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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】スパッタ時のノジュールの発生を抑制できる酸化インジウムスパッタリングター
ゲット並びに酸化インジウム焼結体及びその製造方法を提供する。
【解決手段】酸化インジウムスパッタリングターゲットを酸化インジウム相と金属相を有
する酸化インジウム焼結体により構成する。また、インジウム化合物と金属微粒子を混合
した粉末又はインジウム化合物と金属酸化物微粒子を混合した粉末を放電プラズマ焼結す
ることにより、酸化インジウム相と金属相を有する酸化インジウム焼結体を製造する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化インジウム相と金属相を有することを特徴とする酸化インジウム焼結体。
【請求項２】
　前記金属相の含有量が焼結体全体の１ｗｔ％～３０ｗｔ％であることを特徴とする請求
項１記載の酸化インジウム焼結体。
【請求項３】
　前記金属相の平均粒径が、２０μｍ未満であることを特徴とする請求項１又は２に記載
の酸化インジウム焼結体。
【請求項４】
　前記金属相が、金属スズ及び／又は金属亜鉛からなることを特徴とする請求項１～３の
いずれかに記載の酸化インジウム焼結体。
【請求項５】
　前記酸化インジウム相の一部が、他の金属元素の酸化物により置換固溶されていること
を特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の酸化インジウム焼結体。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の酸化インジウム焼結体からなるスパッタリングターゲ
ット。
【請求項７】
　インジウム化合物と金属微粒子を混合した粉末を放電プラズマ焼結することを特徴とす
る請求項１～４記載のいずれかに記載の酸化インジウム焼結体の製造方法。
【請求項８】
　インジウム化合物と金属酸化物微粒子を混合した粉末を放電プラズマ焼結することを特
徴とする請求項１～５のいずれかに記載の酸化インジウム焼結体の製造方法。
【請求項９】
　請求項６に記載のスパッタリングターゲットを用い、２５～４５０℃の成膜温度下でス
パッタリングして得られる酸化物薄膜。
【請求項１０】
　前記酸化物薄膜が、薄膜トランジスタのチャネル層用の薄膜である、請求項９に記載の
酸化物薄膜。
【請求項１１】
　酸化物薄膜と酸化物絶縁体層とを含む薄膜トランジスタの製造方法であって、
（ｉ）請求項１０の酸化物薄膜を、酸化雰囲気中で熱処理する工程；及び
（ｉｉ）前記熱処理した酸化物薄膜上に酸化物絶縁体層を形成する工程、
　を含む、薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の薄膜トランジスタの製造方法により製造した薄膜トランジスタを備
えた半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スパッタリングによって酸化物膜を形成する際に使用する酸化インジウム焼
結体（スパッタリングタ－ゲット）に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　酸化インジウム及び酸化スズからなるＩＴＯ膜は、導電性と可視光透過性を有している
ので、液晶表示装置等の表示装置の透明電極や、スイッチング素子、駆動回路素子等、多
岐の用途に使用されている。
　ＩＴＯ膜の成膜に使用するＩＴＯターゲットにおいて、酸化スズは、酸化インジウム中
に固溶分散することにより、ＩＴＯターゲット中にキャリヤーを発生していると考えられ
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ている。これにより、ＩＴＯスパッタリングターゲットのバルク抵抗は０．１ｍΩｃｍ程
度と非常に低くなっている。
【０００３】
　ＩＴＯターゲットを使用したＩＴＯ膜の形成においては、成膜時のノジュールの発生が
問題となっている。ノジュールとは、スパッタ中にターゲット表面に出現する黒色突起物
で、これが発生するとパーティクルが増加し、ＩＴＯ膜の不良を生じさせる一因となる。
【０００４】
　ノジュールの発生原因については、以下のような説がある。
（１）空孔内に堆積した低級酸化物が核となって掘れ残るとする説
（２）ターゲット上に柱状晶的なＩｎ２Ｏ３の成長物が発生し、それを核としてターゲッ
トが掘れ残るとする説
（３）スパッタリングチャンバー内に発生した高抵抗のパーティクルがターゲット上に付
着し、これを核として掘れ残りが発生するとする説
（４）スパッタリング率の入射角度依存性により掘れ残りが発生するとする説
（５）異常放電により発生する高抵抗物質を核として掘れ残りが発生するとする説
【０００５】
　その他、酸化スズ粒子がＩＴＯターゲット中に存在することによりノジュールが発生す
るという考えがあり、酸化スズを酸化インジウム中に完全固溶する製造方法が提案されて
いる。
【０００６】
　ノジュールの防止策としては、以下のような対策が提案されている。
（１）ターゲットの高密度化
（２）ターゲット表面の表面粗さの低下
（３）ターゲットの一体成形化（分割のないもの）
（４）エロージョンへのパーティクル付着防止
（５）ターゲットのエッジ部等でのアーキング防止処理
　しかしながら、ノジュールの発生を完全に抑えることは、未だ達成されていない。
【０００７】
　ＩＴＯ膜を形成するためのスパッタリングターゲットとして、例えば、特許文献１には
、部分還元された酸化インジウム－酸化スズの粉末混合粉若しくは共沈粉末から製造した
ターゲットが記載されている。
　また、特許文献２には、微細な金属インジウム－スズの酸化により製造した原料粉末を
使用し、熱間圧縮又は静水圧熱間圧縮にて製造する方法が記載されている。
　また、特許文献３には、酸化インジウム粉末に、金属珪素、チタン、亜鉛、ガリウム、
ゲルマニウム、ニオブ、モリブデン、ルテニウム、スズ及びタングステンからなる群から
選択した少なくとも一種以上の金属粉末又は酸化物粉末を、ホットプレスにて成形、焼結
することで、高密度のスパッタリングターゲットを製造する方法が記載されている。尚、
実施例では酸化インジウムと金属タングステン若しくは酸化タングステンに関する記載が
あるのみである。
【０００８】
　しかしながら、これらの技術では、酸化物粉末の焼結時に金属粒子が酸化もしくは偏析
したり、また、スパッタリングの際に生じるスパッタ粒子のバルク抵抗がスパッタリング
ターゲットのバルク抵抗よりも低くなるように制御できず、ノジュールの発生を抑制する
ことができないおそれがある。
【０００９】
　放電プラズマ焼結法としては、例えば、特許文献４に酸化物微粒子を放電プラズマ焼結
する酸化物微粒子、高密度焼結体の製造方法に関する記載がある。
　また、特許文献５には、酸化インジウムと酸化スズを原料として、パルス電流を通電し
て通電焼結させるインジウム－スズ酸化物焼結体の製造方法が記載されている。焼結体の
密度は６．５ｇ／ｃｍ３（相対密度：９２％）程度である。
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【特許文献１】特開平８－４１６３４号公報
【特許文献２】特開平９－１７００７６号公報
【特許文献３】特開２００６－２２０２号公報
【特許文献４】特開平１０－２５１０７０号公報
【特許文献５】特開２００３－８１６７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、スパッタ時のノジュールの発生を抑制できる酸化インジウム焼結体（
スパッタリングターゲット）を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは鋭意検討の結果、酸化インジウム相と金属相を有する焼結体からなるター
ゲットではノジュールの発生が抑えられることを見出し、本発明を完成させた。
　本発明によれば、以下の酸化インジウム焼結体等が提供される。
１．酸化インジウム相と金属相を有することを特徴とする酸化インジウム焼結体。
２．前記金属相の含有量が焼結体全体の１ｗｔ％～３０ｗｔ％であることを特徴とする１
記載の酸化インジウム焼結体。
３．前記金属相の平均粒径が、２０μｍ未満であることを特徴とする１又は２に記載の酸
化インジウム焼結体。
４．前記金属相が、金属スズ及び／又は金属亜鉛からなることを特徴とする１～３のいず
れかに記載の酸化インジウム焼結体。
５．前記酸化インジウム相の一部が、他の金属元素の酸化物により置換固溶されているこ
とを特徴とする１～４のいずれかに記載の酸化インジウム焼結体。
６．上記１～５のいずれかに記載の酸化インジウム焼結体からなるスパッタリングターゲ
ット。
７．インジウム化合物と金属微粒子を混合した粉末を放電プラズマ焼結することを特徴と
する１～４記載のいずれかに記載の酸化インジウム焼結体の製造方法。
８．インジウム化合物と金属酸化物微粒子を混合した粉末を放電プラズマ焼結することを
特徴とする１～５のいずれかに記載の酸化インジウム焼結体の製造方法。
９．上記６に記載のスパッタリングターゲットを用い、２５～４５０℃の成膜温度下でス
パッタリングして得られる酸化物薄膜。
１０．前記酸化物薄膜が、薄膜トランジスタのチャネル層用の薄膜である、９に記載の酸
化物薄膜。
１１．酸化物薄膜と酸化物絶縁体層とを含む薄膜トランジスタの製造方法であって、
（ｉ）上記１０の酸化物薄膜を、酸化雰囲気中で熱処理する工程；及び
（ｉｉ）前記熱処理した酸化物薄膜上に酸化物絶縁体層を形成する工程、
　を含む、薄膜トランジスタの製造方法。
１２．上記１１に記載の薄膜トランジスタの製造方法により製造した薄膜トランジスタを
備えた半導体装置。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明では、酸化インジウム焼結体の高密度化を図ると共に、バルク抵抗値を、より低
抵抗に制御できるため、ノジュールの発生が無いスパッタリングターゲットが得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の酸化インジウム焼結体は、酸化インジウム相と金属相を含有することを特徴と
する。
　金属相を形成する金属としては、インジウム（Ｉｎ）、スズ（Ｓｎ）、亜鉛（Ｚｎ）、
ガリウム（Ｇａ）、マグネシウム（Ｍｇ）、アルミニウム（Ａｌ）、ジルコニウム元素（



