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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート電極上に配置されたゲート絶縁層上に、第一の酸化物半導体膜を成膜する第一工
程と、
　前記第一工程後に、前記第一の酸化物半導体膜上に、前記第一の酸化物半導体膜とカチ
オン組成が異なり、且つ前記第一の酸化物半導体膜より低い電気伝導度を有する第二の酸
化物半導体膜を成膜する第二工程と、
　前記第二工程後に、酸化性雰囲気の下３００℃超で熱処理する第三工程と、
　前記第三工程後に、前記第二の酸化物半導体膜上に、前記第一の酸化物半導体膜とカチ
オン組成が異なり、且つ前記第一の酸化物半導体膜より低い電気伝導度を有する第三の酸
化物半導体膜を成膜する第四工程と、
　前記第四工程後に、酸化性雰囲気の下で熱処理する第五工程と、
　前記第四工程と前記第五工程の間又は前記第五工程後に、前記第三の酸化物半導体膜上
に、ソース電極及びドレイン電極を形成する電極形成工程と、
　を有する電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項２】
　前記第一の酸化物半導体膜と、前記第二の酸化物半導体膜は、それぞれＩｎ、Ｇａ及び
Ｚｎのうちの少なくとも１種を含み、
　前記第二工程と前記第三工程の際に、前記第二の酸化物半導体膜の厚みをＺ（ｎｍ）と
し、前記第三工程での熱処理温度をＴ（℃）とし、前記第二の酸化物半導体膜及び前記第
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一の酸化物半導体膜中への酸素の拡散距離をＬ（ｎｍ）としたとき、０＜Ｚ＜Ｌ＝８×１
０－６×Ｔ３－０．００９２×Ｔ２＋３．６×Ｔ－４６８±０．１の関係式を満たすよう
に前記第二の酸化物半導体膜の厚みと前記熱処理温度を調整する、
　請求項１に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項３】
　前記第二工程と前記第三工程の際に、Ｚ≦Ｌ－３．０の関係式を満たすように前記第二
の酸化物半導体膜の厚みと前記熱処理温度を調整する、
　請求項２に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項４】
　前記第二工程と前記第三工程の際に、Ｌ－１５．０≦Ｚの関係式を満たすように前記第
二の酸化物半導体膜の厚みと前記熱処理温度を調整する、
　請求項２又は請求項３に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項５】
　前記第二工程と前記第三工程の際に、Ｌ－１１．０≦Ｚ≦Ｌ－８．０の関係式を満たす
ように前記第二の酸化物半導体膜の厚みと前記熱処理温度を調整する、
　請求項２～請求項４の何れか１項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項６】
　前記第四工程では、前記第三の酸化物半導体膜のカチオン組成比が、前記第二の酸化物
半導体膜のカチオン組成比と同じになるように成膜する、
　請求項１～請求項５の何れか１項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項７】
　前記第二工程と前記第四工程の際、前記第二の酸化物半導体膜と前記第三の酸化物半導
体膜の厚みの合計が１０ｎｍ超７０ｎｍ未満となるように調整する、
　請求項１～請求項６の何れか１項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項８】
　前記第三の酸化物半導体膜は、Ｉｎ、Ｇａ及びＺｎのうちの少なくとも１種を含む、
　請求項１～請求項７の何れか１項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項９】
　前記第一の酸化物半導体膜はＩｎを含み、前記第一の酸化物半導体膜のＩｎ組成比率が
、前記第二の酸化物半導体膜のＩｎ組成比率よりも高い、
　請求項８に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項１０】
　前記第二の酸化物半導体膜はＧａを含み、前記第二の酸化物半導体膜のＧａ組成比率が
前記第一の酸化物半導体膜のＧａ組成比率よりも高い、
　請求項８又は請求項９に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項１１】
　前記第一の酸化物半導体膜と、前記第二の酸化物半導体膜と、前記第三の酸化物半導体
膜は、それぞれ非晶質である、
　請求項８～請求項１０の何れか１項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項１２】
　前記第三工程及び前記第五工程での熱処理温度を６００℃未満に調整する、
　請求項８～請求項１１の何れか１項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項１３】
　前記第一工程では、前記第一の酸化物半導体膜の厚みが１０ｎｍ未満となるように成膜
する、
　請求項１～請求項１２の何れか１項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項１４】
　前記第一の酸化物半導体膜の組成は、Ｉｎ（ａ）Ｇａ（ｂ）Ｚｎ（ｃ）Ｏ（ｄ）（ａ，
ｂ，ｃ，ｄ＞０）で表される、
　請求項１～請求項１３の何れか１項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
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【請求項１５】
　前記第一の酸化物半導体膜の組成は、ｃ≦３／５,ｂ＞０, ｂ≧３ａ／７－３／１４,ｂ
≧９ａ／５－５３／５０，ｂ≦－８ａ／５＋３３／２５，ｂ≦９１ａ／７４－１７／４０
（但しａ＋ｂ＋ｃ＝１とする）で表される範囲内の組成である、
　請求項１４に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項１６】
　前記第一の酸化物半導体膜の組成は、ｂ≦１７ａ／２３－２８／１１５，ｂ≧３ａ／３
７，ｂ≧９ａ／５－５３／５０，ｂ≦１／５（但しａ＋ｂ＋ｃ＝１とする）で表される範
囲内の組成である、
　請求項１５に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項１７】
　前記第一の酸化物半導体膜の組成は、ｂ≦７ａ／１３－１１／６５,ｂ≧３ａ／３７,ｂ
≦－２ａ＋１１／１０（但しａ＋ｂ＋ｃ＝１とする）で表される範囲内の組成である、
　請求項１６に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項１８】
　前記第一の酸化物半導体膜の組成は、Ｉｎ（ｘ）Ｚｎ（１－ｘ）Ｏ（ｙ）（ｙ＞０，０
＜ｘ＜１）で表される、
　請求項１～請求項１３の何れか１項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項１９】
　前記第一の酸化物半導体膜の組成は、０．４≦ｘ≦０．７５で表される範囲内の組成で
ある、
　請求項１８に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項２０】
　前記第一の酸化物半導体膜の組成は、０．４≦ｘ≦０．５で表される範囲内の組成であ
る、
　請求項１９に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項２１】
　前記第二の酸化物半導体膜の組成は、Ｉｎ（ｅ）Ｇａ（ｆ）Ｚｎ（ｇ）Ｏ（ｈ）（ｅ，
ｆ，ｇ，ｈ＞０）で表される、
　請求項１～請求項２０の何れか１項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項２２】
　前記第二の酸化物半導体膜の組成は、０．２５０＜ｆ／（ｅ＋ｆ）≦０．８７５で表さ
れる範囲内の組成である、
　請求項２１に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項２３】
　前記第一工程と前記第二工程と前記第四工程では、それぞれプラズマを発生する成膜法
を用いて成膜する、
　請求項１～請求項２２の何れか１項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項２４】
　前記五工程は、前記電極形成工程後に行う、
　請求項１～請求項２３の何れか１項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項２５】
　ゲート電極上にゲート絶縁層を有し、前記ゲート絶縁層上に、電子が走行するチャネル
積層膜が構成され、前記チャネル積層膜上に、ソース電極、及びドレイン電極が形成され
るボトムゲート型でトップコンタクト型の電界効果型トランジスタにおいて、
　前記チャネル積層膜がそれぞれＩｎ、Ｇａ、Ｚｎを含む酸化物半導体層であり、前記ゲ
ート絶縁膜側から、第一、第二、第三の酸化物半導体膜で構成され、前記第一の酸化物半
導体膜におけるＩｎ含有率が前記第二、第三の酸化物半導体膜よりも高く且つ、前記第二
の酸化物半導体層における格子欠陥密度が、前記第三の酸化物半導体層の格子欠陥密度に
対して少ない電界効果型トランジスタ。
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【請求項２６】
　ゲート電極上にゲート絶縁層を有し、前記ゲート絶縁層上に、電子が走行するチャネル
積層膜が構成され、前記チャネル積層膜上に、ソース電極、及びドレイン電極が形成され
るボトムゲート型でトップコンタクト型の電界効果型トランジスタにおいて、
　前記チャネル積層膜がそれぞれＩｎ、Ｇａ、Ｚｎを含む酸化物半導体層であり、前記ゲ
ート絶縁膜側から、第一、第二、第三の酸化物半導体膜で構成され、前記第一の酸化物半
導体膜におけるＩｎ含有率が前記第二、第三の酸化物半導体膜よりも高く、且つ、前記第
二の酸化物半導体層中の酸素含有密度が、前記第三の酸化物半導体層の酸素含有密度に対
して多くなっている電界効果型トランジスタ。
【請求項２７】
　請求項１～請求項２４の何れか１項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法により
製造された電界効果型トランジスタを備えたことを特徴とする表示装置。
【請求項２８】
　基板と、
　前記基板上に配置され、請求項１～請求項２４の何れか１項に記載の電界効果型トラン
ジスタの製造方法により製造された電界効果型トランジスタと、
　前記電界効果型トランジスタ上で、前記電界効果型トランジスタに電気的に接続されて
いる有機電界発光素子と、
　を備え、前記有機電界発光素子から発せられる光が、前記基板側から取り出されるボト
ムエミッション型の表示装置。
【請求項２９】
　請求項１～請求項２４の何れか１項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法により
製造された電界効果型トランジスタを備えたことを特徴とするイメージセンサ。
【請求項３０】
　請求項１～請求項２４の何れか１項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法により
製造された電界効果型トランジスタを備えたことを特徴とするＸ線センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電界効果型トランジスタの製造方法、並びに、電界効果型トランジスタ、表
示装置、イメージセンサ及びＸ線センサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電界効果型トランジスタは、半導体メモリ用集積回路の単位素子や高周波信号増
幅素子、液晶駆動用素子等に用いられており、特に薄膜化したものは薄膜トランジスタ（
ＴＦＴ）として幅広い分野で用いられている。
【０００３】
　電界効果型トランジスタを形成する半導体チャネル層（活性層）としては、従来からシ
リコン半導体やその化合物が多く用いられており、高速動作が必要な高周波増幅素子、集
積回路等には単結晶シリコン、又は低速動作で十分であるが、ディスプレイ用途等大面積
化への対応が要求される液晶駆動装置用にはアモルファスシリコンが用いられているが、
大型化/高精細化に向けて、アモルファスシリコン性能を凌ぐ、ＴＦＴ特性が求められて
いる。また、近年軽量かつ曲げられるフレキシブルディスプレイが注目を浴びている。フ
レキシブルデバイスには、可撓性の高い樹脂基板が主に用いられ、液晶ディスプレイプロ
セス（４００℃）より低温プロセスが必要である。このような中、アモルファスシリコン
より電気特性が良く、且つ液晶プロセス、また低温プロセスで作製可能なＩｎ-Ｇａ-Ｚｎ
-Ｏ系（以下ＩＧＺＯと記す）の酸化物半導体が、東京工業大学細野らにより発見された
。このＩＧＺＯは、次世代ディスプレイ用の半導体素子材料として有望視されており、世
界中の大学/メーカーが盛んに実用化に向けて、研究開発を行っている。
【０００４】
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　そして、このようなＩＧＺＯ等の半導体膜を活性層として用いた電界効果型トランジス
タは、青色発光層を有する有機ＥＬ表示装置や液晶表示装置等に搭載される場合がある。
この青色発光層はλ＝４５０ｎｍ程度のピークを持つブロードな発光を示すが、その光の
発光スペクトルの裾は４２０ｎｍまで続いていること、青色カラーフィルタは４００ｎｍ
の光を７０％程度は通すこと等を考慮すると、青色光を受け得る電界効果型トランジスタ
として４５０ｎｍよりも小さい波長域での光照射に対する特性劣化が低いことが要求され
る。仮にＩＧＺＯの光学バンドギャップが比較的狭く、その領域に光学吸収を持つ場合に
は、トランジスタの閾値シフトが起こってしまうという問題が生じる。
【０００５】
　ここで、特許文献１には、酸化物半導体からなる活性層と、活性層の酸化物半導体より
も酸素との結合力の強い元素種を含む酸化物を含有し、厚みが１ｎｍ～２００ｎｍの中間
層と、活性層よりも電気伝導度の低い抵抗層と、の三層構造からなる酸化物半導体層を備
えた電界効果型トランジスタの製造方法が開示されている。さらに、この製造方法におい
ては、酸化物半導体層の抵抗層を形成した後の後処理として大気中で熱処理を行うことも
開示されている。
【０００６】
　また、特許文献２には、第一の酸化物半導体膜上に第二の酸化物半導体膜を１０ｎｍ～
３００ｎｍの厚みとなるように成膜した後、大気雰囲気の下２５０℃以上５００℃以下で
熱処理を行うことが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１０－６７７１０号公報
【特許文献２】特開２０１０－２５８４３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１の製造方法では、酸化物半導体層の三層構造の中で電気伝導
度の高い活性層上に、中間層を成膜した際、当該成膜により活性層の露出面がダメージを
受け、結果、光照射時の閾値シフト等を左右し得る表面欠陥が発生してしまう場合がある
。成膜の中でも、生産性/バリア性の観点からプラズマを発生するスパッタ法やＣＶＤ法
を用いると、そのプラズマにより活性層の露出面が特にダメージを受け、結果、光照射時
の閾値シフトが悪化する要因となる表面欠陥が増大してしまう。この表面欠陥を回復する
には、特許文献１に記載されているような製造方法で酸化物半導体層の抵抗層を形成した
後の熱処理をすることが有効であるとも考えられるが、抵抗層を形成した後の熱処理では
、抵抗層の厚み分だけ、活性層に酸素が到達しなくなり、プラズマダメージを受けた活性
層の面の表面欠陥を補填できない。また、表面欠陥を補填できなくても熱処理することで
、閾値シフト自体が改善することも考えられるが、抵抗層を形成した後の熱処理では光照
射時の閾値シフト自体も改善されないものと想定される。
【０００９】
　また、特許文献２の製造方法では、第二の酸化物半導体膜を成膜した後に熱処理を行っ
ているが、酸化物半導体層が三層構造でなく、また、第一の酸化物半導体膜は、ソース電
極及びドレイン電極と第二の酸化物半導体膜とを接続するバッファ領域となるものであっ
て、活性層となる領域は第二の酸化物半導体膜である。したがって、熱処理の後、活性層
となる領域の第二の酸化物半導体膜上に保護層等を成膜すると、当該成膜により第二の酸
化物半導体膜の露出面がダメージを受け、結果、光照射時の閾値シフトが悪化する要因と
なる表面欠陥が発生してしまう。そして、第二の酸化物半導体膜上に保護層等を成膜した
後は、発生した表面欠陥の補填や光照射時の閾値シフト自体を改善するような対策を行っ
ていない。
【００１０】
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　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、光照射時のＴＦＴ特性を安定化する電
界効果型トランジスタの製造方法、並びに、電界効果型トランジスタ、表示装置、イメー
ジセンサ及びＸ線センサを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の上記課題は下記の手段によって解決された。
＜１＞ゲート電極上に配置されたゲート絶縁層上に、第一の酸化物半導体膜を成膜する第
一工程と、前記第一工程後に、前記第一の酸化物半導体膜上に、前記第一の酸化物半導体
膜とカチオン組成が異なり、且つ前記第一の酸化物半導体膜より低い電気伝導度を有する
第二の酸化物半導体膜を成膜する第二工程と、前記第二工程後に、酸化性雰囲気の下３０
０℃超で熱処理する第三工程と、前記第三工程後に、前記第二の酸化物半導体膜上に、前
記第一の酸化物半導体膜とカチオン組成が異なり、且つ前記第一の酸化物半導体膜より低
い電気伝導度を有する第三の酸化物半導体膜を成膜する第四工程と、前記第四工程後に、
酸化性雰囲気の下で熱処理する第五工程と、前記第四工程と前記第五工程の間又は前記第
五工程後に、前記第三の酸化物半導体膜上に、ソース電極及びドレイン電極を形成する電
極形成工程と、を有する電界効果型トランジスタの製造方法。
　なお、上記第三工程の熱処理は複数回行うことも含む。
＜２＞前記第一の酸化物半導体膜と、前記第二の酸化物半導体膜は、それぞれＩｎ、Ｇａ
及びＺｎのうちの少なくとも１種を含み、前記第二工程と前記第三工程の際に、前記第二
の酸化物半導体膜の厚みをＺ（ｎｍ）とし、前記第三工程での熱処理温度をＴ（℃）とし
、前記第二の酸化物半導体膜及び前記第一の酸化物半導体膜中への酸素の拡散距離をＬ（
ｎｍ）としたとき、０＜Ｚ＜Ｌ＝８×１０－６×Ｔ３－０．００９２×Ｔ２＋３．６×Ｔ
－４６８±０．１の関係式を満たすように前記第二の酸化物半導体膜の厚みと前記熱処理
温度を調整する、＜１＞に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
＜３＞前記第二工程と前記第三工程の際に、Ｚ≦Ｌ－３．０の関係式を満たすように前記
第二の酸化物半導体膜の厚みと前記熱処理温度を調整する、＜２＞に記載の電界効果型ト
ランジスタの製造方法。
＜４＞前記第二工程と前記第三工程の際に、Ｌ－１５．０≦Ｚの関係式を満たすように前
記第二の酸化物半導体膜の厚みと前記熱処理温度を調整する、＜２＞又は＜３＞に記載の
電界効果型トランジスタの製造方法。
＜５＞前記第二工程と前記第三工程の際に、Ｌ－１１．０≦Ｚ≦Ｌ－８．０の関係式を満
たすように前記第二の酸化物半導体膜の厚みと前記熱処理温度を調整する、＜２＞～＜４
＞の何れか１つに記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
＜６＞前記第四工程では、前記第三の酸化物半導体膜のカチオン組成比が、前記第二の酸
化物半導体膜のカチオン組成比と同じになるように成膜する、＜１＞～＜５＞の何れか１
つに記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
＜７＞前記第二工程と前記第四工程の際、前記第二の酸化物半導体膜と前記第三の酸化物
半導体膜の厚みの合計が１０ｎｍ超７０ｎｍ未満となるように調整する、＜１＞～＜６＞
の何れか１つに記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
＜８＞前記第三の酸化物半導体膜は、Ｉｎ、Ｇａ及びＺｎのうちの少なくとも１種を含む
、＜１＞～＜７＞の何れか１つに記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
＜９＞前記第一の酸化物半導体膜はＩｎを含み、前記第一の酸化物半導体膜のＩｎ組成比
率が、前記第二の酸化物半導体膜のＩｎ組成比率よりも高い、＜８＞に記載の電界効果型
トランジスタの製造方法。
＜１０＞前記第二の酸化物半導体膜はＧａを含み、前記第二の酸化物半導体膜のＧａ組成
比率が前記第一の酸化物半導体膜のＧａ組成比率よりも高い、＜８＞又は＜９＞に記載の
電界効果型トランジスタの製造方法。
＜１１＞前記第一の酸化物半導体膜と、前記第二の酸化物半導体膜と、前記第三の酸化物
半導体膜は、それぞれ非晶質である、＜８＞～＜１０＞の何れか１つに記載の電界効果型
トランジスタの製造方法。
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＜１２＞前記第三工程及び前記第五工程での熱処理温度を６００℃未満に調整する、＜８
＞～＜１１＞の何れか１つに記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
＜１３＞前記第一工程では、前記第一の酸化物半導体膜の厚みが１０ｎｍ未満となるよう
に成膜する、＜１＞～＜１２＞の何れか１つに記載の電界効果型トランジスタの製造方法
。
＜１４＞前記第一の酸化物半導体膜の組成は、Ｉｎ（ａ）Ｇａ（ｂ）Ｚｎ（ｃ）Ｏ（ｄ）
（ａ，ｂ，ｃ，ｄ＞０）で表される、＜１＞～＜１３＞の何れか１つに記載の電界効果型
トランジスタの製造方法。
＜１５＞前記第一の酸化物半導体膜の組成は、ｃ≦３／５,ｂ＞０,ｂ≧３ａ／７－３／１
４,ｂ≧９ａ／５－５３／５０，ｂ≦－８ａ／５＋３３／２５，ｂ≦９１ａ／７４－１７
／４０（但しａ＋ｂ＋ｃ＝１とする）で表される範囲内の組成である、＜１４＞に記載の
電界効果型トランジスタの製造方法。
＜１６＞前記第一の酸化物半導体膜の組成は、ｂ≦１７ａ／２３－２８／１１５，ｂ≧３
ａ／３７，ｂ≧９ａ／５－５３／５０，ｂ≦１／５（但しａ＋ｂ＋ｃ＝１とする）で表さ
れる範囲内の組成である、＜１５＞に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
＜１７＞前記第一の酸化物半導体膜の組成は、ｂ≦７ａ／１３－１１／６５,ｂ≧３ａ／
３７,ｂ≦－２ａ＋１１／１０（但しａ＋ｂ＋ｃ＝１とする）で表される範囲内の組成で
ある、＜１６＞に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
＜１８＞前記第一の酸化物半導体膜の組成は、Ｉｎ（ｘ）Ｚｎ（１－ｘ）Ｏ（ｙ）（ｙ＞
０，０＜ｘ＜１）で表される、＜１＞～＜１３＞の何れか１つに記載の電界効果型トラン
ジスタの製造方法。
＜１９＞前記第一の酸化物半導体膜の組成は、０．４≦ｘ≦０．７５で表される範囲内の
組成である、＜１８＞に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
＜２０＞前記第一の酸化物半導体膜の組成は、０．４≦ｘ≦０．５で表される範囲内の組
成である、＜１９＞に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
＜２１＞前記第二の酸化物半導体膜の組成は、Ｉｎ（ｅ）Ｇａ（ｆ）Ｚｎ（ｇ）Ｏ（ｈ）
（ｅ，ｆ，ｇ，ｈ＞０）で表される、＜１＞～＜２０＞の何れか１つに記載の電界効果型
トランジスタの製造方法。
＜２２＞前記第二の酸化物半導体膜の組成は、０．２５０＜ｆ／（ｅ＋ｆ）≦０．８７５
で表される範囲内の組成である、＜２１＞に記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
＜２３＞前記第一工程と前記第二工程と前記第四工程では、それぞれプラズマを発生する
成膜法を用いて成膜する、＜１＞～＜２２＞の何れか１つに記載の電界効果型トランジス
タの製造方法。
＜２４＞前記五工程は、前記電極形成工程後に行う、＜１＞～＜２３＞の何れか１つに記
載の電界効果型トランジスタの製造方法。
＜２５＞ゲート電極上にゲート絶縁層を有し、前記ゲート絶縁層上に、電子が走行するチ
ャネル積層膜が構成され、前記チャネル積層膜上に、ソース電極、及びドレイン電極が形
成されるボトムゲート型でトップコンタクト型の電界効果型トランジスタにおいて、前記
チャネル積層膜がそれぞれＩｎ、Ｇａ、Ｚｎを含む酸化物半導体層であり、前記ゲート絶
縁膜側から、第一、第二、第三の酸化物半導体膜で構成され、前記第一の酸化物半導体膜
におけるＩｎ含有率が前記第二、第三の酸化物半導体膜よりも高く且つ、前記第二の酸化
物半導体層における格子欠陥密度が、前記第三の酸化物半導体層の格子欠陥密度に対して
少ない電界効果型トランジスタ。
＜２６＞ゲート電極上にゲート絶縁層を有し、前記ゲート絶縁層上に、電子が走行するチ
ャネル積層膜が構成され、前記チャネル積層膜上に、ソース電極、及びドレイン電極が形
成されるボトムゲート型でトップコンタクト型の電界効果型トランジスタにおいて、前記
チャネル積層膜がそれぞれＩｎ、Ｇａ、Ｚｎを含む酸化物半導体層であり、前記ゲート絶
縁膜側から、第一、第二、第三の酸化物半導体膜で構成され、前記第一の酸化物半導体膜
におけるＩｎ含有率が前記第二、第三の酸化物半導体膜よりも高く、且つ、前記第二の酸
化物半導体層中の酸素含有密度が、前記第三の酸化物半導体層の酸素含有密度に対して多



