の側面からの酸素の外方拡散が抑えられ、効率よく酸素
を酸化物半導体膜７６に供給できるようになる。
【０１１１】
次に図１６（Ｂ）に示す試料構造の作製方法について説明する。
【０１１２】
まず、基板７０上に絶縁膜７２を成膜する。
【０１１３】
次に、酸化物半導体膜７６となる酸化物半導体膜を成膜する（図１６（Ａ））。
【０１１４】
次に不純物を酸化物半導体膜７６に添加することで領域７７を形成する（図１６（Ｂ））
。酸化物半導体膜７６に添加する不純物は、絶縁膜５２に添加する不純物の記載を参照す
る。
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【０１１５】
領域７７はイオンドーピング法またはイオン注入法を用いて形成することができる。
【０１１６】
イオンドーピング法およびイオン注入法については領域５３の記載を参照する。酸化物半
導体膜７６に不純物を添加することにより、抵抗を下げることができる。つまり酸化物半
導体膜７６に低抵抗である領域７７を形成することができる。
【０１１７】
次に、図１６（Ｃ）に示す試料構造の作製方法を説明する。酸化物半導体膜７６の中の、
領域７９になる部分の上に、（図示しないが）レジストマスクを形成した後、不純物を添
加することにより、イオンドーピング法またはイオン注入法を用いて領域７７にのみ不純
物を添加することができる。つまり酸化物半導体膜７６に低抵抗である領域７７と、高抵
抗である領域７９を作り分けることができる。
【０１１８】
次に、図１８（Ａ）に示す試料構造の作製方法を説明する。図１７（Ａ）乃至図１７（Ｃ
）は、図１８（Ａ）に示す試料構造の作製方法を説明するための図である。以下に作製方
法について説明する。
【０１１９】
まず、絶縁膜７２を成膜する。
【０１２０】
次に、酸化物半導体膜７６となる酸化物半導体膜を成膜する（図１７（Ａ）参照）。
【０１２１】
次に、酸化物半導体膜上にレジストを成膜する。レジストを、フォトマスクを介して露光
した後、現像することでレジストマスク８１を形成する。
【０１２２】
次に、レジストマスク８１を用いて酸化物半導体膜および絶縁膜７２をエッチングし、島
状の酸化物半導体膜７６および、凸部を有する絶縁膜７２を形成する（図１７（Ｂ）参照
）。
【０１２３】
次に、レジストマスク８１より領域の小さいレジストマスク８２を、レジストマスク８１
と同様の方法で形成する。レジストマスク８２を用いて不純物を絶縁膜７２に添加するこ
とで領域７３を形成する（図１７（Ｃ）参照）。絶縁膜７２に添加する不純物は、絶縁膜
５２に添加する不純物の記載を参照する。
【０１２４】
領域７３はイオンドーピング法またはイオン注入法を用いて形成することができる。
【０１２５】
イオンドーピング法およびイオン注入法については領域５３の記載を参照する。図２に示
した方法を用いることで、領域７３は、酸化物半導体膜７６と重ならない領域に加え、一
部が酸化物半導体膜７６と重なる領域にも形成することができる。つまり、図１５の領域
７３に示すように、絶縁膜７２上面のみでなく、絶縁膜７２の凸部の側面にも領域７３を
形成することができる。
【０１２６】
また、領域７７に添加する不純物は、領域７３に添加する不純物と同じ不純物を用いるこ
とができる。よって、不純物を添加して酸素ブロック領域である領域７３を形成する場合
に、同じ不純物添加工程を用いて酸化物半導体膜７６の一部にも不純物を添加した領域７
７を形成することができる（図１７（Ｃ）参照）。酸化物半導体膜７６に不純物を添加す
ることにより、酸化物半導体膜の抵抗を下げることができる。その結果、例えば図１８（
Ａ）に示す通り、酸化物半導体膜７６の一部の領域に、低抵抗である領域７８を作ること
ができる。言い換えると、酸化物半導体膜７６に、低抵抗である領域と、高抵抗である領
域を作り分けることができる。
【０１２７】
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絶縁膜７２に酸素ブロック領域を形成する工程を用いて、酸化物半導体膜７６に、高抵抗
である領域と、低抵抗である領域を作製することができる。
【０１２８】
＜トランジスタの構造および作製方法についての説明＞
以下では、本発明の一態様に係るトランジスタの構造および作製方法について説明する。
【０１２９】
＜トランジスタ構造（１）＞
まず、トップゲートセルフアライン型のトランジスタの一例について説明する。
【０１３０】
セルフアライン型のトップゲート構造においては、ゲート電極をマスクとしてソース領域
およびドレイン領域が自己整合的に形成されるため、ソース領域およびドレイン領域とゲ
ート電極との重なりの面積を大幅に低減することができ、寄生容量の低減に有効である。
このような現象はチャネル長が小さいほど顕著であるため、特に微細化したトランジスタ
においては、より有効である。ゲート電極とソース電極またはドレイン電極の間や、ゲー
ト電極と半導体膜の低抵抗である領域との間において、生じうる寄生容量を低減させるこ
とによりトランジスタのスイッチング特性を向上させることができる。
【０１３１】
図３は、トランジスタの上面図および断面図である。図３（Ａ）は、トランジスタの上面
図を示す。図３（Ａ）において、一点鎖線Ａ－Ｂに対応する断面図を図３（Ｂ）に示す。
また、図３（Ａ）において、一点鎖線Ｃ－Ｄに対応する断面図を図３（Ｃ）に示す。
【０１３２】
なお、チャネル長とは、上面図において、半導体膜とゲート電極とが重なる領域における
、ソース領域とドレイン領域との距離をいう。すなわち、図３（Ａ）では、チャネル長は
、図中に矢印で示したチャネル長１８１である。チャネル幅とは、半導体膜とゲート電極
とが重なる領域における、ソース領域とドレイン領域とが平行に向かい合っている長さを
いう。すなわち、図３（Ａ）では、チャネル幅は、図中に矢印で示したチャネル幅１８２
である。なお、チャネル形成領域とは、上面図において、酸化物半導体膜１０３において
、ゲート電極１０５と重なり、かつソース領域とドレイン領域とに挟まれる領域をいう。
【０１３３】
図３（Ｂ）において、トランジスタは、基板１０１上の下地絶縁膜１０２と、下地絶縁膜
１０２上の絶縁膜１２１と、絶縁膜１２１上の酸化物半導体膜１０３と、酸化物半導体膜
１０３上のゲート絶縁膜１０４と、ゲート絶縁膜１０４上のゲート電極１０５と、ゲート
電極１０５および酸化物半導体膜１０３および下地絶縁膜１０２の上の絶縁膜１０６と、
酸化物半導体膜１０３および絶縁膜１０６上のソース電極１０７ａおよびドレイン電極１
０７ｂと、を有する。絶縁膜１２１は過剰酸素を含む絶縁膜である。なお、トランジスタ
は、下地絶縁膜１０２を有さなくても構わない。
【０１３４】
図３（Ｂ）において、領域１５１ａは酸化物半導体膜の一部の領域である。領域１５１ｂ
、領域１５１ｃ、領域１５１ｄは絶縁膜の一部の領域であり、酸素ブロック領域である。
酸素ブロック領域については、前述の領域５３についての記載を参照する。図３（Ｂ）に
示すトランジスタは、酸素ブロック領域である領域１５１ｂ、領域１５１ｃ、領域１５１
ｄのいずれか一以上を有する。
【０１３５】
まず、酸素ブロック領域である領域１５１ｂ、領域１５１ｃ、領域１５１ｄについて述べ
る。
【０１３６】
領域１５１ｂは、絶縁膜１２１の、絶縁膜１０６と接する領域である。領域１５１ｂは、
絶縁膜１２１の絶縁膜１０６と接する面から深さ１ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好ましくは
５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下、さらに好ましくは１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下に設けられる
領域である。なお、図４（Ｂ）に示すように領域１５１ｂが、絶縁膜１２１の側面のみで
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はなく、例えば領域１５１ａと重なる領域に設けられていても構わない。
【０１３７】
領域１５１ｃは、図３（Ｂ）および図３（Ｃ）に示すように、ゲート絶縁膜１０４の、絶
縁膜１０６と接する領域である。領域１５１ｃは、ゲート絶縁膜１０４の絶縁膜１０６と
接する面から深さ１ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好ましくは５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下、さ
らに好ましくは１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下に設けられる領域である。
【０１３８】
領域１５１ｄは、図３（Ｂ）に示すように、下地絶縁膜１０２の絶縁膜１０６と接する領
域である。領域１５１ｄは、下地絶縁膜１０２の上面から深さ１ｎｍ以上２００ｎｍ以下
、好ましくは５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下、さらに好ましくは１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下
に設けられる領域である。なお、図４（Ｂ）および図４（Ｃ）に示すように領域１５１ｄ
は上面のみではなく深さ方向において下地絶縁膜１０２の全体に設けられていても構わな
い。また、基板１０１にも領域１５１ｄが設けられていても構わない。
【０１３９】
トランジスタが領域１５１ｂを有する場合、絶縁膜１２１に含まれる過剰酸素を酸化物半
導体膜１０３の酸素欠損を低減するために有効活用することができる。例えば、領域１５
１ｂを有さない場合、絶縁膜１２１に含まれる過剰酸素が、絶縁膜１０６を介して外方拡
散することで失われてしまう場合がある。また、絶縁膜１２１に含まれる過剰酸素が、ソ
ース電極１０７ａおよびドレイン電極１０７ｂを酸化させる場合がある。
【０１４０】
トランジスタが領域１５１ｄを有する場合でも、絶縁膜１２１や下地絶縁膜１０２に含ま
れる過剰酸素を酸化物半導体膜１０３の酸素欠損を低減するために有効活用することがで
きる。例えば、領域１５１ｄを有さない場合、絶縁膜１２１や下地絶縁膜１０２に含まれ
る過剰酸素が外方拡散することで失われてしまう場合がある。また、領域１５１ｄを有さ
ない場合、絶縁膜１２１や下地絶縁膜１０２に含まれる過剰酸素が、ソース電極１０７ａ
およびドレイン電極１０７ｂを酸化させる場合がある。
【０１４１】
トランジスタが領域１５１ｃを有する場合でも、ゲート絶縁膜１０４に含まれる過剰酸素
を酸化物半導体膜１０３の酸素欠損を低減するために有効活用することができる。例えば
、領域１５１ｃを有さない場合、ゲート絶縁膜１０４に含まれる過剰酸素が外方拡散する
ことで失われてしまう場合がある。また、領域１５１ｃを有さない場合、ゲート絶縁膜１
０４に含まれる過剰酸素が、ソース電極１０７ａおよびドレイン電極１０７ｂを酸化させ
る場合がある。
【０１４２】
次に、酸化物半導体膜１０３の一部の領域である領域１５１ａについて述べる。
【０１４３】
領域１５１ａは、酸化物半導体膜１０３の、ソース電極１０７ａおよびドレイン電極１０
７ｂ、絶縁膜１０６に接する領域である。領域１５１ａは、酸化物半導体膜１０３の上面
または側面から深さ１ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好ましくは５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下、
さらに好ましくは１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下に設けられる領域である。なお、図４に示
すように領域１５１ａが、酸化物半導体膜１０３のチャネル形成領域を除いて、深さ方向
において酸化物半導体膜１０３の全体に設けられていても構わない。
【０１４４】
酸素ブロック領域である領域１５１ｂ、領域１５１ｃ、領域１５１ｄを形成するために不
純物を添加する工程において、領域１５１ａにも不純物が添加される。このとき、不純物
を添加することにより領域１５１ａを低抵抗化することもできる。
【０１４５】
図３（Ｂ）示す領域１２２は、ソース電極１０７ａまたはドレイン電極１０７ｂと接さな
い領域で、かつゲート電極１０５と重ならない領域である。領域１２２の抵抗が高いとト
ランジスタのオン電流を下げる要因となってしまう。
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【０１４６】
酸化物半導体膜１０３の一部の領域である領域１５１ａに不純物を添加することにより、
領域１２２の抵抗を下げることができる。これにより、オン電流が高くなり、トランジス
タの性能を向上することができる。
【０１４７】
なお、低抵抗である領域を形成するための不純物を添加する工程は、酸素ブロック領域で
ある領域１５１ｂ、領域１５１ｃ、領域１５１ｄを形成するための不純物を添加する工程
と兼ねることができる。これにより、工程の短縮が可能となり、コスト低減につながる。
また工程が簡略化されることにより、歩留まりの向上も期待できる。
【０１４８】
以下では、酸化物半導体膜１０３について説明する。
【０１４９】
酸化物半導体膜１０３は、インジウムを含む酸化物である。酸化物は、例えば、インジウ
ムを含むと、キャリア移動度（電子移動度）が高くなる。また、酸化物半導体膜１０３は
、元素Ｍを含むと好ましい。元素Ｍとして、例えば、アルミニウム、ガリウム、イットリ
ウムまたはスズなどがある。元素Ｍは、例えば、酸素との結合エネルギーが高い元素であ
る。元素Ｍは、例えば、酸化物のエネルギーギャップを大きくする機能を有する元素であ
る。また、酸化物半導体膜１０３は、亜鉛を含むと好ましい。酸化物が亜鉛を含むと、酸
化物が結晶化しやすくなる。酸化物の価電子帯上端のエネルギーは、例えば、亜鉛の原子
数比によって制御できる。
【０１５０】
ただし、酸化物半導体膜１０３は、インジウムを含む酸化物に限定されない。酸化物半導
体膜１０３は、例えば、Ｚｎ－Ｓｎ酸化物、Ｇａ－Ｓｎ酸化物であっても構わない。
【０１５１】
酸化物半導体膜１０３のチャネル形成領域において、その上下に、第１の酸化物半導体膜
および第２の酸化物半導体膜を有してもよい。なお、第２の酸化物半導体膜は、酸化物半
導体膜１０３とゲート絶縁膜１０４との間に設けられる。
【０１５２】
第１の酸化物半導体膜は、酸化物半導体膜１０３を構成する酸素以外の元素一種以上、ま
たは二種以上から構成される酸化物半導体膜である。酸化物半導体膜１０３を構成する酸
素以外の元素一種以上、または二種以上から第１の酸化物半導体膜が構成されるため、酸
化物半導体膜１０３と第１の酸化物半導体膜との界面において、界面準位が形成されにく
い。
【０１５３】
第２の酸化物半導体膜は、酸化物半導体膜１０３を構成する酸素以外の元素一種以上、ま
たは二種以上から構成される酸化物半導体膜である。酸化物半導体膜１０３を構成する酸
素以外の元素一種以上、または二種以上から第２の酸化物半導体膜が構成されるため、酸
化物半導体膜１０３と第２の酸化物半導体膜との界面において、界面準位が形成されにく
い。
【０１５４】
なお、第１の酸化物半導体膜がＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物のとき、ＩｎおよびＭの和を１００
ａｔｏｍｉｃ％としたとき、ＩｎとＭの原子数比率は好ましくはＩｎが５０ａｔｏｍｉｃ
％未満、Ｍが５０ａｔｏｍｉｃ％以上、さらに好ましくはＩｎが２５ａｔｏｍｉｃ％未満
、Ｍが７５ａｔｏｍｉｃ％以上とする。また、酸化物半導体膜１０３がＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸
化物のとき、ＩｎおよびＭの和を１００ａｔｏｍｉｃ％としたとき、ＩｎとＭの原子数比
率は好ましくはＩｎが２５ａｔｏｍｉｃ％以上、Ｍが７５ａｔｏｍｉｃ％未満、さらに好
ましくはＩｎが３４ａｔｏｍｉｃ％以上、Ｍが６６ａｔｏｍｉｃ％未満とする。また、第
２の酸化物半導体膜がＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物のとき、ＩｎおよびＭの和を１００ａｔｏｍ
ｉｃ％としたとき、ＩｎとＭの原子数比率は好ましくはＩｎが５０ａｔｏｍｉｃ％未満、
Ｍが５０ａｔｏｍｉｃ％以上、さらに好ましくはＩｎが２５ａｔｏｍｉｃ％未満、Ｍが７
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５ａｔｏｍｉｃ％以上とする。なお、第２の酸化物半導体膜は、第１の酸化物半導体膜と
同種の酸化物を用いても構わない。
【０１５５】
ここで、第１の酸化物半導体膜と酸化物半導体膜１０３との間には、第１の酸化物半導体
膜と酸化物半導体膜１０３との混合領域を有する場合がある。また、酸化物半導体膜１０
３と第２の酸化物半導体膜との間には、酸化物半導体膜１０３と第２の酸化物半導体膜と
の混合領域を有する場合がある。混合領域は、界面準位密度が低くなる。そのため、第１
の酸化物半導体膜、酸化物半導体膜１０３および第２の酸化物半導体膜の積層体は、それ
ぞれの界面近傍において、エネルギーが連続的に変化する（連続接合ともいう。）バンド
構造となる。
【０１５６】
また酸化物半導体膜１０３は、エネルギーギャップが大きい酸化物を用いる。酸化物半導
体膜１０３のエネルギーギャップは、例えば、２．５ｅＶ以上４．２ｅＶ以下、好ましく
は２．８ｅＶ以上３．８ｅＶ以下、さらに好ましくは３ｅＶ以上３．５ｅＶ以下とする。
また、第２の酸化物半導体膜のエネルギーギャップは、２．７ｅＶ以上４．９ｅＶ以下、
好ましくは３ｅＶ以上４．７ｅＶ以下、さらに好ましくは３．２ｅＶ以上４．４ｅＶ以下
とする。
【０１５７】
また、第１の酸化物半導体膜は、エネルギーギャップが大きい酸化物を用いる。例えば、
第１の酸化物半導体膜のエネルギーギャップは、２．７ｅＶ以上４．９ｅＶ以下、好まし
くは３ｅＶ以上４．７ｅＶ以下、さらに好ましくは３．２ｅＶ以上４．４ｅＶ以下とする
。
【０１５８】
また、第２の酸化物半導体膜は、エネルギーギャップが大きい酸化物を用いる。第２の酸
化物半導体膜のエネルギーギャップは、２．７ｅＶ以上４．９ｅＶ以下、好ましくは３ｅ
Ｖ以上４．７ｅＶ以下、さらに好ましくは３．２ｅＶ以上４．４ｅＶ以下とする。ただし
、第１の酸化物半導体膜および第２の酸化物半導体膜は、酸化物半導体膜１０３よりもエ
ネルギーギャップが大きい酸化物とする。
【０１５９】
酸化物半導体膜１０３は、第１の酸化物半導体膜よりも電子親和力の大きい酸化物を用い
る。例えば、酸化物半導体膜１０３として、第１の酸化物半導体膜よりも電子親和力の０
．０７ｅＶ以上１．３ｅＶ以下、好ましくは０．１ｅＶ以上０．７ｅＶ以下、さらに好ま
しくは０．１５ｅＶ以上０．４ｅＶ以下大きい酸化物を用いる。なお、電子親和力は、真
空準位と伝導帯下端のエネルギーとの差である。
【０１６０】
また、酸化物半導体膜１０３として、第２の酸化物半導体膜よりも電子親和力の大きい酸
化物を用いる。例えば、酸化物半導体膜１０３として、第２の酸化物半導体膜よりも電子
親和力の０．０７ｅＶ以上１．３ｅＶ以下、好ましくは０．１ｅＶ以上０．７ｅＶ以下、
さらに好ましくは０．１５ｅＶ以上０．５ｅＶ以下大きい酸化物を用いる。
【０１６１】
このとき、ゲート電極１０５に電界を印加すると、第１の酸化物半導体膜、酸化物半導体
膜１０３、第２の酸化物半導体膜のうち、電子親和力の大きい酸化物半導体膜１０３に主
として電流が流れる。
【０１６２】
また、トランジスタのオン電流のためには、第２の酸化物半導体膜の厚さは小さいほど好
ましい。例えば、第２の酸化物半導体膜は、１０ｎｍ未満、好ましくは５ｎｍ以下、さら
に好ましくは３ｎｍ以下とする。一方、第２の酸化物半導体膜は、主として電流が流れる
酸化物半導体膜１０３へ、ゲート絶縁膜１０４を構成する酸素以外の元素（シリコンなど
）が入り込まないようブロックする機能を有する。そのため、第２の酸化物半導体膜は、
ある程度の厚さを有することが好ましい。例えば、第２の酸化物半導体膜の厚さは、０．
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３ｎｍ以上、好ましくは１ｎｍ以上、さらに好ましくは２ｎｍ以上とする。
【０１６３】
また、信頼性を高めるためには、第１の酸化物半導体膜は厚く、酸化物半導体膜１０３は