(5) JP 2010-30824 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

Ｚｒ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、セリウム（Ｃｅ）、ニオブ（Ｎｂ）、タンタル（Ｔａ）
、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）マンガン
（Ｍｎ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）又は珪素（Ｓ
ｉ）が挙げられる。金属相は、これら金属単体からなっていてもよく、また、２種以上か
らなっていてもよい。
【００１４】
　金属相を形成する金属は、特にＳｎ及び／又はＺｎであることが好ましい。
　本発明の焼結体がＳｎを含む場合に、スパッタリングにより得られる膜は、ＩＴＯ膜で
あり、亜鉛元素を含む場合には、酸化インジウム－酸化亜鉛膜（例えば、ＩＺＯ（出光興
産（株）の登録商標））が得られる。さらに、スズ、亜鉛を同時に含有する場合には、酸
化インジウム－酸化亜鉛―酸化スズ膜が得られる。それぞれ、用途に応じて使い分けるこ
とが出来る。酸化インジウム－酸化亜鉛－酸化スズ膜は、インジウム量を減らすことがで
きるため、省インジウム系の透明導電膜としても有効である。
【００１５】
　金属相の含有量は、焼結体全体の１ｗｔ％～３０ｗｔ％であることが好ましく、より好
ましくは１～２０ｗｔ％、さらに好ましくは２～１５ｗｔ％である。１ｗｔ％～３０ｗｔ
％であれば、焼結体のバルク抵抗を適切な範囲に制御でき、高密度の焼結体が得られるた
め好ましい。
　金属相の含有量は、例えば、原料である金属微粒子等の配合量を調整することにより制
御できる。
【００１６】
　また、金属相の平均粒径は、２０μｍ未満であることが好ましく、さらに、０．１～１
５μｍより好ましく、１～１０μｍが特に好ましい。
　金属相の平均粒径は、電子線マイクロアナライザ（ＥＰＭＡ）の面分析により測定した
値である。具体的には、５０×５０ミクロン視野における酸素と金属の面分析を行い、酸
素が含まれてない部分を金属相として、その金属相の粒の長径を算出し、視野内の粒子径
の平均値を平均粒径とした。
【００１７】
　本発明の酸化インジウム焼結体では、金属相を酸化インジウム中に分散させることによ
り、得られる焼結体のバルク抵抗値を、酸化物を置換固溶した酸化インジウムのバルク抵
抗値と比べて、高く制御できる。これにより、スパッタリング時に生じるスパッタ粒子の
バルク抵抗が、スパッタリングターゲットのバルク抵抗よりも低くなり、スパッタリング
ターゲット上に堆積したスパッタ粒子の再スパッタが可能となる。これにより、ノジュー
ルが全く発生しないスパッタリングターゲットが得られる。
【００１８】
　酸化インジウム焼結体の密度は、６．５８０～７．３０１４ｇ／ｃｍ３が好ましく、よ
り好ましくは、６．８９０～７．２０１４ｇ／ｃｍ３、さらに好ましくは６．９５～７．
１４である。６．５８０ｇ／ｃｍ３以上であれば安定したスパッタ放電が可能であるため
好ましい。特に、酸化インジウムの真密度である７．２ｇ／ｃｍ３以下であれば、酸化イ
ンジウム自体が金属インジウムに変換される場合もなく、スプラッシュ現象等の異常放電
の発生も抑制できるため好ましい。
　尚、スプラッシュとは、スパッタリングターゲット表面上に析出する低融点物質が小さ
な液状滴になり、ガラス基板に付着する現象をいう。マイクロポアの存在、結晶粒粗大に
よる異常放電現象、酸化物の存在による異常放電現象が主たる要因である。
　密度は、２０×２０×２０ｍｍ程度の大きさの焼結体試料片をアルキメデス法により測
定した値である。
【００１９】
　本発明の焼結体においては、酸化インジウム相の一部が、他の金属（Ｒ）の酸化物によ
り置換固溶されていてもよい。
　他の金属元素（Ｒ）としては、例えば、亜鉛、スズ、イットリウム、ジルコニウム、ゲ
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ルマニウム、セリウム、ニオブ、タンタル、モリブデン、タングステン、チタン、アルミ
ニウム、珪素及びランタノイドから選ばれた１種類以上の金属元素が挙げられる。
　尚、ランタノイドとは、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅ
ｒ、Ｔｍ、Ｙｂ又はＬｕである。
【００２０】
　ここで、他の金属（Ｒ）の酸化物が固溶した酸化インジウム相は、Ｘ線回折から計算し
た格子定数（格子間距離）の変化や、高輝度放射光を用いた構造解析によって確認できる
。具体的には、Ｘ線回折パターンのピークシフトから、結晶構造の軸長変化により判断す
ることができる。尚、置換固溶により軸長が短くなった場合は、Ｘ線回折パターンのピー
クが高角度側にシフトする。さらに、格子定数はリートベルト解析を用いて求める。
【００２１】
　他の金属元素（Ｒ）の酸化物を含有する場合、本発明の焼結体は、特に、インジウム元
素（Ｉｎ）、他の金属元素（Ｒ）及び金属相の金属（Ｍ）の各元素の原子比が、下記の式
（１）～（３）の関係を満たすことが好ましい。
　　　　　　　０．３３≦Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｒ＋Ｍ）＜０．９９　（１）
　　　　　　　０．０１≦Ｍ／（Ｉｎ＋Ｒ＋Ｍ）≦０．５０　（２）
　　　　　　　０．００＜Ｒ／（Ｉｎ＋Ｒ＋Ｍ）≦０．１０　（３）
　特に、下記の式（１）’～（３）’の関係を満たすことが好ましい。
　　　　　　　０．５０≦Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｒ＋Ｍ）＜０．９５　（１）’
　　　　　　　０．０５≦Ｍ／（Ｉｎ＋Ｒ＋Ｍ）≦０．３０　（２）’
　　　　　　　０．００＜Ｒ／（Ｉｎ＋Ｒ＋Ｍ）≦０．０５　（３）’
【００２２】
　本発明の焼結体は、さらに、正四価以上の金属元素（Ｘ）を含むことが好ましい。
　正四価以上の金属元素（Ｘ）としては、例えば、スズ、ジルコニウム、ゲルマニウム、
セリウム、ニオブ、タンタル、モリブデン、タングステン及びチタンから選ばれた１種以
上の元素であることが好ましい。
【００２３】
　正四価以上の金属元素（Ｘ）の含有量（原子比）は、酸素原子を除く焼結体の全原子数
に対し、１０～１００００ｐｐｍが好ましく、１００～５０００ｐｐｍがより好ましく、
２００～１０００ｐｐｍが特に好ましい。１０ｐｐｍ以上であれば、相対密度が向上し、
バルク抵抗が低下し、抗折強度が向上するといった効果を十分に発揮でき、また、１００
００ｐｐｍ以下であれば、希土類酸化物Ｃ型以外の結晶型が析出するおそれもないので好
ましい。
【００２４】
　本発明の酸化インジウム焼結体は、例えば、インジウム化合物と金属微粒子を混合した
粉末を放電プラズマ焼結することにより製造できる（第１の製造方法）。図１は本発明の
第１の製造方法の工程図である。
　第１の製造方法では、放電プラズマ焼結前に仮焼きしてもよい。図２は本発明の第１の
製造方法に仮焼工程を採用した場合の工程図である。
【００２５】
　また、インジウム化合物と、金属元素（Ｒ）の化合物及び／又は金属元素（Ｘ）の化合
物を混合した原料を焼結し（前焼結）、得られた焼結体の粉砕物と金属微粒子を混合した
原料混合物を、放電プラズマ焼結することにより製造できる（第２の製造方法）。
　図３は本発明の第２の製造方法の工程図である。以下、２つの製造方法について説明す
る。
【００２６】
（Ａ）第１の製造方法
　本発明の第１の製造方法は、以下の工程（ａ）～（ｃ）を含む。
　（ａ）原料化合物粉末及び金属粒子を混合する工程
　（ｂ）混合粉を成形する工程
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　（ｃ）得られた原料混合物を、放電プラズマ焼結（パルス通電焼結）法を用いて焼結す
る工程
【００２７】
（ａ）混合工程
　本工程では、原料粉末である原料化合物粉末及び金属粒子を混合する。
　原料化合物粉としては、焼結により酸化インジウム相を形成する化合物、酸化インジウ
ム相の一部を固溶置換する金属元素（Ｒ）を含む化合物、正四価以上の金属元素（Ｘ）を
含む化合物等が挙げられる。
【００２８】
　酸化インジウム相を形成するインジウム化合物としては、例えば、酸化インジウム、水
酸化インジウム等が挙げられる。酸化物としては酸化インジウム単体に限らず、酸化イン
ジウムに１種類以上の酸化物添加元素を反応させた原料を使用することも可能である。
