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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板にゲート電極を形成し、該ゲート電極の上にゲート絶縁膜を形成し、無機酸化物膜
を前記ゲート電極の上方に配置するように前記ゲート絶縁膜の上に形成し、前記無機酸化
物膜に接続するソース電極およびドレイン電極を形成する半導体素子の製造方法において
、
　キャリア濃度が１０１９／ｃｍ３以上である前記無機酸化物膜を前記ゲート絶縁膜上に
形成し、
　酸化処理により切断可能な化学結合により結合された分散剤により表面が被覆された無
機粒子と、有機溶媒とを含む無機粒子分散液を用いた液相法により、前記無機酸化物膜の
一部を被覆するように、前記ソース電極および前記ドレイン電極を形成し、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極並びに前記ソース電極および前記ドレイン電極
に被覆されていない前記無機酸化物膜の領域に、前記酸化処理を行い、前記無機酸化物膜
のうち該酸化処理が行われた領域のキャリア濃度を５×１０１６／ｃｍ３以下に低減させ
ると共に、前記ソース電極および前記ドレイン電極の比抵抗値も低減させることを特徴と
する半導体素子の製造方法。
【請求項２】
　前記無機酸化物膜を、無機酸化物粒子、有機前駆体および有機無機複合前駆体からなる
群より選択される少なくとも１種の原料と、有機溶媒とを含む原料液を用いた液相法によ
り得られる無機酸化物膜前駆体を経て形成することを特徴とする請求項１に記載の半導体
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素子の製造方法。
【請求項３】
　前記無機酸化物膜前駆体を形成する方法が、液体吐出方式により塗布するものであるこ
とを特徴とする請求項２に記載の半導体素子の製造方法。
【請求項４】
　前記無機酸化物膜前駆体に対し紫外レーザ光を照射することにより、前記無機酸化物膜
前駆体を前記無機酸化物膜へと変化させると共に低抵抗化させることを特徴とする請求項
２または３に記載の半導体素子の製造方法。
【請求項５】
　前記無機酸化物膜が、Ｉｎ、Ｚｎ、ＧａおよびＳｎからなる群より選択される少なくと
も１つの元素を含むものであることを特徴とする請求項１から４いずれかに記載の半導体
素子の製造方法。
【請求項６】
　前記液相法により前記ソース電極および前記ドレイン電極を形成する方法が、液体吐出
方式により塗布するものであることを特徴とする請求項１から５いずれかに記載の半導体
素子の製造方法。
【請求項７】
　前記無機粒子が、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｐｔ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｚｎ、Ｃｏ、Ｍ
ｏ、Ｒｕ、Ｗ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｆｅ、Ｍｇ、Ｙ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｎｂ、Ｍｎ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｇ
ａ、Ａｌ、Ｉｎおよびこれらの合金およびこれらの酸化物からなる群より選択される少な
くとも１種の無機物を主成分とするものであることを特徴とする請求項１から６いずれか
に記載の半導体素子の製造方法。
【請求項８】
　前記酸化処理が、酸素ラジカル処理および加熱処理より選択される少なくとも１種の処
理を、酸素存在下で実施するものであることを特徴とする請求項１から７いずれかに記載
の半導体素子の製造方法。
【請求項９】
　前記基板が、樹脂製基板であることを特徴とする請求項１から８いずれかに記載の半導
体素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子とその製造方法、センサおよび電気光学装置に関するものであり
、特に詳細には、エネルギー光照射および酸化処理による無機酸化物膜の抵抗値制御を利
用した半導体素子とその製造方法、センサおよび電気光学装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年フレキシブルな各種デバイスが注目を浴びている。このフレキシブルなデバイスは
電子ペーパやフレキシブルディスプレイ等への展開をはじめ、その用途は幅広い。その構
成は、基本的に樹脂基板等のフレキシブル基板上にパターニングされた結晶性の半導体や
金属の膜を備えたものとなっている。フレキシブル基板は、ガラス基板等の無機基板に比
して耐熱性が低いため、フレキシブルデバイスの製造工程は、すべてのプロセスを基板の
耐熱温度以下で行う必要がある。例えば樹脂基板の耐熱温度は、材料にもよるが、通常１
５０～２００℃である。ポリイミド等の比較的耐熱性の高い材料でも耐熱温度はせいぜい
３００℃程度である。そのため、比較的高温の熱工程を必要とする例えばシリコンを用い
る薄膜トランジスタ等の半導体素子を、耐熱性の低い樹脂基板に直接形成することは困難
である。
【０００３】
　そこで、低温での成膜が可能な酸化物半導体を用いる半導体素子の開発が活発に行われ
ている。  
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　酸化物半導体では、酸素欠陥によりキャリアが生成するため、形成した薄膜の物性によ
ってはそのまま半導体素子を形成するとオフ電流が増大して、十分な特性を得ることがで
きない。また、キャリア生成を抑えた高抵抗膜の場合ではオフ電流は低減できるが、酸化
物半導体では、Ｓｉ系半導体のようにドーピング（不純物打ち込み）による低抵抗化（高
濃度キャリア生成）技術が構築されていないため、ソース領域およびドレイン領域のみを
低抵抗化し、電極との接触抵抗を抑えた形で半導体素子を作製することは難しい。
【０００４】
　このような中先行例として、例えば特許文献１には、スパッタ等の物理的成膜で形成し
た酸化亜鉛と酸化錫を含有する薄膜を、酸素存在下で膜面の温度が成膜時の基板温度以上
となるような温度で加熱処理を施すことにより、キャリア濃度を制御する方法が開示され
ている。
【特許文献１】特開２００７－１４２１９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、この特許文献１による方法を用いても、オフ電流を低減させることはで
きるが、無機酸化物膜の全体が高抵抗化し、ソース電極およびドレイン電極と接続する領
域、すなわちソース領域およびドレイン領域の抵抗値も増加してしまうため、これらの電
極とこれらの領域との間に良好なコンタクトを形成することができない。
【０００６】
　本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、低抵抗状態の無機酸化物膜を形成後、
チャネル領域のみ高抵抗化することによって、良好な素子特性を有する半導体素子とその
製造方法、センサおよび電気光学装置の提供を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明者は、エネルギー光照射或いは酸化処理により無機
酸化物膜のシート抵抗値を制御することができることに注目し、本発明に至った。
【０００８】
　すなわち、本発明による半導体素子の製造方法は、
　基板上にゲート電極を形成し、ゲート電極の上にゲート絶縁膜を形成し、無機酸化物膜
をゲート電極の上方に配置するようにゲート絶縁膜の上に形成し、無機酸化物膜に接続す
るソース電極およびドレイン電極を形成する半導体素子の製造方法において、
　キャリア濃度が１０１９／ｃｍ３以上である無機酸化物膜をゲート絶縁膜上に形成し、
　無機酸化物膜の一部を被覆するように、ソース電極およびドレイン電極を形成し、
　上記ソース電極および上記ドレイン電極に被覆されていない無機酸化物膜の領域に、酸
化処理を行い、この酸化処理が行われた領域のキャリア濃度を５×１０１６／ｃｍ３以下
に低減させることを特徴とするものである。
【０００９】
　ここで、上記「無機酸化物膜」とは、金属酸化物を主成分とする薄膜を意味するもので
ある。なお、金属酸化物が「主成分」であるとは、金属酸化物以外の成分がモル比１０％
以下であることを意味する。
【００１０】
　また、無機酸化物膜の一部を「被覆」するように、ソース電極およびドレイン電極を形
成するとは、無機酸化物膜上の一部のみに積層してもよく、無機酸化物膜の側面を含めて
覆いかぶさるように形成してもよいものとする。すなわち、無機酸化物膜上に、ソース電
極およびドレイン電極が形成されていればよく、無機酸化物膜に形成されるソース電極お
よびドレイン電極の形状や、被覆する面積は問題にはならない。また、無機酸化物膜の側
面におけるソース電極およびドレイン電極の有無は、本発明による課題解決において影響
を及ぼすものではない。
【００１１】