(8) JP 4982620 B1 2012.7.25

10

20

30

40

50

くなっている電界効果型トランジスタ。
＜２７＞＜１＞～＜２４＞の何れか１つに記載の電界効果型トランジスタの製造方法によ
り製造された電界効果型トランジスタを備えたことを特徴とする表示装置。
＜２８＞基板と、前記基板上に配置され、＜１＞～＜２４＞の何れか１つに記載の電界効
果型トランジスタの製造方法により製造された電界効果型トランジスタと、前記電界効果
型トランジスタ上で、前記電界効果型トランジスタに電気的に接続されている有機電界発
光素子と、を備え、前記有機電界発光素子から発せられる光が、前記基板側から取り出さ
れるボトムエミッション型の表示装置。
＜２９＞＜１＞～＜２４＞の何れか１つに記載の電界効果型トランジスタの製造方法によ
り製造された電界効果型トランジスタを備えたことを特徴とするイメージセンサ。
＜３０＞＜１＞～＜２４＞の何れか１つに記載の電界効果型トランジスタの製造方法によ
り製造された電界効果型トランジスタを備えたことを特徴とするＸ線センサ。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、光照射時のＴＦＴ特性を安定化する電界効果型トランジスタの製造方
法、並びに、電界効果型トランジスタ、表示装置、イメージセンサ及びＸ線センサを提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係るＴＦＴであって、ボトムゲート構造でトップコ
ンタクト型のＴＦＴの一例を示す模式図である。
【図２】図２は、図１に示すボトムゲート構造で且つトップコンタクト型のＴＦＴの製造
方法の工程図である。
【図３】図３は、本発明の電気光学装置の一実施形態の液晶表示装置について、その一部
分の概略断面図を示す図である。
【図４】図４は、図３に示す液晶表示装置の電気配線の概略構成図を示す。
【図５】図５は、本発明の電気光学装置の一実施形態のアクティブマトリックス方式の有
機ＥＬ表示装置について、その一部分の概略断面図を示す図である。
【図６】図６は、図５に示す有機ＥＬ表示装置の電気配線の概略構成図を示す。
【図７】図７は、本発明のセンサの一実施形態であるＸ線センサについて、その一部分の
概略断面図を示す図である。
【図８】図８は、図７に示すＸ線センサの電気配線の概略構成図を示す。
【図９】図９（Ａ）は実施例及び比較例のＴＦＴの平面図であり、図９（Ｂ）は図９（Ａ
）に示すＴＦＴのＡ－Ａ線矢視断面図である。
【図１０】図１０は、モノクロ光照射下におけるＴＦＴ特性測定の概略を示す図である。
【図１１】図１１は、実施例１に係るＴＦＴについて、モノクロ光照射下におけるＶｇ－
Ｉｄ特性を示す図である。
【図１２】図１２は、実施例２に係るＴＦＴについて、モノクロ光照射下におけるＶｇ－
Ｉｄ特性を示す図である。
【図１３】図１３は、実施例３に係るＴＦＴについて、モノクロ光照射下におけるＶｇ－
Ｉｄ特性を示す図である。
【図１４】図１４は、比較例１に係るＴＦＴについて、モノクロ光照射下におけるＶｇ－
Ｉｄ特性を示す図である。
【図１５】図１５は、実験例１のサンプルに対するＳＩＭＳ分析結果を示す図である。
【図１６】図１６は、実験例２のサンプルに対するＳＩＭＳ分析結果を示す図である。
【図１７】図１７は、実験例３のサンプルに対するＳＩＭＳ分析結果を示す図である。
【図１８】図１８は、実験例４のサンプルに対するＳＩＭＳ分析結果を示す図である。
【図１９】図１９は、求めた酸素の拡散距離Ｌと熱処理温度の関係をプロットしたグラフ
図である。
【図２０】図２０は、測定結果のうち代表的なＶｇ－Ｉｄ特性である実施例７のＴＦＴに
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ついての光照射下におけるＶｇ－Ｉｄ特性を示す図である。
【図２１】図２１は、測定結果のうち代表的なＶｇ－Ｉｄ特性である実施例９のＴＦＴに
ついての光照射下におけるＶｇ－Ｉｄ特性を示す図である。
【図２２】図２２は、測定結果のうち代表的なＶｇ－Ｉｄ特性である実施例１０のＴＦＴ
についての光照射下におけるＶｇ－Ｉｄ特性を示す図である。
【図２３】図２３は、測定結果のうち代表的なＶｇ－Ｉｄ特性である実施例１１のＴＦＴ
についての光照射下におけるＶｇ－Ｉｄ特性を示す図である。
【図２４】図２４は、測定結果のうち代表的なＶｇ－Ｉｄ特性である実施例１２のＴＦＴ
についての光照射下におけるＶｇ－Ｉｄ特性を示す図である。
【図２５】図２５は、表３に示す結果に基づき、第二の酸化物半導体膜の厚みＺと電界効
果移動度μとの関係及び厚みＺとΔＶｔｈとの関係を示した図である。
【図２６】図２６は、Ｚ≧Ｌでの特性劣化を説明するイメージ図である。
【図２７】図２７は、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ三元系の相図であり、この中で特定の組成範囲を
明記した図である。
【図２８】図２８は、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ三元系の相図であり、この中で特定の組成範囲を
明記した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態に係る電界効果型トランジスタの
製造方法、及び、表示装置、イメージセンサ、Ｘ線センサについて具体的に説明する。な
お、図中、同一又は対応する機能を有する部材（構成要素）には同じ符号を付して適宜説
明を省略する。また、以下で説明する場合に用いる「上」及び「下」という用語は、便宜
的に用いるものであって、方向に拘束されるべきでない。
【００１５】
１．電界効果型トランジスタの構成
　まず、電界効果型トランジスタの製造方法を説明する前に、当該製造方法によって作製
される電界効果型トランジスタの構成について概略を説明する。
　本発明の実施形態に係る電界効果型トランジスタは、薄膜トランジスタ：ＴＦＴであっ
て、少なくとも、ゲート電極、ゲート絶縁層、酸化物半導体層、ソース電極及びドレイン
電極を有し、ゲート電極に電圧を印加して、酸化物半導体層に流れる電流を制御し、ソー
ス電極とドレイン電極間の電流をスイッチングする機能を有するアクテイブ素子である。
【００１６】
　本発明の実施形態のＴＦＴの素子構造としては、ゲート電極の位置に基づいた、いわゆ
る逆スタガ構造（ボトムゲート型とも呼ばれる）の態様をとる。また、活性層とソース電
極及びドレイン電極（適宜、「ソース・ドレイン電極」という。）との接触部分に基づき
、いわゆるトップコンタクト型の態様をとる。なお、ボトムゲート型とは、ゲート絶縁層
の下側にゲート電極が配置され、ゲート絶縁層の上側に活性層が形成された形態である。
また、トップコンタクト型とは、活性層がソース・ドレイン電極よりも先に形成されて活
性層の上面がソース・ドレイン電極に接触する形態である。
【００１７】
　図１は、本発明の実施形態に係るＴＦＴであって、ボトムゲート構造でトップコンタク
ト型のＴＦＴ１０の一例を示す模式図である。
【００１８】
　図１に示すＴＦＴ１０では、基板１２の一方の主面上にゲート電極１４と、ゲート絶縁
層１６と、酸化物半導体層１８と、が順に積層されている。この酸化物半導体層１８の表
面上には、ソース電極２０及びドレイン電極２２が互いに離間して設置されている。そし
て、本実施形態ではさらに酸化物半導体層１８が、ゲート絶縁層１６側から順に第一の酸
化物半導体膜２４と第二の酸化物半導体膜２６と第三の酸化物半導体膜２８との三層に分
かれている。
【００１９】
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　なお、第一の酸化物半導体膜２４と第二の酸化物半導体膜２６と第三の酸化物半導体膜
２８との区別は、酸化物半導体層１８の断面ＴＥＭ（Transmission Electron Microscope
）分析によるコントラストの違い等により行うことができる。
【００２０】
２．電界効果型トランジスタの製造方法
　以上説明した電界効果型トランジスタの製造方法は、ゲート電極１４上に配置されたゲ
ート絶縁層１６上に、第一の酸化物半導体膜２４を成膜する第一工程と、前記第一の酸化
物半導体膜２４上に、前記第一の酸化物半導体膜２４とカチオン組成が異なり、且つ前記
第一の酸化物半導体膜２４より低い電気伝導度を有する第二の酸化物半導体膜２６を成膜
する第二工程と、前記第二工程後に、酸化性雰囲気の下３００℃超で熱処理する第三工程
と、前記第三工程後に、前記第二の酸化物半導体膜２６上に、前記第一の酸化物半導体膜
２４とカチオン組成が異なり、且つ前記第一の酸化物半導体膜２４より低い電気伝導度を
有する第三の酸化物半導体膜２８を成膜する第四工程と、前記第四工程後に、酸化性雰囲
気の下で熱処理する第五工程と、前記第四工程と前記第五工程の間又は前記第五工程後に
、前記第三の酸化物半導体膜２８上に、ソース電極２０及びドレイン電極２２を形成する
電極形成工程と、を有している。
　そして、このような製造方法によれば、第二工程での第二の酸化物半導体膜２６を成膜
した後に第三工程の熱処理を行うことによって、第一の酸化物半導体膜２４と第二の酸化
物半導体膜２６との界面欠陥を酸素拡散により補償することで、光照射時のΔＶｔｈを改
善することができ、仮に、第三工程によって酸化性雰囲気から界面まで酸素拡散が到達し
ない場合においても、第三工程を行わない場合と比較して第二の酸化物半導体膜２６のバ
ルク中欠陥を低減させることが出来るため、もってＴＦＴ特性を安定化することができる
。
　なお、「電気伝導度」とは、物質の電気伝導のしやすさを表す物性値であり、物質のキ
ャリア濃度ｎ、電気素量をｅ、キャリア移動度μとするとｄｒｕｄｅモデルを仮定した場
合、物質の電気伝導度σは以下の式で表される。
　　　σ＝ｎｅμ
　第一の酸化物半導体膜２４、第二の酸化物半導体膜２６、又は第三の酸化物半導体膜２
８がｎ型半導体である時はキャリアは電子であり、キャリア濃度とは電子キャリア濃度を
、キャリア移動度とは電子移動度を示す。同様に第一の酸化物半導体膜２４、第二の酸化
物半導体膜２６、又は第三の酸化物半導体膜２８がｐ型半導体ではキャリアは正孔であり
、キャリア濃度とは、正孔キャリア濃度を、キャリア移動度とは正孔移動度を示す。尚、
物質のキャリア濃度とキャリア移動度は、ホール測定により求めることができる。
　電気伝導度の求め方は、厚みが分かっている膜のシート抵抗を測定することにより、膜
の電気伝導度を求めることができる。半導体の電気伝導度は温度より変化するが、本文記
載の電気伝導度は、室温（２０℃）での電気伝導度を示す。
　以上のような電界効果型トランジスタの製造方法について、以下図２を用いながら具体
的に説明する。
【００２１】
　図２は、ボトムゲート構造で且つトップコンタクト型のＴＦＴ１０の製造方法の工程図
である。
【００２２】
－ゲート電極１４の形成－
　まず、図２（Ａ）に示すように、ＴＦＴ１０を形成するための基板１２を用意した後、
　基板１２の一方の主面上に、ゲート電極１４を形成する。
　基板１２の形状、構造、大きさ等については特に制限はなく、目的に応じて適宜選択す
ることができる。基板の構造は単層構造であってもよいし、積層構造であってもよい。基
板１２としては、例えば、ガラスやＹＳＺ（イットリウム安定化ジルコニウム）等の無機
材料、樹脂や樹脂複合材料等からなる基板を用いることができる。中でも軽量である点、
可撓性を有する点から樹脂あるいは樹脂複合材料からなる基板が好ましい。具体的には、
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ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート
、ポリブチレンナフタレート、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリスルホン、ポリエ
ーテルスルホン、ポリアリレート、アリルジグリコールカーボネート、ポリアミド、ポリ
イミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、ポリベンズアゾール、ポリフェニレン
サルファイド、ポリシクロオレフィン、ノルボルネン樹脂、ポリクロロトリフルオロエチ
レン等のフッ素樹脂、液晶ポリマー、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、ア
イオノマー樹脂、シアネート樹脂、架橋フマル酸ジエステル、環状ポリオレフィン、芳香
族エーテル、マレイミドーオレフィン、セルロース、エピスルフィド化合物等の合成樹脂
からなる基板、既述の合成樹脂等と酸化珪素粒子との複合プラスチック材料からなる基板
、既述の合成樹脂等と金属ナノ粒子、無機酸化物ナノ粒子もしくは無機窒化物ナノ粒子等
との複合プラスチック材料からなる基板、既述の合成樹脂等とカーボン繊維もしくはカー
ボンナノチューブとの複合プラスチック材料からなる基板、既述の合成樹脂等とガラスフ
ェレーク、ガラスファイバーもしくはガラスビーズとの複合プラスチック材料からなる基
板、既述の合成樹脂等と粘土鉱物もしくは雲母派生結晶構造を有する粒子との複合プラス
チック材料からなる基板、薄いガラスと既述のいずれかの合成樹脂との間に少なくとも１
回の接合界面を有する積層プラスチック基板、無機層と有機層（既述の合成樹脂）を交互
に積層することで、少なくとも１回以上の接合界面を有するバリア性能を有する複合材料
からなる基板、ステンレス基板またはステンレスと異種金属とを積層した金属多層基板、
アルミニウム基板または表面に酸化処理（例えば陽極酸化処理）を施すことで表面の絶縁
性を向上させた酸化皮膜付きのアルミニウム基板等を用いることができる。
　なお、樹脂基板としては、耐熱性、寸法安定性、耐溶剤性、電気絶縁性、加工性、低通
気性、および低吸湿性等に優れていることが好ましい。樹脂基板は、水分や酸素の透過を
防止するためのガスバリア層や、樹脂基板の平坦性や下部電極との密着性を向上するため
のアンダーコート層等を備えていてもよい。
【００２３】
　ゲート電極１４の形成では、まず例えば印刷方式、コーティング方式等の湿式方式、真
空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等の物理的方式、ＣＶＤ、プラズ
マＣＶＤ法等の化学的方式等の中から使用する材料との適性を考慮して適宜選択した方法
に従って導電膜を成膜する。成膜後、導電膜をフォトリソグラフィー及びエッチング法又
はリフトオフ法等により所定の形状にパターンニングすることにより、導電膜からゲート
電極１４を形成する。この際、ゲート電極１４及びゲート配線を同時にパターンニングす
ることが好ましい。
　ゲート電極１４を構成する導電膜は、高い導電性を有するものを用いることが好ましく
、例えばＡｌ,Ｍｏ,Ｃｒ,Ｔａ,Ｔｉ,Ａｕ,Ａｕ等の金属、Ａｌ－Ｎｄ、Ａｇ合金、酸化錫
、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化亜鉛インジウム（ＩＺ
Ｏ）等の金属酸化物導電膜等を単層または２層以上の積層構造として用いることができる
。
【００２４】
－ゲート絶縁層１６の形成－
　ゲート電極１４を形成した後は、図２（Ｂ）に示すように、当該ゲート電極１４上及び
基板１２の露出面上にゲート絶縁層１６を形成する。
　ゲート絶縁層１６の形成では、まず例えば印刷方式、コーティング方式等の湿式方式、
真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等の物理的方式、ＣＶＤ、プラ
ズマＣＶＤ法等の化学的方式等の中から使用する材料との適性を考慮して適宜選択した方
法に従って絶縁膜を成膜する。成膜後、必要に応じて、フォトリソグラフィー及びエッチ
ング法又はリフトオフ法等によって所定の形状にパターンニングを行い、絶縁膜からゲー
ト絶縁層１６を形成する。
　ゲート絶縁層１６を構成する絶縁膜は、高い絶縁性を有するものが好ましく、例えばＳ
ｉＯ２,ＳｉＮｘ,ＳｉＯＮ,Ａｌ２Ｏ３,Ｙ２Ｏ３,Ｔａ２Ｏ５,ＨｆＯ２等の絶縁膜、又は
これらの化合物を少なくとも二つ以上含む絶縁膜としてもよい。
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　なお、ゲート絶縁層１６は、リーク電流の低下及び電圧耐性の向上のための厚みを有す
る必要がある一方、ゲート絶縁層の厚みが大きすぎると駆動電圧の上昇を招いてしまう。
　ゲート絶縁層１６の厚みは、その材質にもよるが、１０ｎｍ以上１０μｍ以下が好まし
く、５０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下がより好ましく、１００ｎｍ以上４００ｎｍ以下が特
に好ましい。
【００２５】
－第一工程－
　ゲート絶縁層１６を形成した後は、図２（Ｃ）に示すように、当該ゲート絶縁層１６上
に酸化物半導体層１８の一部としての第一の酸化物半導体膜２４を成膜する第一工程を行
う。
　この第一工程では、例えば印刷方式やコーティング方式等の湿式方式、真空蒸着法やス
パッタリング法、イオンプレーティング法等の物理的方式、ＣＶＤやプラズマＣＶＤ法等
の化学的方式等の中から使用する材料との適性を考慮して適宜選択した方法に従って第一
の酸化物半導体膜２４を成膜する。これらの中でも、膜厚の制御がし易いという観点から
、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、ＣＶＤ又はプラズマＣＶＤ
法等の気相成膜法を用いるのが好ましい。気相成膜法の中でも、スパッタリング法、パル
スレーザー蒸着法（ＰＬＤ法）がより好ましい。さらに、量産性の観点から、スパッタリ
ング法がさらに好ましい。例えば、ＲＦマグネトロンスパッタリング蒸着法により、真空
度及び酸素流量を制御して成膜される。また第一の酸化物半導体膜２４として例えばＩＧ
ＺＯを成膜する場合には、所望のカチオン組成になるように調整した複合酸化物ターゲッ
トを用いても良いし、Ｉｎ２Ｏ３，Ｇａ２Ｏ３，ＺｎＯの３元共スパッタを用いても良い
。
【００２６】
　第一の酸化物半導体膜２４は、酸化物半導体を主体としていればよく、その他に不純物
等を含有していても良い。ここで、「主体」とは、第一の酸化物半導体膜２４を構成する
構成成分のうち、最も多く含有されている成分を表す。
　酸化物半導体は、非晶質又は結晶質のいずれであってもよいが、好ましくは、非晶質酸
化物半導体が用いられる。半導体膜を酸化物半導体により構成すれば、非晶質シリコンの
半導体膜に比べて電荷の移動度がはるかに高く、低電圧で駆動させることができる。また
、酸化物半導体を用いれば、通常、シリコンよりも光透過性が高い半導体膜を形成するこ
とができる。また、酸化物半導体、特に非晶質酸化物半導体は、低温（例えば室温）で均
一に成膜が可能であるため、プラスチックのような可撓性のある樹脂基板を用いるときに
特に有利となる。
　酸化物半導体の構成材料としては、従来公知のものが包含され、例えばＩｎ，Ｔｉ，Ｎ
ｂ，Ｓｎ，Ｚｎ，Ｇｄ，Ｃｄ，Ｚｒ，Ｙ，Ｌａ，Ｔａ等の遷移金属の酸化物の他、ＳｒＴ
ｉＯ3，ＣａＴｉＯ3，ＺｎＯ・Ｒｈ２Ｏ３，ＣｕＧａＯ２，ＳｒＣｕ２Ｏ２等の酸化物等
が挙げられる。
　このように、第一の酸化物半導体膜２４に用いられる酸化物半導体は、特に限定される
ことはないが、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ｇａ及びＣｄのうち少なくとも１種を含む酸化物が好
ましく、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｚｎ及びＧａのうち少なくとも１種を含む酸化物がより好ましく、
Ｉｎ、Ｇａ及びＺｎのうちの少なくとも１種を含む酸化物（例えばＩｎ－Ｏ系）がさらに
好ましい。
　特に、第一の酸化物半導体膜２４はＩｎを含み、第一の酸化物半導体膜２４のＩｎ組成
比率が、第二の酸化物半導体膜２６のＩｎ組成比率よりも高いことが好ましい。Ｉｎ組成
比率を高くすることで相対的に電子親和力が増大する傾向が得られ、第一の酸化物半導体
膜２４に伝導キャリアが集中しやすくなるからである。また、Ｉｎ含有率を増大させた方
が伝導キャリア濃度を増大させることが容易になるため、高いキャリア移動度を得やすく
なるからである。
　さらに、Ｉｎ、Ｇａ及びＺｎのうちの少なくとも２種を含む酸化物（例えばＩｎ－Ｚｎ
－Ｏ系、Ｉｎ－Ｇａ－Ｏ系、Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系）が好ましく、Ｉｎ、Ｇａ及びＺｎを全て
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含む酸化物がより好ましい。すなわち、第一の酸化物半導体膜２４の組成は、Ｉｎ（ａ）
Ｇａ（ｂ）Ｚｎ（ｃ）Ｏ（ｄ）（ａ，ｂ，ｃ，ｄ＞０）で表されることが好ましい。その
際、第一の酸化物半導体膜２４の組成が、ｃ≦３／５,ｂ＞０, ｂ≧３ａ／７－３／１４,
ｂ≧９ａ／５－５３／５０，ｂ≦－８ａ／５＋３３／２５，ｂ≦９１ａ／７４－１７／４
０（但しａ＋ｂ＋ｃ＝１とする）で表される範囲内の組成であることが好ましい。この組
成範囲内であれば、ＴＦＴ１０形成後に２０ｃｍ２／Ｖｓ超の電界効果移動度が得られる
からである。また後述する第三工程での熱処理温度や第二の酸化物半導体膜２６の膜厚に
もよるが閾値電圧ＶｔｈがＶｔｈ＞０となるからである。
　さらにその際、第一の酸化物半導体膜２４の組成は、ｂ≦１７ａ／２３－２８／１１５
，ｂ≧３ａ／３７，ｂ≧９ａ／５－５３／５０，ｂ≦１／５（但しａ＋ｂ＋ｃ＝１とする
）で表される範囲内の組成であることが好ましい。この組成範囲内であれば、ＴＦＴ１０
形成後に３０ｃｍ２／Ｖｓ超の電界効果移動度が得られるからである。
　さらにまたその際、第一の酸化物半導体膜２４の組成は、ｂ≦７ａ／１３－１１／６５
,ｂ≧３ａ／３７,ｂ≦－２ａ＋１１／１０（但しａ＋ｂ＋ｃ＝１とする）で表される範囲
内の組成であることが好ましい。この組成範囲内であれば、ＴＦＴ１０形成後に３０ｃｍ
２／Ｖｓ超の電界効果移動度とノーマリーオフ（ゲート電圧：Ｖｇ＝０でのドレイン電流
：Ｉｄが１０－９Ａ以下）が両立できるからである。
　また、Ｉｎ、Ｇａ及びＺｎのうちの２種のみを含む酸化物の場合、第一の酸化物半導体
膜２４の組成は、Ｉｎ（ｘ）Ｚｎ（１－ｘ）Ｏ（ｙ）（ｙ＞０，０＜ｘ＜１）で表される
ことが好ましい。その際、第一の酸化物半導体膜２４の組成は、０．４≦ｘ≦０．７５で
表される範囲内の組成であることが好ましい。この組成範囲内であれば、ＴＦＴ１０形成
後に３０ｃｍ２／Ｖｓ以上の電界効果移動度が得られるからである。さらにその際、第一
の酸化物半導体膜２４の組成は、０．４≦ｘ≦０．５で表される範囲内の組成であること
が好ましい。この組成範囲内であれば、ＴＦＴ１０形成後に３０ｃｍ２／Ｖｓ以上の電界
効果移動度とノーマリーオフ（ゲート電圧：Ｖｇ＝０でのドレイン電流：Ｉｄが１０－９

