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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１絶縁膜と、
　ゲート電極と、
　前記ゲート電極と前記第１絶縁膜との間に設けられ、第１部分と、前記ゲート電極から
前記第１絶縁膜に向かう第１方向に対して交差する第２方向において前記第１部分と離間
した第２部分と、前記第１部分と前記第２部分との間に設けられた第３部分と、を含みア
モルファス酸化物を含む半導体層と、
　前記第３部分と前記ゲート電極との間に設けられたゲート絶縁膜と、
　前記第３部分と前記第１絶縁膜との間に設けられた第２絶縁膜と、
　ソース電極と、
　前記第１部分と前記ソース電極との間に設けられ、アルミニウム及びマグネシウムの少
なくともいずれかと、酸素と、を含む第１化合物を含み厚さが２ナノメートル以下の第１
トンネル絶縁部と、
　ドレイン電極と、
　前記第２部分と前記ドレイン電極との間に設けられ、アルミニウム及びマグネシウムの
少なくともいずれかと、酸素と、を含む第２化合物を含み厚さが２ナノメートル以下の第
２トンネル絶縁部と、
　前記第１絶縁膜と前記第２絶縁膜との間に設けられ、アルミニウム及びマグネシウムの
少なくともいずれかと、酸素と、を含む第３化合物を含み厚さが２ナノメートル以下の第
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３トンネル絶縁部と、
　を備えた薄膜トランジスタ。
【請求項２】
　前記第２絶縁膜に含まれる水素の濃度は、前記第１絶縁膜に含まれる水素の濃度よりも
低い請求項１記載の薄膜トランジスタ。
【請求項３】
　前記第２絶縁膜に含まれる水素の濃度は、１×１０１９ｃｍ－３以上１×１０２0ｃｍ
－３以下である請求項１または２に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項４】
　前記第１絶縁膜に含まれる水素の濃度は、１×１０２１ｃｍ－３以上である請求項１～
３のいずれか１つに記載の薄膜トランジスタ。
【請求項５】
　前記第２絶縁膜は、酸化シリコンを含む請求項１～４のいずれか１つに記載の薄膜トラ
ンジスタ。
【請求項６】
　前記第１部分の前記第１トンネル絶縁部側の面の算術平均粗さＲａは、０．５ナノメー
トル以下である請求項１～５のいずれか１つに記載の薄膜トランジスタ。
【請求項７】
　前記半導体層は、Ｉｎと、Ｇａ及びＺｎの少なくともいずれかと、酸素と、を含む請求
項１～６のいずれか１つに記載の薄膜トランジスタ。
【請求項８】
　前記第１トンネル絶縁部、前記第２トンネル絶縁部及び前記第３トンネル絶縁部は、酸
化アルミニウムを含む請求項１～７のいずれか１つに記載の薄膜トランジスタ。
【請求項９】
　前記第１トンネル絶縁部、前記第２トンネル絶縁部及び前記第３トンネル絶縁部は、酸
化マグネシウムを含む請求項１～８のいずれか１つに記載の薄膜トランジスタ。
【請求項１０】
　前記ソース電極は、Ｔｉ、Ａｌ、Ｍｏ、Ｔａ及びＷの少なくともいずれかを含み、
　前記ドレイン電極は、Ｔｉ、Ａｌ、Ｍｏ、Ｔａ及びＷの少なくともいずれかを含む請求
項１～９のいずれか１つに記載の薄膜トランジスタ。
【請求項１１】
　前記ゲート電極は、Ｍｏ、Ｔａ及びＷの少なくともいずれかを含む請求項１～１０のい
ずれか１つに記載の薄膜トランジスタ。
【請求項１２】
　前記ゲート絶縁膜は、酸化シリコン及び窒化シリコンの少なくともいずれかを含む請求
項１～１１のいずれか１つに記載の薄膜トランジスタ。
【請求項１３】
　第１絶縁膜と、ゲート電極と、前記ゲート電極と前記第１絶縁膜との間に設けられ、第
１部分と、前記ゲート電極から前記第１絶縁膜に向かう第１方向に対して交差する第２方
向において前記第１部分と離間した第２部分と、前記第１部分と前記第２部分との間に設