(4) JP 5319961 B2 2013.10.16

10

20

30

40

50

　本発明による半導体素子の製造方法において、無機酸化物膜を、無機酸化物粒子、有機
前駆体および有機無機複合前駆体からなる群より選択される少なくとも１種の原料と、有
機溶媒とを含む原料液を用いた液相法により得られる無機酸化物膜前駆体を経て形成する
ことが好ましい。ここで、無機酸化物膜前駆体に対して、酸化処理、還元処理、紫外光処
理、真空中処理或いは加熱処理もしくはこれらの組み合わせによる処理を行うことにより
、無機酸化物膜前駆体を無機酸化物膜とすることが好ましい。より好ましくは、無機酸化
物膜前駆体に対し紫外レーザ光を照射することにより、無機酸化物膜前駆体を無機酸化物
膜へと変化させると共に低抵抗化させることが好ましい。
【００１２】
　そして、上記液相法により得られた無機酸化物膜前駆体を形成する方法は、液体吐出方
式により塗布するものであることが好ましい。
【００１３】
　ここで、無機酸化物粒子、有機前駆体および有機無機複合前駆体はそれぞれ無機酸化物
膜の構成元素を含むものである。「無機酸化物粒子」とは、例えば無機酸化物膜の構成成
分を有する粒子等を意味するものとする。この無機酸化物粒子は、酸化処理或いは加熱処
理等されることにより無機酸化物膜の一部となり、また結晶成長する際の結晶核となりう
る原料である。
【００１４】
　そして、「有機前駆体」とは、例えば金属アルコキシド等の無機酸化物膜を構成する無
機元素を有する化合物等を意味するものである。この有機前駆体が酸化処理或いは加熱処
理等されることにより、上記無機元素が無機酸化物膜の一部となる。一方、この有機前駆
体の一部は加熱撹拌等されることにより粒子化されて上記無機酸化物粒子ともなる。
【００１５】
　さらに、「有機無機複合前駆体」とは、有機前駆体を粒子化させる過程で形成される、
粒子化の反応が途中まで進行した状態の有機物と無機物を含んだ状態にある粒子を意味す
るものとする。
【００１６】
　また、「無機酸化物膜前駆体」とは、無機酸化物膜の前身として形成された膜を意味す
るものとし、酸化処理、還元処理、紫外光処理、真空中処理或いは加熱処理もしくはこれ
らの組み合わせによる処理を行うことにより、無機酸化物膜前駆体から無機酸化物膜へと
変化するものである。
【００１７】
　そして、無機酸化物膜は、Ｉｎ、Ｚｎ、ＧａおよびＳｎからなる群より選択される少な
くとも１つの元素を含むものであることが好ましい。
【００１８】
　また、酸化処理により切断可能な化学結合により結合された分散剤により表面が被覆さ
れた無機粒子と、有機溶媒とを含む無機粒子分散液を用いた液相法により、ソース電極お
よびドレイン電極を形成し、かつ酸化処理によりキャリア濃度を低減させると共に、ソー
ス電極およびドレイン電極の比抵抗値も低減することが好ましい。
【００１９】
　ここで、「酸化処理により切断可能な化学結合」とは、酸化処理により直接切断可能な
化学結合だけではなく、酸化処理により、無機粒子の周囲に存在する他の物質との相互作
用を生じて切断可能な化学結合を含むものとする。
【００２０】
　さらに、液相法によりソース電極およびドレイン電極を形成する方法は液体吐出方式に
より塗布するものであることが好ましい。
【００２１】
　そして、無機粒子は、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｐｔ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｚｎ、Ｃｏ
、Ｍｏ、Ｒｕ、Ｗ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｆｅ、Ｍｇ、Ｙ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｎｂ、Ｍｎ、Ｇｅ、Ｓｎ
、Ｇａ、Ａｌ、Ｉｎおよびこれらの合金およびこれらの酸化物からなる群より選択される
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少なくとも１種の無機物を主成分とするものであることが好ましい。
【００２２】
　また、酸化処理は、酸素ラジカル処理および加熱処理からなる群より選択される少なく
とも１種の処理を、酸素存在下で実施するものであることが好ましく、基板は、樹脂製基
板であることが好ましい。
【００２３】
　一方、本発明による半導体素子は、上記方法により製造されたことを特徴とするもので
ある。
【００２４】
　さらに、本発明によるセンサおよび電気光学装置は、上記半導体素子を用いて構成され
たことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明による半導体素子の製造方法では、無機酸化物膜の一部を被覆するようにソース
電極およびドレイン電極を形成し、電極に被覆されていない無機酸化物膜の領域のキャリ
ア濃度のみを、酸化処理によって低減させている。したがって、ソース領域およびドレイ
ン領域は、ソース電極およびドレイン電極の存在によって酸化処理が行われず、低抵抗状
態を維持することができる。その結果、ソース電極とソース領域、およびドレイン電極と
ドレイン領域それぞれの接続点において良好なコンタクトを取ることができ、無機酸化物
膜を用いた半導体素子の特性を向上させることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明による実施形態について図面を用いて説明するが、本発明はこれに限られ
るものではない。
【００２７】
「半導体素子とその製造方法」
＜第１の実施形態＞
　図１は、第１の実施形態による半導体素子の製造方法における製造フローを示す概略断
面図であり、図１ｆは本実施形態による半導体素子の製造方法によって製造される半導体
素子である。
【００２８】
　図示の通り、本実施形態による半導体素子の製造方法は、基板１０上に、パターニング
されたゲート電極２０を形成し（図１ａ）、ゲート絶縁膜３０を形成し（図１ｂ）、ゲー
ト電極２０の上方に配置するようゲート絶縁膜３０の上にドライプロセスを用いてキャリ
ア濃度が１０１９／ｃｍ３以上の無機酸化物膜４０’を形成し（図１ｃ）、その後、無機
酸化物膜４０’の一部を被覆するようにドライプロセスを用いてソース電極６２およびド
レイン電極６３を形成し（図１ｄ）、これらの電極に被覆されていない無機酸化物膜４０
’のチャネル領域４４に酸化処理（図１中は、例として紫外光Ｌ２によるＵＶオゾン処理
を示す。）を行い、この酸化処理が行われたチャネル領域４４のキャリア濃度を５×１０
１６／ｃｍ３以下に低減させるものである（図１ｅ）。
【００２９】
　また、本製造方法によって製造される半導体素子（図１ｆ）は、ボトムゲート型の薄膜
トランジスタ（ＴＦＴ）である。
【００３０】
　基板１０は、ガラス基板やフレキシブル基板等特に制限はないが、可撓性、耐久性およ
び耐熱性等の観点から、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナ
フタレート（ＰＥＮ）、ポリイミド（ＰＩ）およびポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）等
の樹脂製基板を用いることができる。なお、基板１０が樹脂製基板の場合は、基板１０上
にガスバリア層、熱バリア層やＵＶ領域の光をカットする層を形成しておいてもよい。
【００３１】



(6) JP 5319961 B2 2013.10.16

10

20

30

40

50

　ゲート電極２０は、導電性に優れるものが好ましく、例えばＡｌ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、
Ｐｔおよびこれらの合金等を用いることが好ましい。また、ＩＴＯ（酸化インジウム錫）
等の導電性を有する酸化物膜であってもよい。
【００３２】
　ゲート絶縁膜３０は、絶縁性および誘電性の観点から、例えばＳｉＯ２、ＳｉＮｘ、Ｓ
ｉＯｘＮｙ等のシリコン酸化物あるいはシリコン窒化物や、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、Ｚｒ
Ｏ２、Ｙ２Ｏ３等の金属酸化物を用いることが好ましく、特にシリコン酸化物あるいはシ
リコン窒化物が好ましい。そして、ゲート絶縁膜３０の膜厚は、諸条件により適宜選択で
き５０～５００ｎｍ程度が好ましい。
【００３３】
　無機酸化物膜４０’は、成膜時のキャリア濃度が１０１９／ｃｍ３以上、好ましくは１
０２０／ｃｍ３以上であり、酸化処理後にキャリア濃度が５×１０１６／ｃｍ３以下に低
減されるものである。なお、キャリア濃度の測定は、膜中を流れる電流の方向と垂直な方
向に外部磁場を印加することによって生じるホール効果の測定によって行う。また無機酸
化物膜４０’について、成膜時のキャリア濃度が少ない材料の場合には、酸化処理、還元
処理、紫外光処理、真空中処理或いは加熱処理もしくはこれらの組み合わせによる処理を
行うことにより、キャリア濃度が１０１９／ｃｍ３以上、好ましくは１０２０／ｃｍ３以
上と調整することができる材料が好ましい。すなわち、無機酸化物膜４０’は、成膜時す
でにキャリア濃度が１０１９／ｃｍ３以上である場合、或いは成膜時はキャリア濃度が１
０１９／ｃｍ３未満であるが、上記のような処理を行うことによりキャリア濃度が１０１