薄く、第２の酸化物半導体膜は薄く設けられることが好ましい。具体的には、第１の酸化
物半導体膜の厚さは、２０ｎｍ以上、好ましくは３０ｎｍ以上、さらに好ましくは４０ｎ
ｍ以上、より好ましくは６０ｎｍ以上とする。第１の酸化物半導体膜の厚さを、２０ｎｍ
以上、好ましくは３０ｎｍ以上、さらに好ましくは４０ｎｍ以上、より好ましくは６０ｎ
ｍ以上とすることで、下地絶縁膜１０２と第１の酸化物半導体膜との界面から主として電
流が流れる酸化物半導体膜１０３までを２０ｎｍ以上、好ましくは３０ｎｍ以上、さらに
好ましくは４０ｎｍ以上、より好ましくは６０ｎｍ以上離すことができる。ただし、半導
体装置の生産性が低下する場合があるため、第１の酸化物半導体膜の厚さは、２００ｎｍ
以下、好ましくは１２０ｎｍ以下、さらに好ましくは８０ｎｍ以下とする。また、酸化物
半導体膜１０３の厚さは、３ｎｍ以上１００ｎｍ以下、好ましくは３ｎｍ以上８０ｎｍ以
下、さらに好ましくは３ｎｍ以上５０ｎｍ以下とする。
【０１６４】
例えば、第１の酸化物半導体膜の厚さは酸化物半導体膜１０３の厚さより厚く、酸化物半
導体膜１０３の厚さは第２の酸化物半導体膜の厚さより厚くすればよい。
【０１６５】
また、絶縁膜１２１を島状に形成する場合には、第１の酸化物半導体膜の厚さと絶縁膜１
２１の厚さの和を、２０ｎｍ以上、好ましくは３０ｎｍ以上、さらに好ましくは４０ｎｍ
以上、より好ましくは６０ｎｍ以上とすることにより、下地絶縁膜１０２と絶縁膜１２１
との界面から、主として電流が流れる酸化物半導体膜１０３までを２０ｎｍ以上、好まし
くは３０ｎｍ以上、さらに好ましくは４０ｎｍ以上、より好ましくは６０ｎｍ以上離すこ
とができる。つまり絶縁膜１２１を厚く設けることにより、第１の酸化物半導体膜を薄く
することができる。第１の酸化物半導体膜を薄くすることにより、第１の酸化物半導体膜
への過剰酸素の供給量を少なくすることができ、また主として電流が流れる酸化物半導体
膜１０３へ供給できる酸素量が相対的に増えるため、更なる特性の向上が期待される。
【０１６６】
以下では、酸化物半導体膜１０３中における不純物の影響について説明する。なお、トラ
ンジスタの電気特性を安定にするためには、酸化物半導体膜１０３中の不純物濃度を低減
し、低キャリア密度化および高純度化することが有効である。なお、酸化物半導体膜１０
３のキャリア密度は、１×１０１７個／ｃｍ３未満、１×１０１５個／ｃｍ３未満、また
は１×１０１３個／ｃｍ３未満とする。酸化物半導体膜１０３中の不純物濃度を低減する
ためには、近接する膜中の不純物濃度も低減することが好ましい。
【０１６７】
例えば、酸化物半導体膜１０３中にシリコンが含まれることでキャリアトラップやキャリ
ア発生源となる場合がある。そのため、酸化物半導体膜１０３と第１の酸化物半導体膜と
の間におけるシリコン濃度を、二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　
Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）において、１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃ
ｍ３未満、好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、さらに好ましくは２×１０
１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満とする。また、酸化物半導体膜１０３と第２の酸化物半導体
膜との間におけるシリコン濃度を、ＳＩＭＳにおいて、１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３

未満、好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、さらに好ましくは２×１０１８

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満とする。
【０１６８】
また、酸化物半導体膜１０３中に水素が含まれると、キャリア密度を増大させてしまう場
合がある。酸化物半導体膜１０３の水素濃度はＳＩＭＳにおいて、２×１０２０ａｔｏｍ
ｓ／ｃｍ３以下、好ましくは５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは１×
１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以
下とする。また、酸化物半導体膜１０３中で窒素が含まれると、キャリア密度を増大させ
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てしまう場合がある。酸化物半導体膜１０３の窒素濃度は、ＳＩＭＳにおいて、５×１０
１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好
ましくは１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは５×１０１７ａｔｏｍ
ｓ／ｃｍ３以下とする。
【０１６９】
また、酸化物半導体膜１０３の水素濃度を低減するために、第１の酸化物半導体膜の水素
濃度を低減すると好ましい。第１の酸化物半導体膜の水素濃度はＳＩＭＳにおいて、２×
１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、よ
り好ましくは１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは５×１０１８ａｔ
ｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。また、酸化物半導体膜１０３の窒素濃度を低減するために、
第１の酸化物半導体膜の窒素濃度を低減すると好ましい。第１の酸化物半導体膜の窒素濃
度は、ＳＩＭＳにおいて、５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは５×１０１

８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さら
に好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。
【０１７０】
また、酸化物半導体膜１０３の水素濃度を低減するために、第２の酸化物半導体膜の水素
濃度を低減すると好ましい。第２の酸化物半導体膜の水素濃度はＳＩＭＳにおいて、２×
１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、よ
り好ましくは１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは５×１０１８ａｔ
ｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。また、酸化物半導体膜１０３の窒素濃度を低減するために、
第２の酸化物半導体膜の窒素濃度を低減すると好ましい。第２の酸化物半導体膜の窒素濃
度は、ＳＩＭＳにおいて、５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは５×１０１

８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さら
に好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。
【０１７１】
以下では、酸化物半導体膜の構造について説明する。
【０１７２】
酸化物半導体膜は、非単結晶酸化物半導体膜と単結晶酸化物半導体膜とに大別される。非
単結晶酸化物半導体膜とは、ＣＡＡＣ－ＯＳ（Ｃ　Ａｘｉｓ　Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｃｒｙｓ
ｔａｌｌｉｎｅ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）膜、多結晶酸化物半導体膜
、微結晶酸化物半導体膜、非晶質酸化物半導体膜などをいう。
【０１７３】
まずは、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜について説明する。
【０１７４】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、ｃ軸配向した複数の結晶部を有する酸化物半導体膜の一つである。
【０１７５】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）によって観察すると、明確な結晶部同士の境界、即ち結
晶粒界（グレインバウンダリーともいう。）を確認することができない。そのため、ＣＡ
ＡＣ－ＯＳ膜は、結晶粒界に起因する電子移動度の低下が起こりにくいといえる。
【０１７６】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を、試料面と概略平行な方向からＴＥＭによって観察（断面ＴＥＭ観察
）すると、結晶部において、金属原子が層状に配列していることを確認できる。金属原子
の各層は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の膜を形成する面（被形成面ともいう。）または上面の凹凸
を反映した形状であり、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面または上面と平行に配列する。
【０１７７】
一方、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を、試料面と概略垂直な方向からＴＥＭによって観察（平面ＴＥ
Ｍ観察）すると、結晶部において、金属原子が三角形状または六角形状に配列しているこ
とを確認できる。しかしながら、異なる結晶部間で、金属原子の配列に規則性は見られな
い。
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【０１７８】
断面ＴＥＭ観察および平面ＴＥＭ観察より、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の結晶部は配向性を有して
いることがわかる。
【０１７９】
なお、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に含まれるほとんどの結晶部は、一辺が１００ｎｍ未満の立方体
内に収まる大きさである。従って、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に含まれる結晶部は、一辺が１０ｎ
ｍ未満、５ｎｍ未満または３ｎｍ未満の立方体内に収まる大きさの場合も含まれる。ただ
し、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に含まれる複数の結晶部が連結することで、一つの大きな結晶領域
を形成する場合がある。例えば、平面ＴＥＭ像において、２５００ｎｍ２以上、５μｍ２

以上または１０００μｍ２以上となる結晶領域が観察される場合がある。
【０１８０】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に対し、Ｘ線回折（ＸＲＤ：Ｘ－Ｒａｙ　Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ）装
置を用いて構造解析を行うと、例えばＩｎＧａＺｎＯ４の結晶を有するＣＡＡＣ－ＯＳ膜
のｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ法による解析では、回折角（２θ）が３１°近傍にピークが
現れる場合がある。このピークは、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶の（００９）面に帰属される
ことから、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の結晶がｃ軸配向性を有し、ｃ軸が被形成面または上面に概
略垂直な方向を向いていることが確認できる。
【０１８１】
なお、本明細書において、結晶が三方晶または菱面体晶である場合、六方晶系として表す
。
【０１８２】
一方、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に対し、ｃ軸に概略垂直な方向からＸ線を入射させるｉｎ－ｐｌ
ａｎｅ法による解析では、２θが５６°近傍にピークが現れる場合がある。このピークは
、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶の（１１０）面に帰属される。ＩｎＧａＺｎＯ４の単結晶酸化
物半導体膜であれば、２θを５６°近傍に固定し、試料面の法線ベクトルを軸（φ軸）と
して試料を回転させながら分析（φスキャン）を行うと、（１１０）面と等価な結晶面に
帰属されるピークが６本観察される。これに対し、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の場合は、２θを５
６°近傍に固定してφスキャンした場合でも、明瞭なピークが現れない。
【０１８３】
以上のことから、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜では、異なる結晶部間ではａ軸およびｂ軸の配向は不
規則であるが、ｃ軸配向性を有し、かつｃ軸が被形成面または上面の法線ベクトルに平行
な方向を向いていることがわかる。従って、前述の断面ＴＥＭ観察で確認された層状に配
列した金属原子の各層は、結晶のａｂ面に平行な面である。
【０１８４】
なお、結晶部は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を成膜した際、または加熱処理などの結晶化処理を行
った際に形成される。上述したように、結晶のｃ軸は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面また
は上面の法線ベクトルに平行な方向に配向する。従って、例えば、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の形
状をエッチングなどによって変化させた場合、結晶のｃ軸がＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面
または上面の法線ベクトルと平行にならないこともある。
【０１８５】
また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜中において、ｃ軸配向した結晶部の分布が均一でなくてもよい。
例えば、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の結晶部が、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の上面近傍からの結晶成長によ
って形成される場合、上面近傍の領域は、被形成面近傍の領域よりもｃ軸配向した結晶部
の割合が高くなることがある。また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に不純物を添加する場合、不純物
が添加された領域が変質し、部分的にｃ軸配向した結晶部の割合の異なる領域が形成され
ることもある。
【０１８６】
なお、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶を有するＣＡＡＣ－ＯＳ膜のｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ法
による解析では、２θが３１°近傍のピークの他に、２θが３６°近傍にもピークが現れ
る場合がある。２θが３６°近傍のピークは、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜中の一部に、ｃ軸配向性
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を有さない結晶が含まれることを示している。ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、２θが３１°近傍に
ピークを示し、２θが３６°近傍にピークを示さないことが好ましい。
【０１８７】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、不純物濃度の低い酸化物半導体膜である。不純物は、水素、炭素、
シリコン、遷移金属元素などの酸化物半導体膜の主成分以外の元素である。特に、シリコ
ンなどの、酸化物半導体膜を構成する金属元素よりも酸素との結合力の強い元素は、酸化
物半導体膜から酸素を奪うことで酸化物半導体膜の原子配列を乱し、結晶性を低下させる
要因となる。また、鉄やニッケルなどの重金属、アルゴン、二酸化炭素などは、原子半径
（または分子半径）が大きいため、酸化物半導体膜内部に含まれると、酸化物半導体膜の
原子配列を乱し、結晶性を低下させる要因となる。なお、酸化物半導体膜に含まれる不純
物は、キャリアトラップやキャリア発生源となる場合がある。
【０１８８】
また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、欠陥準位密度の低い酸化物半導体膜である。例えば、酸化物
半導体膜中の酸素欠損は、キャリアトラップとなることや、水素を捕獲することによって
キャリア発生源となることがある。
【０１８９】
不純物濃度が低く、欠陥準位密度が低い（酸素欠損の少ない）ことを、高純度真性または
実質的に高純度真性と呼ぶ。高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体膜
は、キャリア発生源が少ないため、キャリア密度を低くすることができる。従って、当該
酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、しきい値電圧がマイナスとなる電気特性（ノー
マリーオンともいう。）になることが少ない。また、高純度真性または実質的に高純度真
性である酸化物半導体膜は、キャリアトラップが少ない。そのため、当該酸化物半導体膜
を用いたトランジスタは、電気特性の変動が小さく、信頼性の高いトランジスタとなる。
なお、酸化物半導体膜のキャリアトラップに捕獲された電荷は、放出するまでに要する時
間が長く、あたかも固定電荷のように振る舞うことがある。そのため、不純物濃度が高く
、欠陥準位密度が高い酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、電気特性が不安定となる
場合がある。
【０１９０】
また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を用いたトランジスタは、可視光や紫外光の照射による電気特性
の変動が小さい。
【０１９１】
次に、微結晶酸化物半導体膜について説明する。
【０１９２】
微結晶酸化物半導体膜は、ＴＥＭによる観察像では、明確に結晶部を確認することができ
ない場合がある。微結晶酸化物半導体膜に含まれる結晶部は、１ｎｍ以上１００ｎｍ以下
、または１ｎｍ以上１０ｎｍ以下の大きさであることが多い。特に、１ｎｍ以上１０ｎｍ
以下、または１ｎｍ以上３ｎｍ以下の微結晶であるナノ結晶（ｎｃ：ｎａｎｏｃｒｙｓｔ
ａｌ）を有する酸化物半導体膜を、ｎｃ－ＯＳ（ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｏｘ
ｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）膜と呼ぶ。また、ｎｃ－ＯＳ膜は、例えば、ＴＥ
Ｍによる観察像では、結晶粒界を明確に確認できない場合がある。
【０１９３】
ｎｃ－ＯＳ膜は、微小な領域（例えば、１ｎｍ以上１０ｎｍ以下の領域、特に１ｎｍ以上
３ｎｍ以下の領域）において原子配列に周期性を有する。また、ｎｃ－ＯＳ膜は、異なる
結晶部間で結晶方位に規則性が見られない。そのため、膜全体で配向性が見られない。従
って、ｎｃ－ＯＳ膜は、分析方法によっては、非晶質酸化物半導体膜と区別が付かない場