けられた第３部分と、を含みアモルファス酸化物を含む半導体層と、前記第３部分と前記
ゲート電極との間に設けられたゲート絶縁膜と、前記第３部分と前記第１絶縁膜との間に
設けられた第２絶縁膜と、ソース電極と、前記第１部分と前記ソース電極との間に設けら
れ、アルミニウム及びマグネシウムの少なくともいずれかと、酸素と、を含む第１化合物
を含み厚さが２ナノメートル以下の第１トンネル絶縁部と、ドレイン電極と、前記第２部
分と前記ドレイン電極との間に設けられ、アルミニウム及びマグネシウムの少なくともい
ずれかと、酸素と、を含む第２化合物を含み厚さが２ナノメートル以下の第２トンネル絶
縁部と、前記第１絶縁膜と前記第２絶縁膜との間に設けられ、アルミニウム及びマグネシ
ウムの少なくともいずれかと、酸素と、を含む第３化合物を含み厚さが２ナノメートル以
下の第３トンネル絶縁部と、を含む薄膜トランジスタの製造方法であって、
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　前記ゲート絶縁膜の上に、前記半導体層を形成し、
　前記半導体層の上に、前記第２絶縁膜を形成し、
　前記半導体層の上及び前記第２絶縁膜の上に、前記第１トンネル絶縁部、前記第２トン
ネル絶縁部及び前記第３トンネル絶縁部となるトンネル絶縁膜を原子層堆積法で形成する
薄膜トランジスタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、薄膜トランジスタ及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　薄膜トランジスタの活性層として、例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏなどのアモルファス
酸化物半導体が用いられる。このような薄膜トランジスタにおいて、耐熱性、光耐性、及
び、安定性などを高めることが望まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－０６７９５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の実施形態は、安定性の高い、酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタ及びその
製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本実施形態によれば、第１絶縁膜と、ゲート電極と、半導体層と、ゲート絶縁膜と、第
２絶縁膜と、ソース電極と、第１トンネル絶縁部と、ドレイン電極と、第２トンネル絶縁
部と、第３トンネル絶縁部と、を含む薄膜トランジスタが提供できる。前記半導体層は、
前記ゲート電極と前記第１絶縁膜との間に設けられ、第１部分と、前記ゲート電極から前
記第１絶縁膜に向かう第１方向に対して交差する第２方向において前記第１部分と離間し
た第２部分と、前記第１部分と前記第２部分との間に設けられた第３部分と、を含みアモ
ルファス酸化物を含む。前記ゲート絶縁膜は、前記第３部分と前記ゲート電極との間に設
けられる。前記第２絶縁膜は、前記第３部分と前記第１絶縁膜との間に設けられる。前記
第１トンネル絶縁部は、前記第１部分と前記ソース電極との間に設けられ、アルミニウム
及びマグネシウムの少なくともいずれかと、酸素と、を含む第１化合物を含み厚さが２ナ
ノメートル以下である。前記第２トンネル絶縁部は、前記第２部分と前記ドレイン電極と
の間に設けられ、アルミニウム及びマグネシウムの少なくともいずれかと、酸素と、を含
む第２化合物を含み厚さが２ナノメートル以下である。前記第３トンネル絶縁部は、前記
第１絶縁膜と前記第２絶縁膜との間に設けられ、アルミニウム及びマグネシウムの少なく