　尚、酸化インジウムは金属元素（Ｒ）により固溶置換されたものであっても構わない。
この場合、金属元素（Ｒ）の含有量は、インジウム元素（Ｉｎ）との原子比で０．０１＜
Ｒ／（Ｉｎ＋Ｒ）＜０．１となることが好ましい。
【００２９】
　金属元素（Ｒ）を含む化合物及び正四価以上の金属元素（Ｘ）を含む化合物としては、
金属元素（Ｒ）又は金属元素（Ｘ）の、酸化物、水酸化物等が挙げられる。
　各々の化合物として、焼結のしやすさ、副生成物の発生の少なさから、酸化物が好まし
い。
【００３０】
　金属粒子としては、特に制限はなく、上述した金属相を形成する金属の粒子が使用でき
る。尚、金属粒子の代わりに、還元等により単体金属となる化合物を使用してもよい。金
属粒子は、後の混合工程により微粒子となる。
【００３１】
　上記各原料は、公知の混合及び粉砕手段により混合及び粉砕する。各原料の純度は、通
常９９．９質量％（３Ｎ）以上、好ましくは９９．９９質量％（４Ｎ）以上、さらに好ま
しくは９９．９９５質量％以上、特に好ましくは９９．９９９質量％（５Ｎ）以上である
。各原料の純度が９９．９質量％（３Ｎ）以上であれば、Ｆｅ、Ａｌ、Ｓｉ、Ｎｉ、Ｃｕ
等の不純物により半導体特性が低下することもなく、信頼性を十分に保持できる。特にＮ
ａ含有量が１００ｐｐｍ未満であると薄膜トランジスタを作製した際に信頼性が向上する
ため好ましい。
【００３２】
　尚、原料として使用する金属元素（Ｒ）又は金属元素（Ｘ）の化合物粉末の平均粒径は
、インジウム化合物粉末の平均粒径よりも小さいことが好ましい。原料の金属化合物粉末
の平均粒径は、ＪＩＳ　Ｒ　１６１９に記載の方法によって測定することができる。
【００３３】
　各原料粉末の比表面積は、ほぼ同じである粉末を使用することが好ましい。これにより
、より効率的に粉砕混合できる。具体的には、比表面積の比を１／４～４倍以内にするこ
とが好まく、１／２～２倍以内が特に好ましい。
【００３４】
　原料化合物粉と金属粒子の混合は、通常の混合粉砕機、例えば、湿式ボールミル、ビー
ズミル又は超音波装置を用いて、均一に混合・粉砕することが好ましい。混合・粉砕後に
得られる混合物の平均粒径は０．５～２０μｍが好ましく、０．５～１５μｍがより好ま
しい。平均粒径が０．５～２０μｍの範囲であれば、ノジュールの発生を抑制でき、かつ
、分散が均一となり、大型焼結体での抵抗値のバラツキが小さくなることから、異常放電
も抑制できるため、好適である。
　ここで平均粒径は、ＪＩＳ　Ｒ　１６１９に記載の方法によって測定することができる
。
【００３５】
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　各原料粉末の比表面積は、例えば、２～１０ｍ２／ｇ、好ましくは４～８ｍ２／ｇであ
ることが適当である。各原料粉同士の比表面積の差は、５ｍ２／ｇ以下、好ましくは３ｍ
２／ｇ以下とすることが好ましい。比表面積の差が小さいほど、原料粉末を効率的に粉砕
・混合することができ好ましい。尚、比表面積は、ＢＥＴ法で求めることができる。
【００３６】
　粉砕後の比表面積は、粉砕前の原料混合粉の比表面積より１．０～３．０ｍ２／ｇ増加
する程度か、又は粉砕後の平均メジアン径（ｄ５０）が０．６～１μｍとなる程度に粉砕
することが好ましい。このように調整した原料混合粉を使用することにより、仮焼工程を
全く必要とせずに、高密度の焼結体を得ることができる。また、還元工程も不要となる。
　尚、上記原料混合粉の比表面積の増加分が１．０ｍ２／ｇ以上又は粉砕後の原料混合粉
の平均メジアン径が１μｍ以下であれば、焼結密度が十分に大きくなるので好ましい。一
方、原料混合粉の比表面積の増加分が３．０ｍ２／ｇ以下又は粉砕後の平均メジアン径が
０．６μｍ以上であれば、粉砕時の粉砕器機等からのコンタミ（不純物混入量）が増加す
ることもないので好適である。
　ここで、粉体の比表面積はＢＥＴ法で測定した値である。粉体の粒度分布のメジアン径
は、粒度分布計で測定した値である。これらの値は、粉体を乾式粉砕法、湿式粉砕法等に
より粉砕することにより調整できる。
【００３７】
　混合粉砕の際、ポリビニールアルコール（ＰＶＡ）を１容積％程度添加した水、又はエ
タノール等を媒体として用いてもよい。
　各原料粉末のメジアン径（ｄ５０）は、例えば、０．５～２０μｍ、好ましくは１～１
０μｍとすることが好ましい。原料粉末のメジアン径（ｄ５０）が０．５μｍ以上であれ
ば、焼結体中に空胞ができ焼結密度が低下することを防ぐことができ、２０μｍ以下であ
れば、焼結体中の粒径の増大が防げるので好ましい。
【００３８】
（ａ’）仮焼工程
　上記（ａ）工程の後に、仮焼工程（ａ’）を実施してもよい。
　仮焼工程では、上記（ａ）工程で得られた原料混合粉が仮焼される。仮焼を行うことに
より、余分な水分や有機物等を除去するため最終的に得られる焼結体の密度を上げること
が容易になる。
　仮焼工程においては、（ａ）工程で得られた混合物を２００～６００℃、好ましくは、
４００～５５０℃の温度で、１～１００時間、好ましくは２～５０時間の条件で熱処理す
ることが好ましい。２００℃以上かつ１時間以上の熱処理条件であれば、水分や有機物等
の蒸発や熱分解が十分に行われるので好ましい。熱処理条件が６００℃以下及び１００時
間以下であれば、粒子が粗大化することもないので好適である。
【００３９】
　さらに、ここで得られた仮焼後の原料混合粉を、続く焼結工程の前に粉砕することが好
ましい。この仮焼後の混合物の粉砕は、ボールミル、ロールミル、パールミル、ジェット
ミル等を用いて行うことが適当である。粉砕後に得られた仮焼後の混合物の平均粒径は、
例えば、０．０１～３．０μｍ、好ましくは０．１～２．０μｍである。得られた仮焼後
の混合物の平均粒径が０．０１μｍ以上であれば、混合物の嵩比重を十分高くでき、かつ
取り扱いが容易になるので好ましい。また、仮焼物の平均粒径が３．０μｍ以下であれば
最終的に得られる焼結体の密度を上げることが容易になる。
　尚、仮焼物の平均粒径は、ＪＩＳ　Ｒ　１６１９に記載の方法によって測定することが
できる。
【００４０】
（ｂ）成形
　放電プラズマ焼結では、原料混合粉を放電プラズマ焼結装置のカーボンダイス又はアル
ミナ製ダイス中に入れ、両方向から加圧し成形する。
【００４１】
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（ｃ）焼結工程
　焼結工程は、上記工程で得られた原料混合粉（上記仮焼工程を設けた場合には仮焼後の
混合物）を放電プラズマ焼結する工程である。
　ターゲットの性能を向上させる上で、焼結体中の粒子径の大きさ等の組織制御が重要で
ある。その一つとして、焼結時の粒子成長を抑え、数マイクロメータ以下の微細な粒子か
らなる組織を形成することで、ターゲットの抵抗の制御等が可能となる。また、真空中で
電気を導通しながら焼結することにより金属微粒子の粒成長を抑えるとともに、酸化反応
を抑えることができる。
【００４２】
　放電プラズマ焼結では、原料混合粉を放電プラズマ焼結装置のカーボンダイス又はアル
ミナ製ダイス中に入れ、真空中（不活性雰囲気、大気中でも可）で両方向から加圧し、加
圧した状態で、ダイス（試料）に直流パルス通電し、生成する放電プラズマによる発熱を
利用し、焼結を行う。
　放電プラズマ焼結時の圧力は、１０ＭＰａ～１００ＭＰａが好ましく、さらに３０ＭＰ
ａ～９０ＭＰａが好ましく、特に、４０ＭＰａ～８０ＭＰａが好ましい。
　焼結時間は、１分～１０時間が好ましく、さらに３分～５時間、特に５分～２時間が好
ましい。
　焼結温度は、６００℃～１３００℃が好ましく、さらに、７００℃～１２００℃、特に
８００℃～１１５０℃が好ましい。
　印加電流電圧は、１ＫＡ～２００ＫＡ、１Ｖ～１０Ｖで温度により自動的に制御される
ことが好ましい。より好ましくは１．５ＫＡ～１００ＫＡ、１Ｖ～１０Ｖ、特に好ましく
は１．５ＫＡ～１００ＫＡ、１Ｖ～１０Ｖである。
【００４３】
　上記の焼結条件により、金属微粒子の状態、即ち、原料混合粉の粒径を保持したまま含
有する焼結体を容易に製造することができる。また、通常の常圧焼結やホットプレス焼結
に比べ、焼結温度を低く、また焼結時間を短くすることができる。
【００４４】
　焼結体中の酸化インジウム粒子及び金属微粒子は、数マイクロメータの微細な粒子から
なる組織を形成する。これにより、原料混合粉体の焼結時における金属微粒子の偏析を抑
制し、高密度な酸化インジウム焼結体を製造できる。これにより、スパッタリングの際に
生じるフレークとターゲット間のバルク抵抗の差を小さく制御することができ、ノジュー
ルの発生を抑制することができる。