合がある。例えば、ｎｃ－ＯＳ膜に対し、結晶部よりも大きい径のＸ線を用いるＸＲＤ装
置を用いて構造解析を行うと、ｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ法による解析では、結晶面を示
すピークが検出されない。また、ｎｃ－ＯＳ膜に対し、結晶部よりも大きいプローブ径（
例えば５０ｎｍ以上）の電子線を用いる電子線回折（制限視野電子線回折ともいう。）を
行うと、ハローパターンのような回折像が観測される。一方、ｎｃ－ＯＳ膜に対し、結晶
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部の大きさと近いか結晶部より小さいプローブ径（例えば１ｎｍ以上３０ｎｍ以下）の電
子線を用いる電子線回折（ナノビーム電子線回折ともいう。）を行うと、スポットが観測
される。また、ｎｃ－ＯＳ膜に対しナノビーム電子線回折を行うと、円を描くように（リ
ング状に）輝度の高い領域が観測される場合がある。また、ｎｃ－ＯＳ膜に対しナノビー
ム電子線回折を行うと、リング状の領域内に複数のスポットが観測される場合がある。
【０１９４】
ｎｃ－ＯＳ膜は、非晶質酸化物半導体膜よりも規則性の高い酸化物半導体膜である。その
ため、ｎｃ－ＯＳ膜は、非晶質酸化物半導体膜よりも欠陥準位密度が低くなる。ただし、
ｎｃ－ＯＳ膜は、異なる結晶部間で結晶方位に規則性が見られない。そのため、ｎｃ－Ｏ
Ｓ膜は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜と比べて欠陥準位密度が高くなる。
【０１９５】
なお、酸化物半導体膜は、例えば、非晶質酸化物半導体膜、微結晶酸化物半導体膜、ＣＡ
ＡＣ－ＯＳ膜のうち、二種以上を有する積層膜であってもよい。
【０１９６】
図３に示す下地絶縁膜１０２は、例えば、酸化シリコンまたは酸化窒化シリコンを含む絶
縁膜を用いればよい。下地絶縁膜１０２は、例えば、厚さを２０ｎｍ以上１０００ｎｍ以
下、好ましくは５０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下、さらに好ましくは１００ｎｍ以上１００
０ｎｍ以下、より好ましくは２００ｎｍ以上１０００ｎｍ以下とする。
【０１９７】
または下地絶縁膜１０２に窒化シリコン膜を用いてもよい。または酸化アルミニウム膜を
用いてもよい。酸素透過性の低い窒化シリコン膜や酸化アルミニウム膜を用いることによ
り、絶縁膜１２１から下地絶縁膜１０２へ酸素が拡散するのを防ぐことができる。
【０１９８】
絶縁膜１２１は、過剰酸素を含む絶縁膜である。絶縁膜１２１は、例えば、酸化シリコン
または酸化窒化シリコンを含む絶縁膜を単層で、または積層で用いればよい。また、下地
絶縁膜１０２は、例えば、厚さを２０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下、好ましくは５０ｎｍ以
上１０００ｎｍ以下、さらに好ましくは１００ｎｍ以上１０００ｎｍ以下、より好ましく
は２００ｎｍ以上１０００ｎｍ以下とする。
【０１９９】
または、例えば絶縁膜１２１の１層目を窒化シリコン膜とし、２層目を酸化シリコン膜と
すればよい。この場合、酸化シリコン膜は酸化窒化シリコン膜でもよい。また、窒化シリ
コン膜は窒化酸化シリコン膜でも構わない。酸化シリコン膜は、過剰酸素を含む酸化シリ
コン膜を用いる。窒化シリコン膜は水素およびアンモニアの放出量が少ない窒化シリコン
膜を用いる。また、窒化シリコン膜は、水素、水および酸素を透過しない、またはほとん
ど透過しない窒化シリコン膜を用いる。酸素透過性の低い窒化シリコン膜を用いることに
より、絶縁膜１２１から下地絶縁膜１０２へ酸素が拡散するのを防ぐことができる。
【０２００】
または、例えば絶縁膜１２１の１層目を酸化アルミニウムとし、２層目を酸化シリコン膜
とすればよい。酸素透過性の低い酸化アルミニウム膜を用いることにより、絶縁膜１２１
から下地絶縁膜１０２へ酸素が拡散するのを防ぐことができる。
【０２０１】
また、例えば、下地絶縁膜１０２を窒化シリコン膜とし、絶縁膜１２１を酸化シリコン膜
としてもよい。なお、酸化シリコン膜は酸化窒化シリコン膜でも構わない。また、窒化シ
リコン膜は窒化酸化シリコン膜でも構わない。酸化シリコン膜は、欠陥密度の小さい酸化
シリコン膜を用いると好ましい。具体的には、ＥＳＲにてｇ値が２．００１の信号に由来
するスピンの密度が３×１０１７個／ｃｍ３以下、好ましくは５×１０１６個／ｃｍ３以
下である酸化シリコン膜を用いる。窒化シリコン膜は水素およびアンモニアの放出量が少
ない窒化シリコン膜を用いる。水素、アンモニアの放出量は、ＴＤＳにて測定することが
できる。また、窒化シリコン膜は、水素、水および酸素を透過しない、またはほとんど透
過しない窒化シリコン膜を用いる。
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【０２０２】
または、例えば、下地絶縁膜１０２を窒化シリコン膜とし、絶縁膜１２１を第１の酸化シ
リコン膜と第２の酸化シリコン膜の積層膜とすればよい。この場合、第１の酸化シリコン
膜または／および第２の酸化シリコン膜は酸化窒化シリコン膜でも構わない。また、窒化
シリコン膜は窒化酸化シリコン膜でも構わない。第１の酸化シリコン膜は、欠陥密度の小
さい酸化シリコン膜を用いると好ましい。具体的には、ＥＳＲにてｇ値が２．００１の信
号に由来するスピンの密度が３×１０１７個／ｃｍ３以下、好ましくは５×１０１６個／
ｃｍ３以下である酸化シリコン膜を用いる。第２の酸化シリコン膜は、過剰酸素を含む酸
化シリコン膜を用いる。窒化シリコン膜は水素およびアンモニアの放出量が少ない窒化シ
リコン膜を用いる。また、窒化シリコン膜は、水素、水および酸素を透過しない、または
ほとんど透過しない窒化シリコン膜を用いる。
【０２０３】
ゲート絶縁膜１０４は、例えば、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化シリコン、
酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化ガリウム、酸化ゲルマニウム
、酸化イットリウム、酸化ジルコニウム、酸化ランタン、酸化ネオジム、酸化ハフニウム
または酸化タンタルを含む絶縁膜を、単層で、または積層で用いればよい。また、ゲート
絶縁膜１０４は、過剰酸素を含む絶縁膜を用いると好ましい。ゲート絶縁膜１０４は、例
えば、厚さ（または等価酸化膜厚）を１ｎｍ以上５００ｎｍ以下、好ましくは３ｎｍ以上
３００ｎｍ以下、さらに好ましくは５ｎｍ以上１００ｎｍ以下、より好ましくは５ｎｍ以
上５０ｎｍ以下とする。
【０２０４】
ゲート絶縁膜１０４は、例えば、１層目を窒化シリコン膜とし、２層目を酸化シリコン膜
とした積層膜とすればよい。なお、酸化シリコン膜は酸化窒化シリコン膜でも構わない。
また、窒化シリコン膜は窒化酸化シリコン膜でも構わない。酸化シリコン膜は、欠陥密度
の小さい酸化シリコン膜を用いると好ましい。具体的にはＥＳＲにてｇ値が２．００１の
信号に由来するスピンの密度が３×１０１７個／ｃｍ３以下、好ましくは５×１０１６個
／ｃｍ３以下である酸化シリコン膜を用いる。酸化シリコン膜は、過剰酸素を含む酸化シ
リコン膜を用いると好ましい。窒化シリコン膜は水素ガスおよびアンモニアガスの放出量
が少ない窒化シリコン膜を用いる。水素ガス、アンモニアガスの放出量は、ＴＤＳにて測
定することができる。
【０２０５】
なお、例えば、酸化シリコンと酸化ハフニウムの積層のように、ゲート絶縁膜１０４の一
部に酸化ハフニウム、酸化アルミニウム、酸化タンタルのような電子捕獲準位の多い材料
を用い、より高い温度（半導体装置の使用温度あるいは保管温度よりも高い温度、あるい
は、１２５℃以上４５０℃以下、代表的には１５０℃以上３００℃以下）の下で、ゲート
電極１０５の電位をソース電極１０７ａやドレイン電極１０７ｂの電位より高い状態を、
１秒以上、代表的には１分以上維持することで、酸化物半導体膜１０３からゲート電極１
０５に向かって電子が移動し、そのうちのいくらかは電子捕獲準位に捕獲される。
【０２０６】
このように電子捕獲準位に必要な量の電子を捕獲させた半導体装置は、しきい値電圧がプ
ラス側にシフトする。ゲート電極１０５の電圧の制御によって電子の捕獲する量を制御す
ることができ、それに伴ってしきい値電圧を制御することができる。また、電子を捕獲せ
しめる処理は、半導体装置の作製過程におこなえばよい。
【０２０７】
例えば、半導体装置のソース電極１０７ａあるいはドレイン電極１０７ｂに接続する配線
メタルの形成後、あるいは、前工程（ウェハー処理）の終了後、あるいは、ウェハーダイ
シング工程後、パッケージ後等、工場出荷前のいずれかの段階でおこなうとよい。いずれ
の場合にも、その後に１２５℃以上の温度に１時間以上さらされないことが好ましい。
【０２０８】
簡略化した断面図を用いて、ゲート絶縁膜１０４を電子捕獲層としても利用した場合の例
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を示す。
【０２０９】
図５（Ａ）は、半導体膜９０１と電子捕獲層９０２とゲート電極９０３とを有する半導体
装置である。電子捕獲層９０２は、図３などのゲート絶縁膜１０４に対応している。ゲー
ト電極９０３は、図３などのゲート電極１０５に対応している。
【０２１０】
ここで、電子捕獲層９０２は、内部に電子を捕獲する準位（電子捕獲準位）を有する。あ
るいは、電子捕獲層９０２は、なんらかの手段や処理によって、既に内部に電子が捕獲さ
れている層である。あるいは、電子捕獲層９０２は、なんらかの手段や処理によって、い
ずれ、内部に電子が捕獲される可能性がある層である。なお、同じ構成元素で構成されて
いても、形成方法・形成条件の違いにより、そのような準位が形成されないこともある。
【０２１１】
例えば、図５（Ｂ）に示されるような、第１の絶縁膜９０２ａと第２の絶縁膜９０２ｂの
積層体でもよいし、図５（Ｃ）に示されるような、第１の絶縁膜９０２ａ、第２の絶縁膜
９０２ｂと第３の絶縁膜９０２ｃの積層体、あるいは、さらに多層の絶縁膜の積層体でも
よい。
【０２１２】
ここで、第１乃至第３の絶縁膜の構成元素はすべてあるいは一部同じであってもよい。ま
た、第１乃至第３の絶縁膜の形成方法（あるいは形成条件）はすべてあるいは一部が異な
っていてもよい。
【０２１３】
例えば、スパッタリング法で形成された絶縁膜を第２の絶縁膜９０２ｂとし、化学気相成
長（ＣＶＤ：Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法や原子層堆積（
ＡＬＤ：Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法で形成された絶縁膜を第
１の絶縁膜９０２ａとしてもよく、図５（Ｃ）の場合には、第３の絶縁膜９０２ｃも第１
の絶縁膜９０２ａと同様としてもよい。ただし、本発明の実施形態の一態様はこれに限定
されず、ＣＶＤ法やＡＬＤ法で形成された絶縁膜を第２の絶縁膜９０２ｂとし、スパッタ
リング法で形成された絶縁膜を第１の絶縁膜９０２ａとしてもよい。
【０２１４】
ここで、ＣＶＤ法で形成された絶縁膜は、通常のゲート絶縁膜としての機能を有すること
ができる。したがって、ゲートとドレイン間、または、ゲートとソース間の漏れ電流を低
減することができる。一方、スパッタリング法で形成された絶縁膜は、電子捕獲準位が多
いため、トランジスタのしきい値電圧をより大きく変化させることが出来る。そのため、
このような構成とすることにより、リーク電流が小さく、かつ、しきい値電圧も十分に制
御された構成とすることが出来る。
【０２１５】
また、半導体膜９０１の形成方法と、半導体膜９０１と接する第１の絶縁膜９０２ａとは
、連続的に製造しやすくなるため、同じ製造方法を用いてもよい。たとえば、半導体膜９
０１をスパッタリング法で形成した場合、第１の絶縁膜９０２ａもスパッタリング法で形
成し、第２の絶縁膜９０２ｂは、ＣＶＤ法やＡＬＤ法で形成してもよい。図５（Ｃ）の場
合には、第３の絶縁膜９０２ｃもスパッタリング法で形成してもよい。同様に、半導体膜
９０１をＣＶＤ法で形成した場合、第１の絶縁膜９０２ａもＣＶＤ法で形成し、第２の絶
縁膜９０２ｂは、スパッタリング法で形成してもよい。図５（Ｃ）の場合には、第３の絶
縁膜９０２ｃもＣＶＤ法で形成してもよい。このような構成とすることにより、リーク電
流が小さく、かつ、しきい値電圧も十分に制御された構成とし、さらに、製造しやすくす
ることが出来る。ただし、本発明の実施形態の一態様は、これらに限定されない。
【０２１６】
なお、ＣＶＤ法としても、様々な方法を用いることが出来る。熱ＣＶＤ法、光ＣＶＤ法、
プラズマＣＶＤ法、ＭＯＣＶＤ法、ＬＰＣＶＤ法などの方法を用いることが出来る。よっ
て、ある絶縁膜と別の絶縁膜とにおいて、異なるＣＶＤ法を用いて、絶縁膜を形成しても
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よい。
【０２１７】
図５（Ｂ）に示す半導体装置の点Ａから点Ｂにかけてのバンド図の例を図６（Ａ）に示す
。図中、Ｅｃは伝導帯下端、Ｅｖは価電子帯上端を示す。図６（Ａ）では、ゲート電極９
０３の電位はソース電極あるいはドレイン電極（いずれも図示せず）と同じである。
【０２１８】
なお、図５（Ｃ）のように、電子捕獲層９０２に、第２の絶縁膜９０２ｂより電子親和力
の小さな第３の絶縁膜９０２ｃを設けることは第２の絶縁膜９０２ｂの内部、あるいは、
他の絶縁膜との界面にある電子捕獲準位に捕獲された電子を保持する上で効果的である。
【０２１９】
この場合には、第２の絶縁膜９０２ｂが薄くても、第３の絶縁膜９０２ｃが物理的に十分
に厚ければ、電子捕獲準位９０４に捕獲された電子を保持できる。
【０２２０】
第２の絶縁膜９０２ｂは電子捕獲準位９０４がより多くなるような形成方法（あるいは形
成条件）で形成されるが、そのため、第１の絶縁膜９０２ａと第２の絶縁膜９０２ｂの界
面、第２の絶縁膜９０２ｂと第３の絶縁膜９０２ｃの界面にも多くの電子捕獲準位が形成
される。
【０２２１】
そして、ゲート電極９０３の電位および温度を上記に示したものとすると、半導体膜９０
１から電子９０５が、ゲート電極９０３に向かって移動し、Ｆｏｗｌｅｒ－Ｎｏｒｄｈｅ
ｉｍトンネル効果、Ｐｏｏｌｅ－Ｆｒｅｎｋｅｌ伝導、熱的な励起、あるいはそれらの組
み合わせによって、電子捕獲層９０２に進入し、その一部が電子捕獲準位９０４に捕獲さ
れ、電子捕獲層９０２は負に帯電する（図６（Ｂ）参照）。
【０２２２】
このように電子捕獲層９０２が電子を捕獲すると、図７に示すように半導体装置のしきい
値が増加する。特に、半導体膜９０１が、バンドギャップが大きな材料（ワイドバンドギ
ャップ半導体）であると、ゲート電極９０３の電位をソース電極の電位と同じとしたとき
のソースドレイン間の電流（Ｉｃｕｔ電流）を大幅に低下させることができる。
【０２２３】
例えば、バンドギャップ３．２電子ボルトのＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物であれば、Ｉｃｕ
ｔ電流密度（チャネル幅１μｍあたりの電流値）は１ｚＡ／μｍ（１×１０－２１Ａ／μ
ｍ）以下、代表的には、１ｙＡ／μｍ（１×１０－２４Ａ／μｍ）以下とできる。
【０２２４】
図７（Ａ）は電子捕獲層９０２での電子の捕獲をおこなう前と、電子の捕獲をおこなった
後での、室温でのソース電極ドレイン電極間のチャネル幅１μｍあたりの電流（Ｉｄ）の
ゲート電極９０３の電位（Ｖｇ）依存性を模式的に示したものである。なお、ソース電極
とゲート電極９０３の電位を０Ｖ、ドレイン電極の電位を＋１Ｖとする。１ｆＡより小さ
な電流は、直接は測定できないが、その他の方法で測定した値、サブスレショールド値等
をもとに推定できる。
【０２２５】
最初、曲線９０６で示すように、半導体装置のしきい値はＶｔｈ１であったが、電子の捕
獲をおこなった後では、曲線９０７で示すようにしきい値が増加し（プラス方向に移動し
）、Ｖｔｈ２となる。また、この結果、Ｖｇ＝０での電流密度は、１ａＡ／μｍ（１×１
０－１８Ａ／μｍ）以下、例えば、１ｚＡ／μｍ以上１ｙＡ／μｍ以下となる。
【０２２６】
例えば、図７（Ｂ）のように、容量素子９０９に蓄積される電荷をトランジスタ９０８で
制御する回路を考える。ここで、容量素子９０９の電極間のリーク電流は無視する。容量
素子９０９の容量が１ｆＦであり、容量素子９０９のトランジスタ９０８側の電位が＋１
Ｖ、Ｖｄの電位が０Ｖであるとする。
【０２２７】
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トランジスタ９０８のＩｄ－Ｖｇ特性が図７（Ａ）中の曲線９０６で示されるもので、チ
ャネル幅が０．１μｍであると、Ｉｃｕｔ電流密度は約１ｆＡであり、トランジスタ９０
８のこのときの抵抗は約１×１０１５Ωである。したがって、トランジスタ９０８と容量
素子９０９よりなる回路の時定数は約１秒である。すなわち、約１秒で、容量素子９０９
に蓄積されていた電荷の多くが失われてしまうことを意味する。
【０２２８】
トランジスタ９０８のＩｄ－Ｖｇ特性が図７（Ａ）中の曲線９０７で示されるもので、チ
ャネル幅が０．１μｍであると、Ｉｃｕｔ電流密度は約１ｙＡであり、トランジスタ９０
８のこのときの抵抗は約１×１０２４Ωである。したがって、トランジスタ９０８と容量
素子９０９よりなる回路の時定数は約１×１０９秒（＝約３１年）である。すなわち、１
０年経過後でも、容量素子９０９に蓄積されていた電荷の１／３は残っていることを意味
する。
【０２２９】
このように、トランジスタと容量素子という単純な回路で、かつ、それほど過大な電圧を
印加しなくても、１０年間の電荷の保持が可能である。
【０２３０】
電子捕獲層９０２は各種の材料を用いることができる。例えば、酸化ハフニウム（酸素、
ハフニウム）、酸化アルミニウム（酸素、アルミニウム）、酸化タンタル（酸素、タンタ
ル）、アルミニウムシリケート（酸素、シリコン、アルミニウム）などを一種以上含む絶
縁膜を用いることができる。さらに、窒素、シリコン、水素、ハロゲンなどの元素を含ん
でいる場合もある。また、多層体とする場合には、これらの元素を有する層の上側、下側
、両側、または、挟まれた層の真ん中に、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シ
リコン、窒化シリコン、などを有する層を配置して、多層体の電子捕獲層９０２を構成す
ればよい。
【０２３１】
なお、半導体膜９０１は、真性または実質的に真性な酸化物半導体のように、ホールの有
効質量が極めて大きい、あるいは、ホールが実質的に局在化している材料を用いることが
有効である。この場合には、半導体膜９０１から電子捕獲層９０２へのホールの注入がな
く、したがって、電子捕獲準位９０４に捕獲された電子がホールと結合して消滅すること
もない。そのため、電荷の保持特性を向上させることが出来る。
【０２３２】
ゲート電極１０５は、例えば、アルミニウム、チタン、クロム、コバルト、ニッケル、銅
、イットリウム、ジルコニウム、モリブデン、ルテニウム、銀、タンタルまたはタングス
テンを含む導電膜を、単層で、または積層で用いればよい。
【０２３３】
絶縁膜１０６は、例えば、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、酸化ゲルマニウム、酸化イ
ットリウム、酸化ジルコニウム、酸化ランタン、酸化ネオジム、酸化ハフニウムまたは酸
化タンタル、窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化アルミニウムを含む絶縁膜を、単層
で、または積層で用いればよい。絶縁膜１０６は、例えば、厚さを２０ｎｍ以上１０００
ｎｍ以下、好ましくは５０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下、さらに好ましくは１００ｎｍ以上
１０００ｎｍ以下、より好ましくは２００ｎｍ以上１０００ｎｍ以下とする。
【０２３４】
例えば、絶縁膜１０６は、第１層を酸化アルミニウムとし、第２層を酸化シリコンとした
積層膜を用いてもよい。または、絶縁膜１０６は、第１層を窒化シリコンとし、第２層を
酸化シリコンとした積層膜を用いてもよい。または、第１層に窒化酸化シリコンを用いた