ともいずれかと、酸素と、を含む第３化合物を含み厚さが２ナノメートル以下である。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１（ａ）及び図１（ｂ）は、実施形態に係る薄膜トランジスタを示す模式図で
ある。
【図２】実施形態に係る薄膜トランジスタを示す模式的断面図である。
【図３】図３（ａ）及び図３（ｂ）は、薄膜トランジスタを示す模式図である。
【図４】実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下に、本発明の各実施の形態について図面を参照しつつ説明する。　
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　なお、図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分間の
大きさの比率などは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。また、同じ部分を表す場
合であっても、図面により互いの寸法や比率が異なって表される場合もある。　
　なお、本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同
一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
【０００８】
　（第１の実施形態）　
　本実施形態は、酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタに係る。
【０００９】
　図１（ａ）及び図１（ｂ）は、実施形態に係る薄膜トランジスタを示す模式図である。
　図１（ａ）は、実施形態に係る薄膜トランジスタ１１０を示す透視平面図である。図１
（ａ）においては、見やすさのために、構成要素の一部が省略されている。図１（ｂ）は
、図１（ａ）のＡ１－Ａ２線断面図である。
【００１０】
　図１（ａ）及び図１（ｂ）に表したように、本実施形態に係る薄膜トランジスタ１１０
は、ゲート電極３０と、ゲート絶縁膜４０と、半導体層６０と、トンネル絶縁膜５０と、
ソース電極７０ｓと、ドレイン電極７０ｄと、を含む。
【００１１】
　この例では、基板１０の上に絶縁層２０が設けられている。そして、絶縁層２０の上に
、下から順に、ゲート電極３０、ゲート絶縁膜４０、半導体層６０、バックチャネル保護
層８０（第２絶縁膜）及びトンネル絶縁膜５０が設けられている。ソース電極７０ｓ及び
ドレイン電極７０ｄは、トンネル絶縁膜５０の上に設けられている。ソース電極７０ｓ、
ドレイン電極７０ｄ及びバックチャネル保護層８０を覆うように、パッシベーション膜９
０（第１絶縁膜）が設けられる。
【００１２】
　この例では、トンネル絶縁膜５０は、半導体層６０の一部を覆う。トンネル絶縁膜５０
は、例えば、極薄絶縁膜である。トンネル絶縁膜５０の上に、ソース電極７０ｓと、ドレ
イン電極７０ｄと、が設けられている。ソース電極７０ｓと、ドレイン電極７０ｄと、は
、互いに離間する。
【００１３】
　半導体層６０は、第１部分ＡＳ１と、第２部分ＡＳ２と、を含む。第１部分ＡＳ１とソ
ース電極７０ｓとの間、及び、第２部分ＡＳ２とドレイン電極７０ｄとの間のそれぞれに
、トンネル絶縁膜５０が設けられる。
【００１４】
　すなわち、半導体層６０は、第１部分ＡＳ１と、第２部分ＡＳ２と、第３部分ＡＳ３と
、を含む。第３部分ＡＳ３は、第１部分ＡＳ１と、第２部分ＡＳ２と、の間に設けられる
。トンネル絶縁膜５０は、例えば、第１トンネル絶縁部５１と、第２トンネル絶縁部５２
と、第３トンネル絶縁部５３と、を含む。
【００１５】
　第１部分ＡＳ１と、ソース電極７０ｓと、の間に第１トンネル絶縁部５１が設けられる
。第２部分ＡＳ２と、ドレイン電極７０ｄと、の間に第２トンネル絶縁部５２が設けられ
る。
【００１６】
　第１トンネル絶縁部５１は、第１部分ＡＳ１とソース電極７０ｓとの間に設けられる。
第１トンネル絶縁部５１は、第１化合物を含む。第１化合物は、Ａｌ（アルミニウム）及