Ａ以下）が両立できるからである。
【００２７】
　また、この第一工程では、第一の酸化物半導体膜２４の厚みが１０ｎｍ未満となるよう
に成膜することが好ましい。第一の酸化物半導体膜２４は、上述したように高移動度化を
実現しやすいＩＺＯや極めてＩｎ－ｒｉｃｈなＩＧＺＯ膜を用いることが好ましいが、こ
のような高移動度膜はキャリア濃度が高いためにピンチオフが比較的難しく、閾値が大き
くマイナス側にシフトする可能性がある。したがって、第一の酸化物半導体膜２４の厚み
を１０ｎｍ未満とすることで、酸化物半導体層１８におけるトータルのキャリア濃度が過
剰な状態となってピンチオフが困難となることを回避することができる。
【００２８】
　第一の酸化物半導体膜２４の電気伝導度は、好ましくは、１０－６Ｓｃｍ－１以上１０
２Ｓｃｍ－１未満である。より好ましくは１０－４Ｓｃｍ－１以上１０２Ｓｃｍ－１未満
であり、さらに好ましくは１０－１Ｓｃｍ－１以上１０２Ｓｃｍ－１未満である。
【００２９】
－第二工程－
　第一工程後は、図２（Ｄ）に示すように、第一の酸化物半導体膜２４上に、当該第一の
酸化物半導体膜２４とカチオン組成が異なり、且つ第一の酸化物半導体膜２４より低い電
気伝導度を有する第二の酸化物半導体膜２６を成膜する第二工程を行う。
【００３０】
　酸化物半導体層１８の一部としての第二の酸化物半導体膜２６も、第一の酸化物半導体
膜２４より低い電気伝導度を有することを前提として第一の酸化物半導体膜２４と同様の
材料を用いることができる。
　ただし、第二の酸化物半導体膜２６はＧａを含み、当該第二の酸化物半導体膜２６のＧ
ａ組成比率が第一の酸化物半導体膜２４のＧａ組成比率よりも高いことが好ましい。Ｇａ
組成比率を大きくすることで相対的に電子親和力が減少する傾向が得られ、第一の酸化物
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半導体膜２４に伝導キャリアが集中しやすくなるからである。また、Ｇａ含有率を増大さ
せることで、バックチャネル側の伝導キャリアの寄与を減少させることが可能であるため
、オフ電流が低減しやすくなるからである。
　特に、第二の酸化物半導体膜２６の組成は、Ｉｎ（ｅ）Ｇａ（ｆ）Ｚｎ（ｇ）Ｏ（ｈ）
（ｅ，ｆ，ｇ，ｈ＞０）で表されることが好ましい。その際、第二の酸化物半導体膜２６
の組成は、０．２５０＜ｆ／（ｅ＋ｆ）≦０．８７５で表される範囲内の組成であること
が好ましい。ｆ／（ｅ＋ｆ）≦０．２５０の場合には、第２の領域の電子親和力が相対的
に大きくなるため、第二の酸化物半導体膜２６にも伝導パスが形成されたり、第二の酸化
物半導体膜２４に過剰な伝導キャリアを誘起しやすくなる。第二の酸化物半導体膜２６に
おいて、ｆ／（ｅ＋ｆ）＞０．２５０の範囲であれば第一の酸化物半導体膜２４と比較し
て電子親和力が小さくなるためにキャリア濃度が相対的に低くなる。そのためゲート電圧
を負に印加した場合に第二の酸化物半導体膜２６がピンチオフしやすく、結果ソース・ド
レイン電極２０,２２と第一の酸化物半導体膜２４が切り離されるため、オフ電流が低減
する効果が期待できる。一方で、ｆ／（ｅ＋ｆ）≦０．８７５であると、ソース・ドレイ
ン電極２０,２２と第二の酸化物半導体膜２６の間のコンタクト抵抗が高くなることを抑
制できる。従って、第二の酸化物半導体膜２６の組成範囲は、上述したように０．２５０
＜ｆ／（ｅ＋ｆ）≦０．８７５であることが好ましい。
【００３１】
　第二の酸化物半導体膜２６の電気伝導度は、第一の酸化物半導体膜２４より低い電気伝
導度を有することを前提として、第一の酸化物半導体膜２４と同様の範囲を取り得るが、
好ましくは、１０－７Ｓｃｍ－１以上１０１Ｓｃｍ－１未満である。より好ましくは１０
－７Ｓｃｍ－１以上１０－１Ｓｃｍ－１未満である。
【００３２】
－第三工程－
　第二工程後は、図２（Ｅ）に示すように、酸化性雰囲気の下３００℃超で熱処理する第
三工程を行う。第三工程を行う理由は、上述した通り、光照射時のＴＦＴ特性を安定化す
るためである。なお、熱処理温度を３００℃超としたのは、酸化性雰囲気中の酸素又は第
二の酸化物半導体膜２６中の酸素が３００℃超から第二の酸化物半導体膜２６や第一の酸
化物半導体膜２４への拡散が生じるため、酸素拡散による第一の酸化物半導体膜２４の界
面欠陥や第一の酸化物半導体膜２４及び第二の酸化物半導体膜２６のバルク欠陥を低減す
るためには、３００℃超の温度での熱処理が必要となるからである。また、この第三工程
の熱処理は、複数回繰り返してもよい。
　ここで、第二工程と第三工程の際に、第二の酸化物半導体膜２６の厚みをＺ（ｎｍ）と
し、第三工程での熱処理温度をＴ（℃）とし、さらに酸素の拡散距離をＬ（ｎｍ）とした
とき、０＜Ｚ＜Ｌ＝８×１０－６×Ｔ３－０．００９２×Ｔ２＋３．６×Ｔ－４６８±０
．１の関係式を満たすように第二の酸化物半導体膜２６の厚みと上記熱処理温度を調整す
ることが好ましい。このように、第二の酸化物半導体膜２６の厚みＺと熱処理温度Ｔの調
整を行った上で第三工程の熱処理をすることによって、酸化性雰囲気中の酸素を第二の酸
化物半導体膜２６を介して第一の酸化物半導体膜２４の界面内部にまで確実に供給するこ
とができるため、第二工程の成膜によって成膜ダメージを受けた第一の酸化物半導体膜２
４の表面欠陥を十分に補填でき、光照射時のＴＦＴ特性を改善することができる。このＴ
ＦＴ特性については具体的には実施例で説明するが、酸化性雰囲気中の酸素を第二の酸化
物半導体膜２６を介して第一の酸化物半導体膜２４の界面内部にまで供給すると、第一の
酸化物半導体膜２４と第二の酸化物半導体膜２６との界面に、光照射時に誘起された電子
－正孔対のうち正孔がトラップされ難いため、Ｖｇ－Ｉｄ特性が２段階の立ち上がりを示
めさないようにすることができる。
【００３３】
　また、第二工程と第三工程の際に、Ｚ≦Ｌ－３．０の関係式を満たすように第二の酸化
物半導体膜２６の厚みと熱処理温度を調整することが好ましい。ＴＦＴ１０形成後の初期
特性（光照射前）が良好となるからである。具体的には、閾値電圧Ｖｔｈが正の値となる



(15) JP 4982620 B1 2012.7.25

10

20

30

40

50

からである。
　一方で、第二工程と第三工程の際に、Ｌ－１５．０≦Ｚの関係式を満たすように第二の
酸化物半導体膜２６の厚みと熱処理温度を調整することが好ましい。第三工程での熱処理
によって、第一の酸化物半導体膜２４の奥深くまで酸素欠陥を補填して電界効果移動度が
低減してしまうことを抑制するためである。
　さらに、第二工程と第三工程の際に、Ｌ－１１．０≦Ｚ≦Ｌ－８．０の関係式を満たす
ように第二の酸化物半導体膜２６の厚みと熱処理温度を調整することが好ましい。この範
囲内であるとＴＦＴ１０の電界効果移動度が急激に上昇するからである。なお、この電界
効果移動度は、光照射前であっても光照射後であっても特に変化はしない。
【００３４】
　このように、第三工程での熱処理温度Ｔは、第一の絶縁膜２４の厚みＺとの関係を考慮
して値を調整することになるが、６００℃未満であることが好ましい。６００℃未満の熱
処理温度だと、第一の酸化物半導体膜２４と第二の酸化物半導体膜２６の間でカチオンの
相互拡散が起こって２つの領域が交じりあってしまうことを抑制できるからである。また
、この場合には第一の酸化物半導体膜２４だけに伝導キャリアを集中させ易くなる。第一
の酸化物半導体膜２４と第二の酸化物半導体膜２６でのカチオンの相互拡散が起こってい
るかどうかは、例えば断面ＴＥＭによる分析を行うことで確認できる。
　また、酸化性雰囲気中の酸素分圧についても特に限定されないが、光照射時のΔＶｔｈ
をより改善する観点から実質的に１００％であることが好ましい。また、初期特性におい
て、Ｖｔｈがマイナスへシフトする可能性がある事（酸素欠損による余剰キャリアの発生
を抑制するという観点）を考慮すると酸化性雰囲気中の酸素分圧は全体の５％以上である
ことが好ましい。
【００３５】
－第四工程－
　第三工程後は、図２（Ｆ）に示すように、第二の酸化物半導体膜２６上に、第一の酸化
物半導体膜２４とカチオン組成が異なり、且つ第一の酸化物半導体膜２４より低い電気伝
導度を有する第三の酸化物半導体膜２８を成膜する第四工程を行う。
　この第四工程では、第二工程と同様の成膜法を用いることができる。ただし、第一工程
と第二工程と第四工程では、それぞれプラズマを発生する成膜法を用いて成膜することが
好ましい。この成膜法であると第一の酸化物半導体膜２４の表面が第二の酸化物半導体膜
２６の成膜によりダメージを受け易いので、本実施形態の製造方法に適している。また、
成膜速度が速く、また均一性の高い膜が形成可能である場合が多く、低コスト且つ大面積
の酸化物半導体膜を提供できる。
【００３６】
　また、酸化物半導体層１８の一部としての第三の酸化物半導体膜２８も、第一の酸化物
半導体膜２４より低い電気伝導度を有することを前提として第一の酸化物半導体膜２４と
同様の材料を用いることができる。
　ただし、第四工程では、第三の酸化物半導体膜２８のカチオン組成比が、第二の酸化物
半導体膜２６のカチオン組成比と同じになるように成膜することが好ましい。第三の酸化
物半導体膜２８のカチオン組成比は第一の酸化物半導体膜２４、第二の酸化物半導体膜２
６よりも電子親和力が小さければ問題ないが、第二の酸化物半導体膜２６と電子物性に大
きな不整合があるときに界面でのパラレル伝導を引き起こしたりすることを抑制するため
である。また、製造面から考えても、３種類のカチオン組成の酸化物半導体膜を積層する
場合と比較して、第二の酸化物半導体膜２６と第三の酸化物半導体膜２８に同じ酸化物半
導体膜を用いた場合の方が低コストである。
【００３７】
　以上の観点と移動度を高めるという観点から、第一の酸化物半導体膜２４と、第二の酸
化物半導体膜２６と、第三の酸化物半導体膜２８は、それぞれＩｎ、Ｇａ及びＺｎのうち
の少なくとも１種を含むことが好ましい。
　また、第一の酸化物半導体膜２４と、第二の酸化物半導体膜２６と、第三の酸化物半導