積層膜としてもよい。酸素透過性の低い酸化アルミニウムや窒化シリコンおよび窒化酸化
シリコンを第１層に用いることにより、絶縁膜１２１から酸素が拡散するのを防ぐことが
できる。
【０２３５】
ソース電極１０７ａおよびドレイン電極１０７ｂは、例えば、アルミニウム、チタン、ク
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ロム、コバルト、ニッケル、銅、イットリウム、ジルコニウム、モリブデン、ルテニウム
、銀、タンタルまたはタングステンを含む導電膜を、単層で、または積層で用いればよい
。
【０２３６】
基板１０１に大きな制限はない。例えば、ガラス基板、セラミック基板、石英基板、サフ
ァイア基板などを、基板１０１として用いてもよい。また、シリコンや炭化シリコンから
なる単結晶半導体基板、多結晶半導体基板、シリコンゲルマニウムからなる化合物半導体
基板、ＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｏｎ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）基板などを適用することも
可能であり、これらの基板上に半導体素子が設けられたものを、基板１０１として用いて
もよい。
【０２３７】
また、基板１０１として、可とう性基板を用いてもよい。なお、可とう性基板上にトラン
ジスタを設ける方法としては、非可とう性の基板上にトランジスタを作製した後、トラン
ジスタを剥離し、可とう性基板である基板１０１に転置する方法もある。その場合には、
非可とう性基板とトランジスタとの間に剥離層を設けるとよい。
【０２３８】
＜トランジスタ構造（１）の作製方法＞
以下では、トランジスタ構造（１）の作製方法の一例について説明する。
【０２３９】
図８乃至図１０には、図３（Ｂ）および図３（Ｃ）のトランジスタの作製方法を示す断面
図を示す。
【０２４０】
まず、基板１０１を準備する。
【０２４１】
次に、下地絶縁膜１０２を成膜する。下地絶縁膜１０２は、下地絶縁膜１０２として示し
た絶縁膜から選択して成膜すればよい。下地絶縁膜１０２は、スパッタリング法、ＣＶＤ
法、分子線エピタキシー（ＭＢＥ：Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｅａｍ　Ｅｐｉｔａｘｙ）法
、ＡＬＤ法またはパルスレーザ堆積（ＰＬＤ：Ｐｕｌｓｅｄ　Ｌａｓｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉ
ｔｉｏｎ）法を用いて成膜すればよい。
【０２４２】
基板１０１としてシリコンウェハを用いた場合、下地絶縁膜１０２は、熱酸化法によって
形成してもよい。
【０２４３】
次に、絶縁膜１３５を成膜する。絶縁膜１３５は、過剰酸素を含む絶縁膜である。絶縁膜
１３５は、絶縁膜１２１として示した絶縁膜から選択して成膜すればよい。絶縁膜１３５
は、スパッタリング法、ＣＶＤ法、分子線エピタキシー（ＭＢＥ：Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　
Ｂｅａｍ　Ｅｐｉｔａｘｙ）法、ＡＬＤ法またはＰＬＤ法を用いて成膜すればよい。
【０２４４】
次に、絶縁膜１３５の表面を平坦化するために、化学的機械研磨（ＣＭＰ：Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）処理を行ってもよい。ＣＭＰ処理を
行うことで、下地絶縁膜１０２の平均面粗さ（Ｒａ）を１ｎｍ以下、好ましくは０．３ｎ
ｍ以下、さらに好ましくは０．１ｎｍ以下とする。上述の数値以下のＲａとすることで、
酸化物半導体膜１０３の結晶性が高くなる場合がある。Ｒａは原子間力顕微鏡（ＡＦＭ：
Ａｔｏｍｉｃ　Ｆｏｒｃｅ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）にて測定可能である。
【０２４５】
次に、絶縁膜１３５に酸素を添加することにより、過剰酸素を含む絶縁膜を形成する。酸
素の添加は、例えば、イオン注入法により、加速電圧を２ｋＶ以上１００ｋＶ以下とし、
５×１０１４ｉｏｎｓ／ｃｍ２以上５×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２以下の濃度で行えばよ
い。
【０２４６】
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次に、酸化物半導体膜１３６を成膜する（図８（Ａ）参照。）。酸化物半導体膜１３６は
、それぞれ酸化物半導体膜１０３として示した酸化物半導体膜から選択して成膜すればよ
い。酸化物半導体膜１３６は、スパッタリング法、ＣＶＤ法、ＭＢＥ法、ＡＬＤ法または
ＰＬＤ法を用いて成膜すればよい。
【０２４７】
次に、第１の加熱処理を行うと好ましい。第１の加熱処理は、２５０℃以上６５０℃以下
、好ましくは３００℃以上５００℃以下で行えばよい。第１の加熱処理の雰囲気は、不活
性ガス雰囲気、または酸化性ガスを１０ｐｐｍ以上、１％以上もしくは１０％以上含む雰
囲気で行う。第１の加熱処理は減圧状態で行ってもよい。または、第１の加熱処理の雰囲
気は、不活性ガス雰囲気で加熱処理した後に、脱離した酸素を補うために酸化性ガスを１
０ｐｐｍ以上、１％以上または１０％以上含む雰囲気で加熱処理を行ってもよい。
【０２４８】
次に、酸化物半導体膜１３６上にレジストマスク１３１となる層を成膜する。なお、酸化
物半導体膜１３６を一辺が１００ｎｍ以下に微細加工する場合、酸化物半導体膜１３６と
レジストマスク１３１となる層の間にハードマスクを設けてもよい。
【０２４９】
なお、ハードマスクは、酸化物半導体膜１３６と選択的エッチングが可能な層である。ハ
ードマスクとして、例えば、タングステン、モリブデン、チタンまたはタンタルを含む、
単体、窒化物または合金を単層で、または積層で用いればよい。または、ハードマスクと
して、酸化シリコン、酸化窒化シリコンまたは窒化シリコンを含む絶縁膜を、単層で、ま
たは積層で用いればよい。
【０２５０】
なお、ハードマスク上にレジストマスク１３１となる層を形成した場合に限定されない。
例えば、ハードマスクとレジストマスク１３１となる層との密着性を向上させるために、
ハードマスク上に有機物からなるコート層などを形成してもよい。
【０２５１】
レジストマスク１３１となる層は、感光性を有する有機物層または無機物層を用いればよ
い。レジストマスク１３１となる層は、スピンコート法などを用いて成膜すればよい。
【０２５２】
次に、フォトマスクを用いて、レジストマスク１３１となる層に光を照射する。当該光と
しては、ＫｒＦエキシマレーザ光、ＡｒＦエキシマレーザ光、ＥＵＶ（Ｅｘｔｒｅｍｅ　
Ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ）光などを用いればよい。また、基板と投影レンズとの間に液体
（例えば水）を満たして露光する、液浸技術を用いてもよい。また、レジストマスク１３
１となる層に照射する光に代えて、電子ビームやイオンビームを用いてもよい。なお、電
子ビームやイオンビームを用いる場合には、フォトマスクは不要となる。また、特に微細
な加工が要求されない場合、レジストマスク１３１となる層に照射する光として、高圧水
銀灯のｇ線またはｉ線などを用いてもよい。
【０２５３】
次に、基板１０１を現像液に浸して、レジストマスク１３１となる層の露光された領域を
、除去または残存させてレジストマスク１３１を形成する（図８（Ｂ）参照）。
【０２５４】
次に、レジストマスク１３１を用いて酸化物半導体膜１３６の一部をエッチングし、島状
の酸化物半導体膜１０３を形成する。更にレジストマスク１３１を用いて絶縁膜１３５の
一部をエッチングし、島状の絶縁膜１２１を形成する（図８（Ｃ）参照）。
【０２５５】
なお、図８では絶縁膜１２１は島状に形成しているが、必ずしも島状に形成される必要は
なく、凸部を有する形状であってもよい。
【０２５６】
酸化物半導体膜１３６の一部をエッチングする方法としては、ドライエッチング処理を用
いると好ましい。当該ドライエッチング処理は、例えば、メタンおよび希ガスを含む雰囲
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気で行えばよい。また、絶縁膜１２１の一部をエッチングする方法としては、例えば三フ
ッ化メタンおよび希ガスを含む雰囲気で行えばよい。
【０２５７】
また、ここではレジストマスク１３１を用いて酸化物半導体膜１３６および絶縁膜１３５
をエッチングしたが、酸化物半導体膜１３６と絶縁膜１３５を異なるレジストマスクでエ
ッチングしても構わない。また、図３（Ｂ）に示す断面図では、絶縁膜１２１と酸化物半
導体膜１０３は、ほぼ同じ幅で記載してあるが、例えば図１９（Ａ）に示すように、絶縁
膜１２１の幅が酸化物半導体膜１０３の幅より大きくても構わない。または図１９（Ｂ）
に示すように小さくても構わない。なお、図１９（Ｂ）に示す断面では絶縁膜１２１を酸
化物半導体膜１０３で覆うことができるため、絶縁膜１０６を介して酸素が絶縁膜１２１
から拡散することを防ぐことができる。
【０２５８】
次に、レジストマスク１３１を除去する。レジストマスク１３１の除去は、プラズマ処理
、薬液処理などで行えばよい。好ましくはプラズマアッシングによって除去する。
【０２５９】
次に、ゲート絶縁膜１０４を成膜する。またゲート絶縁膜１０４に続いてゲート電極１０
５となる導電膜を成膜する（図８（Ｄ）参照）。
【０２６０】
ゲート絶縁膜１０４は、ゲート絶縁膜１０４として示した絶縁膜から選択して成膜すれば
よい。ゲート絶縁膜１０４は、スパッタリング法、ＣＶＤ法、ＭＢＥ法、ＡＬＤ法または
ＰＬＤ法を用いて成膜すればよい。ゲート電極１０５となる導電膜は、ゲート電極１０５
として示した導電膜から選択して成膜すればよい。導電膜は、スパッタリング法、ＣＶＤ
法、ＭＢＥ法、ＡＬＤ法またはＰＬＤ法を用いて成膜すればよい。
【０２６１】
次に、フォトリソグラフィ法などにより、導電膜を加工し、ゲート電極１０５を形成する
。次にゲート電極をマスクとして、ゲート絶縁膜１０４の一部をエッチングする（図９（
Ａ）参照。）。
【０２６２】
次に、ゲート電極１０５をマスクとして、ゲート絶縁膜１０４、酸化物半導体膜１０３、
絶縁膜１２１、および下地絶縁膜１０２に不純物を添加し、領域１５１ａ、領域１５１ｂ
、領域１５１ｃ、領域１５１ｄを形成する（図９（Ｂ）参照）。不純物を添加して領域１
５１ａ、領域１５１ｂ、領域１５１ｃ、領域１５１ｄを形成する方法は、絶縁膜５２に不
純物を添加して領域５３を形成する方法についての記載を参照する。ここで、領域５３を
形成する方法で記載した不純物は、金属を高抵抗化させる要因となりにくい。つまり、前
述の不純物は、ゲート電極１０５をマスクとして不純物を添加し、領域１５１ａ乃至領域
１５１ｄを形成した場合に、例えばゲート電極１０５を高抵抗化させる要因となりにくい
。領域１５１ｂ、領域１５１ｃ、領域１５１ｄは酸素ブロック領域である。また、領域１
５１ａは、酸化物半導体膜１０３の一部に不純物が添加された領域である。
【０２６３】
酸素ブロック領域である領域１５１ｂ、領域１５１ｃ、領域１５１ｄを形成することによ
り、絶縁膜１２１の過剰酸素の外方拡散を抑え、酸化物半導体膜１０３に効率よく酸素を
供給することが可能となる。
【０２６４】
また、酸化物半導体膜１０３の一部の領域である領域１５１ａに不純物を添加することに
より、ソース電極１０７ａまたはドレイン電極１０７ｂと酸化物半導体膜１０３の接する
領域から、チャネル形成領域までの領域の抵抗を下げることができる。これにより、オン
電流が高くなり、トランジスタの性能を向上することができる。
【０２６５】
次に、第２の加熱処理を行うと好ましい。第２の加熱処理は、２５０℃以上６５０℃以下
、好ましくは３００℃以上５００℃以下で行えばよい。第２の加熱処理の雰囲気は、不活
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性ガス雰囲気、または酸化性ガスを１０ｐｐｍ以上、１％以上もしくは１０％以上含む雰
囲気で行う。第２の加熱処理は減圧状態で行ってもよい。または、第２の加熱処理の雰囲
気は、不活性ガス雰囲気で加熱処理した後に、脱離した酸素を補うために酸化性ガスを１
０ｐｐｍ以上、１％以上または１０％以上含む雰囲気で加熱処理を行ってもよい。第２の
加熱処理によって、酸化物半導体膜１０３に不純物が添加された領域である領域１５１ａ
の抵抗を下げることができる場合もある。また、酸化物半導体膜１０３に絶縁膜１２１か
ら過剰酸素を移動させることができる。したがって、酸化物半導体膜１０３の酸素欠損を
低減することができる。また、酸化物半導体膜１０３の結晶性を高めることや、水素や水
などの不純物を除去することなどができる。なお、第２の加熱処理を行うことで、第１の
加熱処理を行わなくてもよい場合がある。
【０２６６】
次に、絶縁膜１０６を成膜する（図９（Ｃ）参照）。絶縁膜１０６は、絶縁膜１０６とし
て示した絶縁膜から選択して成膜すればよい。絶縁膜１０６は、スパッタリング法、ＣＶ
Ｄ法、ＭＢＥ法、ＡＬＤ法またはＰＬＤ法を用いて成膜すればよい。
【０２６７】
次に、絶縁膜１０６に開口部を設ける（図１０（Ａ）参照）。絶縁膜１０６の一部をエッ
チングする方法としては、例えばドライエッチングなどを用いることができる。
【０２６８】
次に、絶縁膜１０６の表面および開口部にソース電極１０７ａおよびドレイン電極１０７
ｂとなる導電膜１０７を成膜する（図１０（Ｂ）参照）。導電膜１０７は、ソース電極１
０７ａおよびドレイン電極１０７ｂとして示した導電膜から選択して成膜すればよい。導
電膜は、スパッタリング法、ＣＶＤ法、ＭＢＥ法、ＡＬＤ法またはＰＬＤ法を用いて成膜
すればよい。
【０２６９】
次に、フォトリソグラフィ法などにより、導電膜を加工し、ソース電極１０７ａおよびド
レイン電極１０７ｂを形成する（図１０（Ｃ）参照）。
【０２７０】
次に、第３の加熱処理を行うと好ましい。第３の加熱処理は、第１の加熱処理および第２
の加熱処理で示した条件から選択して行うか、第１の加熱処理および第２の加熱処理より
も低温で行えばよい。第３の加熱処理を行うことで、第１の加熱処理および第２の加熱処
理を行わなくてもよい場合がある。
【０２７１】
以上のようにして、図３に示したトランジスタを作製することができる。
【０２７２】
＜トランジスタ構造（２）＞
次に、トランジスタ構造（１）とはゲート絶縁膜の形状が異なるトップゲートセルフアラ
イン型のトランジスタの一例について説明する。
【０２７３】
図１１は、トランジスタの上面図および断面図である。図１１（Ａ）は、トランジスタの
上面図を示す。図１１（Ａ）において、一点鎖線Ａ－Ｂに対応する断面図を図１１（Ｂ）
に示す。また、図１１（Ａ）において、一点鎖線Ｃ－Ｄに対応する断面図を図１１（Ｃ）
に示す。
【０２７４】
図１１（Ｂ）において、トランジスタは、基板２０１上の下地絶縁膜２０２と、下地絶縁
膜２０２上の絶縁膜２２１と、絶縁膜２２１上の酸化物半導体膜２０３と、酸化物半導体
膜２０３上のゲート絶縁膜２０４と、ゲート絶縁膜２０４上のゲート電極２０５と、ゲー
ト電極２０５およびゲート絶縁膜２０４の上の絶縁膜２０６と、酸化物半導体膜２０３お
よび絶縁膜２０６上のソース電極２０７ａおよびドレイン電極２０７ｂと、を有する。絶
縁膜２２１は過剰酸素を含む絶縁膜である。なお、トランジスタは、下地絶縁膜２０２を
有さなくても構わない。
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【０２７５】
図３に示したトランジスタと図１１に示すトランジスタは、ゲート絶縁膜の形状が異なる
のみであるため、特に断りのない場合、図３についての記載を参照する。
【０２７６】
例えば、基板２０１は基板１０１についての記載を参照する。下地絶縁膜２０２は下地絶
縁膜１０２についての記載を参照する。絶縁膜２２１は絶縁膜１２１についての記載を参
照する。酸化物半導体膜２０３は酸化物半導体膜１０３についての記載を参照する。ゲー
ト絶縁膜２０４はゲート絶縁膜１０４についての記載を参照する。ゲート電極２０５はゲ
ート電極１０５についての記載を参照する。絶縁膜２０６は絶縁膜１０６についての記載
を参照する。ソース電極２０７ａおよびドレイン電極２０７ｂは、ソース電極１０７ａお
よびドレイン電極１０７ｂについての記載を参照する。
【０２７７】
図１１（Ｂ）において、領域２５１ａは、酸化物半導体膜の一部の領域である。領域２５
１ｂ、領域２５１ｃ、領域２５１ｄ、領域２５１ｅは絶縁膜の一部の領域であり、酸素ブ
ロック領域である。酸素ブロック領域については、前述の領域５３についての記載を参照
する。図１１（Ｂ）に示すトランジスタは、酸素ブロック領域である領域２５１ｂ、領域
２５１ｃ、領域２５１ｄ、領域２５１ｅのいずれか一以上を有する。
【０２７８】
まず、酸素ブロック領域である領域２５１ｂ、領域２５１ｃ、領域２５１ｄ、領域２５１
ｅについて述べる。
【０２７９】
領域２５１ｂは、絶縁膜２２１の、ゲート絶縁膜２０４と接する領域である。領域２５１
ｂは、絶縁膜２２１の、ゲート絶縁膜２０４と接する面から深さ１ｎｍ以上２００ｎｍ以
下、好ましくは５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下、さらに好ましくは１０ｎｍ以上１００ｎｍ以
下に設けられる領域である。
【０２８０】
領域２５１ｃは、図１１（Ｂ）および図１１（Ｃ）に示すように、ゲート絶縁膜２０４に
設けられた領域である。領域２５１ｃは、ゲート絶縁膜２０４の、ゲート電極の下部に位
置する。図１１（Ａ）に、ゲート電極２０５のソース電極２０７ａに面した端部２１７ａ
、およびドレイン電極２０７ｂに面した端部２１７ｂを示す。領域２５１ｃは、端部２１
７ａまたは端部２１７ｂからの距離が１ｎｍ以上２μｍ以下、好ましくは５ｎｍ以上１μ
ｍ以下、さらに好ましくは１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の領域に設けられる。
【０２８１】
領域２５１ｄは、図１１（Ｂ）に示すように、下地絶縁膜２０２の、ゲート絶縁膜２０４
と接する領域である。領域２５１ｄは、下地絶縁膜２０２のゲート絶縁膜２０４と接する
面から深さ１ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好ましくは５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下、さらに好
ましくは１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下に設けられる領域である。
【０２８２】
領域２５１ｅは、ゲート絶縁膜２０４の絶縁膜２０６と接する領域である。領域２５１ｅ
は、図１１（Ｂ）に示すように、ゲート絶縁膜の深さ方向の全体に形成される領域である
。
【０２８３】
トランジスタが領域２５１ｂを有する場合、絶縁膜２２１に含まれる過剰酸素を酸化物半
導体膜２０３の酸素欠損を低減するために有効活用することができる。例えば、領域２５
１ｂを有さない場合、絶縁膜２２１に含まれる過剰酸素が外方拡散することで失われてし
まう場合がある。また、絶縁膜２２１に含まれる過剰酸素が、ソース電極２０７ａおよび
ドレイン電極２０７ｂを酸化させる場合がある。
【０２８４】
トランジスタが領域２５１ｄを有する場合でも、絶縁膜２２１や下地絶縁膜２０２に含ま
れる過剰酸素を酸化物半導体膜２０３の酸素欠損を低減するために有効活用することがで
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きる。例えば、領域２５１ｄを有さない場合、絶縁膜２２１や下地絶縁膜２０２に含まれ
る過剰酸素が外方拡散することで失われてしまう場合がある。また、領域２５１ｄを有さ
ない場合、絶縁膜２２１や下地絶縁膜２０２に含まれる過剰酸素が、ソース電極２０７ａ
およびドレイン電極２０７ｂを酸化させる場合がある。
【０２８５】
トランジスタが領域２５１ｃを有する場合でも、ゲート絶縁膜２０４に含まれる過剰酸素
を酸化物半導体膜２０３の酸素欠損を低減するために有効活用することができる。例えば
、領域２５１ｃを有さない場合、ゲート絶縁膜２０４に含まれる過剰酸素が、外方拡散す
ることで失われてしまう場合がある。また、ゲート絶縁膜２０４に含まれる過剰酸素が、