びＭｇ（マグネシウム）の少なくともいずれかと、酸素と、を含む。第１トンネル絶縁部
５１の厚さは、例えば、２ｎｍ（ナノメートル）以下である。
【００１７】
　第２トンネル絶縁部５２は、第２部ＡＳ２とドレイン電極７０ｄとの間に設けられる。
第２トンネル絶縁部５２は、第２化合物を含む。第２化合物は、Ａｌ及びＭｇの少なくと
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もいずれかと、酸素と、を含む。第２トンネル絶縁部５２の厚さは、例えば、２ｎｍ以下
である。
【００１８】
　第３トンネル絶縁部５３は、パッシベーション膜９０とバックチャネル保護層８０との
間に設けられる。第３トンネル絶縁部５３は、第３化合物を含む。第３化合物は、Ａｌ及
びＭｇの少なくともいずれかと、酸素と、を含む。第３トンネル絶縁部５３の厚さは、例
えば、２ｎｍ以下である。
【００１９】
　第１部分ＡＳ１から第２部分ＡＳ２に向かう方向をＸ軸方向とする。Ｘ軸方向に対して
垂直な１つの方向をＺ軸方向とする。Ｘ軸方向とＺ軸方向とに対して垂直な方向をＹ軸方
向とする。
【００２０】
　第１部分ＡＳ１から第２部分ＡＳ２に向かう方向を、第１方向（Ｘ軸方向）とする。第
１方向に対して交差する方向を、第２方向とする。第２方向は、例えば、第１方向に対し
て直交する。第２方向は、例えば、Ｚ軸方向である。ゲート電極３０は、第２方向におい
て半導体層６０と離間する。
【００２１】
　図１（ｂ）に例示したように、この例では、ゲート電極３０は、第３部分ＡＳ３と、基
板１０と、の間に配置されている。
【００２２】
　例えば、半導体層６０が形成された後に、半導体層６０の上に、バックチャネル保護層
８０が形成される。バックチャネル保護層８０に、エッチングにより、開口部（孔）が設
けられる。これにより半導体６０が露出する。その後の工程で、トンネル絶縁層５０が形
成される。トンネル絶縁膜５０の上に、ソース電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄが設け
られる。
【００２３】
　図２は、実施形態に係る薄膜トランジスタを例示する模式的断面図である。図２に表し
た薄膜トランジスタ１１２のように、ゲート絶縁膜上のバックチャネル保護層８０をエッ
チングにより、取り除いても良い。
【００２４】
　パッシベーション膜９０は、第１領域９０ａを含む。第１領域９０ａは、ソース電極７
０ｓとドレイン電極７０ｄとの間に設けられる。トンネル絶縁膜５０の一部（第３トンネ
ル絶縁部５３）は、第１領域９０ａとバックチャネル保護層８０との間に設けられる。
【００２５】
　例えば、可視光が、基板１０を透過可能でも良い。基板１０には、ガラス基板またはプ
ラスチック基板を用いても良い。例えば、可視光が基板１０を透過しなくても良い。基板
１０には、例えば、シリコンやステンレスのような光を透過しない基板を用いても良い。
基板１０は、基体と、その基体の上に設けられた絶縁層と、を含んでも良い。
【００２６】
　ゲート電極３０には、例えば、高融点金属を用いても良い。ゲート電極３０は、例えば
、ＭｏＷ、ＭｏＴａ及びＷの少なくともいずれかを含む。本実施形態はこれに限らず、導
電性の各種の材料が、ゲート電極３０として用いられる。
【００２７】
　ゲート絶縁膜４０は、例えば、酸化シリコン、窒化シリコン及び酸窒化シリコンの少な
くともいずれかを含む。ゲート絶縁膜４０には、例えば、シリコン酸化膜、または、シリ
コン窒化膜が用いられる。ゲート絶縁膜４０には、例えば、シリコン酸化膜とシリコン窒
化膜とを含む積層膜を用いても良い。
【００２８】
　半導体層６０には、例えば、Ｉｎと、Ｇａ及びＺｎの少なくともいずれかと、酸素と、
を含む酸化物が用いられる。半導体層６０には、例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ（以下、