　尚、放電プラズマ焼結法を用いることにより、金属酸化物を還元することで、低温で且
つ短時間に、金属微粒子含有酸化インジウム焼結体を製造することも出来る。
【００４５】
（Ｂ）第２の製造方法
　本発明の第２の製造方法は、以下の工程（ａ）～（ｆ）を含む。
　（ａ）原料化合物粉を混合する工程
　（ｂ）得られた混合物を成形し、焼結（前焼結）する工程
　（ｃ）焼結体を粉砕する工程
　（ｄ）焼結体の粉砕物と金属微粒子を混合する工程
　（ｅ）混合粉を成形する工程
　（ｆ）原料混合粉を、放電プラズマ焼結（パルス通電焼結）法を用いて焼結する工程
【００４６】
（ａ）混合工程
　本工程は、金属微粒子を使用せず、２種以上の原料化合物を用いる他は、上述した第１
の製造方法の混合工程と同じである。仮焼工程（ａ’）についても同様である。
　２種以上の原料化合物としては、酸化インジウムと、上述した金属元素（Ｒ）を含む化
合物及び正四価以上の金属元素（Ｘ）を含む化合物から選択させる１種以上の化合物との
組み合わせが挙げられる。
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【００４７】
（ｂ）成形・前焼結工程
（ｂ－１）成形
　成形工程は、原料混合物（上記仮焼工程を設けた場合には仮焼後の混合物）を金型に入
れ、加圧成形して成形体とする工程である。この工程により、混合物（又は仮焼後の混合
物）をスパッタリングターゲットとして好適な形状に成形する。仮焼工程を設けた場合に
は、得られた仮焼後の混合物の微粉末を、所望の形状に成形することができる。
　本工程で用いることができる成形処理としては、例えば、プレス成形、一軸加圧、加圧
成形、冷間静水圧加圧、金型成形、鋳込み成形射出成形が採用できる。鋳型としては様々
形状のものが使用できる。焼結密度の高い焼結体（スパッタリングターゲット）を得るた
めには、冷間静水圧（ＣＩＰ）等加圧を伴う方法で成形するのが好ましい。尚、成形処理
に際しては、ポリビニルアルコールやメチルセルロース、ポリワックス、オレイン酸等の
成形助剤を用いてもよい。
　成形処理に際しては、ＳｉＮｘやカーボン等を離型剤として用いてもよい。
【００４８】
　プレス成形としては、コールドプレス（Ｃｏｌｄ　Ｐｒｅｓｓ）法やホットプレス（Ｈ
ｏｔ　Ｐｒｅｓｓ）法等、公知の成形方法を用いることができる。例えば、得られた混合
粉を金型に充填し、コールドプレス機にて加圧成形する。加圧成形は、例えば、常温（２
５℃）下、１００～１０００００ｋｇ／ｃｍ２、好ましくは、５００～１００００ｋｇ／
ｃｍ２の圧力で行われる。さらに、温度プロファイルは、１０００℃までの昇温速度を３
０℃／時間以上、冷却時の降温速度を３０℃／時間以上とするのが好ましい。昇温速度が
３０℃／時間以上であれば酸化物の分解が進むこともなく、ピンホールも発生しない。ま
た冷却時の降温速度が３０℃／時間以上であればＩｎ等の組成比が変化するおそれもない
。
【００４９】
　尚、コールドプレス法は、混合粉を成形型に充填して成形体を作製し、焼結させる。ホ
ットプレス法では、混合粉を成形型内で直接焼結させる。
　乾式法のコールドプレス（Ｃｏｌｄ　Ｐｒｅｓｓ）法としては、粉砕工程後の原料をス
プレードライヤー等で乾燥した後、成形する。
【００５０】
　湿式法のコールドプレスとしては、例えば、濾過式成形法（特開平１１－２８６００２
号公報参照）を用いるのが好ましい。この濾過式成形法は、セラミックス原料スラリーか
ら水分を減圧排水して成形体を得るための非水溶性材料からなる濾過式成形型であって、
１個以上の水抜き孔を有する成形用下型と、この成形用下型の上に載置した通水性を有す
るフィルターと、このフィルターをシールするためのシール材を介して上面側から挟持す
る成形用型枠からなり、前記成形用下型、成形用型枠、シール材、及びフィルターが各々
分解できるように組立てられており、該フィルター面側からのみスラリー中の水分を減圧
排水する濾過式成形型を用い、混合粉、イオン交換水と有機添加剤からなるスラリーを調
製し、このスラリーを濾過式成形型に注入し、該フィルター面側からのみスラリー中の水
分を減圧排水して成形体を作製し、得られたセラミックス成形体を乾燥脱脂後焼結する。
【００５１】
（ｂ－２）前焼結工程
　本工程では、得られた成形体を焼結（前焼結）する。
　焼結は、酸素ガス雰囲気下又は窒素ガス雰囲気下で、大気圧又は加圧下で行う。
　酸素ガス雰囲気で焼結を行うことにより、焼結体の密度が上昇しやすくなり、スパッタ
リング時の異常放電の発生を抑制できるので好ましい。酸素ガス雰囲気は、酸素濃度が、
例えば、１０～１００％である雰囲気を言う。焼成は大気圧下又は加圧下で行うことがで
きる。加圧は、例えば、９８ＫＰａ～１ＭＰａ、好ましくは、０．１～５ＭＰａであるこ
とが適当である。
【００５２】
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　焼結温度は９００～１６５０℃が好ましく、１０００～１５５０℃がさらに好ましい。
焼結温度が９００℃以上であれば、スパッタリングターゲットの密度を上昇しやすくなり
、適度な時間内に焼結を行うことができる。１６５０℃以下であれば、成分が気化するこ
ともなく、亜鉛が蒸発し焼結体の組成が変化する及び／又はターゲット中にボイド（空隙
）が発生するおそれもないので好適である。
　焼結時間は３０分～３６０時間が好ましく、１～１００時間がさらに好ましく、１～３
０時間が特に好ましい。焼結時間が３０分以上であれば、焼結体の密度が上昇しやすくな
り、３６０時間以下であれば、適度な時間内に焼結を行うことができる。
　また、焼結時の昇温速度は、通常２０℃／分以下、好ましくは８℃／分以下、より好ま
しくは４℃／分以下、さらに好ましくは２℃／分以下、特に好ましくは０．５℃／分以下
である。２０℃／分以下であれば、焼結体の破壊が起こらずに焼結ができる。
【００５３】
（ｃ）焼結体を粉砕する工程
　上記（ｂ）で得た前焼結体の粉砕は、ボールミル、ロールミル、パールミル、ジェット
ミル等を用いて行うことが適当である。粉砕により、平均粒径を０．０１～３．０μｍ、
特に０．１～２．０μｍとすることが好ましい。
　尚、平均粒径は、ＪＩＳ　Ｒ　１６１９に記載の方法によって測定することができる。
【００５４】
　上記の前焼結及び粉砕は複数回、例えば、３回以上繰り返してもよい。
【００５５】
（ｄ）得られた焼結体の粉砕物と金属微粒子を混合する工程
　焼結体の粉砕物と金属微粒子の混合は、上述した第１の製造方法の混合工程と同様にす
ればよい。
【００５６】
（ｅ）成形及び（ｆ）放電プラズマ焼結（パルス通電焼結）工程
　上記工程（ｄ）で得た原料混合粉体を使用し、上述した第１の製造方法の焼結工程（ｂ
）（ｃ）と同様にすればよい。
【００５７】
　上述した第１及び第２の製造方法は、後工程として、さらに以下の工程を含んでいても
よい。
　（ｇ）放電プラズマ焼結後、さらに焼結する工程（後焼結工程）
　（ｈ）得られた焼結体を還元処理する工程（還元工程）
　（ｉ）焼結体をスパッタリング装置への装着に適した形状に加工する工程（加工工程）
【００５８】
（ｇ）後焼結工程
　後焼結条件としては、酸素ガス雰囲気下あるいは窒素ガス雰囲気下、大気圧又は加圧下
で、熱処理温度は９００～１６５０℃が好ましく、１０００～１５５０℃がさらに好まし
い。焼結時間は、３０分～３６０時間が好ましく、１～１００時間がさらに好ましく、１
～３０時間が特に好ましい。焼結温度が９００℃以上であれば、スパッタリングターゲッ
トの密度を上昇しやすくなり、適度な時間内に焼結を行うことができる。１６５０℃以下
であれば、成分が気化することもなく、亜鉛が蒸発し焼結体の組成が変化する及び／また
はターゲット中にボイド(空隙)が発生するおそれもないので好適である。さらに、焼結時
間が３０分以上であれば、スパッタリングターゲットの密度が上昇しやすくなり、３６０
時間以下であれば、適度な時間内に焼結を行うことができる。また、酸素ガス雰囲気又は
酸素ガス雰囲気で焼結を行うことにより、スパッタリングターゲットの密度が上昇しやす
くなり、スパッタリング時の異常放電の発生を抑制できるので好ましい。酸素ガス雰囲気
は、酸素濃度が、例えば、１０～１００％である雰囲気を言う。焼結は大気圧下又は加圧
下で行うことができる。加圧は、例えば、９８ＫＰａ～１ＭＰａ、好ましくは、０．１～
５ＭＰａであることが適当である。
　また、焼結時の昇温速度は、通常２０℃／分以下、好ましくは８℃／分以下、より好ま
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しくは４℃／分以下、さらに好ましくは２℃／分以下、特に好ましくは０．５℃／分以下