９／ｃｍ３以上となる場合のどちらの場合もとりうるものである。なお、本実施形態では
前者、後述する第２・第３の実施形態では後者の場合を例として記載している。
【００３４】
　無機酸化物膜４０’は、Ｉｎ、Ｚｎ、ＧａおよびＳｎからなる群より選択される少なく
とも１つの元素を含むものであることが好ましく、例えばＩｎ２Ｏ３、Ｇａ２Ｏ３、Ｚｎ
Ｏ、ＩｎＧａＺｎＯ４等を用いることができる。そして、無機酸化物膜４０’の膜厚は、
諸条件により適宜選択でき２０～５００ｎｍ程度が好ましい。本発明による半導体素子お
よびその製造方法は、無機酸化物膜４０’の結晶構造に制限されない。すなわち、無機酸
化物膜４０’は非結晶であっても多結晶であってもよい。また、無機酸化物膜４０’の成
膜方法は、特に制限なく適宜、蒸着法、スパッタリング法、ＣＶＤ法等のドライプロセス
や、ゾルゲル法、ミスト法等のウェットプロセス（液相法）を用いることができ、特に成
膜の容易性および製造コスト等の観点から、液相法を用いることが好ましい。そこで、本
実施形態ではドライプロセスを用いた場合について説明し、第２の実施形態では液相法を
用いた場合について説明する。
【００３５】
　本実施形態において、例えばスパッタリング法を用いて無機酸化物膜４０’形成した場
合には、成膜中の装置内の酸素分圧比を０にすることにより、成膜と同時にキャリア濃度
が１０１９／ｃｍ３以上の低抵抗膜を形成することができる。
【００３６】
　一方、上記のように無機酸化物膜４０’のキャリア濃度を「１０１９／ｃｍ３以上、好
ましくは１０２０／ｃｍ３以上」と規定したのは、半導体素子を実際に使用したときに所
望の素子特性を得るためである。より具体的には、無機酸化物膜４０’におけるキャリア
濃度を十分高くし、接触界面でのポテンシャル障壁におけるキャリアの通過を、トンネル
効果によって容易にするためである。
【００３７】
　また、上記のように酸化処理後におけるキャリア濃度を「５×１０１６／ｃｍ３以下」
と規定したのも、上記同様所望の素子特性を得るためである。例えば、半導体素子をスイ
ッチング素子として使用した場合には、活性領域のキャリア濃度が５×１０１６／ｃｍ３