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ＩＧＺＯ）などのアモルファス酸化物半導体が用いられる。
【００２９】
　半導体層６０の厚さ（例えば、Ｚ軸方向の長さ）は、例えば、５ｎｍ以上である。これ
により、例えば、電気的特性が確保できる。半導体層６０の厚さは、例えば、５０ｎｍ以
下である。
【００３０】
　この例では、バックチャネル保護層にコンタクトホールを形成した後に、トンネル絶縁
層５０が形成される。ソース電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄに電圧が印加されると、
その電圧の少なくとも一部が、トンネル絶縁膜５０を介して、半導体層６０に印加される
。薄膜トランジスタ１１０の動作において、トンネル絶縁膜５０は、例えば、トンネル層
として機能する。
【００３１】
　半導体層６０の表面は、例えば、平坦である。これにより、例えば、薄膜トランジスタ
の動作が安定的になり易い。例えば、半導体層６０のトンネル絶縁膜５０に対向する面（
例えば上面６０ｕ）の、算術平均粗さＲａは、０．５ｎｍ以下である。半導体層６０の厚
さは、例えば、２０ｎｍである。これにより、半導体層６０の表面は、平坦になり、例え
ば、トンネル絶縁膜５０が平坦ではないときにリークパスの発生が抑制される。
【００３２】
　トンネル絶縁膜５０には、例えば、酸化膜が用いられる。トンネル絶縁膜５０は、例え
ば、Ａｌ及びＭｇの少なくともいずれかを含む。
【００３３】
　トンネル絶縁膜５０は、例えば、Ａｌ酸化物である。これにより、エッチングの選択性
、及び、膜質の均一性が向上する。Ａｌ酸化物は、例えば、アモルファス酸化物である。
これにより、トンネル絶縁膜５０のモフォロジは、良好となる。
【００３４】
　トンネル絶縁膜５０は、例えば、スパッタリング法またはＡＬＤ法により形成される。
トンネル絶縁膜５０は、例えば、Ａｌ２Ｏ３である。Ａｌ層が形成された後に、酸素プラ
ズマ酸化及びＵＶ酸化の少なくともいずれかにより、Ａｌ層が酸化されて、トンネル絶縁
膜５０が形成されても良い。
【００３５】
　トンネル絶縁膜５０は、半導体層６０と接する。例えば、ＡＬＤ（原子層堆積）法を用
いることで、均一で平坦なトンネル絶縁膜５０を得易くなる。トンネル絶縁膜５０の形成
には、ＡＬＤ法を用いることが好ましい。
【００３６】
　バックチャネル保護層８０は、例えば、酸化シリコンである。バックチャネル保護層８
０の厚さは、例えば、第１トンネル絶縁部５１の厚さよりも厚く、第２トンネル絶縁部５
２の厚さよりも厚い。
【００３７】
　ソース電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄは、Ｔｉ、Ａｌ、Ｍｏ、Ｔａ及びＷの少なく
ともいずれかを含む。ソース電極７０ｓとドレイン電極７０ｄとには、例えば、Ｔｉ／Ａ
ｌ／Ｔｉ、または、Ｍｏ／Ａｌ／Ｍｏなどの積層膜が用いられる。ソース電極７０ｓ及び
ドレイン電極７０ｄには、ＩＴＯなどの各種の導電材料を用いても良い。本実施形態はこ
れに限らず、ソース電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄには、導電性の各種材料が用いら
れる。
【００３８】
　パッシベーション膜９０は、例えば、酸化シリコン及び窒化シリコンの少なくともいず
れかを含む。パッシベーション膜９０として、例えば、シリコン酸化膜及びシリコン窒化
膜を含む積層膜が用いられても良い。
【００３９】
　例えば、ソース電極７０ｓまたはドレイン電極７０ｄから、半導体層６０に向かって、
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電荷（例えば電子及びホールの少なくともいずれか）が流れる。トンネル絶縁膜５０は、
例えば、薄膜である。これにより、例えば、トンネル効果により、電荷（例えば電子及び