(16) JP 4982620 B1 2012.7.25

10

20

30

40

50

体膜２８は、それぞれ非晶質であることが好ましい。これらの膜が非晶質であれば、４０
０℃以下の低温で成膜することが可能である他、結晶粒界が存在せず、均一性の高い膜が
得られるからである。第一の酸化物半導体膜２４と、第二の酸化物半導体膜２６と、第三
の酸化物半導体膜２８が非晶質であるかどうかは、Ｘ線回折測定により確認することがで
きる。すなわち、Ｘ線回折測定により、結晶構造を示す明確なピークが検出されなかった
場合は、その膜は非晶質であると判断することができる。
【００３８】
　また、第二工程と第四工程の際、第二の酸化物半導体膜２６と第三の酸化物半導体膜２
８の厚みの合計が１０ｎｍ超７０ｎｍ未満となるように調整することが好ましい。第二の
酸化物半導体膜２６と第三の酸化物半導体膜２８の厚みの合計が１０ｎｍ以上であると、
オフ電流の低減やＳ値の劣化抑制が期待できるからである。また、第二の酸化物半導体膜
２６と第三の酸化物半導体膜２８の厚みの合計が７０ｎｍ未満であると、ソース・ドレイ
ン電極２０,２２と第一の酸化物半導体膜２４の抵抗が増大して結果的に移動度の低下を
招くことを抑制するためである。
【００３９】
　なお、酸化物半導体層１８の総膜厚は、膜の均一性、及び活性層中のトータルのキャリ
ア濃度という観点から１０ｎｍ以上２００ｎｍ以下であることが好ましい。
　また、酸化物半導体層１８の各膜のキャリア濃度（及び電気伝導度）の制御は、組成変
調によって行う他、成膜時の酸素分圧制御によっても行うことができる。
　酸素濃度の制御は、具体的には第一の酸化物半導体膜２４、第二の酸化物半導体膜２６
における成膜時の酸素分圧をそれぞれ制御することによって行う事が出来る。成膜時の酸
素分圧を高めれば、キャリア濃度を低減させることが出来、それに伴ってオフ電流の低減
が期待できる。一方、成膜時の酸素分圧を低くすれば、キャリア濃度を増大させることが
出来、それに伴って電界効果移動度の増大が期待できる。また、例えば第一の酸化物半導
体膜２４の成膜後に酸素ラジカルやオゾンを照射する処理を施すことによっても膜の酸化
を促進し、第一の酸化物半導体膜２４中の酸素欠損量を低減させる事が可能である。
　また、酸化物半導体層１８のＺｎの一部を、よりバンドギャップの広がる元素イオンを
ドーピングすることによって、光学バンドギャップ増大に伴う光照射安定性を付与するこ
とが出来る。具体的には、Ｍｇをドーピングすることにより膜のバンドギャップを大きく
することが可能である。例えば、第一の酸化物半導体膜２４、第二の酸化物半導体膜２６
、第三の酸化物半導体膜２８の各領域にＭｇをドープすることで、Ｉｎ、Ｇａ、Ｚｎのみ
の組成比を制御した系に比べて、積層膜のバンドプロファイルを保ったままバンドギャッ
プの増大が可能である。
　そして、有機ＥＬに用いられる青色発光層はλ＝４５０ｎｍ程度にピークを持つブロー
ドな発光を示すことから、仮にＩＧＺＯ膜の光学バンドギャップが比較的狭く、その領域
に光学吸収を持つ場合には、トランジスタの閾値シフトが起こってしまうという問題が生
じる。従って、特に有機ＥＬ駆動用に用いられるＴＦＴとしては、酸化物半導体層１８に
用いる材料のバンドギャップが、より大きいことが好ましい。
　また、第一の酸化物半導体膜２４等のキャリア密度はカチオンドーピングによっても任
意に制御することができる。キャリア密度を増やしたい際には、相対的に価数の大きなカ
チオンになりやすい材料（例えばＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｔａ等）をドーピングすればよい。
但し、価数の大きいカチオンをドーピングする場合は、酸化物半導体膜の構成元素数が増
えるため、成膜プロセスの単純化、低コスト化の面で不利であることから、酸素濃度（酸
素欠損量）により、キャリア密度を制御することが好ましい。
【００４０】
－第五工程－
　第四工程後は、図２（Ｇ）に示すように、酸化性雰囲気の下で熱処理する第五工程を行
う。
　第五工程での熱処理温度は、第三工程と同様に、カチオンの相互拡散の理由から６００
℃未満に調整することが好ましい。また、第三工程と同様に、酸素拡散を引き起こすとい
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う観点から３００℃超であることが好ましく、光照射安定性を高めるという観点（例えば
｜ΔＶｔｈ｜≦０．１Ｖ）から、４１５℃以上であることがより好ましい。
【００４１】
　酸化物半導体層１８の成膜直後（第四工程直後）又は第五工程直後は、必要に応じて、
フォトリソグラフィー及びエッチング法又はリフトオフ法等によって酸化物半導体層１８
を所定の形状にパターンニングを行う。具体的には、残存させる部分にフォトリソグラフ
ィーによりレジストパターンを形成し、塩酸、硝酸、希硫酸、または燐酸、硝酸および酢
酸の混合液等の酸溶液によりエッチングすることによりパターンを形成する。なお、この
パターニングは、第一工程、第二工程及び第四工程の直後にそれぞれ行うこともできるが
、キャリアが流れる第一の酸化物半導体膜２４にダメージを与えないという観点から、酸
化物半導体層１８の成膜直後（第四工程直後）又は第五工程直後であることが好ましい。
【００４２】
－電極形成工程－
　第四工程と第五工程の間又は第五工程後は、図２（Ｈ）に示すように、第三の酸化物半
導体膜２８上に、ソース電極２０及びドレイン電極２２を形成する電極形成工程を行う。
ただし、オーミックコンタクト形成の観点から、電極形成工程後に第五工程の熱処理を行
うことが好ましい。電極形成工程では、まず例えば印刷方式、コーティング方式等の湿式
方式、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等の物理的方式、ＣＶＤ
、プラズマＣＶＤ法等の化学的方式等の中から使用する材料との適性を考慮して適宜選択
した方法に従って導電膜を成膜する。これらの中でも、膜厚の制御がし易いという観点か
ら、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、ＣＶＤ又はプラズマＣＶ
Ｄ法等の気相成膜法を用いるのが好ましい。気相成膜法の中でも、スパッタリング法、パ
ルスレーザー蒸着法（ＰＬＤ法）がより好ましい。さらに、量産性の観点から、スパッタ
リング法がさらに好ましい。成膜後、必要に応じて、フォトリソグラフィー及びエッチン
グ法又はリフトオフ法等によって所定の形状にパターンニングを行い、導電膜からソース
・ドレイン電極２０,２２を形成する。この際、ソース・ドレイン電極２０,２２に接続す
る配線を同時にパターンニングすることが好ましい。
　ソース・ドレイン電極２０,２２を構成する導電膜は、高い導電性を有するものを用い
、例えばＡｌ,Ｍｏ,Ｃｒ,Ｔａ,Ｔｉ,Ａｕ,Ａｕ等の金属、Ａｌ－Ｎｄ、Ａｇ合金、酸化錫
、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化亜鉛インジウム（ＩＺ
Ｏ）等の金属酸化物導電膜等を用いて形成することが出来る。ソース・ドレイン電極２０
,２２としてはこれらの導電膜を単層構造又は２層以上の積層構造として用いることが出
来る。
【００４３】
　成膜する導電膜の膜厚は、成膜性やエッチングやリフトオフ法によるパターンニング性
、導電性等を考慮すると、１０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下とすることが好ましく、５０ｎ
ｍ以上１００ｎｍ以下であることがより好ましい。
【００４４】
　以上の手順を経ることにより、図１に示すＴＦＴ１０を作製することができる。
【００４５】
　本発明の実施形態に係る電界効果型トランジスタの製造方法を用いて作製したＴＦＴ１
０であるかどうかは、ＳＩＭＳ(Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｉｏｎ－ｍｉｃｒｏｐｒｏｂｅ　
Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）分析を行うことによって確認できる。本実施形態
のＩＧＺＯやＩＺＯ系の酸化物半導体膜を２５０℃以上の温度で熱処理した場合、昇温脱
離ガス分析（ＴＤＳ）よりＺｎ元素の減少が観測される。従って、例えば後述する実施例
のように４５０℃での熱処理を２回施したＴＦＴにおいては、積層膜表面と、積層膜内部
にＺｎ元素の減少した部位が見られるはずである。具体的に、後述する実施例７と同じ活
性層構造のＩＧＺＯ膜（第一の酸化物半導体膜２４がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝０．６１７：０
．０５０：０．３３３、第二の酸化物半導体膜２６及び第三の酸化物半導体膜２８がＩｎ
：Ｇａ：Ｚｎ，第二の酸化物半導体膜２６成膜後に第３工程として４５０℃でアニール）
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に対して四重極型二次イオン質量分析装置（アルバックファイ株式会社製ＰＨＩ　ＡＤＥ
ＰＴ１０１０）を用い、一次イオン種Ｃｓ＋、一次加速電圧１．０ｋＶ、検出領域１００
μｍ×１００μｍの設定条件下において、２次イオン強度（負イオン）を観測した場合を
考える。観測されるＩｎ＋Ｏ（Ｉｎ元素とＯ元素の結合イオン種）、Ｚｎ＋Ｏの分子（Ｚ
ｎ元素とＯ元素の結合イオン種）のイオン強度が１０３超となる様な感度の条件下で、２
次イオン強度の深さ方向分布測定を行った場合、第二の酸化物半導体膜２６領域において
、Ｚｎ＋Ｏイオン強度が減少している振る舞いが観測される。又、ＩｎやＺｎイオンを含
まない酸化物半導体膜の場合でも、第三工程の熱処理温度が、第五工程の熱処理温度より
高い場合、第三工程熱処理時に表面に晒される第二の酸化物半導体膜２６領域において、
Ｈ、ＯＨイオンの減少が観測される。したがって、本発明の実施形態に係る電界効果型ト
ランジスタの製造方法を用いて作製したＴＦＴ１０であるかどうかは、酸化物半導体層１
８の組成分布をＳＩＭＳ分析評価することで判断できる。
【００４６】
　また、本発明の実施形態に係る電界効果型トランジスタの製造方法を用いて作製したＴ
ＦＴ１０は、ゲート電極上にゲート絶縁層を有し、前記ゲート絶縁層上に、電子が走行す
るチャネル積層膜が構成され、前記チャネル積層膜上に、ソース電極、及びドレイン電極
が形成されるボトムゲート型でトップコンタクト型の電界効果型トランジスタにおいて、
　前記チャネル積層膜がそれぞれＩｎ、Ｇａ、Ｚｎを含む酸化物半導体層であり、前記ゲ
ート絶縁膜側から、第一、第二、第三の酸化物半導体膜で構成され、前記第一の酸化物半
導体膜におけるＩｎ含有率が前記第二、第三の酸化物半導体膜よりも高く且つ、前記第二
の酸化物半導体層における格子欠陥密度が、前記第三の酸化物半導体層の格子欠陥密度に
対して少ない電界効果型トランジスタであるものと考えられる。
　また、本発明の実施形態に係る電界効果型トランジスタの製造方法を用いて作製したＴ
ＦＴ１０は、ゲート電極上にゲート絶縁層を有し、前記ゲート絶縁層上に、電子が走行す
るチャネル積層膜が構成され、前記チャネル積層膜上に、ソース電極、及びドレイン電極
が形成されるボトムゲート型でトップコンタクト型の電界効果型トランジスタにおいて、
前記チャネル積層膜がそれぞれＩｎ、Ｇａ、Ｚｎを含む酸化物半導体層であり、前記ゲー
ト絶縁膜側から、第一、第二、第三の酸化物半導体膜で構成され、前記第一の酸化物半導
体膜におけるＩｎ含有率が前記第二、第三の酸化物半導体膜よりも高く、且つ、前記第二
の酸化物半導体層中の酸素含有密度が、前記第三の酸化物半導体層の酸素含有密度に対し
て多くなっている電界効果型（薄膜）トランジスタであると考えられる。
　なお、格子欠陥とは、熱的に安定な原子位置からのズレの程度や、酸素空孔、あるいは
Ｉｎの原子数＋Ｇａの原子数≒２×Ｚｎの原子数の式を満たす金属元素組成の相関からの
ズレの程度を意味する。また、酸素含有密度はそれぞれの酸化物半導体層における、単位
体積あたりの酸素含有量を意味する。
　ここで、図２の第三工程に着目する。本発明の実施形態に係る電界効果型トランジスタ
の製造方法を用いて作製したＴＦＴ１０は、第三工程によって、第二の酸化物半導体膜２
６中に酸素拡散が起こる事は１８Ｏアニールによる酸素侵入の結果から明らかである(実
施例参照)。本発明によって酸素拡散が起こる３００℃超での熱処理(第三工程)を行った
ＴＦＴでは全て光照射特性が向上する結果が得られている。これは第二の酸化物半導体膜
２６が（望ましくは第一,第二酸化物半導体膜の界面と共に）外部酸化性雰囲気下の酸素
拡散によって欠陥補償されているためである。熱処理条件下で酸素拡散が起こるために、
アモルファス構造ではあるもの、このような酸素拡散熱処理は格子原子の熱的安定な位置
への再配列を促す。そのため、本実施形態によって得られたＴＦＴ１０は第二の酸化物半
導体膜２６における格子欠陥密度が第三の酸化物半導体２８よりも小さくなると考えられ
る。また当然ではあるが、第二の酸化物半導体膜２６は、第三工程での外部酸化性雰囲気
からの酸素拡散が起こっており、第三の酸化物半導体膜２８と比較して酸素含有密度が増
大するものと考えられる。したがって本実施形態の製造方法によって得られる光照射特性
が向上したＴＦＴ１０は、上記の様な特徴を有していると想定される。
　なお、格子欠陥密度に関しては、太陽電池セル等の欠陥分析にて使用される、ＤＬＣＰ
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法(欠陥密度の深さ方向分析)等によって第一,第二,第三の酸化物半導体膜の格子欠陥密度
を評価することが可能である。また、酸素含有密度差を検出する方法としてＳＩＭＳ分析
が挙げられる。
【００４７】
３．変形例
　なお、本発明を特定の実施形態について詳細に説明したが、本発明はかかる実施形態に
限定されるものではなく、本発明の範囲内にて他の種々の実施形態が可能であることは当
業者にとって明らかであり、例えば上述の複数の実施形態は、適宜、組み合わせて実施可
能である。また、以下の変形例同士を、適宜、組み合わせてもよい。
【００４８】
　例えば、本実施形態に係るＴＦＴは、上記以外にも、様々な構成をとることが可能であ
り、例えば基板１２上に絶縁層を設けたり、ソース電極２０とドレイン電極２２との間か
ら露出する酸化物半導体層１８の面上に、保護層を設けたりすることもできる。
【００４９】
４．応用
　以上で説明した本実施形態にて製造される電界効果型トランジスタの用途には特に限定
はないが、例えば電気光学装置(例えば液晶表示装置、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ Ｌｕｍ
ｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置、無機ＥＬ表示装置等の表示装置、等)における駆動素子
、特に大面積デバイスに用いる場合に好適である。
　更に実施形態の電界効果型トランジスタは、樹脂基板を用いた低温プロセスで作製可能
なデバイスに特に好適であり(例えばフレキシブルディスプレイ等)、Ｘ線センサなどの各
種センサ、ＭＥＭＳ(Ｍｉｃｒｏ Ｅｌｅｃｔｒｏ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｓｙｓｔｅｍ）
等、種々の電子デバイスにおける駆動素子(駆動回路)として、好適に用いられるものであ
る。
【００５０】
５．電気光学装置及びセンサ
　本実施形態の電気光学装置又はセンサは、前述の電界効果型トランジスタ（ＴＦＴ１０
）を備えて構成される。
　電気光学装置の例としては、表示装置（例えば液晶表示装置、有機ＥＬ表示装置、無機
ＥＬ表示装置、等）がある。
　センサの例としては、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）又はＣ
ＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃ
ｔｏｒ）等のイメージセンサや、Ｘ線センサ等が好適である。
　本実施形態のＴＦＴを用いた電気光学装置およびセンサは、いずれも特性の面内均一性
が高い。なお、ここで言う「特性」とは、電気光学装置（表示装置）の場合には表示特性
、センサの場合には感度特性である。
　以下、本実施形態によって製造される電界効果型トランジスタを備えた電気光学装置又