より大きいと、オフ時における電流値が高くなり、良好なスイッチング特性が得られなく
なってしまう。キャリア濃度が５×１０１６／ｃｍ３以下であれば、例えば、キャリア移
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動度１０ｃｍ２／Ｖ・ｓ、膜厚１００ｎｍであっても１ＭΩ／□以上のシート抵抗値を確
保でき、半導体素子として十分なオン／オフ比を得ることができる。
【００３８】
　ソース電極６２およびドレイン電極６３は、導電性に優れるものが好ましく、例えばＡ
ｌ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ｐｔおよびこれらの合金等を用いることが好ましい。また、ＩＴ
Ｏ（酸化インジウム錫）等の導電性を有する酸化物膜であってもよい。ソース電極６２お
よびドレイン電極６３の形成方法も、無機酸化物膜４０’と同様にドライプロセス或いは
ウェットプロセスによって形成することができる。本実施形態では、ソース電極６２およ
びドレイン電極６３をドライプロセスによって形成している。なお第３の実施形態におい
て、ソース電極６２およびドレイン電極６３の形成方法として液相法を用いた場合の説明
をする。
【００３９】
　酸化処理は、無機酸化物膜４０’の活性層の部分を酸化させることができる処理ならば
特に制限はないが、酸素ラジカル処理および加熱処理からなる群より選択される少なくと
も１種の処理を酸素存在下で実施するものであることが好ましい。この場合、酸素ラジカ
ル処理は、ＵＶオゾン処理またはプラズマ処理であることが好ましい。ＵＶオゾン処理に
おける、紫外光の光源としては低圧Ｈｇランプやキセノン・エキシマランプ等を使用する
ことができる。なお、酸化処理を行う領域は、少なくともチャネル領域として用いる領域
に対して実施すればよい。
【００４０】
　加熱処理は、加熱時間１０分～６時間および加熱温度１００～６００℃の条件下で行う
ことが好ましい。ただし、基板に樹脂製基板を用いた場合には、樹脂製基板の耐熱温度以
下の温度範囲で適宜選択することが可能である。例えば、アルコキシド溶液塗布後、紫外
レーザ光照射によって形成したＺｎＯ膜では、大気中で２００℃、３０分加熱処理を行う
ことにより、シート抵抗値を１．２０ｋΩ／□から１．０３ＧΩ／□まで増加させること
ができる。
【００４１】
　そして、ＵＶオゾン処理は、低圧Ｈｇランプ（λ＝１８５ｎｍ、２５４ｎｍ）を用いて
３分～３時間程度の条件下で行うことが好ましく、加熱処理（１００～２００℃）を併用
することも可能であり、特に同時に実施した場合はより効果的である。例えば、低圧Ｈｇ
ランプを用いて９０分のＵＶオゾン処理をすると同時に１５０℃、６０分の加熱処理を行
うことにより効果的な酸化処理を実施することができる。この場合、ＵＶオゾン処理の９
０分の間に、１５０℃に維持された加熱処理が６０分含まれていれば足りる。
【００４２】
　また、プラズマ処理は、Ｏ２プラズマを用いて５０～３００Ｐａ、１００～１０００Ｗ
、３０秒～２時間程度の条件下で行うことが好ましく、ＵＶオゾン処理と同様に加熱処理
（１００～２００℃）を併用することも可能であり、特に同時に実施した場合はより効果
的である。例えば、Ｏ２プラズマを用いて１００Ｐａ、５００Ｗ、２０分のプラズマ処理
をすると同時に１５０℃、３０分の加熱処理を行うことにより効果的な酸化処理を実施す
ることができる。この場合も上記と同様に、１５０℃に維持された加熱処理の３０分の間
に、プラズマ処理が２０分含まれていれば足りる。
【００４３】
　なお、上記の酸化処理を実施する場合には、ソース電極６２およびドレイン電極６３そ
のものが酸化により高抵抗化しないよう、処理条件、電極材料、膜厚等を適宜選択するこ
とができる。また、必ずしも無機酸化物膜４０’全体を酸化処理する必要はなく、無機酸
化物膜４０’の少なくとも活性層として用いる部分を酸化処理して比抵抗値を上げればよ
い。
【００４４】
　以下、本実施形態における作用を説明する。
【００４５】
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　本発明における半導体素子の製造方法では、無機酸化物膜４０’の一部を被覆するよう
にソース電極６２およびドレイン電極６３を形成し、電極に被覆されていない無機酸化物
膜４０’の領域の少なくとも半導体素子のチャネル領域４４として用いる領域のキャリア
濃度のみを、酸化処理によって低減させ高抵抗化を行っている。このような高抵抗化の原
理は、無機酸化物膜４０’中に生じている酸素欠陥が酸化により埋められるためである。
これにより、キャリア電子が消滅し無機酸化物膜４０’中の可動キャリア密度が減少して
いる。
【００４６】
　一方、ソース領域４２およびドレイン領域４３は、ソース電極６２およびドレイン電極