である。２０℃／分以下であれば、焼結体の破壊が起こらずに焼結ができる。
【００５９】
（ｈ）還元工程
　還元工程は、上記焼結工程で得られた焼結体のバルク比抵抗を焼結体全体として均一化
するために還元処理を行う任意工程である。
　本工程で適用することができる還元方法としては、例えば、還元性ガスを循環させる方
法、真空中で焼成する方法、及び不活性ガス中で焼成する方法等が挙げられる。
　還元性ガスとしては、例えば、水素、メタン、一酸化炭素、これらのガスと酸素との混
合ガス等を用いることができる。
　不活性ガスとしては、窒素、アルゴン、これらのガスと酸素との混合ガス等を用いるこ
とができる。
　尚、還元処理時の温度は、通常１００～８００℃、好ましくは２００～８００℃である
。また、還元処理の時間は、通常０．０１～５時間、好ましくは０．０５～１時間である
。
　還元ガスや不活性ガスの圧力は、例えば、９．８～１０００ＫＰａ、好ましくは、９８
～５００ＫＰａである。真空中で焼結する場合、真空とは、具体的には、１０－１～１０
－８Ｐａ、好ましくは１０－２～１０－５Ｐａ程度を言い、残存ガスはアルゴンや窒素等
である。
【００６０】
（ｉ）加工工程
　加工工程は、上記のようにして焼結して得られた焼結体を、さらにスパッタリング装置
への装着に適した形状に切削加工し、また、バッキングプレート等の装着用治具を取り付
けるための、必要に応じて設けられる工程である。
　スパッタリングターゲットの厚みは、通常２～２０ｍｍ、好ましくは３～１２ｍｍ、特
に好ましくは４～６ｍｍである。スパッタリングターゲットの表面は２００～１０，００
０番のダイヤモンド砥石により仕上げを行うことが好ましく、４００～５，０００番のダ
イヤモンド砥石により仕上げを行うことが特に好ましい。２００番～１０，０００番のダ
イヤモンド砥石を使用すれば、スパッタリングターゲットが割れることもないので好まし
い。また、複数のスパッタリングターゲットを一つのバッキングプレートに取り付け、実
質一つのターゲットとしてもよい。バッキングプレートとしては、例えば、無酸素銅製の
ものが挙げられる。
【００６１】
　本発明の酸化物薄膜は、上述した本発明のスパッタリングターゲットを用い、２５～４
５０℃の成膜温度下でスパッタリングして得られる。これにより、電子キャリア濃度が１
×１０１８／ｃｍ３未満のアモルファス酸化物薄膜（酸化物半導体）、若しくは電子キャ
リア濃度が１×１０２０／ｃｍ３以上のアモルファス酸化物薄膜（透明導電膜）を形成す
ることができる。
　スパッタリング法としては、ＤＣ（直流）スパッタ法、ＡＣ（交流）スパッタ法、ＲＦ
（高周波）マグネトロンスパッタ法、エレクトロンビーム蒸着法、イオンプレーティング
法等が挙げられる。ＤＣ（直流）スパッタ法及びＲＦ（高周波）スパッタ法が好ましく利
用される。
　スパッタ時の成膜温度は、スパッタ法によって異なるが、例えば、２５～４５０℃、好
ましくは、２５～３００℃、より好ましくは、２５～２５０℃であることが適当である。
ここで、成膜温度とは、薄膜を形成する基板の温度である。
　スパッタ時のスパッタリングチャンバー内の圧力は、スパッタ法によって異なるが、例
えば、ＤＣ（直流）スパッタ法の場合は、０．１～２．０ＭＰａ、好ましくは、０．３～
０．８ＭＰａであり、ＲＦ（高周波）スパッタ法の場合は０．１～２．０ＭＰａ、好まし
くは、０．３～０．８ＭＰａであることが適当である。
　スパッタ時に投入される電力出力は、スパッタ法によって異なるが、例えば、ＤＣ（直
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流）スパッタ法の場合は、１０～１０００Ｗ、好ましくは、１００～３００Ｗであり、Ｒ
Ｆ（高周波）スパッタ法の場合は、１０～１０００Ｗ、好ましくは、５０～２５０Ｗであ
ることが適当である。
　ＲＦ（高周波）スパッタ法の場合の電源周波数は、例えば、５０Ｈｚ～５０ＭＨｚ、好
ましくは、１０ｋ～２０ＭＨｚであることが適当である。
　スパッタ時のキャリアーガスとしては、スパッタ法によって異なるが、例えば、酸素、
ヘリウム、アルゴン、キセノン、クリプトンが挙げられる。好ましくは、アルゴンと酸素
の混合ガスである。アルゴンと酸素の混合ガスを使用する場合、アルゴン：酸素の流量比
は、Ａｒ：Ｏ２＝１００～８０：０～２０、好ましくは、９９．５～９０：０．５～１０
であることが適当である。
【００６２】
　スパッタリングに先立ち、スパッタリングターゲットを支持体に接着（ボンディング）
する。これは、ターゲットをスパッタリング装置に固定するためである。
　ボンディングしたスパッタリングターゲットを用いてスパッタリングを行い、基板上に
Ｉｎ及びＺｎの酸化物を主成分とする酸化物薄膜を得る。ここで、「主成分とする」とは
、酸素を除く元素の原子比の和を１００％として、Ｉｎ及びＺｎの各元素を原子比で５０
％以上含むことを意味する。
　基板としては、ガラス、樹脂（ＰＥＴ、ＰＥＳ等）等を用いることができる。
　得られたアモルファス酸化物薄膜の膜厚は、成膜時間やスパッタ法によっても異なるが
、例えば、５～３００ｎｍ、好ましくは、１０～９０ｎｍであることが適当である。
　また、得られる酸化物薄膜の電子キャリア濃度は、例えば、１×１０１８／ｃｍ３未満
、好ましくは、５×１０１７～１×１０１２／ｃｍ３であることが適当である。
　さらに、得られた酸化物薄膜の密度は、６．０ｇ／ｃｍ３以上、好ましくは、６．１～
７．２ｇ／ｃｍ３であることが適当である。このような密度であれば、得られた酸化物薄
膜においても、ノジュールやパーティクルの発生が少なく、膜特性に優れた酸化物薄膜を
得ることができる。
【００６３】
　本発明の酸化物薄膜は、そのまま、あるいは熱処理することで薄膜トランジスタ、チャ
ネル層、太陽電池、ガスセンサー等の半導体膜、又はタッチパネル等の表示素子、太陽電
池等の透明導電膜として使用することができる。特に、半導体膜としては薄膜トランジス
タのチャネル層（半導体層）、透明導電膜としてはフラットパネル用透明電極として好適
である。
　以下、本発明の酸化物薄膜を薄膜トランジスタのチャネル層に適用した例について説明
する。
【００６４】
　図４は、薄膜トランジスタの一例の概略断面図である。
　この薄膜トランジスタは、ガラス基板等の基板１上にゲート電極２を形成してある。ゲ
ート電極２を覆うようにゲート絶縁膜３を有し、その上にチャネル層４がある。チャネル
層４の両端部に、ソース電極５及びドレイン電極６のいずれか一方が形成されている。ソ
ース電極５及びドレイン電極６の一部を除き、保護膜７が形成されている。
【００６５】
　尚、図４に示す薄膜トランジスタでは、ソース電極５及びドレイン６電極の形成後に保
護膜７を形成しているが、これに限らず、例えば、図５に示す薄膜トランジスタとしても
よい。
　図５の薄膜トランジスタでは、ガラス基板等の基板１１上にゲート電極１２を形成して
ある。ゲート電極１２を覆うようにゲート絶縁膜１３を有し、その上にチャネル層１４が
ある。チャネル層１４上に保護膜１５（エッチングストッパー）を形成し、その後、ソー
ス電極・ドレイン電極１７を形成している（図５（１））。その後、ソース電極・ドレイ
ン電極１７をエッチング等によりパターニングする（図５（２））
　本発明の酸化物薄膜は、チャネル層４、１４として好適に使用できる。
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【００６６】
　本発明の酸化物薄膜をチャネル層４として使用する場合、酸化物薄膜と酸化物絶縁体層
を積層構造とし、下記の工程を含む方法で製造することが好ましい。
（ｉ）本発明の酸化物薄膜を、酸化雰囲気中で熱処理する工程
（ｉｉ）前記熱処理した酸化物薄膜上に酸化物絶縁体層を形成する工程
【００６７】
　上記工程（ｉ）では、酸化雰囲気中で酸化物薄膜を熱処理する。酸化雰囲気とは、例え
ば、酸素ガス雰囲気中でよい。
　また、熱処理は、例えば、１００～４５０℃、好ましくは１５０～３５０℃で、０．１
～１０時間、好ましくは、０．５～２時間行う。これにより、酸化物薄膜の半導体特性を
安定化できる。
【００６８】
　上記工程（ｉｉ）では、熱処理した酸化物薄膜上に酸化物絶縁体層を形成する。酸化物
絶縁体層は、半導体の保護膜として機能する。
　酸化物絶縁体層の方法としては、例えば、ＣＶＤ法やスパッタ法が挙げられる。
　酸化物絶縁体層としては、例えば、ＳｉＯ２，ＳｉＮｘ，Ａｌ２Ｏ３，Ｔａ２Ｏ５，Ｔ
ｉＯ２，ＭｇＯ，ＺｒＯ２，ＣｅＯ２，Ｋ２Ｏ，Ｌｉ２Ｏ，Ｎａ２Ｏ，Ｒｂ２Ｏ，Ｓｃ２