ソース電極２０７ａおよびドレイン電極２０７ｂを酸化させる場合がある。
【０２８６】
トランジスタが領域２５１ｅを有する場合でも、絶縁膜２２１、下地絶縁膜２０２または
ゲート絶縁膜２０４に含まれる過剰酸素を酸化物半導体膜２０３の酸素欠損を低減するた
めに有効活用することができる。例えば、領域２５１ｅを有さない場合、絶縁膜２２１、
下地絶縁膜２０２またはゲート絶縁膜２０４に含まれる過剰酸素が、外方拡散することで
失われてしまう場合がある。また、絶縁膜２２１、下地絶縁膜２０２またはゲート絶縁膜
２０４に含まれる過剰酸素が、ソース電極２０７ａおよびドレイン電極２０７ｂを酸化さ
せる場合がある。
【０２８７】
次に、酸化物半導体膜２０３の一部の領域である領域２５１ａについて述べる。
【０２８８】
領域２５１ａは、酸化物半導体膜２０３の、ソース電極２０７ａおよびドレイン電極２０
７ｂ、ゲート絶縁膜２０４に接する領域である。領域２５１ａは、酸化物半導体膜２０３
の上面または側面から深さ１ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好ましくは５ｎｍ以上１５０ｎｍ
以下、さらに好ましくは１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下に設けられる領域である。
【０２８９】
酸素ブロック領域である領域２５１ｂ、領域２５１ｃ、領域２５１ｄ、領域２５１ｅを形
成するために不純物を添加する工程において、領域２５１ａにも不純物が添加される。こ
のとき、不純物を添加することにより領域２５１ａを低抵抗化することもできる。
【０２９０】
図１１（Ｂ）示す領域２２２は、ソース電極２０７ａまたはドレイン電極２０７ｂと接さ
ない領域で、かつゲート電極２０５と重ならない領域である。領域２２２の抵抗が高いと
トランジスタのオン電流を下げる要因となってしまう。
【０２９１】
酸化物半導体膜２０３の一部の領域である領域２５１ａに不純物を添加することにより、
領域２２２の抵抗を下げることができる。これにより、オン電流が高くなり、トランジス
タの性能を向上することができる。
【０２９２】
なお、低抵抗である領域を形成するための不純物を添加する工程は、酸素ブロック領域で
ある領域２５１ｂ、領域２５１ｃ、領域２５１ｄ、領域２５１ｅを形成するための不純物
を添加する工程と兼ねることができる。これにより、工程の短縮が可能となり、コスト低
減につながる。また工程が簡略化されることにより、歩留まりの向上も期待できる。
【０２９３】
＜トランジスタ構造（２）の作製方法＞
以下では、トランジスタ構造（２）の作製方法の一例について説明する。
【０２９４】
図１２乃至図１４には、図１１（Ｂ）および図１１（Ｃ）のトランジスタの作製方法を示
す断面図を示す。
【０２９５】
まず、基板２０１を準備する。



(34) JP 6345023 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

【０２９６】
次に、下地絶縁膜２０２を成膜する。下地絶縁膜２０２は、下地絶縁膜１０２の成膜方法
についての記載を参照する。
【０２９７】
次に、絶縁膜２３５を成膜する。絶縁膜２３５は、過剰酸素を含む絶縁膜である。絶縁膜
２３５は、絶縁膜１３５の成膜方法についての記載を参照する。
【０２９８】
次に、絶縁膜２３５に酸素を添加することにより、過剰酸素を含む絶縁膜を形成する。酸
素の添加は、例えば、イオン注入法により、加速電圧を２ｋＶ以上１００ｋＶ以下とし、
５×１０１４ｉｏｎｓ／ｃｍ２以上５×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２以下の濃度で行えばよ
い。
【０２９９】
次に、酸化物半導体膜２３６を成膜する（図１２（Ａ）参照。）。酸化物半導体膜２３６
は、それぞれ酸化物半導体膜１０３として示した酸化物半導体膜から選択して成膜すれば
よい。酸化物半導体膜２３６は、スパッタリング法、ＣＶＤ法、ＭＢＥ法、ＡＬＤ法また
はＰＬＤ法を用いて成膜すればよい。
【０３００】
次に、第１の加熱処理を行うと好ましい。第１の加熱処理は、２５０℃以上６５０℃以下
、好ましくは３００℃以上５００℃以下で行えばよい。第１の加熱処理の雰囲気は、不活
性ガス雰囲気、または酸化性ガスを１０ｐｐｍ以上、１％以上もしくは１０％以上含む雰
囲気で行う。第１の加熱処理は減圧状態で行ってもよい。または、第１の加熱処理の雰囲
気は、不活性ガス雰囲気で加熱処理した後に、脱離した酸素を補うために酸化性ガスを１
０ｐｐｍ以上、１％以上または１０％以上含む雰囲気で加熱処理を行ってもよい。
【０３０１】
次に、酸化物半導体膜２３６および絶縁膜２３５の一部をエッチングし、酸化物半導体膜
２０３および絶縁膜２２１を形成する。（図１２（Ｂ）参照）。酸化物半導体膜２０３お
よび絶縁膜２２１を形成する方法については、図８の酸化物半導体膜１０３および絶縁膜
１２１を形成する方法を参照すればよい。
【０３０２】
なお、図１２では絶縁膜２２１は島状に形成しているが、島状に形成される必要はなく、
凸部を有する形状であってもよい。
【０３０３】
次に、ゲート絶縁膜２０４を成膜する。またゲート絶縁膜２０４に続いてゲート電極２０
５となる導電膜を成膜する（図１２（Ｃ）参照）。
【０３０４】
ゲート絶縁膜２０４はゲート絶縁膜１０４の成膜方法についての記載を参照する。ゲート
電極２０５はゲート電極１０５の成膜方法についての記載を参照する。
【０３０５】
次に、フォトリソグラフィ法などにより、導電膜を加工し、ゲート電極２０５を形成する
（図１３（Ａ）参照）。なお、トランジスタ構造（１）とは異なり、ゲート絶縁膜２０４
は残存させる。
【０３０６】
次に、ゲート電極２０５をマスクとして、ゲート絶縁膜２０４、酸化物半導体膜２０３、
絶縁膜２２１、および下地絶縁膜２０２に不純物を添加し、領域２５１ａ、領域２５１ｂ
、領域２５１ｃ、領域２５１ｄ、領域２５１ｅを形成する（図１３（Ｂ）参照）。不純物
を添加して領域２５１ａ、領域２５１ｂ、領域２５１ｃ、領域２５１ｄ、領域２５１ｅを
形成する方法は、絶縁膜５２に不純物を添加して領域５３を形成する方法についての記載
を参照する。領域２５１ｂ、領域２５１ｃ、領域２５１ｄ、領域２５１ｅは酸素ブロック
領域である。また、２５１ａは、酸化物半導体膜２０３の一部に不純物が添加された領域
である。なお、イオンドーピング法やイオン注入法を用いて不純物を添加する場合、領域
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２５１ａ、領域２５１ｂ、領域２５１ｄについてはゲート絶縁膜２０４を介して不純物が
添加される。よって、ゲート絶縁膜２０４の厚さに応じて、加速電圧を高くすると好まし
い。例えば、ゲート絶縁膜２０４の厚さが２０ｎｍの場合、イオンドーピング法またはイ
オン注入法における加速電圧は、０．５ｋＶ以上１００ｋＶ以下、好ましくは１ｋＶ以上
５０ｋＶ以下、さらに好ましくは５ｋＶ以上５０ｋＶ以下とする。
【０３０７】
酸素ブロック領域である領域２５１ｂ、領域２５１ｃ、領域２５１ｄ、領域２５１ｅを形
成することにより、絶縁膜１２１の過剰酸素の外方拡散を抑え、酸化物半導体膜１０３に
効率よく酸素を供給することが可能となる。
【０３０８】
また、酸化物半導体膜１０３の一部の領域である領域２５１ａに不純物を添加することに
より、ソース電極１０７ａまたはドレイン電極１０７ｂと酸化物半導体膜１０３の接する
領域から、チャネル形成領域までの領域の抵抗を下げることができる。これにより、オン
電流が高くなり、トランジスタの性能を向上することができる。
【０３０９】
次に、第２の加熱処理を行うと好ましい。第２の加熱処理は、２５０℃以上６５０℃以下
、好ましくは３００℃以上５００℃以下で行えばよい。第２の加熱処理の雰囲気は、不活
性ガス雰囲気、または酸化性ガスを１０ｐｐｍ以上、１％以上もしくは１０％以上含む雰
囲気で行う。第２の加熱処理は減圧状態で行ってもよい。または、第２の加熱処理の雰囲
気は、不活性ガス雰囲気で加熱処理した後に、脱離した酸素を補うために酸化性ガスを１
０ｐｐｍ以上、１％以上または１０％以上含む雰囲気で加熱処理を行ってもよい。第２の
加熱処理によって、酸化物半導体膜２０３に不純物が添加された領域である領域２５１ａ
の抵抗を下げることができる場合もある。また、酸化物半導体膜２０３に絶縁膜２２１か
ら過剰酸素が移動させることができる。したがって、酸化物半導体膜２０３の酸素欠損を
低減することができる。また、酸化物半導体膜２０３の結晶性を高めることや、水素や水
などの不純物を除去することなどができる。なお、第２の加熱処理を行うことで、第１の
加熱処理を行わなくてもよい場合がある。
【０３１０】
次に、絶縁膜２０６を成膜する（図１３（Ｃ）参照）。絶縁膜２０６については、絶縁膜
１０６の記載を参照する。
【０３１１】
次に、絶縁膜２０６の一部をエッチングし、開口部を設ける（図１４（Ａ）参照）。絶縁
膜２０６の一部をエッチングする方法としては、例えばドライエッチングなどを用いるこ
とができる。
【０３１２】
次に、絶縁膜２０６の表面および開口部にソース電極２０７ａおよびドレイン電極２０７
ｂとなる導電膜２０７を成膜する（図１４（Ｂ）参照）。導電膜２０７は、ソース電極１
０７ａおよびドレイン電極１０７ｂの成膜方法についての記載を参照する。
【０３１３】
次に、フォトリソグラフィ法などにより、導電膜を加工し、ソース電極２０７ａおよびド
レイン電極２０７ｂを形成する（図１４（Ｃ）参照）。
【０３１４】
次に、第３の加熱処理を行うと好ましい。第３の加熱処理は、第１の加熱処理および第２
の加熱処理で示した条件から選択して行うか、第１の加熱処理および第２の加熱処理より
も低温で行えばよい。第３の加熱処理を行うことで、第１の加熱処理および第２の加熱処
理を行わなくてもよい場合がある。
【０３１５】
以上のようにして、図１１に示したトランジスタを作製することができる。
【０３１６】
＜トランジスタ構造（３）＞
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次に、ゲート電極の側壁にサイドウォール絶縁膜を形成したトップゲートセルフアライン
型のトランジスタの一例について説明する。
【０３１７】
図２６は、トランジスタの上面図および断面図である。図２６（Ａ）は、トランジスタの
上面図を示す。図２６（Ａ）において、一点鎖線Ａ－Ｂに対応する断面図を図２６（Ｂ）
に示す。また、図２６（Ａ）において、一点鎖線Ｃ－Ｄに対応する断面図を図２６（Ｃ）
に示す。
【０３１８】
図２６（Ｂ）において、トランジスタは、基板３０１上の下地絶縁膜３０２と、下地絶縁
膜３０２上の絶縁膜３２１と、絶縁膜３２１上の酸化物半導体膜３０３と、酸化物半導体
膜３０３上のゲート絶縁膜３０４と、ゲート絶縁膜３０４上のゲート電極３０５と、ゲー
ト電極３０５の側壁のサイドウォール絶縁膜３０８と、酸化物半導体膜３０３および下地
絶縁膜３０２およびサイドウォール絶縁膜３０８に接する絶縁膜３０６と、酸化物半導体
膜３０３上のソース電極３０７ａおよびドレイン電極３０７ｂと、を有する。絶縁膜３２
１は過剰酸素を含む絶縁膜である。なお、トランジスタは、下地絶縁膜３０２を有さなく
ても構わない。
【０３１９】
図３に示したトランジスタと図２６に示すトランジスタは、図２６がサイドウォール絶縁
膜を有する点が主な違いであり、他の共通する部分については特に断りのない場合、図３
についての記載を参照する。
【０３２０】
例えば、基板３０１は基板１０１についての記載を参照する。下地絶縁膜３０２は下地絶
縁膜１０２についての記載を参照する。絶縁膜３２１は絶縁膜１２１についての記載を参
照する。酸化物半導体膜３０３は酸化物半導体膜１０３についての記載を参照する。ゲー
ト絶縁膜３０４はゲート絶縁膜１０４についての記載を参照する。ゲート電極３０５はゲ
ート電極１０５についての記載を参照する。絶縁膜３０６は絶縁膜１０６についての記載
を参照する。ソース電極３０７ａおよびドレイン電極３０７ｂは、ソース電極１０７ａお
よびドレイン電極１０７ｂについての記載を参照する。
【０３２１】
図２６（Ｂ）において、領域３５１ａは、酸化物半導体膜の一部の領域である。領域３５
１ｂ、領域３５１ｃ、領域３５１ｄは絶縁膜の一部の領域であり、酸素ブロック領域であ
る。酸素ブロック領域については、前述の領域５３についての記載を参照する。図２６（
Ｂ）に示すトランジスタは、酸素ブロック領域である領域３５１ｂ、領域３５１ｃ、領域
３５１ｄのいずれか一以上を有する。
【０３２２】
まず、酸素ブロック領域である領域３５１ｂ、領域３５１ｃ、領域３５１ｄについて述べ
る。領域３５１ｂは、絶縁膜３２１の、絶縁膜３０６と接する領域である。領域３５１ｂ
は、絶縁膜３２１の絶縁膜３０６と接する面から深さ１ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好まし
くは５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下、さらに好ましくは１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下に設けら
れる領域である。
【０３２３】
領域３５１ｃは、図２６（Ｂ）および図２６（Ｃ）に示すように、サイドウォール絶縁膜
３０８の、ソース電極３０７ａまたはドレイン電極３０７ｂまたは絶縁膜３０６と接する
領域である。領域３５１ｃは、ソース電極３０７ａまたはドレイン電極３０７ｂまたは絶
縁膜３０６と接する面から深さ１ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好ましくは５ｎｍ以上１５０
ｎｍ以下、さらに好ましくは１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下に設けられる領域である。
【０３２４】
領域３５１ｄは、図２６（Ｂ）に示すように、下地絶縁膜３０２の絶縁膜３０６と接する
領域である。領域３５１ｄは、下地絶縁膜３０２の上面から深さ１ｎｍ以上２００ｎｍ以
下、好ましくは５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下、さらに好ましくは１０ｎｍ以上１００ｎｍ以
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下に設けられる領域である。また、基板３０１にも領域３５１ｄが設けられていても構わ
ない。
【０３２５】
トランジスタが領域３５１ｂを有する場合、絶縁膜３２１に含まれる過剰酸素を酸化物半
導体膜３０３の酸素欠損を低減するために有効活用することができる。例えば、領域３５
１ｂを有さない場合、絶縁膜３２１に含まれる過剰酸素が外方拡散することで失われてし
まう場合がある。また、絶縁膜３２１に含まれる過剰酸素が、ソース電極３０７ａおよび
ドレイン電極３０７ｂを酸化させる場合がある。
【０３２６】
トランジスタが領域３５１ｄを有する場合でも、絶縁膜３２１や下地絶縁膜３０２に含ま
れる過剰酸素を酸化物半導体膜３０３の酸素欠損を低減するために有効活用することがで
きる。例えば、領域３５１ｄを有さない場合、絶縁膜３２１や下地絶縁膜３０２に含まれ
る過剰酸素が外方拡散することで失われてしまう場合がある。また、領域３５１ｄを有さ
ない場合、絶縁膜３２１や下地絶縁膜３０２に含まれる過剰酸素が、ソース電極３０７ａ
およびドレイン電極３０７ｂを酸化させる場合がある。
【０３２７】
トランジスタが領域３５１ｃを有する場合でも、ゲート絶縁膜３０４に含まれる過剰酸素
を酸化物半導体膜３０３の酸素欠損を低減するために有効活用することができる。例えば
、領域３５１ｃを有さない場合、ゲート絶縁膜３０４に含まれる過剰酸素が、外方拡散す
ることで失われてしまう場合がある。また、ゲート絶縁膜３０４に含まれる過剰酸素が、
ソース電極３０７ａおよびドレイン電極３０７ｂを酸化させる場合がある。
【０３２８】
次に、酸化物半導体膜３０３の一部の領域である領域３５１ａについて述べる。
【０３２９】
領域３５１ａは、酸化物半導体膜３０３の、ソース電極３０７ａおよびドレイン電極３０
７ｂ、絶縁膜３０６に接する領域である。領域３５１ａは、酸化物半導体膜３０３の上面
または側面から深さ１ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好ましくは５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下、
さらに好ましくは１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下に設けられる領域である。
【０３３０】
酸素ブロック領域である領域３５１ｂ、領域３５１ｃ、領域３５１ｄを形成するために不
純物を添加する工程において、領域３５１ａにも不純物が添加される。このとき、不純物
を添加することにより領域３５１ａを低抵抗化することもできる。
【０３３１】
図２６（Ｂ）示す領域３２２は、ソース電極３０７ａまたはドレイン電極３０７ｂと接さ
ない領域で、かつゲート電極３０５と重ならない領域である。領域３２２の抵抗が高いと
トランジスタのオン電流を下げる要因となってしまう。
【０３３２】
酸化物半導体膜３０３の一部の領域である領域３５１ａに不純物を添加することにより、
領域３２２の抵抗を下げることができる。これにより、オン電流が高くなり、トランジス
タの性能を向上することができる。
【０３３３】
なお、低抵抗である領域を形成するための不純物を添加する工程は、酸素ブロック領域で
ある領域３５１ｂ、領域３５１ｃ、領域３５１ｄを形成するための不純物を添加する工程
と兼ねることができる。これにより、工程の短縮が可能となり、コスト低減につながる。
また工程が簡略化されることにより、歩留まりの向上も期待できる。
【０３３４】
＜トランジスタ構造（３）の作製方法＞
以下では、トランジスタ構造（３）の作製方法の一例について説明する。
【０３３５】
図２７乃至図２９には、図２６（Ｂ）および図２６（Ｃ）のトランジスタの作製方法を示
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す断面図を示す。
【０３３６】
まず、基板３０１を準備する。
【０３３７】
次に、下地絶縁膜３０２を成膜する。下地絶縁膜３０２は、下地絶縁膜１０２の成膜方法
についての記載を参照する。
【０３３８】
次に、絶縁膜３２１を成膜する。絶縁膜３２１は、過剰酸素を含む絶縁膜である。絶縁膜
３２１は、絶縁膜１３５の成膜方法についての記載を参照する。
【０３３９】
次に、絶縁膜３２１に酸素を添加することにより、過剰酸素を含む絶縁膜を形成する。酸
素の添加は、例えば、イオン注入法により、加速電圧を２ｋＶ以上１００ｋＶ以下とし、
５×１０１４ｉｏｎｓ／ｃｍ２以上５×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２以下の濃度で行えばよ
い。
【０３４０】
次に、酸化物半導体膜３０３を成膜する。酸化物半導体膜３０３は、それぞれ酸化物半導
体膜１０３として示した酸化物半導体膜から選択して成膜すればよい。酸化物半導体膜３
０３は、スパッタリング法、ＣＶＤ法、ＭＢＥ法、ＡＬＤ法またはＰＬＤ法を用いて成膜
すればよい。
【０３４１】
次に、第１の加熱処理を行うと好ましい。第１の加熱処理は、２５０℃以上６５０℃以下
、好ましくは３００℃以上５００℃以下で行えばよい。第１の加熱処理の雰囲気は、不活
性ガス雰囲気、または酸化性ガスを１０ｐｐｍ以上、１％以上もしくは１０％以上含む雰
囲気で行う。第１の加熱処理は減圧状態で行ってもよい。または、第１の加熱処理の雰囲
気は、不活性ガス雰囲気で加熱処理した後に、脱離した酸素を補うために酸化性ガスを１
０ｐｐｍ以上、１％以上または１０％以上含む雰囲気で加熱処理を行ってもよい。
【０３４２】
次に、酸化物半導体膜３０３上にレジストマスクを形成する。なお、酸化物半導体膜３０
３を一辺が１００ｎｍ以下に微細加工する場合、酸化物半導体膜３０３とレジストマスク
の間にハードマスクを設けてもよい。レジストマスクの形成方法についてはレジストマス
ク１３１を参照する。
【０３４３】
次に、レジストマスクを用いて島状の酸化物半導体膜３０３を形成する。更に続けて島状
の絶縁膜３２１を形成する（図２７（Ａ）参照）。
【０３４４】