６３の存在によって酸化処理されず、低抵抗状態を維持することができる。
【００４７】
　その結果、ソース電極６２とソース領域４２、およびドレイン電極６３とドレイン領域
４３それぞれの接続点において良好なコンタクトを取ることができ、無機酸化物膜４０’
を用いた半導体素子の特性を向上させることが可能となる。このため、電極材料は、抵抗
値、加工性、信頼性やコスト等の項目を優先して選択することが可能となる。
【００４８】
＜第２の実施形態＞
　図２は、第２の実施形態による半導体素子の製造方法における製造フローを示す概略断
面図であり、図２ｇは本実施形態による半導体素子の製造方法によって製造される半導体
素子である。
【００４９】
　本実施形態による半導体素子の製造方法は、無機酸化物膜４０’を液相法にて形成する
点で第１の実施形態と異なる。したがって、その他の構成は第１の実施形態の場合と同様
であり、図１に示す第１の実施形態と同等の構成についての説明は、特に必要のない限り
省略する。
【００５０】
　図示の通り、本実施形態による半導体素子の製造方法は、基板１０上に、パターニング
されたゲート電極２０を形成し（図２ａ）、ゲート絶縁膜３０を形成し（図２ｂ）、ゲー
ト電極２０の上方に配置するようゲート絶縁膜３０の上に無機酸化物膜前駆体４０を液相
法により形成し（図２ｃ）、加熱処理および／または酸化処理することで無機酸化物膜前
駆体４０を無機酸化物膜４０’へと変化させると共に低抵抗化させることによってキャリ
ア濃度が１０１９／ｃｍ３以上の無機酸化物膜４０’を形成し（図２ｃおよびｄ）、その
後、ドライプロセスを用いてソース電極６２およびドレイン電極６３を、無機酸化物膜４
０’の一部を被覆するように形成し（図２ｅ）、これらの電極に被覆されていない無機酸
化物膜４０’のチャネル領域４４に酸化処理（図２中は、例として紫外光Ｌ２によるＵＶ
オゾン処理を示す。）を行い（図２ｆ）、この酸化処理が行われたチャネル領域４４のキ
ャリア濃度を５×１０１６／ｃｍ３以下に低減させるものである。
【００５１】
　また、本製造方法によって製造される半導体素子（図２ｇ）は、ボトムゲート型の薄膜
トランジスタ（ＴＦＴ）である。
【００５２】
　液相法を用いた無機酸化物膜４０’の形成方法は、例えば以下に示した工程（Ａ）～工
程（Ｃ）からなる方法が挙げられる。この方法を用いることにより、樹脂製基板を用いた
場合でも基板の耐熱温度以下の低温プロセスで結晶性が良好な無機酸化物膜４０’を形成
することができる。
【００５３】
（工程（Ａ））
　無機酸化物塗布膜（液相法により形成された無機酸化物膜をいう。以下同じ。）を形成
する基板上に、無機酸化物塗布膜を構成する元素（以下、無機酸化物塗布膜構成元素とす
る。）を含む原料と有機溶媒とを含む原料液を基板の表面に塗布し、これにより無機酸化
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物塗布膜前駆体（液相法により形成された無機酸化物膜前駆体をいう。以下同じ。）を成
膜する。
【００５４】
　工程（Ａ）において、原料液は、無機酸化物粒子、有機前駆体および有機無機複合前駆
体からなる群より選択される少なくとも１種の原料と有機溶媒とを含むものである。ここ
で、無機酸化物粒子、有機前駆体および有機無機複合前駆体はそれぞれ無機酸化物塗布膜
の構成元素を含むものである。
【００５５】
　この場合において原料液は、有機前駆体と有機溶媒とを含むものを用いることが好まし
い。有機前駆体としては、ゾルゲル法の原料となる無機酸化物塗布膜の構成元素を有する
金属アルコキシド化合物等が挙げられる。
【００５６】
　さらに、原料液は、無機酸化物粒子および／または有機無機複合前駆体と有機溶媒とを
含むものを用いることも好ましい。かかる原料液は、有機前駆体と有機溶媒とを含む溶液
を用意し、有機前駆体を粒子化させて得られる無機酸化物粒子および／または有機無機複
合前駆体の分散液が挙げられる。溶液中の有機前駆体を粒子化させる方法としては、特に
制限されないが、加熱撹拌する方法が好ましい。このような原料液を用いた液相法（ナノ
粒子法）によって無機酸化物塗布膜前駆体を成膜した場合には、成膜前の粒子化により無
機酸化物塗布膜前駆体中に含まれる有機物の量が減少する上、後工程（Ｃ）において無機
酸化物粒子が結晶核となって結晶成長するので、結晶化が容易となる。なお、この場合に
は、無機酸化物塗布膜前駆体中には一部粒子化されずに残存した有機前駆体が含まれてい
てもよい。
【００５７】
　また、原料液の塗布方法は特に制限なく、スピンコート、ディップコート等の各種コー
ティング方法、インクジェットプリンティング、スクリーン印刷等の印刷法が挙げられる
。インクジェットプリンティング、スクリーン印刷等の印刷法によれば、所望のパターン
を直接描画することも可能である。特に、原料液の塗布方法は、インクジェットプリンテ