Ｏ３，Ｙ２Ｏ３，Ｈｆ２Ｏ３，ＣａＨｆＯ３，ＰｂＴｉ３，ＢａＴａ２Ｏ６，ＳｒＴｉＯ

３，ＡｌＮ等を用いることができる。これらのなかでも、ＳｉＯ２，ＳｉＮｘ，Ａｌ２Ｏ

３，Ｙ２Ｏ３，Ｈｆ２Ｏ３，ＣａＨｆＯ３を用いるのが好ましく、より好ましくはＳｉＯ

２，ＳｉＮｘ，Ｙ２Ｏ３，Ｈｆ２Ｏ３，ＣａＨｆＯ３であり、特に好ましくはＳｉＯ２，
Ｙ２Ｏ３，Ｈｆ２Ｏ３，ＣａＨｆＯ３等の酸化物である。これらの酸化物の酸素数は、必
ずしも化学量論比と一致していなくともよい（例えば、ＳｉＯ２でもＳｉＯｘでもよい）
。また、ＳｉＮｘは水素元素を含んでいても良い。
【００６９】
　酸化物絶縁体層は、異なる２層以上の絶縁膜を積層した構造でもよい。
　また、結晶質、多結晶質、非晶質のいずれであってもよいが、工業的に製造しやすい多
結晶質か、非晶質であるのが好ましく、非晶質であることが特に好ましい。非晶質膜であ
れば界面の平滑性が良好となり、高いキャリア移動度を維持することができ、閾値電圧や
Ｓ値が大きくなりすぎることもない。
　尚、Ｓ値（Ｓｗｉｎｇ　Ｆａｃｔｏｒ）とは、オフ状態からゲート電圧を増加させた際
に、オフ状態からオン状態にかけてドレイン電流が急峻に立ち上がるが、この急峻さを示
す値である。下記式で定義されるように、ドレイン電流が１桁（１０倍）上昇するときの
ゲート電圧の増分をＳ値とする。
　　Ｓ値＝ｄＶｇ／ｄｌｏｇ（Ｉｄｓ）
　Ｓ値が小さいほど急峻な立ち上がりとなる（「薄膜トランジスタ技術のすべて」、鵜飼
育弘著、２００７年刊、工業調査会）。Ｓ値が大きいと、オンからオフに切り替える際に
高いゲート電圧をかける必要があり、消費電力が大きくなるおそれがある。
　また、Ｓ値は０．８Ｖ／ｄｅｃ以下が好ましく、０．３Ｖ／ｄｅｃ以下がより好ましく
、０．２５Ｖ／ｄｅｃ以下がさらに好ましく、０．２Ｖ／ｄｅｃ以下が特に好ましい。０
．８Ｖ／ｄｅｃより大きいと駆動電圧が大きくなり消費電力が大きくなるおそれがある。
特に、有機ＥＬディスプレイで用いる場合は、直流駆動のためＳ値を０．３Ｖ／ｄｅｃ以
下にすると消費電力を大幅に低減できるため好ましい。
【００７０】
　以下、本発明の電界効果型トランジスタを構成部材について説明する。
１．基板
　基板としては、特に制限はなく、本技術分野で公知のものを使用できる。例えば、ケイ
酸アルカリ系ガラス、無アルカリガラス、石英ガラス等のガラス基板、シリコン基板、ア
クリル、ポリカーボネート、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）等の樹脂基板、ポリエ
チレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリアミド等の高分子フィルム基材等が使用できる。
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基板や基材の厚さは０．１～１０ｍｍが一般的であり、０．３～５ｍｍが好ましい。ガラ
ス基板の場合は、化学的に、或いは熱的に強化させたものが好ましい。透明性や平滑性が
求められる場合は、ガラス基板、樹脂基板が好ましく、ガラス基板が特に好ましい。軽量
化が求められる場合は樹脂基板や高分子機材が好ましい。
【００７１】
２．半導体層（チャネル層）
　半導体層は、上述したとおり本発明のスパッタリングターゲットを使用して酸化物薄膜
を形成することで作製できる。
　本発明において、半導体層は非晶質膜であることが好ましい。非晶質膜であることによ
り、絶縁膜や保護膜との密着性が改善される、大面積でも均一なトランジスタ特性が容易
に得られることとなる。ここで、半導体層が非晶質膜であるか否かは、Ｘ線結晶構造解析
により確認できる。明確なピークが観測されない場合が非晶質である。
　バンドギャップが２．０～６．０ｅＶであることが好ましく、特に、２．８～５．０ｅ
Ｖがより好ましい。バンドギャップは、２．０ｅＶ以上であれば、可視光を吸収し電界効
果型トランジスタが誤動作するおそれもない。一方、６．０ｅＶ以下であれば、キャリア
が供給されにくくなり電界効果型トランジスタが機能しなくなるおそれも低い。
　半導体層は、熱活性型を示す非縮退半導体であることが好ましい。非縮退半導体であれ
ば、キャリアが多すぎてオフ電流・ゲートリーク電流が増加する、閾値が負になりノーマ
リーオンとなるなどの不利益を回避できる。半導体層が非縮退半導体であるか否かは、ホ
ール効果を用いた移動度とキャリア密度の温度変化の測定を行うことにより判断できる。
また、半導体層を非縮退半導体とするには、成膜時の酸素分圧を調整する、後処理をする
ことで酸素欠陥量を制御しキャリア密度を最適化することで達成できる。
【００７２】
　半導体層の表面粗さ（ＲＭＳ）は、１ｎｍ以下が好ましく、０．６ｎｍ以下がさらに好
ましく、０．３ｎｍ以下が特に好ましい。１ｎｍ以下であれば、移動度が低下するおそれ
もない。
　半導体層は、酸化インジウムのビックスバイト構造の稜共有構造の少なくとも一部を維
持している非晶質膜であることが好ましい。酸化インジウムを含む非晶質膜が酸化インジ
ウムのビックスバイト構造の稜共有構造の少なくとも一部を維持しているかどうかは、高
輝度のシンクロトロン放射等を用いた微小角入射Ｘ線散乱（ＧＩＸＳ）によって求めた動
径分布関数（ＲＤＦ）により、Ｉｎ－Ｘ（Ｘは，Ｉｎ，Ｚｎ）を表すピークが０．３０か
ら０．３６ｎｍの間にあることで確認できる（詳細については、下記の文献を参照すれば
よい。Ｆ．Ｕｔｓｕｎｏ，　ｅｔ　ａｌ．，Ｔｈｉｎ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ，Ｖｏｌ
ｕｍｅ　４９６，　２００６，　Ｐａｇｅｓ　９５－９８）。
　さらに、原子間距離が０．３０から０．３６ｎｍの間のＲＤＦの最大値をＡ、原子間距
離が０．３６から０．４２の間のＲＤＦの最大値をＢとした場合に、Ａ／Ｂ＞０．７の関
係を満たすことが好ましく、Ａ／Ｂ＞０．８５がより好ましく、Ａ／Ｂ＞１がさらに好ま
しく、Ａ／Ｂ＞１．２が特に好ましい。
　Ａ／Ｂが０．７以上であれば、半導体層をトランジスタの活性層として用いた場合、移
動度が低下したり、閾値やＳ値が大きくなりすぎるおそれもない。Ａ／Ｂが小さいことは
、非晶質膜の近距離秩序性が悪いことを反映しているものと考えられる。
　また、Ｉｎ－Ｉｎの平均結合距離が０．３～０．３２２ｎｍであることが好ましく、０
．３１～０．３２ｎｍであることが特に好ましい。Ｉｎ－Ｉｎの平均結合距離はＸ線吸収
分光法により求めることができる。Ｘ線吸収分光法による測定では、立ち上がりから数百
ｅＶも高いエネルギーのところまで広がったＸ線吸収広域微細構造（ＥＸＡＦＳ）を示す
。ＥＸＡＦＳは、励起された原子の周囲の原子による電子の後方散乱によって引き起こさ
れる。飛び出していく電子波と後方散乱された波との干渉効果が起こる。干渉は電子状態
の波長と周囲の原子へ行き来する光路長に依存する。ＥＸＡＦＳをフーリエ変換すること
で動径分布関数（ＲＤＦ）が得られる。ＲＤＦのピークから平均結合距離を見積もること
ができる。
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【００７３】
　半導体層の膜厚は、通常０．５～５００ｎｍ、好ましくは１～１５０ｎｍ、より好まし
くは３～８０ｎｍ、特に好ましくは１０～６０ｎｍである。０．５ｎｍ以上であれば、工
業的に均一に成膜することが可能である。一方、５００ｎｍ以下であれば、成膜時間が長
くなりすぎることもない。また、３～８０ｎｍの範囲内にあると、移動度やオンオフ比等
ＴＦＴ特性が特に良好である。
【００７４】
　本発明では、半導体層が非晶質膜であり、非局在準位のエネルギー幅（Ｅ０）が１４ｍ
ｅＶ以下であることが好ましい。半導体層の非局在準位のエネルギー幅（Ｅ０）は１０ｍ
ｅＶ以下がより好ましく、８ｍｅＶ以下がさらに好ましく、６ｍｅＶ以下が特に好ましい
。非局在準位のエネルギー幅（Ｅ０）が１４ｍｅＶ以下であれば、半導体層をトランジス
タの活性層として用いた場合、移動度が低下したり、閾値やＳ値が大きくなりすぎるおそ
れもない。半導体層の非局在準位のエネルギー幅（Ｅ０）が大きいことは、非晶質膜の近
距離秩序性が悪いことを反映しているものと考えられる。
【００７５】
３．半導体層の保護膜
　半導体層の保護膜は、上述した酸化物薄膜上に形成した酸化物絶縁体層である。半導体
の保護膜があれば、真空中や低圧下で半導体の表面層の酸素が脱離せず、オフ電流が高く
なったり、閾値電圧が負になるおそれもない。また、大気下でも湿度等周囲の影響を受け
ることもなく、閾値電圧等のトランジスタ特性のばらつきが大きくなるおそれもない。
【００７６】
　半導体層の保護膜は、非晶質酸化物あるいは非晶質窒化物であることが好ましく、非晶
質酸化物であることが特に好ましい。また、保護膜が酸化物であれば、半導体中の酸素が
保護膜側に移動することもなく、オフ電流が高くなることもなく、閾値電圧が負になりノ
ーマリーオフを示すおそれもない。
　尚、半導体層の保護膜として、さらに、ポリ（４－ビニルフェノール）（ＰＶＰ）、パ
リレン等の有機絶縁膜を用いてもよい。さらに、半導体層の保護膜は無機絶縁膜及び有機
絶縁膜の２層以上の積層構造を有してもよい。
【００７７】
４．ゲート絶縁膜
　ゲート絶縁膜を形成する材料にも特に制限はない。本発明の効果を失わない範囲で一般
に用いられているものを任意に選択できる。例えば、ＳｉＯ２，ＳｉＮｘ，Ａｌ２Ｏ３，
Ｔａ２Ｏ５，ＴｉＯ２，ＭｇＯ，ＺｒＯ２，ＣｅＯ２，Ｋ２Ｏ，Ｌｉ２Ｏ，Ｎａ２Ｏ，Ｒ
ｂ２Ｏ，Ｓｃ２Ｏ３，Ｙ２Ｏ３，Ｈｆ２Ｏ３，ＣａＨｆＯ３，ＰｂＴｉ３，ＢａＴａ２Ｏ