はセンサの代表例として、液晶表示装置、有機ＥＬ表示装置、Ｘ線センサについて説明す
る。
【００５１】
６．液晶表示装置
　図３に、本発明の電気光学装置の一実施形態の液晶表示装置について、その一部分の概
略断面図を示し、図４にその電気配線の概略構成図を示す。
【００５２】
　図３に示すように、本実施形態の液晶表示装置１００は、図１に示したボトムゲート構
造でトップコンタクト型のＴＦＴ１０と、ＴＦＴ１０のパッシベーション層１０２で保護
された酸化物半導体層１８上に画素下部電極１０４およびその対向上部電極１０６で挟ま
れた液晶層１０８と、各画素に対応させて異なる色を発色させるためのＲＧＢカラーフィ
ルタ１１０とを備え、ＴＦＴ１０の基板１２側およびＲＧＢカラーフィルタ１１０上にそ
れぞれ偏光板１１２ａ、１１２ｂを備えた構成である。
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【００５３】
　また、図４に示すように、本実施形態の液晶表示装置１００は、互いに平行な複数のゲ
ート配線１１２と、該ゲート配線１１２と交差する、互いに平行なデータ配線１１４とを
備えている。ここでゲート配線１１２とデータ配線１１４は電気的に絶縁されている。ゲ
ート配線１１２とデータ配線１１４との交差部付近に、ＴＦＴ１０が備えられている。
【００５４】
　ＴＦＴ１０のゲート電極１４は、ゲート配線１１２に接続されており、ＴＦＴ１０のソ
ース電極２０はデータ配線１１４に接続されている。また、ＴＦＴ１０のドレイン電極２
２はゲート絶縁層１６に設けられたコンタクトホール１１６を介して（コンタクトホール
１１６に導電体が埋め込まれて）画素下部電極１０４に接続されている。この画素下部電
極１０４は、接地された対向上部電極１０６とともにキャパシタ１１８を構成している。
【００５５】
　本実施形態のＴＦＴは光照射時の安定性が非常に高いことから、液晶表示装置の信頼性
が増す。
【００５６】
７．有機ＥＬ表示装置
　図５に、本発明の電気光学装置の一実施形態のアクティブマトリックス方式の有機ＥＬ
表示装置について、その一部分の概略断面図を示し、図６に電気配線の概略構成図を示す
。
【００５７】
　有機ＥＬ表示装置の駆動方式には、単純マトリックス方式とアクティブマトリックス方
式の２種類がある。単純マトリックス方式は低コストで作製できるメリットがあるが、走
査線を１本ずつ選択して画素を発光させることから、走査線数と走査線あたりの発光時間
は反比例する。そのため高精細化、大画面化が困難となっている。アクティブマトリック
ス方式は画素ごとにトランジスタやキャパシタを形成するため製造コストが高くなるが、
単純マトリックス方式のように走査線数を増やせないという問題はないため高精細化、大
画面化に適している。
【００５８】
　本実施形態のアクティブマトリックス方式の有機ＥＬ表示装置２００は、図１に示した
ボトムゲート構造のＴＦＴ１０が、基板１２上に設けられている。この基板１２は例えば
可撓性支持体であって、ＰＥＮなどのプラスチックフィルムであり、絶縁性とするために
表面に基板絶縁層２０２を有する。その上にパターニングされたカラーフィルタ層２０４
が設置される。駆動ＴＦＴ部にゲート電極１４を有し、さらにゲート絶縁膜１１０がゲー
ト電極１４上に設けられる。ゲート絶縁膜１６の一部には電気的接続のためにコネクショ
ンホールが開けられる。駆動ＴＦＴ部に酸化物半導体層１８が設けられ、その上にソース
電極２０及びドレイン電極２２が設けられる。ドレイン電極２２と有機ＥＬ素子の画素電
極（陽極）２０６とは、連続した一体であって、同一材料・同一工程で形成される。スイ
ッチングＴＦＴのドレイン電極２２と駆動ＴＦＴは、コネクション電極２０８によってコ
ネクションホールで電気的に接続される。さらに、画素電極部の有機ＥＬ素子が形成され
る部分を除いて、全体が絶縁膜２１０で覆われる。画素電極部の上に、発光層を含む有機
層２１２および陰極２１４が設けられ有機ＥＬ素子部が形成される。
【００５９】
　また、図６に示すように、本実施形態の有機ＥＬ表示装置２００は、互いに平行な複数
のゲート配線２２０と、該ゲート配線２２０と交差する、互いに平行なデータ配線２２２
および駆動配線２２４とを備えている。ここで、ゲート配線２２０とデータ配線２２２、
駆動配線２２４とは電気的に絶縁されている。スイッチング用ＴＦＴ１０ｂのゲート電極
１４は、ゲート配線２２０に接続されており、スイッチング用ＴＦＴ１０ｂのソース電極
２０はデータ配線２２２に接続されている。また、スイッチング用ＴＦＴ１０ｂのドレイ
ン電極２２は駆動用ＴＦＴ１０のゲート電極１４に接続されるとともに、キャパシタ２２
６を用いることで駆動用ＴＦＴ１０ａをオン状態に保つ。駆動用ＴＦＴ１０ａのソース電
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極２０は駆動配線２２４に接続され、ドレイン電極２２は有機層２１２に接続される。
【００６０】
　本発明により製造されるＴＦＴは光照射時における安定性が非常に高いことから、信頼
性の高い有機ＥＬ表示装置の製造に適している。
【００６１】
　なお、図５に示した有機ＥＬ表示装置において、有機層２１２の上部電極を透明電極と
してトップエミッション型としてもよいし、有機層２１２の下部電極およびＴＦＴの各電
極を透明電極とすることによりボトムエミッション型としてもよい。
【００６２】
８．Ｘ線センサ
　図７に、本発明のセンサの一実施形態であるＸ線センサについて、その一部分の概略断
面図を示し、図８にその電気配線の概略構成図を示す。
【００６３】
　図７は、より具体的にはＸ線センサアレイの一部を拡大した概略断面図である。本実施
形態のＸ線センサ３００は基板１２上に形成されたＴＦＴ１０およびキャパシタ３１０と
、キャパシタ３１０上に形成された電荷収集用電極３０２と、Ｘ線変換層３０４と、上部
電極３０６とを備えて構成される。ＴＦＴ１０上にはパッシベーション膜３０８が設けら
れている。
【００６４】
　キャパシタ３１０は、キャパシタ用下部電極３１２とキャパシタ用上部電極３１４とで
絶縁膜３１６を挟んだ構造となっている。キャパシタ用上部電極３１４は絶縁膜３１６に
設けられたコンタクトホール３１８を介し、ＴＦＴ１０のソース電極２０およびドレイン
電極２２のいずれか一方（図７においてはドレイン電極２２）と接続されている。
【００６５】
　電荷収集用電極３０２は、キャパシタ３１０におけるキャパシタ用上部電極３１４上に
設けられており、キャパシタ用上部電極３１４に接している。
　Ｘ線変換層３０４はアモルファスセレンからなる層であり、ＴＦＴ１０およびキャパシ
タ３１０を覆うように設けられている。
　上部電極３０６はＸ線変換層３０４上に設けられており、Ｘ線変換層３０４に接してい
る。
【００６６】
　図８に示すように、本実施形態のＸ線センサ３００は、互いに平行な複数のゲート配線
３２０と、ゲート配線３２０と交差する、互いに平行な複数のデータ配線３２２とを備え
ている。ここでゲート配線３２０とデータ配線３２２は電気的に絶縁されている。ゲート
配線３２０とデータ配線３２２との交差部付近に、ＴＦＴ１０が備えられている。
【００６７】
　ＴＦＴ１０のゲート電極１４は、ゲート配線３２０に接続されており、ＴＦＴ１０のソ
ース電極２０はデータ配線３２２に接続されている。また、ＴＦＴ１０のドレイン電極２
２は電荷収集用電極３０２に接続されており、さらにこの電荷収集用電極３０２は、キャ
パシタ３１０に接続されている。
【００６８】
　本実施形態のＸ線センサ３００において、Ｘ線は図７中、上部（上部電極３０６側）か
ら照射され、Ｘ線変換層３０４で電子－正孔対を生成する。このＸ線変換層３０４に上部
電極３０６によって高電界を印加しておくことにより、生成した電荷はキャパシタ３１０
に蓄積され、ＴＦＴ１０を順次走査することによって読み出される。
【００６９】
　本実施形態のＸ線センサ３００は、光照射時の安定性が高いＴＦＴ１０を備えるため、
均一性に優れた画像を得ることができる。
【実施例】
【００７０】
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　以下に実施例を説明するが、本発明はこれら実施例により何ら限定されるものではない
。
【００７１】
＜第三工程の熱処理による光照射特性の検証＞
　第二の酸化物半導体膜の成膜から第三の酸化物半導体膜の成膜までの間に熱処理工程（
第三工程）を導入することで、光照射特性がどのように変化するのか、以下のようなボト
ムゲート・トップコンタクト型のＴＦＴを実施例１～３のＴＦＴ及び比較例１のＴＦＴと
して作製し、光照射時のＴＦＴ特性を評価することで検証した。
【００７２】
－実施例１－
　まず、実施例１に係るＴＦＴを以下のような製造方法を用いて作製した。
　図９（Ａ）は実施例及び比較例のＴＦＴの平面図であり、図９（Ｂ）は図９（Ａ）に示
すＴＦＴのＡ－Ａ線矢視断面図である。
【００７３】
　図９（Ａ）及び図９（Ｂ）に示すように、基板として三菱マテリアル社製の熱酸化膜５
０４付ｐ型Ｓｉ基板５０２（１ｉｎｃｈ角、厚み：５２５μｍｔ、熱酸化膜（ＳｉＯ２）
：１００ｎｍｔ）を用い、熱酸化膜５０４をゲート絶縁層として用いる簡易型のＴＦＴ５
００を作製した。
　基板５０２上に形成する酸化物半導体層５０５は、上述の通り、第一の酸化物半導体膜
５０６と、第二の酸化物半導体膜５０７と、第三の酸化物半導体膜５０８とに分けたが、
各膜間で大気中に暴露することなく連続して成膜を行った。各膜のスパッタは、第一～第
三の酸化物半導体膜５０６～５０８においてはＩｎ２Ｏ３ターゲット、Ｇａ２Ｏ３ターゲ
ット、ＺｎＯターゲットを用いた３元共スパッタを用いて行った。各領域の膜厚調整は成
膜時間の調整にて行った。
　具体的に、まず基板５０２の熱酸化膜５０４上に第一の酸化物半導体膜５０６を５ｎｍ
スパッタ成膜した（第一工程）。第一の酸化物半導体膜５０６は、Ｉｎ（ａ）Ｇａ（ｂ）
Ｚｎ（ｃ）Ｏ（ｄ），（ａ＞０，ｂ＞０，ｃ＞０，ｄ＞０，ａ＋ｂ＋ｃ＝１）としたとき
組成比がａ：ｂ：ｃ＝０．６１７：０．０５０：０．３３３のＩＧＺＯ膜とした。この成
膜の際、ターゲット投入電力（Ｗ）は、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝４７．３：２
３．１：１４．０とした。
　また、他のスパッタ条件は、次のようにした。
【００７４】
　到達真空度；６×１０－６Ｐａ
　成膜圧力；４．４×１０－１Ｐａ
　成膜温度；室温
　酸素分圧／アルゴン分圧；０．０６７
【００７５】
　次に、第一の酸化物半導体膜５０６上に第二の酸化物半導体膜５０７を５ｎｍスパッタ
成膜した（第二工程）。第二の酸化物半導体膜５０７は、組成比がＩｎ（ａ）Ｇａ（ｂ）
Ｚｎ（ｃ）Ｏ（ｄ），（ａ＞０，ｂ＞０，ｃ＞０，ｄ＞０）、ｂ／（ａ＋ｂ）＝０．７５
０（ａ：ｂ：ｃ＝０．１６７：０．５００：０．３３３）で表されるＩＧＺＯ膜とした。
　その後、第三工程として酸素分圧１００％の酸化性雰囲気の下４５０℃で熱処理を行っ
た。なお、酸素分圧１００％の酸化性雰囲気は、ガスボンベからフローしたものであり、
雰囲気全体に含まれる水分含有量が露点温度換算で－３６℃以下(絶対湿度０．２１ｇ/ｍ
－３以下)のものである。
　熱処理の後、第三の酸化物半導体膜５０８として、第二の酸化物半導体膜５０７と同じ
組成のＩＧＺＯ膜を４５ｎｍ成膜した（第四工程）。なお、第二の酸化物半導体膜５０７
及び第三の酸化物半導体膜５０８のスパッタ条件は以下の通りである。
【００７６】
到達真空度；６×１０－６Ｐａ
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成膜圧力；４．４×１０－１Ｐａ
成膜温度；室温
酸素分圧／アルゴン分圧；０．０６７
Ｉｎ２Ｏ３、Ｇａ２Ｏ３、ＺｎＯターゲットの投入電力比；１９．３：７０．０：１４．
５
【００７７】
　なお、各スパッタ成膜では、メタルマスクを用いてパターン成膜している。また、Ｘ線
回折測定により酸化物半導体層５０５の各膜は非晶質膜であることを確認し、これは以下
の実施例、比較例及び実験例でも同じ結果となった。また、同じ組成で成膜した単膜につ
いて、ホール測定により、第一の酸化物半導体膜５０６の抵抗率が第二の酸化物半導体膜
５０７の抵抗率よりも低いことを確認した。
【００７８】
　第三の酸化物半導体膜５０８の成膜後、メタルマスクを介した真空蒸着法により、Ｔｉ
（１０ｎｍ）／Ａｕ（４０ｎｍ）から成る電極層（ソース電極５１０・ドレイン電極５１
２）を第三の酸化物半導体膜５０８上に形成した（電極形成工程）。ソース・ドレイン電
極５１０,５１２のサイズは各々１ｍｍ角とし、電極間距離は０．１５ｍｍとした。
　電極層形成後は、酸化性雰囲気（＝大気雰囲気）の下４５０℃で熱処理を行った（第五
工程）。なお、大気雰囲気とは、酸素分圧が２１％であり、雰囲気全体に含まれる水分含
有量が露点温度換算で１６℃(絶対湿度１３．６ｇ/ｍ－３)のものである。
　以上により、チャネル長１８０μｍ、チャネル幅１ｍｍの実施例１に係るボトムゲート
型のＴＦＴを得た。
【００７９】
－実施例２－
　実施例２に係るＴＦＴは、熱処理工程すなわち第三工程と第五工程の熱処理雰囲気以外
はＴＦＴ１と同様の製造方法を用いた。具体的に、第三工程では熱処理雰囲気として大気
雰囲気を用い、第五工程では熱処理雰囲気として酸素分圧１００％の酸化性雰囲気を用い
て、実施例２に係るＴＦＴを得た。
【００８０】
－実施例３－
　実施例３に係るＴＦＴは、熱処理工程すなわち第三工程と第五工程の熱処理雰囲気以外
はＴＦＴ１と同様の製造方法を用いた。具体的に、第三工程では酸素分圧１００％の酸化
性雰囲気を用い、第五工程では熱処理雰囲気として酸素分圧１００％の酸化性雰囲気を用
いて、実施例３に係るＴＦＴを得た。
【００８１】
－比較例１－
　比較例１に係るＴＦＴは、熱処理工程すなわち第三工程と第五工程以外はＴＦＴ１と同
様の製造方法を用いた。具体的に、第三工程は行わず、第五工程では熱処理温度を４５０
℃とし熱処理雰囲気として酸素分圧１００％の酸化性雰囲気を用いて、比較例１に係るＴ
ＦＴを得た。
【００８２】
－評価－
　作製した実施例１～３及び比較例１に係るＴＦＴはＶｇ－Ｉｄ特性を評価した後、波長
可変のモノクロ光を照射することで、光照射に対するＴＦＴ特性の安定性を評価した。
　ＴＦＴ特性の評価は、半導体パラメータ・アナライザー４１５６Ｃ（アジレントテクノ
ロジー社製）を用いた。その装置にて、Ｖｇ－Ｉｄ特性の測定は、ドレイン電圧（Ｖｄ）
を１０Ｖに固定し、ゲート電圧（Ｖｇ）を－３０Ｖ～＋３０Ｖの範囲内で掃引し、各ゲー
ト電圧（Ｖｇ）におけるドレイン電流（Ｉｄ）を測定することにて行った。また電界効果
移動度は、ドレイン電圧（Ｖｄ）を１Ｖに固定した状態でゲート電圧（Ｖｇ）を－３０Ｖ
～＋３０Ｖの範囲内で掃引して得た、線形領域でのＶｇ－Ｉｄ特性から線形移動度を算出
したものである。
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【００８３】
　図１０は、モノクロ光照射下におけるＴＦＴ特性測定の概略を示す図である。
【００８４】
　図１０に示すように、プローブステージ台６００に各ＴＦＴを置き、乾燥大気を２時間
以上流した後、当該乾燥大気雰囲気下にてＴＦＴ特性を測定した。モノクロ光源の照射強
度は１０μＷ／ｃｍ２、波長λの範囲を３８０～７００ｎｍとし、モノクロ光非照射時の
Ｖｇ－Ｉｄ特性と、モノクロ光照射時のＶｇ－Ｉｄ特性を比較することで、光照射安定性
（閾値シフト：ΔＶｔｈ）を評価した。モノクロ光照射下におけるＴＦＴ特性の測定条件
は、Ｖｄｓ＝１０Ｖに固定し、Ｖｇ＝－１５～１５Ｖの範囲でゲート電圧を掃引して測定
した。なお、以下で特に言及している場合を除き、全ての測定は、モノクロ光を１０分照
射した時に行っている。
【００８５】
　図１１は、実施例１に係るＴＦＴについて、モノクロ光照射下におけるＶｇ－Ｉｄ特性
を示す図である。図１２は、実施例２に係るＴＦＴについて、モノクロ光照射下における
Ｖｇ－Ｉｄ特性を示す図である。図１３は、実施例３に係るＴＦＴについて、モノクロ光
照射下におけるＶｇ－Ｉｄ特性を示す図である。図１４は、比較例１に係るＴＦＴについ
て、モノクロ光照射下におけるＶｇ－Ｉｄ特性を示す図である。
【００８６】
　また、表１は、実施例１～３及び比較例１のＴＦＴ作製条件とＴＦＴ特性の一覧である
。なお、表中の「μ」は電界効果移動度を意味し、Ｖｔｈは閾値電圧を意味し、ΔＶｔｈ
は、波長４２０ｎｍの光を照射したときの閾値シフトを意味し、他の表についても同様で
ある。
【００８７】
【表１】