ホールの少なくともいずれか）が注入される。
【００４０】
　トンネル絶縁膜５０の抵抗は、例えば、トンネル絶縁膜５０の厚さに対して、指数関数
的に増大する。トンネル絶縁膜５０として、例えば、Ａｌ２Ｏ３が用いられる。Ａｌ２Ｏ

３層の厚さが２ｎｍ（ナノメートル）の時、そのＡｌ２Ｏ３層の面積抵抗は、１０５Ωｕ
ｍ２程度である。薄膜トランジスタ１１０のオン抵抗は、例えば、１０６Ω程度である。
トンネル絶縁膜５０（第１トンネル絶縁部５１及び第２トンネル絶縁部５２のそれぞれ）
の厚さは、例えば、２ｎｍ以下である。これにより、トンネル絶縁膜５０の界面抵抗は、
薄膜トランジスタ１１０のオン抵抗の、例えば、１／１００以下になる。
【００４１】
　第１トンネル絶縁部５１の厚さは、第１部分ＡＳ１とソース電極７０ｓとの間の距離で
ある。第２トンネル絶縁部５２の厚さは、第２部分ＡＳ２とドレイン電極７０ｄとの間の
距離である。
【００４２】
　トンネル絶縁膜５０は、例えば、半導体層６０からの、ソース電極７０ｓ及びドレイン
電極７０ｄへの酸素の拡散を抑制する。例えば、薄膜トランジスタ形成の後に熱処理を行
うと、半導体層６０から、ソース電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄへ、酸素が拡散する
場合がある。実施形態においては、この酸素の拡散を抑制でき、耐熱性の高い薄膜トラン
ジスタを提供できる。実施形態によれば、熱処理に伴う、薄膜トランジスタの光耐性の劣
化を抑制できる。実施形態によれば、トンネル絶縁膜５０の高いバリア性により、外気に
対して安定性の高い薄膜トランジスタを提供できる。実施形態によれば、安定性の高い、
酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタが提供できる。
【００４３】
　バックチャネル保護層８０は、例えば、酸化シリコンである。パッシベーション膜９０
は、例えば、酸化シリコンまたは窒化シリコンである。例えば、バックチャネル保護層８
０中の水素濃度は、パッシベーション膜９０中の水素濃度９０よりも低い。
【００４４】
　バックチャネル保護層８０に含まれる水素の濃度は、例えば、１×１０１９ｃｍ－３以
上１×１０２０ｃｍ－３以下である。これにより、バックチャネル保護層８０と接するＩ
ＧＺＯの低抵抗化が抑制される。バックチャネル保護層８０からの適量の水素が、ＩＧＺ
Ｏへ供給される。これにより、半導体層６０中のキャリアの移動が向上する。薄膜トラン
ジスタ１１０の動作において、ゲート電圧に対するヒステリシスが改善する。
【００４５】
　パッシベーション膜９０に含まれる水素の濃度は、例えば、１×１０２１ｃｍ－３以上
である。パッシベーション膜９０の第１領域９０ａと、バックチャネル保護層８０との間
に、トンネル絶縁膜５０（第３トンネル絶縁部５３）が設けられる。これにより、パッシ
ベーション膜９０中の水素のバックチャネル保護層８０への拡散が抑制される。半導体層
６０への過剰な水素の拡散が抑制される。
【００４６】
　バックチャネル保護層８０中の水素濃度、及び、パッシベーション膜９０中の水素濃度
は、例えば、ＳＩＭＳ（Secondary Ion Mass Spectrometry）によって、測定することが
できる。
【００４７】
　図３（ａ）及び図３（ｂ）は、薄膜トランジスタを例示する模式図である。　
　これらの図は、アニール時における薄膜トランジスタの一部を例示している。図３（ａ
）は、参考例の薄膜トランジスタ１１９に対応し、図３（ｂ）は、実施形態に係る薄膜ト
ランジスタ１１０に対応する。
【００４８】
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　図３（ａ）に例示したように、参考例の薄膜トランジスタ１１９においては、バックチ
ャネル保護層８０とパッシベーション膜９０との間に、トンネル絶縁層５０が設けられて