６，ＳｒＴｉＯ３，ＡｌＮ等を用いることができる。これらのなかでも、ＳｉＯ２，Ｓｉ
Ｎｘ，Ａｌ２Ｏ３，Ｙ２Ｏ３，Ｈｆ２Ｏ３，ＣａＨｆＯ３を用いるのが好ましく、より好
ましくはＳｉＯ２，ＳｉＮｘ，Ｙ２Ｏ３，Ｈｆ２Ｏ３，ＣａＨｆＯ３である。これらの酸
化物の酸素数は、必ずしも化学量論比と一致していなくともよい（例えば、ＳｉＯ２でも
ＳｉＯｘでもよい）。また、ＳｉＮｘは水素元素を含んでいても良い。
　このようなゲート絶縁膜は、異なる２層以上の絶縁膜を積層した構造でもよい。また、
ゲート絶縁膜は、結晶質、多結晶質、非晶質のいずれであってもよいが、工業的に製造し
やすい多結晶質か、非晶質であるのが好ましい。
　また、ゲート絶縁膜は、ポリ（４－ビニルフェノール）（ＰＶＰ）、パリレン等の有機
絶縁膜を用いてもよい。さらに、ゲート絶縁膜は無機絶縁膜及び有機絶縁膜の２層以上積
層構造を有してもよい。
　ゲート絶縁膜は、厚さが５０～５００ｎｍであることが好ましい。ゲート絶縁膜の成膜
はスパッタ法でもよいが、ＴＥＯＳ－ＣＶＤ法やＰＥＣＶＤ法等のＣＶＤ法が好ましい。
【００７８】
５．電極
　ゲート電極、ソ－ス電極及びドレイン電極の各電極を形成する材料に特に制限はなく、
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本発明の効果を失わない範囲で一般に用いられているものを任意に選択することができる
。
　例えば、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物、ＺｎＯ、ＳｎＯ２等
の透明電極や、Ａｌ，Ａｇ，Ｃｒ，Ｎｉ，Ｍｏ，Ａｕ，Ｔｉ，Ｔａ、Ｃｕ等の金属電極、
又はこれらを含む合金の金属電極を用いることができる。また、それらを２層以上積層し
て接触抵抗を低減したり、界面強度を向上させることが好ましい。また、ソ－ス電極、ド
レイン電極の接触抵抗を低減させるため半導体の電極との界面をプラズマ処理、オゾン処
理等で抵抗を調整してもよい。
【００７９】
　積層電極は、例えば、電子ビーム蒸着法により、厚さ１～１００ｎｍのＴｉ（密着層）
、厚さ１０～３００ｎｍのＡｕ（接続層）及び厚さ１～１００ｎｍのＴｉ（密着層）をこ
の順で積層し、この積層膜をフォトリソグラフィー法及びリフトオフ法により加工するこ
とにより形成できる。
【００８０】
　本発明の薄膜トランジスタは、半導体層を遮光する構造を持つことが好ましい。半導体
層を遮光する構造（例えば、遮光層）があれば、光が半導体層に入射した場合にキャリア
電子が励起されオフ電流が高くなるおそれもない。遮光層は、３００～８００ｎｍに吸収
を持つ薄膜が好ましい。遮光層は半導体層の上部、下部どちらかでも構わないが、上部及
び下部の両方にあることが好ましい。また、遮光層はゲート絶縁膜やブラックマトリック
ス等と兼用されていても構わない。遮光層が片側だけにある場合、遮光層が無い側から光
が半導体層に照射しないよう構造上工夫する必要がある。
【００８１】
　また、本発明の薄膜トランジスタでは、半導体層とソース電極・ドレイン電極との間に
コンタクト層を設けてもよい。コンタクト層は半導体層よりも抵抗が低いことが好ましい
。コンタクト層の形成材料は、上述した半導体層と同様な組成の複合酸化物が使用できる
。即ち、コンタクト層はＩｎ，Ｚｎ及びＺｒ等の各元素を含むことが好ましい。これらの
元素を含む場合、コンタクト層と半導体層の間で元素の移動が発生することもなく、スト
レス試験等を行った際に閾値電圧のシフトが大きくなるおそれもない。
　コンタクト層の作製方法に特に制約はないが、成膜条件を変えて半導体層と同じ組成比
のコンタクト層を成膜したり、半導体層と組成比の異なる層を成膜したり、半導体の電極
とのコンタクト部分をプラズマ処理やオゾン処理により抵抗を高めることで構成したり、
半導体層を成膜する際に酸素分圧等の成膜条件により抵抗を高くなる層を構成してもよい
。また、本発明の薄膜トランジスタでは、半導体層とゲート絶縁膜との間、及び／又は半
導体層と保護膜との間に、半導体層よりも抵抗の高い酸化物抵抗層を有することが好まし
い。酸化物抵抗層があればオフ電流が発生することもなく、閾値電圧が負となりノーマリ
ーオンとなることもなく、保護膜成膜やエッチングなどの後処理工程時に半導体層が変質
し特性が劣化するおそれもない。
【００８２】
　酸化物抵抗層としては、以下のものが例示できる。
・半導体膜の成膜時よりも高い酸素分圧で成膜した半導体層と同一組成の非晶質酸化物膜
・半導体層と同一組成であるが組成比を変えた非晶質酸化物膜
・Ｉｎ及びＺｎを含み半導体層と異なる元素Ｘを含む非晶質酸化物膜
・酸化インジウムを主成分とする多結晶酸化物膜
・酸化インジウムを主成分とし、Ｚｎ、Ｃｕ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｍｎ、Ｍｇなどの正二価元素
を１種以上ドープした多結晶酸化物膜
半導体層と同一組成であるが組成比を変えた非晶質酸化物膜や、Ｉｎ及びＺｎを含み半導
体層と異なる元素Ｘを含む非晶質酸化物膜の場合は、Ｉｎ組成比が半導体層よりも少ない
ことが好ましい。また、元素Ｘの組成比が半導体層よりも多いことが好ましい。
　酸化物抵抗層は、Ｉｎ及びＺｎを含む酸化物であることが好ましい。これらを含む場合
、酸化物抵抗層と半導体層の間で元素の移動が発生することもなく、ストレス試験等を行
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った際に閾値電圧のシフトが大きくなるおそれもない。
【００８３】
　上述した薄膜トランジスタの各構成部材（層）は、本技術分野で公知の手法で形成でき
る。
　具体的に、成膜方法としては、スプレー法、ディップ法、ＣＶＤ法等の化学的成膜方法
、又はスパッタ法、真空蒸着法、イオンプレーティング法、パルスレーザーディポジショ
ン法等の物理的成膜方法を用いることができる。キャリア密度が制御し易い、及び膜質向
上が容易であることから、好ましくは物理的成膜方法を用い、より好ましくは生産性が高
いことからスパッタ法を用いる。
　スパッタリングでは、複合酸化物の焼結ターゲットを用いる方法、複数の焼結ターゲッ
トを用いコスパッタを用いる方法、合金ターゲットを用い反応性スパッタを用いる方法等
が利用できる。好ましくは、複合酸化物の焼結ターゲットを用いる。ＲＦ、ＤＣあるいは
ＡＣスパッタリングなど公知のものが利用できるが、均一性や量産性（設備コスト）から
ＤＣあるいはＡＣスパッタリングが好ましい。
【００８４】
　形成した膜を各種エッチング法によりパターニングできる。
　本発明では半導体層を、本発明のターゲットを用い、ＤＣ又はＡＣスパッタリングによ
り成膜することが好ましい。ＤＣ又はＡＣスパッタリングを用いることにより、ＲＦスパ
ッタリングの場合と比べて、成膜時のダメージを低減できる。このため、電界効果型トラ
ンジスタにおいて、閾値電圧シフトの低減、移動度の向上、閾値電圧の減少、Ｓ値の減少
等の効果が期待できる。
【００８５】
　また、本発明では半導体層成膜後に７０～３５０℃で熱処理することが好ましい。特に
、半導体層と半導体の保護膜を形成した後に、７０～３５０℃で熱処理することが好まし
い。７０℃以上であれば、得られるトランジスタの十分な熱安定性や耐熱性を保持するこ
とができ、十分な移動度を保持でき、Ｓ値が大きくなったり、閾値電圧が高くなるおそれ
もない。一方、３５０℃以下であれば、耐熱性のない基板も使用でき、熱処理用の設備費
用がかかるおそれもない。
　熱処理温度は８０～２６０℃がより好ましく、９０～１８０℃がさらに好ましく、１０
０～１５０℃が特に好ましい。特に、熱処理温度が１８０℃以下であれば、基板としてＰ
ＥＮ等の耐熱性の低い樹脂基板を利用できるため好ましい。
　熱処理時間は、通常１秒～２４時間が好ましいが、処理温度により調整することが好ま
しい。例えば、７０～１８０℃では、１０分から２４時間がより好ましく、２０分から６
時間がさらに好ましく、３０分～３時間が特に好ましい。１８０～２６０℃では、６分か
ら４時間がより好ましく、１５分から２時間がさらに好ましい。２６０～３００℃では、
３０秒から４時間がより好ましく、１分から２時間が特に好ましい。３００～３５０℃で
は、１秒から１時間がより好ましく、２秒から３０分が特に好ましい。
　熱処理は、不活性ガス中で酸素分圧が１０－３Ｐａ以下の環境下で行うか、あるいは半
導体層を保護膜で覆った後に行うことが好ましい。上記条件下だと再現性が向上する。
【００８６】
　本発明の製造方法で得られる薄膜トランジスタにおいて、移動度は１ｃｍ２／Ｖｓ以上
が好ましく、３ｃｍ２／Ｖｓ以上がより好ましく、８ｃｍ２／Ｖｓ以上が特に好ましい。
１ｃｍ２／Ｖｓ以上であればスイッチング速度が遅くなることもなく、大画面高精細のデ
ィスプレイに用いるのに最適である。
　オンオフ比は、１０６以上が好ましく、１０７以上がより好ましく、１０８以上が特に
好ましい。
　オフ電流は、２ｐＡ以下が好ましく、１ｐＡ以下がより好ましい。オフ電流が２ｐＡ以
下であれば、ディスプレイのＴＦＴとして用いた場合に十分なコントラストが得られ、良
好な画面の均一性が得られる。
　ゲートリーク電流は１ｐＡ以下が好ましい。１ｐＡ以上であれば、ディスプレイのＴＦ
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　閾値電圧は、通常０～１０Ｖであるが、０～４Ｖが好ましく、０～３Ｖがより好ましく
、０～２Ｖが特に好ましい。０Ｖ以上であればノーマリーオンとなることもなく、オフ時
に電圧をかけることも必要なく、消費電力を低く抑えることができる。１０Ｖ以下であれ
ば駆動電圧が大きくなることもなく、消費電力を低く抑えることができ、移動度を低く抑
えることができる。
　また、Ｓ値は０．８Ｖ／ｄｅｃ以下が好ましく、０．３Ｖ／ｄｅｃ以下がより好ましく
、０．２５Ｖ／ｄｅｃ以下がさらに好ましく、０．２Ｖ／ｄｅｃ以下が特に好ましい。０
．８Ｖ／ｄｅｃ以下であれば、駆動電圧を低く抑えることができ、消費電力も抑制できる
。特に、有機ＥＬディスプレイで用いる場合は、直流駆動のためＳ値を０．３Ｖ／ｄｅｃ
以下にすると消費電力を大幅に低減できるため好ましい。
【００８７】
　また、１０μＡの直流電圧５０℃で１００時間加えた前後の閾値電圧のシフト量は、１
．０Ｖ以下が好ましく、０．５Ｖ以下がより好ましい。１．０Ｖ以下であれば有機ＥＬデ
ィスプレイのトランジスタとして利用した場合、画質が変化することもない。
　また、伝達曲線でゲート電圧を昇降させた場合のヒステリシスが小さい方が好ましい。
　また、チャンネル幅Ｗとチャンネル長Ｌの比Ｗ／Ｌは、通常０．１～１００、好ましく
は０．５～２０、特に好ましくは１～８である。Ｗ／Ｌが１００以下であれば漏れ電流が
増えることもなく、オンオフ比が低下したりするおそれがある。０．１以上であれば電界
効果移動度が低下することもなく、ピンチオフが明瞭になる。また、チャンネル長Ｌは通
常０．１～１０００μｍ、好ましくは１～１００μｍ、さらに好ましくは２～１０μｍで
ある。０．１μｍ以上であれば工業的に製造が難しくまた漏れ電流が大きくなるおそれも
なく、１０００μｍ以下であれば素子が大きくなりすぎることもない。
【００８８】
　本発明の製造方法で作製した薄膜トランジスタは、例えば、フラットパネルディスプレ
イのＴＦＴ用、特に液晶パネル等の装置用として好適である。
【実施例】
【００８９】
実施例１
　放電プラズマ焼結機としては、（株）イズミテック製放電プラズマ焼結機（ＳＰＳ－３
．２０ＭＫ－ＩＶ）を用いた。焼結治具としてはグラファイト製で直径１０ｃｍの円筒形
のものを用いた。
【００９０】
　この焼結治具に、平均粒径が１．５μｍの酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）と平均粒径３
．３μｍの金属Ｓｎの混合粉末（Ｉｎ２Ｏ３約９２ｇ、金属Ｓｎ約８ｇ、錫含有量約１０
原子％、即ちＩｎ／（Ｓｎ＋Ｉｎ）＝約０．９）を十分に混合したものを均一に入れ、約
３０ＭＰａの圧力を印加し、焼結チャンバー内を約１０Ｐａまで脱気した。
　次いで、ピーク電流値が約１０００Ａの直流パルス電流（パルス幅２．４ミリ秒、周期
３０Ｈｚ）を治具に通電して、試料周辺を昇温速度約５０℃／分で加熱した。最終的には
、ピーク電流値を６０００Ａ程度まで上昇させ、８５０℃又は９５０℃に加熱し、この温
度（焼結温度）で５分間保持した。その後、通電及び加圧を止め、試料を室温まで冷却し
、焼結チャンバー内を大気圧に戻した。
　この状態で取り出した焼結体は直径約１０ｃｍ、厚さ約５ｍｍの円盤状であった。焼結
条件と、得られる焼結体の性状を表１に示す。
　尚、バルク抵抗はロレスタ（三菱化学製）で測定した。また、密度は２ｃｍ角サイズに
切り出した試料片を、水を溶媒としたアルキメデス法により測定した。
【００９１】
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【表１】