　　　　　　　
【００８８】
　表１や図１１～図１４に示す結果から、熱処理工程（第三工程）を行わなかった比較例
１については、波長：４２０ｎｍのモノクロ光に対してΔＶｔｈ＝－１．１５Ｖと１Ｖを
上回る閾値シフトを示していることが分かった。一方、第三工程を行った実施例１～３に
おいては波長：４２０ｎｍのモノクロ光に対して全て｜ΔＶｔｈ｜≦１Ｖと、光照射安定
性が向上（改善）していることが分かる。特に光照射安定性の向上度合いは、大気中（酸
素分圧２１％）で熱処理を行うよりも、酸素分圧１００％の雰囲気下だけで熱処理を行っ
た場合（実施例３）の方が大きいことを見出した。
【００８９】
＜第三工程及び第五工程の熱処理温度について（１）：熱処理における酸素拡散深さの検
証＞
　第三工程や第五工程の熱処理にて酸化性雰囲気中の酸素が熱処理温度との関係で、酸化
物半導体層のどの程度深くまで拡散していくのか検証した。
【００９０】
－実験例１～実験例４－
　実験例１では、基板としてゲート電極を兼ねる熱酸化膜付ｐ型Ｓｉ基板（１ｉｎｃｈ角
×１ｍｍｔ、厚み：５２５μｍｔ、熱酸化膜（ＳｉＯ２）：厚み：１００ｎｍ）を用意し
た。
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　具体的には、レジスト塗布／ベーク、エッチングによる裏面ＳｉＯ２剥離（ＢＨＦ使用
）、純粋洗浄、レジスト剥離（硫酸過水使用）、純粋洗浄／リンス、Ｎ２ブローして作製
された熱酸化膜付ｐ型Ｓｉ基板を用意した。なお、この基板はボロンドープで抵抗率：０
．００１～０．００１３Ωｃｍのものである。
　この基板上に、背圧：５×１０－６Ｐａ、成膜圧力：０．８Ｐａ、Ａｒ：３０ｓｃｃｍ
（５．０７×１０－２Ｐａ ｍ３／ｓ）、Ｏ２：０．２５ｓｃｃｍ（４．２２５×１０－

４Ｐａ ｍ３／ｓ）、ＤＣ：５０Ｗの条件の下、ＩＧＺＯ膜（Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１
：１）を厚み５０ｎｍとしてＤＣスパッタにより成膜した。なお、通常ではＩＧＺＯ膜形
成後にフォトリソグラフィー及びエッチングによりパターニングを行うが、本発明の効果
をより正確に確認するためフォトリソグラフィー及びエッチングでのＩＧＺＯ膜界面の汚
染やダメージの影響を排除するために、実験例１ではメタルマスクを用いたパターン成膜
を行っている。なお、Ｘ線回折測定によりこのＩＧＺＯ膜は非晶質膜であることを確認し
た。
　次に、ＩＧＺＯ膜面上に、ソース電極やドレイン電極は形成せずに、背圧：５×１０－