いない。これ以外は、薄膜トランジスタ１１０と同様である。
【００４９】
　薄膜トランジスタ１１０及び１１９においては、半導体層６０の上にバックチャネル保
護層８０が設けられ、バックチャネル保護層８０の上にパッシベーション膜９０が設けら
れている。例えば、バックチャネル保護層８０に含まれる水素１６０は、パッシベーショ
ン膜９０に含まれる水素１６０よりも少ない。例えば、パッシベーション膜の成膜後にア
ニールが行われる。
【００５０】
　図３（ａ）に表したように、参考例の薄膜トランジスタ１１９においては、アニールに
よって、バックチャネル保護層８０に含まれる水素１６０は、半導体層６０へ拡散する。
拡散した水素１６０は、例えば、半導体層６０中の欠陥を不活性化する。これにより、例
えば、半導体層６０中のキャリアの移動度が向上する。例えば、高い信頼性が得られる。
【００５１】
　パッシベーション膜９０に含まれる水素１６０は、半導体層６０へ拡散する。パッシベ
ーション膜９０に含まれる水素１６０の濃度は高く、過剰な水素１６０が半導体層６０に
拡散する。これにより、アニール後の薄膜トランジスタ１１９の特性が劣化する場合があ
る。
【００５２】
　一方、薄膜トランジスタ１１０においては、バックチャネル保護層８０とパッシベーシ
ョン膜９０との間に、トンネル絶縁膜５０が設けられている。　
　この場合、図３（ｂ）に表したように、アニールによって、バックチャネル保護層８０
に含まれる水素１６０は、半導体層６０へ拡散する。一方、パッシベーション膜９０に含
まれる水素１６０の拡散は、トンネル絶縁膜５０によって、抑制される。トンネル絶縁膜
５０は、パッシベーション膜９０に含まれる過剰な水素１６０の拡散を防ぐ。トンネル絶
縁膜５０は、例えば、半導体層６０への水素１６０の混入を防ぐバリア膜として機能する
。これにより、例えば、アニールによる特性劣化を抑制することができる。過剰な水素１
６０の拡散が抑制されることで、例えば、高い信頼性が得られる。
【００５３】
　トンネル絶縁膜５０として、例えば、Ａｌ２Ｏ３が用いられる。Ａｌ２Ｏ３の密度は、
酸化シリコンの密度よりも高い。これにより、例えば、Ａｌ２Ｏ３中の不純物拡散は、酸
化シリコン中の不純物拡散よりも遅い。例えば、Ａｌ２Ｏ３は、水素や水に対する拡散防
止膜（保護膜）として機能する。Ａｌ２Ｏ３は、熱に対する安定性が高い。パッシベーシ
ョン膜９０とバックチャネル保護層８０との間に、Ａｌ２Ｏ３（トンネル絶縁膜５０）を
設ける。これにより、過剰な水素の拡散を抑制することができる。
【００５４】
　トンネル絶縁膜５０として、例えば、酸化マグネシウム（例えば、ＭｇＯ）が用いられ
る。ＭｇＯは、例えば、熱に対する安定性が高い。例えば、トンネル絶縁膜５０として酸
化マグネシウムを用いることで、アニールによる薄膜トランジスタの特性の劣化を抑制す
ることができる。
【００５５】
　実施形態によれば、ソース電極７０ｓと半導体層６０との間、ドレイン電極７０ｄと半
導体層との間、及び、パッシベーション膜９０とバックチャネル保護層８０との間に、ト
ンネル絶縁膜５０が設けられる。実施形態によれば、トンネル絶縁膜５０の高いバリア性
により、安定性の高い、酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタが提供できる。
【００５６】
　（第２の実施形態）　
　本実施形態は、薄膜トランジスタの製造方法に関する。　
　図４は、実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を示すフローチャートである。
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【００５７】
　図４に例示した製造方法においては、絶縁層を形成し（ステップＳ７０１）、ゲート電
極を形成し（ステップＳ７０２）、ゲート絶縁膜を形成し（ステップＳ７０３）、半導体