なお、図２７（Ａ）では絶縁膜３２１は島状に形成しているが、必ずしも島状に形成され
る必要はなく、凸部を有する形状であってもよい。
【０３４５】
酸化物半導体膜３０３の形成にはドライエッチング処理を用いると好ましい。当該ドライ
エッチング処理は、例えば、メタンおよび希ガスを含む雰囲気で行えばよい。また、絶縁
膜３２１の形成にもドライエッチング処理を用いると好ましい。絶縁膜３２１をエッチン
グする方法としては、例えば三フッ化メタンおよび希ガスを含む雰囲気で行えばよい。
【０３４６】
また、ここではレジストマスクを用いて酸化物半導体膜３０３および絶縁膜３２１を形成
したが、酸化物半導体膜３０３と絶縁膜３２１を異なるレジストマスクで形成しても構わ
ない。また、図２６（Ｂ）に示す断面図では、絶縁膜３２１と酸化物半導体膜３０３は、
ほぼ同じ幅で記載してあるが、例えば絶縁膜３２１の幅が酸化物半導体膜３０３の幅より
大きくても構わない。または小さくても構わない。
【０３４７】
次に、レジストマスクを除去する。レジストマスクの除去は、プラズマ処理、薬液処理な
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どで行えばよい。好ましくはプラズマアッシングによって除去する。
【０３４８】
次に、ゲート絶縁膜３０４を成膜する。またゲート絶縁膜３０４に続いてゲート電極３０
５となる導電膜を成膜する。ゲート絶縁膜３０４はゲート絶縁膜１０４の成膜方法につい
ての記載を参照する。ゲート電極３０５はゲート電極１０５の成膜方法についての記載を
参照する。次に、フォトリソグラフィ法などにより、導電膜を加工し、ゲート電極３０５
を形成する（図２７（Ｂ）参照）。
【０３４９】
次に、絶縁膜３０９を成膜する（図２７（Ｃ）参照）。次に、絶縁膜３０９に異方性の高
いエッチングを行い、サイドウォール絶縁膜３０８を形成する（図２８（Ａ）参照）。
【０３５０】
次に、ゲート電極３０５およびサイドウォール絶縁膜３０８をマスクとして、酸化物半導
体膜３０３、絶縁膜３２１、および下地絶縁膜３０２に不純物を添加し、領域３５１ａ、
領域３５１ｂ、領域３５１ｄを形成する。また、サイドウォール絶縁膜３０８の一部に領
域３５１ｃを形成する（図２８（Ｂ）参照）。不純物を添加して領域３５１ａ、領域３５
１ｂ、領域３５１ｃ、領域３５１ｄを形成する方法は、絶縁膜５２に不純物を添加して領
域５３を形成する方法についての記載を参照する。領域３５１ｂ、領域３５１ｃ、領域３
５１ｄ、は酸素ブロック領域である。また、領域３５１ａは、酸化物半導体膜３０３の一
部に不純物が添加された領域である。
【０３５１】
酸素ブロック領域である領域３５１ｂ、領域３５１ｃ、領域３５１ｄを形成することによ
り、絶縁膜３２１に含まれる過剰酸素の外方拡散を抑え、酸化物半導体膜３０３に効率よ
く酸素を供給することが可能となる。
【０３５２】
また、酸化物半導体膜３０３の一部の領域である領域３５１ａに不純物を添加することに
より、ソース電極３０７ａまたはドレイン電極３０７ｂと酸化物半導体膜３０３の接する
領域から、チャネル形成領域までの領域の抵抗を下げることができる。これにより、オン
電流が高くなり、トランジスタの性能を向上することができる。
【０３５３】
次に、第２の加熱処理を行うと好ましい。第２の加熱処理は、２５０℃以上６５０℃以下
、好ましくは３００℃以上５００℃以下で行えばよい。第２の加熱処理の雰囲気は、不活
性ガス雰囲気、または酸化性ガスを１０ｐｐｍ以上、１％以上もしくは１０％以上含む雰
囲気で行う。第２の加熱処理は減圧状態で行ってもよい。または、第２の加熱処理の雰囲
気は、不活性ガス雰囲気で加熱処理した後に、脱離した酸素を補うために酸化性ガスを１
０ｐｐｍ以上、１％以上または１０％以上含む雰囲気で加熱処理を行ってもよい。第２の
加熱処理によって、酸化物半導体膜３０３に不純物が添加された領域である領域３５１ａ
の抵抗を下げることができる場合もある。また、酸化物半導体膜３０３に絶縁膜３２１か
ら過剰酸素が移動させることができる。したがって、酸化物半導体膜３０３の酸素欠損を
低減することができる。また、酸化物半導体膜３０３の結晶性を高めることや、水素や水
などの不純物を除去することなどができる。なお、第２の加熱処理を行うことで、第１の
加熱処理を行わなくてもよい場合がある。
【０３５４】
次に、絶縁膜３０６を成膜する（図２８（Ｃ）参照）。絶縁膜３０６については、絶縁膜
１０６の記載を参照する。
【０３５５】
次に、絶縁膜３０６の一部をエッチングし、開口部を設ける（図２９（Ａ）参照）。絶縁
膜３０６の一部をエッチングする方法としては、例えばドライエッチングなどを用いるこ
とができる。
【０３５６】
次に、絶縁膜３０６の表面および開口部にソース電極３０７ａおよびドレイン電極３０７
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ｂとなる導電膜３０７を成膜する（図２９（Ｂ）参照）。導電膜３０７は、ソース電極１
０７ａおよびドレイン電極１０７ｂの成膜方法についての記載を参照する。
【０３５７】
また、酸素を含む絶縁膜上に導電膜として金属を成膜した場合、絶縁膜と接する導電膜の
界面に、絶縁膜中に含まれる酸素との反応による金属酸化層を形成することがある。この
ような金属酸化層が形成されてしまうと、絶縁膜と金属の密着性が弱くなる問題がある。
ここで、サイドウォール絶縁膜３０８に酸素を含む絶縁膜を、ソース電極３０７ａおよび
ドレイン電極３０７ｂに金属を用いる例を説明する。サイドウォール絶縁膜３０８に不純
物を添加し領域３５１ｃを形成することにより、酸素の拡散を抑えることができるため、
サイドウォール絶縁膜３０８とソース電極３０７ａおよびドレイン電極３０７ｂとの界面
での金属酸化層の形成を抑えることができる。それにより、絶縁膜と金属の密着性が低下
するのを抑制することができ、サイドウォール絶縁膜３０８からのソース電極３０７ａお
よびドレイン電極３０７ｂの膜剥がれ等を防止することができる。
【０３５８】
次に、ＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）法等を
用いて平坦化処理を行うことにより、ソース電極３０７ａおよびドレイン電極３０７ｂを
形成する（図２９（Ｃ）参照）。
【０３５９】
次に、第３の加熱処理を行うと好ましい。第３の加熱処理は、第１の加熱処理および第２
の加熱処理で示した条件から選択して行うか、第１の加熱処理および第２の加熱処理より
も低温で行えばよい。第３の加熱処理を行うことで、第１の加熱処理および第２の加熱処
理を行わなくてもよい場合がある。
【０３６０】
以上のようにして、図２６に示したトランジスタを作製することができる。
【０３６１】
＜トランジスタ構造（４）＞
次に、酸化物半導体膜として３層の積層構造を有し、保護膜として酸素透過性の低い膜を
用いた場合のトップゲートセルフアライン型のトランジスタの一例について説明する。
【０３６２】
図３１は、トランジスタの上面図および断面図である。図３１（Ａ）は、トランジスタの
上面図を示す。図３１（Ａ）において、一点鎖線Ａ－Ｂに対応する断面図を図３１（Ｂ）
に示す。また、図３１（Ａ）において、一点鎖線Ｃ－Ｄに対応する断面図を図３１（Ｃ）
に示す。
【０３６３】
図３１（Ｂ）において、トランジスタは、基板４０１上の下地絶縁膜４０２と、下地絶縁
膜４０２上の絶縁膜４２１と、絶縁膜４２１上の酸化物半導体膜４０３ｂと、酸化物半導
体膜４０３ｂ上の酸化物半導体膜４０３ａと、酸化物半導体膜４０３ａ上の酸化物半導体
膜４０３ｃと、酸化物半導体膜４０３ｃ上のゲート絶縁膜４０４と、ゲート絶縁膜４０４
上のゲート電極４０５と、ゲート電極４０５と酸化物半導体膜４０３ａおよび下地絶縁膜
４０２上にあり、かつゲート絶縁膜４０４と酸化物半導体膜４０３ｃと酸化物半導体膜４
０３ｂおよび絶縁膜４２１と接する絶縁膜４０８と、絶縁膜４０８上の絶縁膜４０６と、
酸化物半導体膜４０３ｂおよび絶縁膜４０６上のソース電極４０７ａおよびドレイン電極
４０７ｂと、を有する。絶縁膜４２１は過剰酸素を含む絶縁膜である。また、絶縁膜４０
８は酸素透過性の低い絶縁膜である。なお、トランジスタは、下地絶縁膜４０２を有さな
くても構わない。また、酸化物半導体膜４０３ｃは、図３１（Ｃ）に示す断面において、
下地絶縁膜４０２上にあり、かつ絶縁膜４２１と酸化物半導体膜４０３ｂと酸化物半導体
膜４０３ａと接する。
【０３６４】
絶縁膜４０８は、酸素透過性の低い膜である。例えば、絶縁膜４０８は酸化アルミニウム
膜を用いればよい。
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【０３６５】
または、絶縁膜４０８は窒化シリコン膜を用いればよい。窒化シリコン膜は水素およびア
ンモニアの放出量が少ない窒化シリコン膜を用いる。水素、アンモニアの放出量は、ＴＤ
Ｓにて測定することができる。また、窒化シリコン膜は、水素、水および酸素を透過しな
い、またはほとんど透過しない窒化シリコン膜を用いる。または、窒化酸化シリコン膜を
用いればよい。
【０３６６】
酸化物半導体膜４０３ａ、酸化物半導体膜４０３ｂ、酸化物半導体膜４０３ｃについては
詳細は後述する。
【０３６７】
図３に示したトランジスタと図３１に示すトランジスタにおいて、共通する部分について
は特に断りのない場合、図３についての記載を参照する。例えば、基板４０１は基板１０
１についての記載を参照する。下地絶縁膜４０２は下地絶縁膜１０２についての記載を参
照する。絶縁膜４２１は絶縁膜１２１についての記載を参照する。ゲート絶縁膜４０４は
ゲート絶縁膜１０４についての記載を参照する。ゲート電極４０５はゲート電極１０５に
ついての記載を参照する。絶縁膜４０６は絶縁膜１０６についての記載を参照する。ソー
ス電極４０７ａおよびドレイン電極４０７ｂは、ソース電極１０７ａおよびドレイン電極
１０７ｂについての記載を参照する。
【０３６８】
図３１（Ｂ）に示す断面において、絶縁膜４２１の端面は絶縁膜４０８で覆われている。
絶縁膜４０８は酸素透過性の低い絶縁膜である。そのため、絶縁膜１２１の過剰酸素の外
方拡散を抑え、酸化物半導体膜４０３ａ、酸化物半導体膜４０３ｂおよび酸化物半導体膜
４０３ｃに酸素を効率よく供給することができる。また、絶縁膜４２１の端面が絶縁膜４
０８で覆われていない場合、絶縁膜４２１に含まれる過剰酸素が、ソース電極４０７ａお
よびドレイン電極４０７ｂを酸化させる場合がある。
【０３６９】
また、下地絶縁膜４０２上に絶縁膜４０８を有するため、絶縁膜４２１から下地絶縁膜４
０２を介して絶縁膜４０６に酸素が拡散するのを抑えることができる。また、下地絶縁膜
４０２に含まれる酸素が絶縁膜４０６に拡散することもおさえることができる。そのため
、酸化物半導体膜４０３ａ、酸化物半導体膜４０３ｂおよび酸化物半導体膜４０３ｃに酸
素を効率よく供給することができる。また、下地絶縁膜４０２上に絶縁膜４０８が形成さ
れていない場合、絶縁膜４２１に含まれる過剰酸素が、ソース電極４０７ａおよびドレイ
ン電極４０７ｂを酸化させる場合がある。
【０３７０】
なお、図３５に示すように不純物を添加した領域４５１ａ、領域４５１ｂ、領域４５１ｃ
、領域４５１ｄを設けてもよい。領域４５１ｂ、領域４５１ｃ、領域４５１ｄは酸素ブロ
ック領域として機能する。領域４５１ａは、酸化物半導体膜の低抵抗である領域として機
能する。
【０３７１】
次に、酸化物半導体膜４０３ａ、酸化物半導体膜４０３ｂおよび酸化物半導体膜４０３ｃ
について説明する。酸化物半導体膜４０３ｂは、酸化物半導体膜４０３ａを構成する酸素
以外の元素一種以上、または二種以上から構成される酸化物半導体膜である。酸化物半導
体膜４０３ａを構成する酸素以外の元素一種以上、または二種以上から酸化物半導体膜４
０３ｂが構成されるため、酸化物半導体膜４０３ａと酸化物半導体膜４０３ｂとの界面に
おいて、界面準位が形成されにくい。
【０３７２】
酸化物半導体膜４０３ｃは、酸化物半導体膜４０３ａを構成する酸素以外の元素一種以上
、または二種以上から構成される酸化物半導体膜である。酸化物半導体膜４０３ａを構成
する酸素以外の元素一種以上、または二種以上から酸化物半導体膜４０３ｃが構成される
ため、酸化物半導体膜４０３ａと酸化物半導体膜４０３ｃとの界面において、界面準位が
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形成されにくい。
【０３７３】
なお、酸化物半導体膜４０３ｂがＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物のとき、ＩｎおよびＭの和を１０
０ａｔｏｍｉｃ％としたとき、ＩｎとＭの原子数比率は好ましくはＩｎが５０ａｔｏｍｉ
ｃ％未満、Ｍが５０ａｔｏｍｉｃ％以上、さらに好ましくはＩｎが２５ａｔｏｍｉｃ％未
満、Ｍが７５ａｔｏｍｉｃ％以上とする。また、酸化物半導体膜４０３ａがＩｎ－Ｍ－Ｚ
ｎ酸化物のとき、ＩｎおよびＭの和を１００ａｔｏｍｉｃ％としたとき、ＩｎとＭの原子
数比率は好ましくはＩｎが２５ａｔｏｍｉｃ％以上、Ｍが７５ａｔｏｍｉｃ％未満、さら
に好ましくはＩｎが３４ａｔｏｍｉｃ％以上、Ｍが６６ａｔｏｍｉｃ％未満とする。また
、酸化物半導体膜４０３ｃがＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物のとき、ＩｎおよびＭの和を１００ａ
ｔｏｍｉｃ％としたとき、ＩｎとＭの原子数比率は好ましくはＩｎが５０ａｔｏｍｉｃ％
未満、Ｍが５０ａｔｏｍｉｃ％以上、さらに好ましくはＩｎが２５ａｔｏｍｉｃ％未満、
Ｍが７５ａｔｏｍｉｃ％以上とする。なお、酸化物半導体膜４０３ｃは、酸化物半導体膜
４０３ｂと同種の酸化物を用いても構わない。
【０３７４】
ここで、酸化物半導体膜４０３ｂと酸化物半導体膜４０３ａとの間には、酸化物半導体膜
４０３ｂと酸化物半導体膜４０３ａとの混合領域を有する場合がある。また、酸化物半導
体膜４０３ａと酸化物半導体膜４０３ｃとの間には、酸化物半導体膜４０３ａと酸化物半
導体膜４０３ｃとの混合領域を有する場合がある。混合領域は、界面準位密度が低くなる
。そのため、酸化物半導体膜４０３ｂ、酸化物半導体膜４０３ａおよび酸化物半導体膜４
０３ｃの積層体は、それぞれの界面近傍において、エネルギーが連続的に変化する（連続
接合ともいう。）バンド構造となる。
【０３７５】
また酸化物半導体膜４０３ａは、エネルギーギャップが大きい酸化物を用いる。酸化物半
導体膜４０３ａのエネルギーギャップは、例えば、２．５ｅＶ以上４．２ｅＶ以下、好ま
しくは２．８ｅＶ以上３．８ｅＶ以下、さらに好ましくは３ｅＶ以上３．５ｅＶ以下とす
る。
【０３７６】
また、酸化物半導体膜４０３ｂは、エネルギーギャップが大きい酸化物を用いる。例えば
、酸化物半導体膜４０３ｂのエネルギーギャップは、２．７ｅＶ以上４．９ｅＶ以下、好
ましくは３ｅＶ以上４．７ｅＶ以下、さらに好ましくは３．２ｅＶ以上４．４ｅＶ以下と
する。
【０３７７】
また、酸化物半導体膜４０３ｃは、エネルギーギャップが大きい酸化物を用いる。酸化物
半導体膜４０３ｃのエネルギーギャップは、２．７ｅＶ以上４．９ｅＶ以下、好ましくは
３ｅＶ以上４．７ｅＶ以下、さらに好ましくは３．２ｅＶ以上４．４ｅＶ以下とする。た
だし、酸化物半導体膜４０３ｂおよび酸化物半導体膜４０３ｃは、酸化物半導体膜４０３
ａよりもエネルギーギャップが大きい酸化物とする。
【０３７８】
酸化物半導体膜４０３ａは、酸化物半導体膜４０３ｂよりも電子親和力の大きい酸化物を
用いる。例えば、酸化物半導体膜４０３ａとして、酸化物半導体膜４０３ｂよりも電子親
和力の０．０７ｅＶ以上１．３ｅＶ以下、好ましくは０．１ｅＶ以上０．７ｅＶ以下、さ
らに好ましくは０．１５ｅＶ以上０．４ｅＶ以下大きい酸化物を用いる。なお、電子親和
力は、真空準位と伝導帯下端のエネルギーとの差である。
【０３７９】
また、酸化物半導体膜４０３ａとして、酸化物半導体膜４０３ｃよりも電子親和力の大き
い酸化物を用いる。例えば、酸化物半導体膜４０３ａとして、酸化物半導体膜４０３ｃよ
りも電子親和力の０．０７ｅＶ以上１．３ｅＶ以下、好ましくは０．１ｅＶ以上０．７ｅ
Ｖ以下、さらに好ましくは０．１５ｅＶ以上０．５ｅＶ以下大きい酸化物を用いる。
【０３８０】
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このとき、ゲート電極４０５に電界を印加すると、酸化物半導体膜４０３ｂ、酸化物半導
体膜４０３ａ、酸化物半導体膜４０３ｃのうち、電子親和力の大きい酸化物半導体膜４０
３ａに主として電流が流れる。
【０３８１】
また、トランジスタのオン電流のためには、酸化物半導体膜４０３ｃの厚さは小さいほど
好ましい。例えば、酸化物半導体膜４０３ｃは、１０ｎｍ未満、好ましくは５ｎｍ以下、
さらに好ましくは３ｎｍ以下とする。一方、酸化物半導体膜４０３ｃは、主として電流が
流れる酸化物半導体膜４０３ａへ、ゲート絶縁膜４０４を構成する酸素以外の元素（シリ
コンなど）が入り込まないようブロックする機能を有する。そのため、酸化物半導体膜４
０３ｃは、ある程度の厚さを有することが好ましい。例えば、酸化物半導体膜４０３ｃの
厚さは、０．３ｎｍ以上、好ましくは１ｎｍ以上、さらに好ましくは２ｎｍ以上とする。
【０３８２】
また、信頼性を高めるためには、酸化物半導体膜４０３ｂは厚く、酸化物半導体膜４０３
ａは薄く、酸化物半導体膜４０３ｃは薄く設けられることが好ましい。具体的には、酸化
物半導体膜４０３ｂの厚さは、２０ｎｍ以上、好ましくは３０ｎｍ以上、さらに好ましく
は４０ｎｍ以上、より好ましくは６０ｎｍ以上とする。酸化物半導体膜４０３ｂの厚さを
、２０ｎｍ以上、好ましくは３０ｎｍ以上、さらに好ましくは４０ｎｍ以上、より好まし
くは６０ｎｍ以上とすることで、下地絶縁膜１０２と酸化物半導体膜４０３ｂとの界面か
ら主として電流が流れる酸化物半導体膜４０３ａまでを２０ｎｍ以上、好ましくは３０ｎ
ｍ以上、さらに好ましくは４０ｎｍ以上、より好ましくは６０ｎｍ以上離すことができる
。ただし、半導体装置の生産性が低下する場合があるため、酸化物半導体膜４０３ｂの厚
さは、２００ｎｍ以下、好ましくは１２０ｎｍ以下、さらに好ましくは８０ｎｍ以下とす
る。また、酸化物半導体膜４０３ａの厚さは、３ｎｍ以上１００ｎｍ以下、好ましくは３
ｎｍ以上８０ｎｍ以下、さらに好ましくは３ｎｍ以上５０ｎｍ以下とする。
【０３８３】
例えば、酸化物半導体膜４０３ｂの厚さは酸化物半導体膜４０３ａの厚さより厚く、酸化
物半導体膜４０３ａの厚さは酸化物半導体膜４０３ｃの厚さより厚くすればよい。
【０３８４】
また、酸化物半導体膜４０３ｂの厚さと絶縁膜４２１の厚さの和を、２０ｎｍ以上、好ま
しくは３０ｎｍ以上、さらに好ましくは４０ｎｍ以上、より好ましくは６０ｎｍ以上とす
ることにより、下地絶縁膜４０２と絶縁膜４２１との界面から酸化物半導体膜４０３ａま
でを２０ｎｍ以上、好ましくは３０ｎｍ以上、さらに好ましくは４０ｎｍ以上、より好ま
しくは６０ｎｍ以上離すことができる。つまり絶縁膜４２１を厚く設けることにより、酸
化物半導体膜４０３ｂを薄くすることができる。酸化物半導体膜４０３ｂを薄くすること
により、酸化物半導体膜への過剰酸素の供給量を少なくすることができ、また主として電
流が流れる、酸化物半導体膜４０３ａへ供給できる酸素量が相対的に増えるため、更なる
特性の向上が期待される。
【０３８５】
＜トランジスタ構造（４）の作製方法＞
以下では、トランジスタ構造（４）の作製方法の一例について説明する。
【０３８６】
図３２乃至図３４には、図３１（Ｂ）および図３１（Ｃ）のトランジスタの作製方法を示
す断面図を示す。
【０３８７】
まず、基板４０１を準備する。
【０３８８】
次に、下地絶縁膜４０２を成膜する。下地絶縁膜４０２は、下地絶縁膜１０２の成膜方法
についての記載を参照する。
【０３８９】
次に、絶縁膜４２１を成膜する。絶縁膜４２１は、過剰酸素を含む絶縁膜である。絶縁膜
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４２１は、絶縁膜１３５の成膜方法についての記載を参照する。
【０３９０】
次に、絶縁膜４２１に酸素を添加することにより、過剰酸素を含む絶縁膜を形成する。酸
素の添加は、例えば、イオン注入法により、加速電圧を２ｋＶ以上１００ｋＶ以下とし、
５×１０１４ｉｏｎｓ／ｃｍ２以上５×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２以下の濃度で行えばよ