ィング等の液体吐出方式により行うものであることが好ましく、これはインクジェットヘ
ッドを利用した液体吐出装置等を用いて実施することができる。
【００５８】
　基板は樹脂基板が好ましい。本方法では、樹脂基板がその耐熱温度以下となる比較的低
温プロセスで低抵抗な無機酸化物塗布膜を製造することができるので、耐熱温度が２００
℃以下の樹脂基板、更には１５０℃以下の樹脂基板にも適用可能である。フレキシブルデ
ィスプレイ用のＴＦＴでは、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフ
タレート（ＰＥＮ）、ポリイミド（ＰＩ）等の樹脂基板が好ましく用いられているが、耐
熱温度が２００℃以下である安価なＰＥＴやＰＥＮを用いることも好ましい。その他、好
適な樹脂基板としては、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリアリレート（ＰＡＲ）、芳香族
ポリエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、芳香族ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、全芳香族ポ
リケトン、環状オレフィン系ポリマー、液晶ポリマー等が挙げられる。
【００５９】
（工程（Ｂ））
　無機酸化物塗布膜前駆体に、加熱処理および／または酸化処理を施して、無機酸化物塗
布膜前駆体中に含まれる有機成分を分解する。
【００６０】
　工程（Ｂ）は、後工程（Ｃ）において無機酸化物塗布膜前駆体を無機酸化物塗布膜へと
焼成して良好に緻密化し、低抵抗化させる前処理工程である。
【００６１】
　加熱処理は、基板の耐熱温度以下の条件で行い、好ましくは２００℃以下、より好まし
くは１００～１５０℃以下の温度で加熱することによって行う。
【００６２】
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　酸化処理は、特に制限されないが、酸素ラジカル処理等が挙げられる。酸素ラジカル処
理としては、酸素又はオゾン存在下で波長３５０ｎｍ以下の紫外光を照射する処理、若し
くは酸素プラズマを照射する処理が挙げられる。波長３００ｎｍ以下の紫外光としては、
水銀ランプやエキシマランプ等の光源から発生した紫外光等が挙げられる。酸化処理方法
としては、有機成分の分解効率がよく、また高温に加熱する必要がないため、上記酸素ラ
ジカル処理を用いる方法が好ましい。かかる前処理をすることにより、結晶化工程前の無
機酸化物塗布膜前駆体中に残存する有機物がなくなり、後工程（Ｃ）において残存有機物
によるアブレーション等を生じにくくなり、良好に結晶を成長させることができる。
【００６３】
　なお、酸化処理は、酸素存在下の加熱処理によっても行うことができる。この酸化処理
としての加熱処理は、ヒーター等により行ってもよいが、酸素ラジカル処理における水銀
ランプやエキシマランプ等の光源による加熱機構を利用することが好ましい。このような
場合には、その光源からの紫外線照射により酸素ラジカル処理と加熱処理を同時に実施す
ることができる。
【００６４】
（工程（Ｃ））
　前処理を施して得られた無機酸化物塗布膜前駆体を焼成して、無機酸化物塗布膜が得ら
れる。
【００６５】
　焼成は、基板の耐熱温度以下となる条件で無機酸化物塗布膜前駆体を加熱することによ
り行う。焼成の方法は制限なく、熱線を用いた加熱処理により加熱して焼成する方法が好
ましい。熱線を用いた加熱処理としては、熱線としてレーザを使用し、レーザを走査して
無機酸化物塗布膜をアニールして緻密化させるレーザアニールが挙げられる。
【００６６】
　レーザアニールはエネルギーの大きい熱線を用いた走査型の加熱処理であるので、焼成
効率がよく、しかも走査速度やレーザパワー等のレーザ照射条件を変えることにより基板
に到達するエネルギーを調整することができる。従って基板の耐熱性に合わせてレーザ照
射条件を決定することにより、基板温度を基板耐熱温度以下の温度になるようにすること
ができるので、耐熱性の低い樹脂基板を用いる場合には好適な方法である。
【００６７】
　レーザアニールに用いるレーザ光源としては特に制限なく、エキシマレーザ等のパルス
発振レーザが挙げられる。この場合、膜表層で吸収されるエネルギーが大きく、基板に到
達するエネルギーをコントロールしやすいため、エキシマレーザ等の短波長パルスレーザ
が好ましい。また、同様の理由により、パルスレーザを用いる場合は、そのパルス幅が１
００ｎｓ以下の短いものが好ましく、数１０ｎｓ以下であることがより好ましい。
【００６８】
　実際に、例えば膜厚１００ｎｍ程度の塗布膜にＫｒＦエキシマレーザ（１６０ｍJ／ｃ
ｍ２）を照射する条件において、ＩｎＧａＺｎＯ４塗布膜の場合にはおよそ１０１９～２