６Ｐａ、成膜圧力：０．４Ｐａ、Ａｒ：３０ｓｃｃｍ（５．０７×１０－２Ｐａ ｍ３／
ｓ）、Ｏ２：０．３ｓｃｃｍ（５．０７×１０－４Ｐａ ｍ３／ｓ）、ＲＦ：５０Ｗの条
件の下、厚み５０ｎｍのＧａ２Ｏ３膜からなる保護層をＲＦスパッタ成膜した。そしてこ
れらの工程を繰り返して、サンプルを４つ用意した。
　用意した４つのサンプルに対して、酸素安定同位体である１８Ｏガス（大陽日酸社の市
販１８Ｏ２ガス）雰囲気の下、３００℃、３５０℃、４００℃又は４５０℃の熱処理温度
で加熱処理を行った。酸素安定同位体である１８Ｏは通常の１６Ｏと実質的に同じ拡散長
を有し、保護層や活性層へ拡散していくことが予想される。なお、３００℃で熱処理した
サンプルを実験例１のサンプルとし、３５０℃で熱処理したサンプルを実験例２のサンプ
ルとし、４００℃で熱処理したサンプルを実験例３のサンプルとし、４００℃で熱処理し
たサンプルを実験例４のサンプルと呼称する。
【００９１】
－ＳＩＭＳ分析－
　次に、実験例１～実験例４のサンプルに対して、ＳＩＭＳ分析を行った。ＳＩＭＳ分析
では、具体的にＳＩＭＳ分析装置としてアルバックファイ株式会社の型式：ＰＨＩ　ＡＤ
ＥＰＴ１０１０を用いた。また、分析環境は、一次イオン種：Ｃｓ＋、一次加速電圧：３
．０ｋＶ、検出領域：５６×５６（μｍ×μｍ）とした。また、サンプルからの二次イオ
ンは負極性を検出した。
【００９２】
　図１５は、実験例１のサンプルに対するＳＩＭＳ分析結果を示す図である。図１６は、
実験例２のサンプルに対するＳＩＭＳ分析結果を示す図である。図１７は、実験例３のサ
ンプルに対するＳＩＭＳ分析結果を示す図である。図１８は、実験例４のサンプルに対す
るＳＩＭＳ分析結果を示す図である。
【００９３】
　図１５から、実験例１のサンプル、つまり３００℃の熱処理では、酸素が拡散（保護層
等への取り込み）自体していないことが分かった。次に、図１６～図１８を見ると、熱処
理温度が高くなるにつれて、酸素の拡散距離Ｌが長くなっていることが分かった。
　そこで、図１５～図１８の分析結果に基づいて、各熱処理温度にて１８Ｏ／(１６Ｏ＋
１８Ｏ)の強度が見え始める深さ、つまり１８Ｏ（＝１６Ｏ）の拡散距離Ｌ（ｎｍ）を求
めて、表２にまとめた。
【００９４】
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【表２】

【００９５】
　次に、求めた酸素の拡散距離Ｌと熱処理温度の関係をグラフにプロットした。図１９は
、求めた酸素の拡散距離Ｌと熱処理温度の関係をプロットしたグラフ図である。
【００９６】
　そして、図１９中のプロットに基づいて、酸素の拡散距離Ｌと熱処理温度の関係を示す
３次関数の近似曲線を算出した。この算出の結果、Ｌ＝８×１０－６×Ｔ３－０．００９
２×Ｔ２＋３．６×Ｔ－４６８±０．１という関係式が得られた。なお、「±０．１」は
測定（及び算出）誤差であり、図中では、誤差バーで示し、その誤差バーを見やすくする
ため、「±０．１」より大きく示している。
【００９７】
　以上の結果から、例えば熱処理温度Ｔが４００℃の場合を例に挙げると、図１９に示す
ように、酸化性雰囲気からＧａ２Ｏ３膜へ約１２ｎｍまで１８Ｏが拡散している（取り込
まれている）のが分かる。なお、この結果は、Ｇａ２Ｏ３膜がＩＧＺＯ膜等の他の材料の
膜でも変化しないことも確認している。
　よって、第二の酸化物半導体膜５０７の厚みをＺとし、第三工程の熱処理温度をＴとし
て、第二の酸化物半導体膜５０７を介して第一の酸化物半導体膜５０６の界面内部に酸化
性雰囲気中の酸素を供給するためには、Ｚ＜Ｌ＝８×１０－６×Ｔ３－０．００９２×Ｔ
２＋３．６×Ｔ－４６８±０．１となるように第二工程と第三工程を調整することが好ま
しいものと想定できる。
　そこで、第三工程の温度を固定して第二の酸化物半導体膜５０７の厚みＺを変化させる
ことで、Ｚ＜ＬのときとＺ≧Ｌのときの効果（ＴＦＴ特性及び光照射安定性）の違い等を
以下の厚み依存性の実験にて確かめた。
【００９８】
＜光照射安定性の第二の酸化物半導体膜５０７の厚み依存性＞
－実施例４～１２－
　第二の酸化物半導体膜５０７の厚みＺ変調は、第三工程及び第五工程での熱処条件を雰
囲気：酸素１００％且つ熱処理温度Ｔ：４５０℃に固定して、第二の酸化物半導体膜５０
７の厚みを３～５０ｎｍの間で系統的に変化させることによって行った。具体的に、ＴＦ
Ｔの構成、組成は実施例１と同様であり、第二の酸化物半導体膜５０７の厚みＺのみ３～
５０ｎｍの間で変調した実施例４～１２に係るＴＦＴを作製した。第二の酸化物半導体膜
５０７と第三の酸化物半導体膜５０８の合計の厚みは５０ｎｍであり、実施例４～１１で
共通である。なお、実施例１２については、第三の酸化物半導体膜５０８はなく、第三工
程、電極形成工程、第五工程の順で作製している。
【００９９】
－評価－
　作製した実施例４～１１に係るＴＦＴはＶｇ－Ｉｄ特性を評価した後、波長可変のモノ
クロ光を照射することで、光照射に対するＴＦＴ特性の安定性を評価した。なお、評価の
方法は、上述した方法と同一である。
【０１００】
　表３は、実施例４～１２及び比較例１の第二の酸化物半導体膜５０７の厚みＺとＴＦＴ
特性の一覧である。なお、電界効果移動度μは、光照射前であっても光照射後であっても
ほとんど変化しなかったので、表３では光照射前の電界効果移動度μを記載している。な
お、Ｖｔｈは、光照射前の閾値電圧（Ｖ）であり、ΔＶｔｈは波長４２０ｎｍの光をＴＦ
Ｔに向けて照射したときの閾値シフトである。
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【０１０１】
【表３】

【０１０２】
　図２０は、測定結果のうち代表的なＶｇ－Ｉｄ特性である実施例７のＴＦＴについての
光照射下におけるＶｇ－Ｉｄ特性を示す図である。図２１は、測定結果のうち代表的なＶ
ｇ－Ｉｄ特性である実施例９のＴＦＴについての光照射下におけるＶｇ－Ｉｄ特性を示す
図である。図２２は、測定結果のうち代表的なＶｇ－Ｉｄ特性である実施例１０のＴＦＴ
についての光照射下におけるＶｇ－Ｉｄ特性を示す図である。図２３は、測定結果のうち
代表的なＶｇ－Ｉｄ特性である実施例１１のＴＦＴについての光照射下におけるＶｇ－Ｉ
ｄ特性を示す図である。図２４は、測定結果のうち代表的なＶｇ－Ｉｄ特性である実施例
１２のＴＦＴについての光照射下におけるＶｇ－Ｉｄ特性を示す図である。また、図２５
は、表３に示す結果に基づき、第二の酸化物半導体膜５０７の厚みＺと電界効果移動度μ
との関係及び厚みＺとΔＶｔｈとの関係を示した図である。
【０１０３】
　表３、図２０～図２５に示す結果から、まず実施例４～１４のＴＦＴは、比較例１に比
べて、光照射時のΔＶｔｈが比較例１の約１／１０以下となり大幅に改善していることが
分かった。また、第二の酸化物半導体膜５０７の厚みＺを変調することで、電界効果移動
度μやＶｔｈの初期特性、及び、ΔＶｔｈ等の光照射特性が共に変化していることが分か
った。
　ここで、図２０～図２４を比較すると、図２０及び図２１に比べ図２２～図２４には、
２段階の立ち上がりが確認できた（図中○部分）。具体的に、第二の酸化物半導体膜５０
７の厚みＺが、熱処理温度：４５０℃での酸素拡散距離Ｌ：１８ｎｍ以上である、すなわ
ちＺ≧Ｌ＝８×１０－６×Ｔ３－０．００９２×Ｔ２＋３．６×Ｔ－４６８±０．１の関
係式を満たすような熱処理温度Ｔと厚みＺであると、２段階の立ち上がりが確認できた。
　これは第一の酸化物半導体膜５０６と第二の酸化物半導体膜５０７との界面欠陥が補償
されておらず、また第一の酸化物半導体膜５０６と第二の酸化物半導体膜５０７との界面
が低抵抗化し、ゲートバイアスを印加していない状態でもチャネルが開いている、事を意
味しているものと考えられる。光照射時に誘起された電子-正孔対の内、ホールが界面欠
陥にトラップされるため、界面付近のパラレル伝導チャネルのキャリアが増大し、１段階
目の立ち上がり部分が(閾値を定義するとすれば)、大きくマイナスシフトしている。メイ
ンチャネル(ゲート絶縁膜（熱酸化膜５０４）/第一の酸化物半導体膜５０６に存在)付近
にはホールトラップの影響が及ばないため、従来通りメインチャネルの立ち上がりから閾
値を計算した場合、閾値は改善しているように見えるものと考えられる。
【０１０４】
　図２６は、Ｚ≧Ｌでの特性劣化を説明するイメージ図である。
【０１０５】
　図２６を参照しながら特性劣化を繰り返し説明すると、Ｚ≧Ｌであると、まず第１に高
移動度層/高抵抗層界面が低抵抗化しやすく結果、界面付近に伝導チャネルが出来やすい
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（Vg-Idデータの1段目の立ち上がりに相当）。第２に酸素欠陥補償が十分なされないため
、光照射時に界面にホールがトラップされ、結果界面に電子が集中するため、１段目の立
ち上がり部の電流が増大しているように見える。２段目(メインチャネル)の方には影響が
及ばないため、閾値は改善しているように見えるものと考えられる。
　 しかしながら、このような２段階立ち上がりを示す実施例１０～１２のＴＦＴは比較
例１よりかは良いが実用化には不向きであるので、実施例４～９のＴＦＴの方が好ましい
。すなわち、０＜Ｚ＜Ｌ＝８×１０－６×Ｔ３－０．００９２×Ｔ２＋３．６×Ｔ－４６
８±０．１の関係式を満たすように第二の酸化物半導体膜５０６の厚みと第三工程での熱
処理温度を調整することが好ましい。このように、第二の酸化物半導体膜２６の厚みＺと
熱処理温度Ｔの調整を行った上で第三工程の熱処理をすることによって、酸化性雰囲気中
の酸素を第二の酸化物半導体膜５０７を介して第一の酸化物半導体膜５０６の界面内部に
まで確実に供給することができるため、第二工程の成膜によって成膜ダメージを受けた第
一の酸化物半導体膜５０６の表面欠陥を十分に補填でき、光照射時のＴＦＴ特性を改善す
ることができる。このＴＦＴ特性の改善とは、上述したように初期のＶｇ－Ｉｄ特性にお
いて２段階の立ち上がりを示めさないようにすることができることである。
【０１０６】
　また、表３及び図２５に示す結果から、第二の酸化物半導体膜５０７の厚みＺを１５ｎ
ｍ以下にする、すなわち第二工程と第三工程の際に、Ｚ≦Ｌ－３．０の関係式を満たすよ
うに第二の酸化物半導体膜５０７の厚みと熱処理温度を調整すると、閾値電圧Ｖｔｈが全
て正の値となり、初期特性が良好になることが分かった。これにより、第二工程と第三工
程の際に、Ｚ≦Ｌ－３．０の関係式を満たすように第二の酸化物半導体膜５０７の厚みと
熱処理温度を調整することが好ましいことを見出した。
　一方で、第二の酸化物半導体膜５０７の厚みＺが３ｎｍ未満となる、すなわち第二工程
と第三工程の際に、Ｌ－１５．０＞Ｚの関係式を満たすように第二の酸化物半導体膜５０
７の厚みと熱処理温度を調整すると、図２５に示す傾向から考えると、第三工程の熱処理
によって酸化性雰囲気から拡散する酸素が、第二の酸化物半導体膜５０７を介して伝導キ
ャリアパスである第一の酸化物半導体膜５０６全体の酸素欠陥を強く補償するため、電界
効果移動度が２０ｃｍ２／Ｖｓ以下に低減してしまう虞があることが分かった。これによ
り、第二工程と第三工程の際に、Ｌ－１５．０≦Ｚの関係式を満たすように第二の酸化物
半導体膜５０７の厚みと熱処理温度を調整することが好ましいことを見出した。
　さらに、表３及び図２５に示す結果から、第二の酸化物半導体膜５０７の厚みＺを７ｎ
ｍ以上とした場合、すなわち第二工程と第三工程の際に、Ｌ－１１．０≦Ｚの関係式を満
たすように第二の酸化物半導体膜５０７の厚みと熱処理温度を調整した場合、移動度が３
０ｃｍ２／Ｖｓ超と良好である。これは伝導キャリアパスである第一の酸化物半導体膜５
０６の欠陥補償量が適度であり、界面の欠陥補償が十分になされ、且つ第一の酸化物半導
体膜５０６中の、キャリア濃度が殆ど低減しないためであると思われる。これにより、第
二工程と第三工程の際に、Ｌ－１１．０≦Ｚの関係式を満たすように第二の酸化物半導体
膜５０７の厚みと熱処理温度を調整することが好ましいことを見出した。
　さらにまた、図２５に示す結果から、第二の酸化物半導体膜５０７の厚みＺを７ｎｍ以
上１０ｎｍ以下とした場合、すなわち第二工程と第三工程の際に、Ｌ－１１．０≦Ｚ≦Ｌ
－８．０の関係式を満たすように第二の酸化物半導体膜５０７の厚みと熱処理温度を調整
した場合、電界効果移動度μが急激に上昇することが分かった。これにより、第二工程と
第三工程の際に、Ｌ－１１．０≦Ｚ≦Ｌ－８．０の関係式を満たすように第二の酸化物半
導体膜５０７の厚みと熱処理温度を調整することが好ましいことを見出した。
【０１０７】
＜第五工程の熱処理温度依存性＞
　第五工程の熱処理温度によってどのようにＴＦＴ特性・光照射安定性が変化するかを確
かめた。
【０１０８】
－実施例１３～１５－
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　実施例１３～１５に係るＴＦＴとして、後述する製造条件以外は実施例７（Ｚ＝８ｎｍ
）と同じＴＦＴ構造、組成及び製造方法を用い第五工程の熱処理温度を３６０℃(実施例
１３)、４１５℃（実施例１４）、４５０℃（実施例１５）と変えたＴＦＴを作製した。
　第三工程は酸素分圧１００％の雰囲気下で４５０℃の温度で熱処理を行い、第五工程も
雰囲気は酸素分圧１００％の雰囲気を用いた。
【０１０９】
－評価－
　実施例１３～１５に係るＴＦＴについてＴＦＴ特性及び光照射安定性を評価した。評価
方法は、上述した方法と同一である（実施例１５＝実施例７）。
　表４は、第５工程の熱処理温度と、ＴＦＴ特性・光照射安定性についてまとめたもので
ある。
【０１１０】
【表４】

【０１１１】
　表４に示す結果から、実施例１３～１５に係るＴＦＴはそれぞれ、高い電界効果移動度
と光照射安定性を両立していることが分かる。その中で、実施例１３と実施例１４の比較
から第五工程の熱処理温度を３６０℃とした場合より４１５℃以上としたほうが、光照射
安定性が１桁以上向上（ΔＶｔｈが一桁低下）していることが分かる。これにより、第五
工程の熱処理温度は４１５℃以上であることが好ましいことを見出した。
【０１１２】
＜ＴＦＴ初期特性の第一の酸化物半導体膜５０６組成依存性＞
　次に、ＴＦＴの酸化物半導体層において特定の組成の酸化物半導体膜を積層することに
よって、高移動度のトランジスタが得られる事を以下のような構成のＴＦＴを作製するこ
とで検証した。また、第一の酸化物半導体膜５０６の組成変調を行い、特定の組成範囲に
おいて高移動度が得られる事も確かめた。
【０１１３】
－実施例１６～３１－
　まず、実施例７と同様の膜厚条件にて、ボトムゲートでトップコンタクト型のＴＦＴを
実施例１６～３１（実施例１６＝実施例７）として作製した。第一の酸化物半導体膜５０
６をＩＧＺＯ系として組成変調した場合の実施例１６～２４の製造条件を表５に示し、第
一の酸化物半導体膜５０６をＩＺＯ系として組成変調した場合の実施例２５～３１の製造
条件を表６に示す。
　ここでは、第二の酸化物半導体膜５０７と第三の酸化物半導体膜５０８が共通の組成で
あり実施例７と同じ組成に相当し、以下の表５及び表６の条件を除くその他の製造方法及
び条件は実施例７と同様にした。
【０１１４】
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【表５】