い。
【０３９１】
次に、酸化物半導体膜４０３ｂおよび酸化物半導体膜４０３ａを成膜する（図３２（Ａ）
参照）。酸化物半導体膜４０３ｂおよび酸化物半導体膜４０３ａは、それぞれ酸化物半導
体膜４０３ｂおよび酸化物半導体膜４０３ａとして示した酸化物半導体膜から選択して成
膜すればよい。酸化物半導体膜４０３ｂおよび酸化物半導体膜４０３ａは、スパッタリン
グ法、ＣＶＤ法、ＭＢＥ法、ＡＬＤ法またはＰＬＤ法を用いて成膜すればよい。
【０３９２】
次に、第１の加熱処理を行うと好ましい。第１の加熱処理は、２５０℃以上６５０℃以下
、好ましくは３００℃以上５００℃以下で行えばよい。第１の加熱処理の雰囲気は、不活
性ガス雰囲気、または酸化性ガスを１０ｐｐｍ以上、１％以上もしくは１０％以上含む雰
囲気で行う。第１の加熱処理は減圧状態で行ってもよい。または、第１の加熱処理の雰囲
気は、不活性ガス雰囲気で加熱処理した後に、脱離した酸素を補うために酸化性ガスを１
０ｐｐｍ以上、１％以上または１０％以上含む雰囲気で加熱処理を行ってもよい。
【０３９３】
次に、酸化物半導体膜４０３ｂ上にレジストマスクを形成する。なお、酸化物半導体膜４
０３ｂを一辺が１００ｎｍ以下に微細加工する場合、酸化物半導体膜４０３ｂとレジスト
マスクの間にハードマスクを設けてもよい。レジストマスクの形成方法についてはレジス
トマスク１３１を参照する。
【０３９４】
次に、レジストマスクを用いて島状の酸化物半導体膜４０３ｂおよび酸化物半導体膜４０
３ａを形成する。更に続けて島状の絶縁膜４２１を形成する（図３２（Ｂ）参照）。
【０３９５】
なお、図３２（Ｂ）では絶縁膜４２１は島状に形成しているが、必ずしも島状に形成され
る必要はなく、凸部を有する形状であってもよい。
【０３９６】
酸化物半導体膜４０３ｂおよび酸化物半導体膜４０３ａの形成にはドライエッチング処理
を用いると好ましい。当該ドライエッチング処理は、例えば、メタンおよび希ガスを含む
雰囲気で行えばよい。また、絶縁膜４２１の形成にもドライエッチング処理を用いると好
ましい。絶縁膜４２１をエッチングする方法としては、例えば三フッ化メタンおよび希ガ
スを含む雰囲気で行えばよい。
【０３９７】
また、ここではレジストマスクを用いて酸化物半導体膜４０３ｂ、酸化物半導体膜４０３
ａおよび絶縁膜４２１を形成したが、酸化物半導体膜４０３ｂ、酸化物半導体膜４０３ａ
および絶縁膜４２１を異なるレジストマスクで形成しても構わない。また、図３２（Ｂ）
に示す断面図では、絶縁膜４２１と酸化物半導体膜４０３ｂおよび酸化物半導体膜４０３
ａは、ほぼ同じ幅で記載してあるが、例えば絶縁膜４２１の幅が酸化物半導体膜４０３ｂ
、酸化物半導体膜４０３ａの幅より大きくても構わない。または小さくても構わない。
【０３９８】
次に、レジストマスクを除去する。レジストマスクの除去は、プラズマ処理、薬液処理な
どで行えばよい。好ましくはプラズマアッシングによって除去する。
【０３９９】
次に、酸化物半導体膜４０３ｃを成膜する。酸化物半導体膜４０３ｃは、それぞれ酸化物
半導体膜４０３ｃとして示した酸化物半導体膜から選択して成膜すればよい。酸化物半導
体膜４０３ｃは、スパッタリング法、ＣＶＤ法、ＭＢＥ法、ＡＬＤ法またはＰＬＤ法を用
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いて成膜すればよい。
【０４００】
次に、ゲート絶縁膜４０４およびゲート電極４０５を成膜する。ゲート絶縁膜４０４はゲ
ート絶縁膜１０４の成膜方法についての記載を参照する。ゲート電極４０５はゲート電極
１０５の成膜方法についての記載を参照する。
【０４０１】
次に、レジストマスク４３１を形成する（図３２（Ｃ）参照）。レジストマスク４３１を
用いて、ゲート電極４０５をエッチングする。次に、ゲート絶縁膜４０４をエッチングす
る。次に、酸化物半導体膜４０３ｃをエッチングする。（図３３（Ａ）参照）。ゲート電
極４０５のエッチングには、例えばドライエッチング処理を用いればよい。また、ゲート
絶縁膜４０４のエッチングには、例えばドライエッチング処理を用いればよい。また、酸
化物半導体膜４０３ｃのエッチングには、例えばドライエッチング処理を用いればよい。
【０４０２】
次に、絶縁膜４０８を成膜する（図３３（Ｂ）参照）。絶縁膜４０８には、絶縁膜４０８
として示した膜を用いればよい。絶縁膜４０８は、酸素透過性の低い膜を用いる。
【０４０３】
次に、第２の加熱処理を行うと好ましい。第２の加熱処理は、２５０℃以上６５０℃以下
、好ましくは３００℃以上５００℃以下で行えばよい。第２の加熱処理の雰囲気は、不活
性ガス雰囲気、または酸化性ガスを１０ｐｐｍ以上、１％以上もしくは１０％以上含む雰
囲気で行う。第２の加熱処理は減圧状態で行ってもよい。または、第２の加熱処理の雰囲
気は、不活性ガス雰囲気で加熱処理した後に、脱離した酸素を補うために酸化性ガスを１
０ｐｐｍ以上、１％以上または１０％以上含む雰囲気で加熱処理を行ってもよい。第２の
加熱処理によって、酸化物半導体膜４０３ａ、酸化物半導体膜４０３ｂおよび酸化物半導
体膜４０３ｃに絶縁膜４２１から過剰酸素が移動させることができる。したがって、酸化
物半導体膜４０３ａ、酸化物半導体膜４０３ｂおよび酸化物半導体膜４０３ｃの酸素欠損
を低減することができる。また、酸化物半導体膜４０３ａ、酸化物半導体膜４０３ｂおよ
び酸化物半導体膜４０３ｃの結晶性を高めることや、水素や水などの不純物を除去するこ
となどができる。なお、第２の加熱処理を行うことで、第１の加熱処理を行わなくてもよ
い場合がある。
【０４０４】
次に、絶縁膜４０６を成膜する（図３３（Ｃ）参照）。絶縁膜４０６については、絶縁膜
１０６の記載を参照する。
【０４０５】
次に、絶縁膜４０６の一部をエッチングし、開口部を設ける（図３４（Ａ）参照）。絶縁
膜４０６の一部をエッチングする方法としては、例えばドライエッチングなどを用いるこ
とができる。
【０４０６】
次に、絶縁膜４０６の表面および開口部にソース電極４０７ａおよびドレイン電極４０７
ｂとなる導電膜を成膜し、フォトリソグラフィ法などにより加工しソース電極４０７ａお
よびドレイン電極４０７ｂを形成する（図３４（Ｂ）参照）。ソース電極４０７ａおよび
ドレイン電極４０７ｂは、ソース電極１０７ａおよびドレイン電極１０７ｂの成膜方法に
ついての記載を参照する。
【０４０７】
次に、第３の加熱処理を行うと好ましい。第３の加熱処理は、第１の加熱処理および第２
の加熱処理で示した条件から選択して行うか、第１の加熱処理および第２の加熱処理より
も低温で行えばよい。第３の加熱処理を行うことで、第１の加熱処理および第２の加熱処
理を行わなくてもよい場合がある。
【０４０８】
以上のようにして、図３１に示したトランジスタを作製することができる。
【０４０９】
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ここまでが、本発明の一態様に係るトランジスタの構造の一例、およびその作製方法につ
いて説明である。ただし、本発明の一態様に係るトランジスタの構造は、上記の例に限定
されるものではない。例えば、本発明の一態様に係るトランジスタの構造として、ボトム
コンタクト構造としても構わないし、ソース電極およびドレイン電極を設けない構造とし
てもよい。
【０４１０】
本発明の一態様に係るトランジスタは、絶縁膜中の過剰酸素を、酸化物半導体膜中の酸素
欠損を低減するために有効活用できる。したがって、当該トランジスタは、酸素欠損の少
ない酸化物半導体膜を用いたトランジスタである。
【０４１１】
したがって、本発明の一態様に係るトランジスタは、酸素欠損に起因した劣化を引き起こ
しにくい。例えば、酸化物半導体膜中で酸素欠損は、トラップセンターとなることで劣化
を引き起こす場合がある。また、酸素欠損が水素を捕獲することでドナー準位を形成し、
トランジスタのしきい値電圧をマイナス方向に変動させる場合がある。
【０４１２】
本発明の一態様に係るトランジスタは、過剰酸素を有効活用できる。そのため、微細な構
造に適用することができる。また、劣化が小さく、電気特性が安定である。また、配線の
酸化による抵抗増大が小さいため、オン電流を高くすることができる。また、しきい値電
圧のマイナス方向への変動がないため、オフ電流を小さくすることができる。
【０４１３】
＜応用製品について＞
以下では、上述したトランジスタを用いた応用製品について説明する。
【０４１４】
上述したトランジスタは、例えば、メモリ、ＣＰＵ、表示装置など様々な用途に用いるこ
とができる。
【０４１５】
＜ＣＰＵ＞
図２０は、上述したトランジスタを少なくとも一部に用いたＣＰＵの具体的な構成を示す
ブロック図である。
【０４１６】
図２０（Ａ）に示すＣＰＵは、基板１１９０上に、ＡＬＵ１１９１（ＡＬＵ：Ａｒｉｔｈ
ｍｅｔｉｃ　ｌｏｇｉｃ　ｕｎｉｔ、論理演算回路）、ＡＬＵコントローラ１１９２、イ
ンストラクションデコーダ１１９３、インタラプトコントローラ１１９４、タイミングコ
ントローラ１１９５、レジスタ１１９６、レジスタコントローラ１１９７、バスインター
フェース１１９８（Ｂｕｓ　Ｉ／Ｆ）、書き換え可能なＲＯＭ１１９９、およびＲＯＭイ
ンターフェース１１８９（ＲＯＭ　Ｉ／Ｆ）を有している。基板１１９０は、半導体基板
、ＳＯＩ基板、ガラス基板などを用いる。ＲＯＭ１１９９およびＲＯＭインターフェース
１１８９は、別チップに設けてもよい。もちろん、図２０（Ａ）に示すＣＰＵは、その構
成を簡略化して示した一例にすぎず、実際のＣＰＵはその用途によって多種多様な構成を
有している。
【０４１７】
バスインターフェース１１９８を介してＣＰＵに入力された命令は、インストラクション
デコーダ１１９３に入力され、デコードされた後、ＡＬＵコントローラ１１９２、インタ
ラプトコントローラ１１９４、レジスタコントローラ１１９７、タイミングコントローラ
１１９５に入力される。
【０４１８】
ＡＬＵコントローラ１１９２、インタラプトコントローラ１１９４、レジスタコントロー
ラ１１９７、タイミングコントローラ１１９５は、デコードされた命令に基づき、各種制
御を行なう。具体的にＡＬＵコントローラ１１９２は、ＡＬＵ１１９１の動作を制御する
ための信号を生成する。また、インタラプトコントローラ１１９４は、ＣＰＵのプログラ
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ム実行中に、外部の入出力装置や、周辺回路からの割り込み要求を、その優先度やマスク
状態から判断し、処理する。レジスタコントローラ１１９７は、レジスタ１１９６のアド
レスを生成し、ＣＰＵの状態に応じてレジスタ１１９６の読み出しや書き込みを行なう。
【０４１９】
また、タイミングコントローラ１１９５は、ＡＬＵ１１９１、ＡＬＵコントローラ１１９
２、インストラクションデコーダ１１９３、インタラプトコントローラ１１９４、および
レジスタコントローラ１１９７の動作のタイミングを制御する信号を生成する。例えばタ
イミングコントローラ１１９５は、基準クロック信号ＣＬＫ１を元に、内部クロック信号
ＣＬＫ２を生成する内部クロック生成部を備えており、内部クロック信号ＣＬＫ２を上記
各種回路に供給する。
【０４２０】
図２０（Ａ）に示すＣＰＵでは、レジスタ１１９６に、メモリセルが設けられている。レ
ジスタ１１９６のメモリセルとして、上述したトランジスタを用いることができる。
【０４２１】
図２０（Ａ）に示すＣＰＵにおいて、レジスタコントローラ１１９７は、ＡＬＵ１１９１
からの指示に従い、レジスタ１１９６における保持動作の選択を行う。即ち、レジスタ１
１９６が有するメモリセルにおいて、フリップフロップによるデータの保持を行うか、容
量素子によるデータの保持を行うかを、選択する。フリップフロップによるデータの保持
が選択されている場合、レジスタ１１９６内のメモリセルへの、電源電圧の供給が行われ
る。容量素子におけるデータの保持が選択されている場合、容量素子へのデータの書き換
えが行われ、レジスタ１１９６内のメモリセルへの電源電圧の供給を停止することができ
る。
【０４２２】
電源停止に関しては、図２０（Ｂ）または図２０（Ｃ）に示すように、メモリセル群と、
電源電位ＶＤＤまたは電源電位ＶＳＳの与えられているノード間に、スイッチング素子を
設けることにより行うことができる。以下に図２０（Ｂ）および図２０（Ｃ）の回路の説
明を行う。
【０４２３】
図２０（Ｂ）および図２０（Ｃ）は、メモリセルへの電源電位の供給を制御するスイッチ
ング素子に、上述したトランジスタを用いた記憶装置である。
【０４２４】
図２０（Ｂ）に示す記憶装置は、スイッチング素子１１４１と、メモリセル１１４２を複
数有するメモリセル群１１４３とを有している。具体的に、各メモリセル１１４２には、
上述したトランジスタを用いることができる。メモリセル群１１４３が有する各メモリセ
ル１１４２には、スイッチング素子１１４１を介して、ハイレベルの電源電位ＶＤＤが供
給されている。さらに、メモリセル群１１４３が有する各メモリセル１１４２には、信号
ＩＮの電位と、ローレベルの電源電位ＶＳＳの電位が与えられている。
【０４２５】
図２０（Ｂ）では、スイッチング素子１１４１として、上述したトランジスタを用いてお
り、該トランジスタは、そのゲート電極層に与えられる信号ＳｉｇＡによりスイッチング
が制御される。
【０４２６】
なお、図２０（Ｂ）では、スイッチング素子１１４１がトランジスタを一つだけ有する構
成を示しているが、特に限定されず、トランジスタを複数有していてもよい。スイッチン
グ素子１１４１が、スイッチング素子として機能するトランジスタを複数有している場合
、上記複数のトランジスタは並列に接続されていてもよいし、直列に接続されていてもよ
いし、直列と並列が組み合わされて接続されていてもよい。
【０４２７】
また、図２０（Ｂ）では、スイッチング素子１１４１により、メモリセル群１１４３が有
する各メモリセル１１４２への、ハイレベルの電源電位ＶＤＤの供給が制御されているが
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、スイッチング素子１１４１により、ローレベルの電源電位ＶＳＳの供給が制御されてい
てもよい。
【０４２８】
また、図２０（Ｃ）には、メモリセル群１１４３が有する各メモリセル１１４２に、スイ
ッチング素子１１４１を介して、ローレベルの電源電位ＶＳＳが供給されている、記憶装
置の一例を示す。スイッチング素子１１４１により、メモリセル群１１４３が有する各メ
モリセル１１４２への、ローレベルの電源電位ＶＳＳの供給を制御することができる。
【０４２９】
メモリセル群と、電源電位ＶＤＤまたは電源電位ＶＳＳの与えられているノード間に、ス
イッチング素子を設け、一時的にＣＰＵの動作を停止し、電源電圧の供給を停止した場合
においてもデータを保持することが可能であり、消費電力の低減を行うことができる。具
体的には、例えば、パーソナルコンピュータのユーザーが、キーボードなどの入力装置へ
の情報の入力を停止している間でも、ＣＰＵの動作を停止することができ、それにより消
費電力を低減することができる。
【０４３０】
ここでは、ＣＰＵを例に挙げて説明したが、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｏｒ）、カスタムＬＳＩ、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌ
ｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）等のＬＳＩにも応用可能である。
【０４３１】
＜設置例＞
図２１（Ａ）において、テレビジョン装置８０００は、筐体８００１に表示部８００２が
組み込まれており、表示部８００２により映像を表示し、スピーカー部８００３から音声
を出力することが可能である。
【０４３２】
テレビジョン装置８０００は、受信機やモデムなどを備えていてもよい。テレビジョン装
置８０００は、受信機により一般のテレビ放送の受信を行うことができ、さらにモデムを
介して有線または無線による通信ネットワークに接続することにより、一方向（送信者か
ら受信者）または双方向（送信者と受信者間、あるいは受信者間同士など）の情報通信を
行うことも可能である。
【０４３３】
また、テレビジョン装置８０００は、情報通信を行うためのＣＰＵや、メモリを備えてい
てもよい。テレビジョン装置８０００は、上述したメモリやＣＰＵを用いることが可能で
ある。
【０４３４】
図２１（Ａ）において、警報装置８１００は、住宅用火災警報器であり、検出部と、マイ
クロコンピュータ８１０１を有している。マイクロコンピュータ８１０１には、上述した
トランジスタを用いたＣＰＵが含まれる。
【０４３５】
図２１（Ａ）において、室内機８２００および室外機８２０４を有するエアコンディショ
ナーには、上述したトランジスタを用いたＣＰＵが含まれる。具体的に、室内機８２００
は、筐体８２０１、送風口８２０２、ＣＰＵ８２０３等を有する。図２１（Ａ）において
、ＣＰＵ８２０３が、室内機８２００に設けられている場合を例示しているが、ＣＰＵ８
２０３は室外機８２０４に設けられていてもよい。または、室内機８２００と室外機８２
０４の両方に、ＣＰＵ８２０３が設けられていてもよい。上述したトランジスタを用いた
ＣＰＵが含まれることで、エアコンディショナーを省電力化できる。
【０４３６】
図２１（Ａ）において、電気冷凍冷蔵庫８３００には、上述したトランジスタを用いたＣ
ＰＵが含まれる。具体的に、電気冷凍冷蔵庫８３００は、筐体８３０１、冷蔵室用扉８３
０２、冷凍室用扉８３０３、ＣＰＵ８３０４等を有する。図２１（Ａ）では、ＣＰＵ８３
０４が、筐体８３０１の内部に設けられている。上述したトランジスタを用いたＣＰＵが
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含まれることで、電気冷凍冷蔵庫８３００を省電力化できる。
【０４３７】
図２１（Ｂ）および図２１（Ｃ）において、電気自動車の例を示す。電気自動車９７００
には、二次電池９７０１が搭載されている。二次電池９７０１の電力は、制御回路９７０
２により出力が調整されて、駆動装置９７０３に供給される。制御回路９７０２は、図示
しないＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＰＵ等を有する処理装置９７０４によって制御される。上述し
たトランジスタを用いたＣＰＵが含まれることで、電気自動車９７００を省電力化できる
。
【０４３８】
駆動装置９７０３は、直流電動機もしくは交流電動機単体、または電動機と内燃機関と、
を組み合わせて構成される。処理装置９７０４は、電気自動車９７００の運転者の操作情
報（加速、減速、停止など）や走行時の情報（上り坂や下り坂等の情報、駆動輪にかかる
負荷情報など）の入力情報に基づき、制御回路９７０２に制御信号を出力する。制御回路
９７０２は、処理装置９７０４の制御信号により、二次電池９７０１から供給される電気
エネルギーを調整して駆動装置９７０３の出力を制御する。交流電動機を搭載している場
合は、図示していないが、直流を交流に変換するインバータも内蔵される。
【０４３９】
なお、本実施の形態は、基本原理の一例について述べたものである。したがって、本実施
の形態の一部または全部について、実施の形態の一部また全部と、自由に組み合わせるこ
とや、適用することや、置き換えて実施することができる。
【実施例１】
【０４４０】
本実施例では、過剰酸素を含む絶縁膜である、酸化シリコン膜または酸化窒化シリコン膜
に不純物としてリンを添加し、ＴＤＳによる酸素放出を評価した。
【０４４１】
試料の作製方法を以下に示す。
【０４４２】
まず、基板としてシリコンウェハを準備した。次に、シリコンウェハを熱酸化法により酸
化させ、表面に厚さ１００ｎｍの第１の酸化シリコン膜を形成した。次に、スパッタリン
グ法により、厚さが３００ｎｍの第２の酸化シリコン膜を成膜した。
【０４４３】
第２の酸化シリコン膜は、合成石英ターゲットを用い、成膜ガスを酸素５０ｓｃｃｍとし
、圧力を０．４Ｐａとし、成膜電力を１．５ｋＷ（１３．５６ＭＨｚ）とし、ターゲット
－基板間距離を６０ｍｍとし、基板温度を１００℃として成膜した。
【０４４４】
次に、試料に不純物としてリンイオン（Ｐ＋）を注入することで実施例試料１、実施例試
料２および実施例試料３を作製した。