０／ｃｍ３までキャリア濃度は増加し、また、膜厚１００ｎｍ程度のＺｎＯ塗布膜の場合
には１０２１／ｃｍ３まで増加する。勿論、キャリア濃度は、処理方法や条件などによっ
て適宜所望な値とすることができる。これにより、ソース領域４２およびドレイン領域４
３とソース電極６２およびドレイン電極６３のそれぞれの接触部における接触抵抗を低減
することができる。
【００６９】
　上記のような紫外レーザ光Ｌ１照射による低抵抗化の原理は、無機酸化物膜４０’に短
波長光を照射することで、無機酸化物膜４０’中に酸素欠陥が生じているためである。こ
れにより、キャリア電子が生成され無機酸化物膜４０’中の可動キャリア密度が増加して
いる。これは、ｎ型ドーパントをＳｉ系半導体膜中にドーピングし、キャリア電子を増加
させることと同等な効果であるといえる。
【００７０】
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　紫外レーザ光Ｌ１は、およそ１５０ｎｍ～３５０ｎｍ帯域の波長であり、レーザ光を用
いることが好ましく、この場合、膜表層で吸収されるエネルギーが大きく、基板に到達す
るエネルギーをコントロールしやすいため、短波長パルスレーザが好ましい。また、同様
の理由により、パルスレーザを用いる場合は、そのパルス幅が１００ｎｓ以下の短いもの
が好ましく、数１０ｎｓ以下であることがより好ましい。このような紫外レーザ光Ｌ１は
、例えばＸｅＣｌエキシマレーザ（λ＝３０８ｎｍ）、ＫｒＦエキシマレーザ（λ＝２４
８ｎｍ）、およびＡｒＦエキシマレーザ（λ＝１９３ｎｍ）等が挙げられる。
【００７１】
　以下、本実施形態における作用を説明する。
【００７２】
　本発明における半導体素子の製造方法においても、無機酸化物膜４０’の一部を被覆す
るようにソース電極６２およびドレイン電極６３を形成し、電極に被覆されていない無機
酸化物膜４０’の領域の少なくとも半導体素子のチャネル領域４４として用いる領域のキ
ャリア濃度のみを、酸化処理によって低減させ高抵抗化を行っている。そして、ソース領
域４２およびドレイン領域４３は、ソース電極６２およびドレイン電極６３の存在によっ
て酸化処理されず、低抵抗状態を維持することができる。
【００７３】
　実際に、レーザ照射により低抵抗化した前述のＺｎＯ塗布膜において、２００℃の温度
で３０分加熱した場合には１０１５／ｃｍ３までキャリア濃度は低下し、ＵＶ照射（ＵＶ
源：低圧水銀ランプ（λ＝２５４ｎｍ）、出力：９ｍＷ／ｃｍ２、離間距離：６ｍｍ）を
９０分施した場合には１０１４／ｃｍ３まで低下する。一方同様に、レーザ照射により低
抵抗化した前述のＩｎＧａＺｎＯ４塗布膜の場合において、４００℃の温度で３０分加熱
した場合には１０１５／ｃｍ３までキャリア濃度は低下する。ここにおいても、キャリア
濃度は、処理方法や条件などによって適宜所望な値とすることができる。
【００７４】
　以上により、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００７５】
　さらに、無機酸化物膜４０’を液相法により形成しているため、無機酸化物膜４０’の
形成において、真空系の装置を必要としない、大面積化および低コスト化が可能である等
の効果も得られる。
【００７６】
＜第３の実施形態＞
　図３は、第２の実施形態による半導体素子の製造方法における製造フローを示す概略断
面図であり、図３ｇは本実施形態による半導体素子の製造方法によって製造される半導体
素子である。
【００７７】
　本実施形態による半導体素子の製造方法は、第２の実施形態においてソース電極６２お
よびドレイン電極６３を、ドライプロセスに代えて液相法を用いて形成するものである。
したがって、その他の構成は第２の実施形態の場合と同様であり、図２に示す同等の構成
についての説明は、特に必要のない限り省略する。
【００７８】
　図示の通り、本実施形態による半導体素子の製造方法は、基板１０上に、パターニング
されたゲート電極２０を形成し（図３ａ）、ゲート絶縁膜３０を形成し（図３ｂ）、無機
酸化物膜前駆体４０をゲート電極２０の上方に配置するようゲート絶縁膜３０の上に液相
法により形成し（図３ｃ）、紫外レーザ光Ｌ１を照射することでキャリア濃度を１０１９