【００９２】
　焼結体２のＸ線回折の結果を図６に示した。
　酸化インジウムのピークと金属Ｓｎのピークが観察された。また、電子線マイクロアナ
ライザ（ＥＰＭＡ）の面分析を行った結果を図７に示す。金属Ｓｎは、７．２μｍ程度の
粒径で存在することが分かった。尚、金属Ｓｎの含有量は原料の混合比と同じであった。
他の実施例等も同様である。
【００９３】
　得られた焼結体を、表面研削した後に、Ｃｕ製バッキングプレートに金属インジウムで
ボンディングし、スパッタリングターゲットとした。これを、島津製作所製スパッタ装置
に装着し、直流プラズマスパッタ出力：４００Ｗ，スパッタガスをＡｒ：９９％、Ｏ２：
１％とし、２５時間（１０ｋＷｈｒ＝２５ｈｒ×４００Ｗ）連続スパッタを行い、表面に
発生するノジュールを観察した。その結果、ノジュールの発生は全く観察されなかった。
【００９４】
実施例２
　金属スズに代えて金属亜鉛を使用し、焼結温度を表２に示す温度にした以外は、実施例
１と同様にして焼結体を製造し評価した。尚、金属原子の比[Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）]は０
．８３であった。
　結果を表２に示す。
【００９５】

【表２】

【００９６】
　焼結体４のＸ線回折の結果を図８に示す。
　酸化インジウムのピークと金属Ｚｎのピークが観察された。また、ＥＰＭＡの面分析を
行った結果を図９に示す。Ｚｎは、約１０μｍ程度の粒径で存在することが分かった。
【００９７】
　得られた焼結体について、実施例１と同様にスパッタリングターゲットの加工及びノジ
ュールの観察を行った。その結果、ノジュールの発生は全く観察されなかった。
【００９８】
実施例３
　金属スズに代えて、金属亜鉛及び金属スズを使用し、焼結温度を表３に示す温度にした
以外は、実施例１と同様にして焼結体を製造し評価した。尚、金属原子の原子比は以下の
とおりとした。
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　Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ＋Ｓｎ）＝０．８０
　Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ＋Ｓｎ）＝０．１１
　Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ＋Ｓｎ）＝０．０９
　結果を表３に示す。
【００９９】
【表３】

【０１００】
　焼結体６，７のＸ線回折の結果より、酸化インジウムのピークと金属Ｚｎ及び金属Ｓｎ
のピークが観察された。また、ＥＰＭＡの面分析を行ったところ、金属Ｚｎ及び金属Ｓｎ
は、約１０μｍ程度の粒径で存在することが分かった。
【０１０１】
　得られた焼結体について、実施例１と同様にスパッタリングターゲットの加工及びノジ
ュールの観察を行った。その結果、ノジュールの発生は全く観察されなかった。
【０１０２】
実施例４
　酸化スズ粉と酸化インジウム粉の混合粉（原子比[Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ）]＝０．０５）
を湿式ボールミルで２４時間混合した。スプレードライヤーで乾燥させた混合粉を金型に
充填し、コールドプレス機にて加圧成形した。
　得られた成形体を１４５０℃で２４時間焼結した。その焼結体を湿式ボールミルで３６
時間粉砕した。その結果、平均粒径が４．８μｍのＩＴＯ粉末を得た。
　このＩＴＯ粉体に金属Ｓｎ（平均粒径：３．３μｍ）を混合粉全体の１０ｗｔ％（[Ｉ
ｎ／（Ｓｎ＋Ｉｎ）]＝約０．９）となるように混合した。
　この混合粉を焼結治具に入れ、実施例１と同様にして放電プラズマ焼結して焼結体を得
た。結果を表４に示す。
【０１０３】
【表４】

【０１０４】
　これら焼結体のＸ線回折の結果より、錫が固溶した酸化インジウムのピークと金属Ｓｎ
のピークが観察された。また、ＥＰＭＡの面分析を行ったところ、金属Ｓｎは、約１０μ
ｍ程度の粒径で存在することが分かった。
【０１０５】
　得られた焼結体について、実施例１と同様にスパッタリングターゲットの加工及びノジ
ュールの観察を行った。その結果、ノジュールの発生は全く観察されなかった。
【０１０６】
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比較例１
　下記の市販ＩＴＯターゲットＡ～Ｃについて評価した。結果を表５に示す。尚、錫原子
の含有率[Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ）]は０．１６（原子比）である。
【０１０７】
【表５】

【０１０８】
　ターゲットＡの断面のＥＰＭＡ分析結果（２５μｍ□視野）を図１０に示す。これによ
り、酸化スズが１～３μｍの大きさで存在していることがわかる。
　また、Ｘ線回折の結果を図１１に示す。尚、この図では縦軸を通常の回折スペクトルの
１０倍に拡大してある。このスペクトルには、２θが１９°から２４°である領域にＩｎ

４Ｓｎ３Ｏ１２の特徴であるピークが３本現れている。このことから、図１０で観察され
る酸化スズの分散は、Ｉｎ４Ｓｎ３Ｏ１２化合物であることが推定される。
【０１０９】
　図１２に、走査型拡がり抵抗顕微鏡（ＳＳＲＭ）を同様に視野で観測した場合の抵抗値
の分布を示す図である。
　抵抗値が一桁大きな島状部分が存在することがわかる。この部分がＩｎ４Ｓｎ３Ｏ１２

化合物である。
　実施例１と同様にノジュール発生テストを実施したところ、大量のノジュールが観察さ
れた。このように、Ｉｎ４Ｓｎ３Ｏ１２化合物等が分散したターゲットでは、大量のノジ
ュールが発生する。
【０１１０】
比較例２
　酸化スズ粉と酸化インジウム粉を、原子比[Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ）]が０．１６となるよ
うに混合した混合粉を、湿式ボールミルで２４時間混合した。
　スプレードライヤーで乾燥させた混合粉を焼結治具に入れ、実施例１と同様にして放電
プラズマ焼結して焼結体を得た。尚、焼結温度は９５０℃とした。
【０１１１】
　この焼結体のＸ線回折のピークは、Ｉｎ２Ｏ３相とＳｎＯ２相からなっていた。焼結体
の密度は６．２２ｇ／ｃｍ３で、バルク抵抗は０．４４ｍΩｃｍであった。
　得られた焼結体について、実施例１と同様にスパッタリングターゲットの加工及びノジ
ュールの観察を行った。その結果、スパッタ放電中に異常放電であるアーキングが起こり
、放電実験終了後にはターゲット表面上に大量のノジュールが観察された。このように、
ＳｎＯ２が分散したターゲットでは、大量のノジュールが発生した。
【０１１２】
実施例５
　酸化スズ粉と酸化インジウム粉からなる混合粉[原子比Ｓｎ／（Ｉｎ＋Ｓｎ）＝０．０
５]を湿式ボールミルで２４時間混合した。これをスプレードライヤーで乾燥させた後、
金型に充填しコールドプレス機にて加圧成形した。
　得られた成形体を１４５０℃で２４時間焼結した。
　この焼結体を湿式ボールミルで３６時間粉砕した。その結果、平均粒径が４．８μｍの
ＩＴＯ粉末を得た。
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　このＩＴＯ粉体に金属Ｓｎ（平均粒径：０．５μｍ、１μｍ、２μｍ、５μｍ）を混合
粉全体の５ｗｔ％となるように混合した。
　この混合粉を焼結治具に入れ、実施例１と同様にして放電プラズマ焼結して焼結体を得
た。尚、焼結温度は９００℃とした。結果を表６に示す。
【０１１３】
【表６】

【０１１４】
　いずれの焼結体も、Ｘ線回折の結果より、錫が固溶した酸化インジウムのピークと金属
Ｓｎのピークが観察された。
　また、ＥＰＭＡの面分析を行ったところ、金属Ｓｎの平均粒径は、それぞれ０．９μｍ
、１．２μｍ、３．１μｍ、７．２μｍであることが分かった。得られた焼結体のバルク
抵抗は、金属Ｓｎ粒子の粒径に応じた変化している。
【０１１５】
　得られた焼結体について、実施例１と同様にスパッタリングターゲットの加工及びノジ
ュールの観察を行った。その結果、ノジュールの発生は全く観察されなかった。
【産業上の利用可能性】
【０１１６】
　本発明の酸化インジウム焼結体は、各種表示装置の透明電極や半導体素子で使用される
半導体膜を形成する際に使用されるスパッタリングターゲットとして好適である。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】本発明の第１の製造方法の工程図である。
【図２】第１の製造方法に仮焼工程を設けた場合の工程図である。
【図３】本発明の第２の製造方法の工程図である。
【図４】薄膜トランジスタの一例の概略断面図である。
【図５】薄膜トランジスタの他の例の概略断面図であり、（１）はソース・ドレイン電極
のパターニング前の概略図であり、（２）はソース・ドレイン電極のパターニング後の概
略図である。
【図６】実施例１で製造した焼結体２のＸ線回折チャートである。
【図７】焼結体２のＥＰＭＡ分析の結果である。
【図８】実施例２で製造した焼結体４のＸ線回折チャートである
【図９】焼結体４のＥＰＭＡ分析の結果である。
【図１０】比較例１で評価したターゲットＡのＥＰＭＡ分析の結果である。
【図１１】ターゲットＡのＸ線回折チャートである。
【図１２】ターゲットＡのＳＳＲＭ分析の結果である。
【符号の説明】
【０１１８】
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１　基板
２　ゲート電極
３　ゲート絶縁膜
４　チャネル層
５　ソース電極
６　ドレイン電極
７　保護膜
１１　基板
１２　ゲート電極
１３　ゲート絶縁膜
１４　チャネル層
１５　保護膜
１７　ソース・ドレイン電極

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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