【０４４５】
リンイオンの添加は、イオン注入法を用い、加速電圧を３０ｋＶとして行った。実施例試
料１は、リンイオンの注入濃度を１×１０１５ｉｏｎｓ／ｃｍ２とした。実施例試料２は
、リンイオンの注入濃度を２×１０１５ｉｏｎｓ／ｃｍ２とした。実施例試料３は、リン
イオンの注入濃度を１×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２とした。なお、比較例試料として、リ
ンイオンを注入していない試料を準備した。
【０４４６】
図２２に、実施例試料１、実施例試料２、実施例試料３および比較例試料の、ＴＤＳによ
る基板温度と質量電荷比（Ｍ／ｚ）が３２のイオン強度との関係を示す。ＴＤＳの測定は
、各試料を１０ｍｍ×１０ｍｍに分断した試料に対して行った。なお、Ｍ／ｚが３２で検
出されるガスには酸素ガス（Ｏ２）がある。本実施例では、Ｍ／ｚが３２で検出されるガ
スは、全て酸素ガスとみなす。
【０４４７】
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図２２より、リンイオンを注入していない、比較例試料は、基板温度２５０℃以上４５０
℃以下程度の範囲で酸素ガスを放出した。一方、リンイオンを注入した、実施例試料１、
実施例試料２および実施例試料３は、比較例試料に対して酸素ガスの放出量が少ないこと
がわかった。
【０４４８】
図２２より、実施例試料１の酸素放出量は、８．１×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ２（２．
７×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）であった。また、実施例試料２の酸素放出量は、５．
５×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ２（１．８×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）であった。ま
た、実施例試料３の酸素放出量は、１．１×１０１４ａｔｏｍｓ／ｃｍ２（３．７×１０
１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）であった。また、比較例試料の酸素放出量は、１．１×１０１

６ａｔｏｍｓ／ｃｍ２（３．７×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）であった。なお、単位体
積当たりの酸素放出量は、第２の酸化シリコン膜の厚さ３００ｎｍから換算した。
【０４４９】
図２３に、図２２から算出した酸素放出量を示す。なお、酸素放出量は、酸素原子に換算
した値を示す。図２３は、リンイオン注入濃度と酸素放出量との関係である。なお、リン
イオンを注入していない、比較例試料の酸素放出量を破線で示す。
【０４５０】
したがって、加熱によって放出する酸素の量を低減させるためには、３０ｋＶの加速電圧
では、酸化シリコン膜中にリンイオンを１×１０１５ｉｏｎｓ／ｃｍ２以上、好ましくは
２×１０１５ｉｏｎｓ／ｃｍ２以上、さらに好ましくは１×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２以
上の濃度で注入すればよいことがわかった。
【０４５１】
図２２より、加熱により酸素を放出することが可能な絶縁膜にリンイオンを注入すること
で、加熱によって放出する酸素の量を低減できることがわかる。
【０４５２】
次に、実施例試料４の作製方法を示す。
【０４５３】
まず、基板としてシリコンウェハを準備した。次に、シリコンウェハを熱酸化法により酸
化させ、表面に厚さ１００ｎｍの酸化シリコン膜を形成した。次に、ＣＶＤ法により、厚
さが３００ｎｍの酸化窒化シリコン膜を成膜した。
【０４５４】
酸化窒化シリコン膜は、成膜ガスをシラン２ｓｃｃｍおよび亜酸化窒素４０００ｓｃｃｍ
とし、圧力を７００Ｐａとし、成膜電力を２５０Ｗ（６０ＭＨｚ）とし、電極間距離を９
ｍｍとし、基板温度を４００℃として成膜した。
【０４５５】
次に、試料に不純物としてリンイオン（Ｐ＋）を注入することで実施例試料４を作製した
。リンイオンの添加は、イオン注入法を用い、加速電圧を３０ｋＶとして行った。実施例
試料４は、リンイオンの注入濃度を１×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２とした。
【０４５６】
したがって、実施例試料３と実施例試料４との違いは、第２の酸化シリコン膜を用いるか
、酸化窒化シリコン膜を用いるかのみである。
【０４５７】
次に、実施例試料３および実施例試料４をエッチングし、エッチング深さと酸素放出量と
の関係を評価した。実施例試料３および実施例試料４は、１０ｍｍ×１０ｍｍに分断した
。なお、ＴＤＳの測定は、測定１回に対して分断した試料を１枚用いた。
【０４５８】
図２４は、エッチングなしの第２の酸化シリコン膜または酸化窒化シリコン膜の厚さを基
準（深さ０ｎｍ）とし、各エッチング深さにおける酸素放出量をプロットした。エッチン
グは、エッチャントには、フッ化水素アンモニウムを６．７％とフッ化アンモニウムを１
２．７％含む混合溶液（ステラケミファ社製　ＬＡＬ５００）を用い、２０℃で行った。
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図２４（Ａ）に実施例試料３の酸素放出量を、図２４（Ｂ）に実施例試料４の酸素放出量
を、それぞれ示す。
【０４５９】
なお、図２４には、計算によって算出した、第２の酸化シリコン膜または酸化窒化シリコ
ン膜中のリン濃度を示す。計算は、ＴＲＩＭ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｏｆ　Ｉｏｎ　ｉｎ
　Ｍａｔｔｅｒ）を用い、膜密度を２．２ｇ／ｃｍ３として行った。計算により、各試料
は、深さ５０ｎｍから６０ｎｍの範囲にリン濃度の最大値を有することがわかった。
【０４６０】
図２４（Ａ）より、実施例試料３は、第２の酸化シリコン膜を５０ｎｍの深さまでエッチ
ングすることで、酸素放出量が増大することがわかった。また、第２の酸化シリコン膜を
９０ｎｍの深さまでエッチングすることで、酸素放出量が飽和することがわかった。また
、図２４（Ｂ）より、実施例試料４は、酸化窒化シリコン膜を７８ｎｍの深さまでエッチ
ングすることで、酸素放出量が増大することがわかった。また、酸化窒化シリコン膜を８
３ｎｍの深さまでエッチングすることで、酸素放出量が飽和することがわかった。
【０４６１】
図２４より、絶縁膜中のリン濃度が最大値を示す領域をエッチングすると、酸素放出量は
大きく変化することがわかった。このことから、リン濃度を２×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃ
ｍ３以上とすることで高い酸素ブロック性を示す領域が形成できていることがわかった。
また、リン濃度の低い領域では、加熱によって放出される酸素が保持されていることがわ
かった。
【０４６２】
本実施例より、過剰酸素を含む絶縁膜である、酸化シリコン膜および酸化窒化シリコン膜
中に不純物としてリンを添加することで、酸素ブロック領域を形成できることがわかる。
【実施例２】
【０４６３】
本実施例では、過剰酸素を含む絶縁膜である酸化シリコン膜中に、不純物としてホウ素を
添加し、ＴＤＳによる酸素放出を評価した。
【０４６４】
試料の作製方法を以下に示す。
【０４６５】
まず、基板としてシリコンウェハを準備した。次に、シリコンウェハを熱酸化法により酸
化させ、表面に厚さ１００ｎｍの第１の酸化シリコン膜を形成した。次に、スパッタリン
グ法により、厚さが３００ｎｍの第２の酸化シリコン膜を成膜した。
【０４６６】
第２の酸化シリコン膜は、合成石英ターゲットを用い、成膜ガスを酸素５０ｓｃｃｍとし
、圧力を０．４Ｐａとし、成膜電力を１．５ｋＷ（１３．５６ＭＨｚ）とし、ターゲット
－基板間距離を６０ｍｍとし、基板温度を１００℃として成膜した。
【０４６７】
次に、試料に不純物としてホウ素イオン（Ｂ＋）を注入することで、実施例試料５を作製
した。
【０４６８】
ホウ素イオンの添加は、イオン注入法を用い、加速電圧を１０ｋＶとして行った。実施例
試料５は、ホウ素イオンの注入濃度を１×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２とした。なお、比較
例試料として、イオンを注入していない試料を準備した。当該試料は、比較例試料として
先の実施例に示した試料と同一である。
【０４６９】
図２５に、実施例試料５および比較例試料の、ＴＤＳによる基板温度とＭ／ｚが３２のイ
オン強度との関係を示す。ＴＤＳの測定は、各試料を１０ｍｍ×１０ｍｍに分断した試料
に対して行った。
【０４７０】
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図２５より、ホウ素イオンを注入していない、比較例試料は、基板温度２５０℃以上４５
０℃以下程度の範囲で酸素ガスを放出した。一方、ホウ素イオンを注入した実施例試料５
は、比較例試料に対して酸素ガスの放出量が少ないことがわかった。
【０４７１】
図２５より、実施例試料５の酸素放出量は、３．１×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ２（１．
０×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）であった。また、比較例試料の酸素放出量は、１．１
×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ２（３．７×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）であった。なお
、単位体積当たりの酸素放出量は、第２の酸化シリコン膜の厚さ３００ｎｍから換算した
。
【０４７２】
したがって、加熱によって放出する酸素の量を低減させるためには、１０ｋＶの加速電圧
では、酸化シリコン膜中にホウ素イオンを１×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２以上の濃度で注
入すればよいことがわかった。
【０４７３】
図２５より、加熱により酸素を放出することが可能な絶縁膜に、ホウ素イオンを注入する
ことでも、加熱によって放出する酸素の量を低減できることがわかる。
【０４７４】
本実施例より、過剰酸素を含む絶縁膜である、酸化シリコン膜中に不純物としてホウ素を
添加することでも、酸素ブロック領域を形成できることがわかる。
【実施例３】
【０４７５】
本実施例では、酸化物半導体に不純物としてリンまたはホウ素を添加し、熱処理を施した
後の抵抗値を測定した。
【０４７６】
試料の作製方法を以下に示す。
【０４７７】
まず、基板１００１としてガラス基板を準備した。次に、絶縁膜１００２を成膜した。絶
縁膜１００２はスパッタリング法により酸化シリコン膜を３００ｎｍ成膜した。石英をス
パッタリングターゲットに用い、成膜ガスとしてアルゴンと酸素（ともに２５ｓｃｃｍ）
の混合ガスを用い、基板温度１００℃、基板とスパッタリングターゲットとの距離を６０
ｍｍとし、圧力０．４Ｐａ、ＲＦ電力１．５ｋＷとして成膜した。
【０４７８】
次に、酸化物半導体膜１００３を成膜した。酸化物半導体膜１００３はＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ
＝１：１：１（原子数比）の多結晶酸化物ターゲットを用いたスパッタリング法によりア
ルゴンおよび酸素（アルゴン：酸素＝３０ｓｃｃｍ：１５ｓｃｃｍ）混合雰囲気下におい
て、圧力０．４Ｐａ、電源電力０．５ｋＷを印加し、ターゲットと基板の間の距離を６０
ｍｍ、基板温度４００℃として成膜した。その後、４５０℃の窒素雰囲気下にて１時間の
熱処理を行った。
【０４７９】
次に、レジストマスクを形成し、ウェットエッチング法により酸化物半導体膜１００３の
不要部分を除去した。ウェットエッチングにはＩＴＯ－０７Ｎ（関東化学社製）を用いた
。
【０４８０】
次に、絶縁膜１００４を成膜した。絶縁膜１００４はＣＶＤ法により、厚さが２０ｎｍの
酸化窒化シリコン膜を成膜した。酸化窒化シリコン膜は、成膜ガスをシラン１ｓｃｃｍお
よび亜酸化窒素８００ｓｃｃｍとし、圧力を４０Ｐａとし、成膜電力を１５０Ｗ（６０Ｍ
Ｈｚ）とし、電極間距離を２８ｍｍとし、基板温度を４００℃として成膜した。
【０４８１】
次に、試料に不純物としてリンイオン（Ｐ＋）またはホウ素イオン（Ｂ＋）を注入した。
試料Ａにはリンイオンを注入し、注入条件は加速電圧を４０ｋＶ、注入濃度を１．０×１
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０１５ｃｍ－２とした。また試料Ｂにはホウ素イオンを注入し、注入条件は加速電圧を１
５ｋＶ、注入濃度を３．０×１０１５ｃｍ－２とした。また、比較例としてイオン注入を
行わない、試料Ｃを作製した。
【０４８２】
なお、本実施例では酸化物半導体膜上に２０ｎｍの絶縁膜を形成した後にリンイオンを注
入したが、絶縁膜を形成せず、もしくは形成後除去して酸化物半導体膜を露出させてリン
イオンを注入してもよい。また、絶縁膜１００４は２０ｎｍより厚くてもよい。
【０４８３】
次に、絶縁膜１００５を成膜した。絶縁膜１００５はＣＶＤ法により、厚さが３００ｎｍ
の酸化窒化シリコン膜を成膜した。酸化窒化シリコン膜は、成膜ガスをシラン５ｓｃｃｍ
および亜酸化窒素１０００ｓｃｃｍとし、圧力を１３３．３０Ｐａとし、成膜電力を３５
Ｗ（１３．５６ＭＨｚ）とし、電極間距離を２０ｍｍとし、基板温度を３２５℃として成
膜した。
【０４８４】
次に、加熱処理を行い、絶縁膜１００４、絶縁膜１００５から水、窒素、水素等を脱離さ
せると共に、絶縁膜１００４に含まれる酸素の一部を酸化物半導体膜へ供給した。ここで
は、酸素雰囲気で、４５０℃、１時間の加熱処理を行った。
【０４８５】
次に、レジストマスクを形成し、ドライエッチング法により絶縁膜１００４および絶縁膜
１００５に開口部１０１０をもうけた。ドライエッチング工程はＩＣＰ装置を用いて行っ
た。ＩＣＰ装置の処理室に導入するエッチングガスは三フッ化メタンを流量２２．５ｓｃ
ｃｍ、ヘリウムを１２７．５ｓｃｃｍおよびメタンを５ｓｃｃｍとする条件を用いた。ま
た、処理室内の圧力は３．５Ｐａ、ＩＣＰ電力は４７５Ｗ、バイアス電力は３００Ｗとし
た。
【０４８６】
次に、スパッタリング法を用いて絶縁膜の表面および開口部１０１０に厚さ１５０ｎｍの
導電膜１００７を成膜した。導電膜１００７はチタンを用いた。チタンの成膜条件は、ア
ルゴンを流量２０ｓｃｃｍとし、圧力を０．１Ｐａとし、電源電力（ＤＣ）を１２ｋＷと
し、基板とターゲット間の距離を４００ｍｍとし、基板温度を室温とした。
【０４８７】
次に、レジストマスクを形成し、ドライエッチング法により導電膜１００７を加工し、電
極１００７ａと電極１００７ｂを形成した。電極１００７ａと電極１００７ｂについては
後述する。ドライエッチング工程はＩＣＰ装置を用いて行った。ＩＣＰ装置の処理室に導
入するエッチングガスは三塩化ホウ素を６０ｓｃｃｍ、塩素を２０ｓｃｃｍとする条件を
用いた。また、処理室内の圧力は２．０Ｐａ、ＩＣＰ電力は３５０Ｗ、バイアス電力は２
０Ｗとした。その後、窒素雰囲気で、１５０℃、１２分の熱処理を行った。
【０４８８】
以上のようにして、試料Ａ、試料Ｂおよび比較例である試料Ｃを作製した。
【０４８９】
次に、作製した試料Ａ、試料Ｂの抵抗値を測定した。図３０（Ａ）に、測定に用いた素子
の上面図を示す。酸化物半導体膜１００３は島状に形成されている。電極１００７ａと電
極１００７ｂは７３２μｍの間隔をあけて配置されている。図３０（Ｂ）には電極１００
７ａ、電極１００７ｂと、絶縁膜１００４及び絶縁膜１００５の開口部１０１０との関係
を示す。
【０４９０】
電極１００７ａと電極１００７ｂに端子を当て、抵抗値を測定した。試料Ａ、試料Ｂおよ
び試料Ｃの抵抗値はそれぞれ、５．４×１０５［Ω］、１．５×１０４［Ω］、２．１×
１０６［Ω］であった。
【０４９１】
酸化物半導体膜１００３にリンおよびホウ素を添加することにより、酸化物半導体膜１０
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０３の抵抗を下げることができた。
【符号の説明】
【０４９２】
５０　　基板
５２　　絶縁膜
５３　　領域
５６　　酸化物半導体膜
６８　　絶縁膜
７０　　基板
７２　　絶縁膜
７３　　領域
７３ａ　　領域
７６　　酸化物半導体膜
７７　　領域
７８　　領域
７９　　領域
８１　　レジストマスク
８２　　レジストマスク
８８　　絶縁膜
１０１　　基板
１０２　　下地絶縁膜
１０３　　酸化物半導体膜
１０４　　ゲート絶縁膜
１０５　　ゲート電極
１０６　　絶縁膜
１０７　　導電膜
１０７ａ　　ソース電極
１０７ｂ　　ドレイン電極
１２１　　絶縁膜
１２２　　領域
１３１　　レジストマスク
１３５　　絶縁膜
１３６　　酸化物半導体膜
１５１ａ　　領域
１５１ｂ　　領域
１５１ｃ　　領域
１５１ｄ　　領域
１８１　　チャネル長
１８２　　チャネル幅
２０１　　基板
２０２　　下地絶縁膜
２０３　　酸化物半導体膜
２０４　　ゲート絶縁膜
２０５　　ゲート電極
２０６　　絶縁膜
２０７　　導電膜
２０７ａ　　ソース電極
２０７ｂ　　ドレイン電極
２１７ａ　　端部
２１７ｂ　　端部
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２２１　　絶縁膜
２２２　　領域
２３５　　絶縁膜
２３６　　酸化物半導体膜
２５１ａ　　領域
２５１ｂ　　領域
２５１ｃ　　領域
２５１ｄ　　領域
２５１ｅ　　領域
３０１　　基板
３０２　　下地絶縁膜
３０３　　酸化物半導体膜
３０４　　ゲート絶縁膜
３０５　　ゲート電極
３０６　　絶縁膜
３０７　　導電膜
３０７ａ　　ソース電極
３０７ｂ　　ドレイン電極
３０８　　サイドウォール絶縁膜
３０９　　絶縁膜
３２１　　絶縁膜
３２２　　領域
３５１ａ　　領域
３５１ｂ　　領域
３５１ｃ　　領域
３５１ｄ　　領域
４０１　　基板
４０２　　下地絶縁膜
４０３ａ　　酸化物半導体膜
４０３ｂ　　酸化物半導体膜
４０３ｃ　　酸化物半導体膜
４０４　　ゲート絶縁膜
４０５　　ゲート電極
４０６　　絶縁膜
４０７ａ　　ソース電極
４０７ｂ　　ドレイン電極
４０８　　絶縁膜
４２１　　絶縁膜
４３１　　レジストマスク
４５１ａ　　領域
４５１ｂ　　領域
４５１ｃ　　領域
４５１ｄ　　領域
９０１　　　半導体膜
９０２　　　電子捕獲層
９０２ａ　　　第１の絶縁膜
９０２ｂ　　　第２の絶縁膜
９０２ｃ　　　第３の絶縁膜
９０３　　　ゲート電極
９０４　　　電子捕獲準位
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９０５　　　電子
９０６　　　曲線
９０７　　　曲線
９０８　　　トランジスタ
９０９　　　容量素子
１００１　　基板
１００２　　絶縁膜
１００３　　酸化物半導体膜
１００４　　絶縁膜
１００５　　絶縁膜
１００７　　導電膜
１００７ａ　　電極
１００７ｂ　　電極
１０１０　　開口部
１１４１　　スイッチング素子
１１４２　　メモリセル
１１４３　　メモリセル群
１１８９　　ＲＯＭインターフェース
１１９０　　基板
１１９１　　ＡＬＵ
１１９２　　ＡＬＵコントローラ
１１９３　　インストラクションデコーダ
１１９４　　インタラプトコントローラ
１１９５　　タイミングコントローラ
１１９６　　レジスタ
１１９７　　レジスタコントローラ
１１９８　　バスインターフェース
１１９９　　ＲＯＭ
８０００　　テレビジョン装置
８００１　　筐体
８００２　　表示部
８００３　　スピーカー部
８１００　　警報装置
８１０１　　マイクロコンピュータ
８２００　　室内機
８２０１　　筐体
８２０２　　送風口
８２０３　　ＣＰＵ
８２０４　　室外機
８３００　　電気冷凍冷蔵庫
８３０１　　筐体
８３０２　　冷蔵室用扉
８３０３　　冷凍室用扉
８３０４　　ＣＰＵ
９７００　　電気自動車
９７０１　　二次電池
９７０２　　制御回路
９７０３　　駆動装置
９７０４　　処理装置
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