【０１１５】
【表６】

－評価－
　作製した実施例１６～３１に係るＴＦＴについて、半導体パラメータ・アナライザー４
１５６Ｃ（アジレントテクノロジー社製）を用いて、トランジスタ特性（Ｖｇ－Ｉｄ特性
）、移動度μ、オフ電流Ｉｏｆｆの測定を行った。なお、オフ電流は、Ｖｇ－Ｉｄ特性に
おいてＶｇ＝０Ｖにおける電流値で定義した。その他の定義や測定方法については、上述
した方法と同一の方法を用いた。
【０１１６】
　表７は、実施例１６～２４に係るＴＦＴの電界効果移動度とオフ電流の結果をまとめた
ものである。表８は、実施例２５～３１に係るＴＦＴの電界効果移動度とオフ電流の結果
をまとめたものである。
【０１１７】

【表７】
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【０１１８】
【表８】

【０１１９】
　表７に示す結果から、実施例１６～２４に係るＴＦＴは、電界効果移動度が２０ｃｍ２

／Ｖｓ以上で良好であることが分かった。また、第一の酸化物半導体膜５０６の組成が、
ｃ≦３／５,ｂ＞０, ｂ≧３ａ／７－３／１４,ｂ≧９ａ／５－５３／５０，ｂ≦－８ａ／
５＋３３／２５，ｂ≦９１ａ／７４－１７／４０（但しａ＋ｂ＋ｃ＝１とする）で表され
る範囲内（実施例７（表７の実施例１６）、２１、２０、１８、２５、２６の組成で囲ま
れる領域）に在れば、電界効果移動度μが２０ｃｍ２／Ｖｓ以上でＶｔｈ＞０のＴＦＴが
作製可能であることが分かる。なお、この組成範囲は、図１８中のＡの範囲に相当する。
【０１２０】
　さらに、第一の酸化物半導体膜５０６の組成が、ｂ≦１７ａ／２３－２８／１１５，ｂ
≧３ａ／３７，ｂ≧９ａ／５－５３／５０，ｂ≦１／５（但しａ＋ｂ＋ｃ＝１とする）で
表される範囲内（実施例７（表７の実施例１６）、２１、１９、１８の組成で囲まれる領
域）にあれば、電界効果移動度３０ｃｍ２／Ｖｓ以上のＴＦＴが作製可能であることが分
かる。なお、この組成範囲は、図２７中のＢの範囲に相当する。
　また、Ｉｎ含有量を増大させた実施例２２，２３，２４では高い電界効果移動度は得ら
れるものの、キャリア濃度が過剰な状態になっており、閾値が大きくマイナス側にシフト
している。
【０１２１】
　さらにまた、第一の酸化物半導体膜５０６の組成が、ｂ≦７ａ／１３－１１／６５,ｂ
≧３ａ／３７,ｂ≦－２ａ＋１１／１０（但しａ＋ｂ＋ｃ＝１とする）で表される範囲内
にあれば、電界効果移動度３０ｃｍ２／Ｖｓ以上でノーマリーオフのＴＦＴを作製可能で
あることが分かる。なお、この組成範囲は、図２７及び図２８中のＣの範囲に相当する。
【０１２２】
　また、表８に示す結果から、実施例２５～３０に係るＴＦＴは、電界効果移動度が２０
ｃｍ２／Ｖｓ以上で良好であることが分かった。
　さらに、第一の酸化物半導体膜５０６にＩＺＯ系を用いた場合にＩｎ含有率ｘが０．４
０≦ｘ≦０．７５で表される組成範囲内（実施例２５～２９の組成で囲まれる領域）にあ
れば、電界効果移動度３０ｃｍ２／Ｖｓ以上でＶｔｈ＞０のＴＦＴを作製可能であること
が分かる。
　さらにまた、Ｉｎ含有率ｘが０．４０≦ｘ≦０．５０で表される組成範囲内にあれば、
電界効果移動度３０ｃｍ２／Ｖｓ以上でノーマリーオフのＴＦＴを作製可能であることが
分かる。
【０１２３】
　上記のように第二の酸化物半導体膜５０７と第三の酸化物半導体膜５０８のカチオン組
成を固定した場合に、積層ＴＦＴ構造における第一の酸化物半導体膜５０６（ＩＧＺＯ系
、ＩＺＯ系）を組成変調することで、特定の組成範囲内で高移動度のＴＦＴ特性が得られ
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【０１２４】
＜ＴＦＴ特性における第二の酸化物半導体膜５０７と第三の酸化物半導体膜５０８の組成
依存性＞
　次に、実施例１６のＴＦＴと同様の構成において、第一の酸化物半導体膜５０６の組成
を実施例１６と同じ組成に固定した上で第二の酸化物半導体膜５０７と第三の酸化物半導
体膜５０８の組成変調を行う事で、特定の組成範囲において良好な特性が得られるか否か
実験した。
【０１２５】
－実施例３２～３７－
　実施例３２～３７（実施例３２＝実施例７）に係るＴＦＴとして、実施例７と同様のボ
トムゲート及びトップコンタクト型のＴＦＴを作製した。これは実施例７の製造方法にお
ける、第二の酸化物半導体膜５０７と第三の酸化物半導体膜５０８が共通の組成である構
成に相当する。第一の酸化物半導体膜５０６の成膜条件は実施例７と全く同じである。第
二の酸化物半導体膜５０７（Ｚ＝８ｎｍ）と第三の酸化物半導体膜５０８の成膜条件は、
到達真空度，成膜圧力，成膜温度，酸素／アルゴン分圧は共通で、それぞれ、６×１０－

６Ｐａ，４．４×１０－６Ｐａ，室温、酸素／アルゴン分圧が０．０６７であり、カチオ
ン組成比を以下の表９の通り変調した。なお、第二の酸化物半導体膜５０７と第三の酸化
物半導体膜５０８の組成は、Ｉｎ（ｅ）Ｇａ（ｆ）Ｚｎ（ｇ）Ｏ（ｈ）（ｅ，ｆ，ｇ，ｈ
＞０）で表される酸化物半導体膜である。
【０１２６】

【表９】

【０１２７】
－評価－
　作製した実施例３２～３７に係るＴＦＴについて、半導体パラメータ・アナライザー４
１５６Ｃ（アジレントテクノロジー社製）を用いて、トランジスタ特性（Ｖｇ－Ｉｄ特性
）、移動度μ、閾値電圧Ｖｔｈの測定を行った。なお、各定義や測定方法については、上
述した方法と同一の方法を用いた。
【０１２８】
　表１０は、実施例３２～３７に係るＴＦＴの電界効果移動度と閾値電圧の結果をまとめ
たものである。
【０１２９】
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【表１０】

【０１３０】
　表１０から、ｆ／（ｅ＋ｆ）が０．８７５超である場合には、ＴＦＴ駆動し難いことが
分かった。これは、ソース・ドレイン電極５１０，５１２と第二の酸化物半導体膜５０７
と第三の酸化物半導体膜５０８の接触抵抗が増大したためと考えられる（ただし成膜時の
酸素分圧を低く調整することで、駆動するＴＦＴを作製することは可能となる）。これに
より、第一の酸化物半導体膜５０６の組成を同一のものとした場合、第二の酸化物半導体
膜５０７と第三の酸化物半導体膜５０８におけるｆ／（ｅ＋ｆ）は、０．８７５以下であ
ることが好ましいことを見出した。
【０１３１】
　一方ｆ／（ｅ＋ｆ）を減少させていった場合、実験例３６のようにｆ／（ｅ＋ｆ）＝０
．２５０とした場合には閾値が－２１．４Ｖと大きくマイナス側にシフトしており、トラ
ンジスタが低抵抗化しやすいことが分かる。これは、もともとの第二の酸化物半導体膜５
０７のキャリア濃度が相対的に高い他、電子親和力も比較的大きいため、第一の酸化物半
導体膜５０６から第二の酸化物半導体膜５０７と第三の酸化物半導体膜５０８へキャリア
が多く流れ込んだり、あるいは第二の酸化物半導体膜５０７及び第三の酸化物半導体膜５
０８中に伝導キャリアが生じるためであると考えられる。このようなＶｔｈ＜０となるト
ランジスタではオフ電流が増大する傾向にある。そのため、高移動度且つ、オフ電流の低
いトランジスタを作製するためには（熱処理温度を３００℃とした場合には）、ｆ／（ｅ
＋ｆ）＞０．２５０であることが好ましいことを見出した。
【０１３２】
　このように、第一の酸化物半導体膜５０６の組成を固定した場合、第二の酸化物半導体
膜５０７と第三の酸化物半導体膜５０８の組成はＩｎ（ｅ）Ｇａ（ｆ）Ｚｎ（ｇ）Ｏ（ｈ
）（ｅ，ｆ，ｇ，ｈ＞０）で表される酸化物半導体膜である事が望ましく、この時、前記
第二の酸化物半導体膜５０７が、０．２５０＜ｆ／（ｅ＋ｆ）≦０．８７５で表される組
成範囲にあると、高移動度でオフ電流の低いトランジスタを作製可能であることが分かっ
た。
【０１３３】
＜ＴＦＴ特性における第二の酸化物半導体膜５０７及び第三の酸化物半導体膜５０８の合
計膜厚依存性＞
　続いて、第二の酸化物半導体膜５０７及び第三の酸化物半導体膜５０８の合計厚みがど
のようにＴＦＴ特性に影響を与えるか検証した。
【０１３４】
－実施例３８～４１及び評価－
　実施例３８～４１に係るＴＦＴは、実施例７と同様のボトムゲートでトップコンタクト
型のＴＦＴとして作製した。これらは実施例７における、第二の酸化物半導体膜５０７及
び第三の酸化物半導体膜５０８が共通の組成である構成に相当する。ＴＦＴ構造及び、第
一の酸化物半導体膜５０６及び第二の酸化物半導体膜５０７（第三の酸化物半導体膜５０
８と共通）の組成も実施例７と同じであり、第二の酸化物半導体膜５０７及び第三の酸化
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物半導体膜５０８の厚みの合計（以下、単に厚み合計と略す）だけを１０ｎｍ，３０ｎｍ
，５０ｎｍ，７０ｎｍと変化させたトランジスタを作製した。
　表１１は、実施例３８～４１に係るＴＦＴの構成とＴＦＴ特性をまとめたものである。
【０１３５】
【表１１】

【０１３６】
　このように、第二の酸化物半導体膜５０７及び第三の酸化物半導体膜５０８の厚み合計
が１０ｎｍ以下の場合には移動度は高くなるものの、Ｓ値が悪化（１Ｖ／ｄｅｃａｄｅ超
）し、オフ電流が増大する傾向にあることが分かった。一方で、この厚み合計が３０ｎｍ
以上であれば、Ｓ値は良好（１Ｖ／ｄｅｃａｄｅ以下）でありオフ電流の低減が期待でき
る。これにより、厚み合計は１０ｎｍ超が好ましく、３０ｎｍ以上であることがより好ま
しいことを見出した。また、厚み合計が７０ｎｍ以上であると移動度の若干の低下が見ら
れることから、厚み合計は７０ｎｍ未満であることがさらに好ましいことを見出した。
【０１３７】
＜ＴＦＴ特性における第一の酸化物半導体膜５０６の厚み依存性＞
　続いて、ＴＦＴ特性における第一の酸化物半導体膜５０６の厚み依存性について検証し
た。
【０１３８】
－実施例４２～４３－
　実験例４３に係るＴＦＴとして、ＴＦＴ構造と組成は、実施例７と同様で、第一の酸化
物半導体膜５０６の厚みのみを１０ｎｍに変更したＴＦＴを作製した。
【０１３９】
－評価－
　作製した実施例４２（実施例７と同じもの）～４３に係るＴＦＴについて、半導体パラ
メータ・アナライザー４１５６Ｃ（アジレントテクノロジー社製）を用いて、トランジス
タ特性（Ｖｇ－Ｉｄ特性）、移動度μ、閾値電圧Ｖｔｈ、オフ電流Ｉｏｆｆの測定を行っ
た。なお、各定義や測定方法については、上述した方法と同一の方法を用いた。
【０１４０】
　表１２は、実施例４２と実施例４３の特性の比較をまとめたものである。なお、表中の
「第一の膜」とは、第一の酸化物半導体膜５０６の略語である。
【０１４１】

【表１２】

【０１４２】
　表１２より、第一の酸化物半導体膜５０６の厚みが１０ｎｍ以上になると、電界効果移
動度は十分確保できているが、閾値がマイナス側にシフトし、オフ電流が大きく増大する
ことが分かる。これは第一の酸化物半導体膜５０６に高キャリア濃度の酸化物半導体を用
いているためで、第一の酸化物半導体膜５０６の厚みが増大すると、トータルのキャリア
濃度が増大しピンチオフが困難になるためである。これにより、第一の酸化物半導体膜５
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０６の厚みは１０ｎｍ未満であることが望ましいことを見出した。
【０１４３】
　以上のように、酸化物半導体層の積層構造（第一の酸化物半導体膜５０６、第二の酸化
物半導体膜５０７、第三の酸化物半導体膜５０８）の組成と厚みを変調することで、特性
の組成・厚みにおいて高移動度のＴＦＴが可能であることが分かった。
【０１４４】
＜第三工程及び第五工程の熱処理温度について（２）＞
　Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ）＝０．７５のＩＧＺＯ膜とＧａ／（Ｉｎ＋Ｇａ）＝０．２５のＩ
ＧＺＯ膜を５層積層した積層膜の断面ＳＴＥＭ像を、積層直後（アニール処理前）及び熱
処理温度が６００℃で処理した後に、それぞれ観察したところ、６００℃で熱処理されて
もある程度積層構造を維持していることが確認できるものの、異なるカチオン組成の界面
で、コントラストがぼけている様子が見て取れた。これは異相の相互拡散が起こり始めて
いる事を示唆しており、第三工程及び第五工程の熱処理における上限温度は６００℃以下
であることが好ましいことを見出した。
【符号の説明】
【０１４５】
１０  ＴＦＴ（電界効果型トランジスタ）
１２   基板
１４   ゲート電極
１６   ゲート絶縁層
１８   酸化物半導体層（第一の酸化物半導体膜、第二の酸化物半導体膜、第三の酸化物
半導体膜）
２０   ソース電極
２２   ドレイン電極
２４   第一の酸化物半導体膜
２６   第二の酸化物半導体膜
２８   第三の酸化物半導体膜
１００ 液晶表示装置（表示層装置）
２００ 有機ＥＬ表示装置
２１２ 有機発光層（有機電界発光素子）
３００ Ｘ線センサ
５０２ 基板
５０５ 酸化物半導体層（第一の酸化物半導体膜、第二の酸化物半導体膜、第三の酸化物
半導体膜）
５０６ 第一の酸化物半導体膜
５０７ 第二の酸化物半導体膜
５０８ 第三の酸化物半導体膜
５１０ ソース電極
５１２ ドレイン電極
【要約】
【課題】光照射時のＴＦＴ特性を安定化する。
【解決手段】ゲート電極１４上に配置されたゲート絶縁層１６上に、第一の酸化物半導体
膜２４を成膜する第一工程と、第一の酸化物半導体膜２４とカチオン組成が異なり、且つ
第一の酸化物半導体膜２４より低い電気伝導度を有する第二の酸化物半導体膜２６を成膜
する第二工程と、酸化性雰囲気の下３００℃超で熱処理する第三工程と、第一の酸化物半
導体膜２４とカチオン組成が異なり、且つ第一の酸化物半導体膜２４より低い電気伝導度
を有する第三の酸化物半導体膜２８を成膜する第四工程と、酸化性雰囲気の下３００℃超
で熱処理する第五工程と、第三の酸化物半導体膜２８上に、ソース電極２０及びドレイン
電極２２を形成する電極形成工程と、を有している。
【選択図】図２
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