層を形成し（ステップＳ７０４）、バックチャネル保護層を形成し（ステップ７Ｓ０５）
、トンネル絶縁膜を形成し（ステップＳ７０６）、ソース電極及びドレイン電極を形成し
（ステップＳ７０７）、パッシベーション膜を形成（ステップＳ７０８）する。
【００５８】
　この製造方法により、例えば、図１（ａ）～図１（ｃ）に例示した薄膜トランジスタが
製造される。図４で表したように、この例では、バックチャネル保護層の形成（ステップ
Ｓ７０５）の後に、トンネル絶縁膜が形成（ステップＳ７０６）される。その後、ソース
電極及びドレイン電極が形成（Ｓ７０７）され、パッシベーション膜を形成（Ｓ７０８）
される。これにより、ソース電極７０ｓと半導体層６０との間、ドレイン電極７０ｄと半
導体層との間、及び、パッシベーション膜９０とバックチャネル保護層８０との間にトン
ネル絶縁膜が形成される。トンネル絶縁膜の形成には、例えば、ＡＬＤ法またはスパッタ
リング法が用いられる。
【００５９】
　本実施形態によれば、安定性の高い、酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタの製造方
法が提供できる。
【００６０】
　実施形態によれば、安定性の高い、酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタ及びその製
造方法が提供できる。
【００６１】
　なお、本願明細書において、「垂直」、及び「平行」は、厳密な垂直、及び厳密な平行
だけではなく、例えば製造工程におけるばらつきなどを含むものであり、実質的に垂直、
及び実質的に平行であれば良い。
【００６２】
　以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明は
、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、薄膜トランジスタに含まれる基板
、絶縁層、半導体層、ゲート絶縁膜、及び電極などの各要素の具体的な構成に関しては、
当業者が公知の範囲から適宜選択することにより本発明を同様に実施し、同様の効果を得
ることができる限り、本発明の範囲に包含される。　
　また、各具体例のいずれか２つ以上の要素を技術的に可能な範囲で組み合わせたものも
、本発明の要旨を包含する限り本発明の範囲に含まれる。
【００６３】
　その他、本発明の実施の形態として上述した薄膜トランジスタ及びその製造方法を基に
して、当業者が適宜設計変更して実施し得る全ての薄膜トランジスタ及びその製造方法も
、本発明の要旨を包含する限り、本発明の範囲に属する。
【００６４】
　その他、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例、及び修正例に
想到し得るものであり、それら変更例、及び修正例についても本発明の範囲に属するもの
と了解される。
【００６５】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００６６】
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　１０…基板、　２０…絶縁層、　３０…ゲート電極、　４０…ゲート絶縁膜、　５０…
トンネル絶縁膜、　５１…第１トンネル絶縁部、　５２…第２トンネル絶縁部、　５３…
第３トンネル絶縁部、　６０…半導体層、　６０ｕ…上面、　７０ｄ…ドレイン電極、　
７０ｓ…ソース電極、　８０…バックチャネル保護層（第２絶縁膜）、　９０…パッシベ
ーション膜（第１絶縁膜）、　９０ａ…第１領域、　１１０、１１２、１１９…薄膜トラ
ンジスタ、　１６０…水素、　ＡＳ１…第１部分、　ＡＳ２…第２部分、　ＡＳ３…第３
部分

【図１】 【図２】
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