／ｃｍ３以上にまで増加させ無機酸化物膜４０’を形成し（図３ｄ）、その後、液相法を
用いてソース電極６２およびドレイン電極６３を、無機酸化物膜４０’の一部を被覆する
ように形成し（図３ｅ）、これらの電極に被覆されていない無機酸化物膜４０’のチャネ
ル領域４４と、ソース電極６２およびドレイン電極６３とに対し同時に酸化処理（紫外光
Ｌ２によるＵＶオゾン処理）を行い（図３ｆ）、この酸化処理が行われたチャネル領域４
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４のキャリア濃度を５×１０１６／ｃｍ３以下に低減させ、かつソース電極６２およびド
レイン電極６３を低抵抗化させソース電極６２’およびドレイン電極６３’とするもので
ある。
【００７９】
　また、本製造方法によって製造される半導体素子図３ｇも、第１の実施形態と同様にボ
トムゲート型のＴＦＴである。
【００８０】
　ソース電極６２’およびドレイン電極６３’を形成する方法は、例えば以下に示した工
程（Ｄ）および工程（Ｅ）による液相法が挙げられる。この方法を用いることにより、樹
脂製基板を用いた場合でも基板の耐熱温度以下の低温プロセスで結晶性が良好なソース電
極６２’およびドレイン電極６３’を形成することができる。
【００８１】
（工程（Ｄ））
　はじめに、図４（ａ）に示すように、基板１１を用意し、導電性無機膜６１’（図３に
おけるソース電極６２’およびドレイン電極６３’に相当する。）を構成する無機物の構
成元素（以下、無機膜構成元素とする。）を含み、酸化処理により切断可能な化学結合に
より結合された分散剤７２により表面が被覆された無機粒子７３からなる分散粒子７１と
有機溶媒とを含む原料液を基板１１の表面に塗布し、液相法により無機粒子７３を含む導
電性無機膜前駆体６１を成膜する。
【００８２】
　原料液の塗布方法および基板１１は、上述した液相法を用いた無機酸化物膜４０’の形
成方法の場合と同様である。
【００８３】
　工程（Ｄ）において、原料液は、上記したように、無機膜構成元素を含む無機粒子７３
からなる分散粒子７１と有機溶媒とを含むものであり、無機粒子７３はそれぞれ酸化処理
により切断可能な化学結合により結合された分散剤７２により表面が被覆されている。原
料液には、必要に応じて樹脂等の有機バインダを含んでもよい。
【００８４】
　無機粒子７３としては、特に制限されないが、金属粒子又は金属酸化物粒子であること
が好ましく、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｐｔ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｚｎ、Ｃｏ、Ｍｏ、Ｒ
ｕ、Ｗ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｆｅ、Ｍｇ、Ｙ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｎｂ、Ｍｎ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｇａ、Ａ
ｌ、Ｉｎおよびこれらの合金およびこれらの酸化物からなる群より選択される少なくとも
１種の無機物を主成分とするものが挙げられる。
【００８５】
　無機粒子７３の平均粒径は特に制限されないが、低温での焼成を可能とするためには１
００ｎｍ以下であることが好ましい。金属粒子等の無機粒子は、数ｎｍ程度の大きさにな
ると融点降下現象を生じてその物質のバルクの融点よりも格段に低い温度で溶融するため
、比較的低温で無機粒子同士の融着等により導電性を発現させることができる。また、原
料液の塗布をインクジェットにより行う場合には、原料液の吐出時にノズルが詰まらない
ように、ノズル径より無機粒子７３の粒径が小さい必要がある。なお、無機粒子の平均粒
径は、光子相関法等の動的光散乱法により測定する。動的光散乱法による粒子測定装置と
して、例えば、大塚電子社製ダイナミック光散乱光度計ＤＬＳ－７０００シリーズ、大塚
電子社製濃厚系粒径アナライザーＦＰＡＲ－１０００、日機装社製動的光散乱式ナノトラ
ック粒度分布測定装置ＵＰＡ－ＥＸ１５０等が挙げられる。
【００８６】
　分散剤７２としては、後工程（Ｅ）において酸化処理により切断可能な化学結合により
無機粒子７３の表面に結合可能なものであれば特に制限されないが、分散安定性が良好な
ものであることが好ましい。
【００８７】
　酸化処理により切断可能な化学結合としては、例えば配位結合が挙げられる。従って分
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散剤７２は、無機粒子７３の構成元素と配位結合が可能な基を有するものであることが好
ましい。無機粒子７３の構成元素と配位結合が可能な基としては、アミノ基、スルファニ
ル基、ヒドロキシ基、エーテル基等が挙げられる。また酸化処理の際に、原料液中に含ま
れる有機溶媒との反応が起こることによって分散剤７２が切断されてもよい。例えば分散
剤７２として、アミン類、アルコール類、チオール類およびエーテル類等を用いることが
でき、より具体的にはアルカンチオールやアルキルアミン等を用いることにより上記化学
結合により無機粒子７３を被覆することができる。
【００８８】
　原料液中の有機溶媒としては、上記分散剤７２により被覆された無機粒子７３が分散可
能であれば特に制限されないが、後工程（Ｅ）において容易に分解可能なものであること
が好ましい。また、工程（Ｅ）において、分散剤７２が無機粒子７３から脱離する反応を
補助する、有機酸無水物や酸無水物誘導体、直鎖飽和カルボン酸等の有機酸などの有機溶
媒を含んでいてもよい。
【００８９】
　なお、本工程においては図４（ｂ）に示すように、室温乾燥等にて導電性無機膜前駆体
６１中の有機溶媒の多くを除去することが好ましい。この時、有機溶剤の除去量は後工程
（Ｅ）において効果的な酸化処理及び良好な結晶成長が可能となる程度の量であることが
好ましい。有機溶剤は塗布直後から自然に揮発していくため、室温乾燥工程はなくてもよ
いが、自然揮発しにくい有機成分を含む場合には、この乾燥工程を実施すると有機溶媒の
揮発を促進することができて有効である。この工程においては、分散剤７２が無機粒子７
３の表面から脱離しない範囲で若干加熱を行ってもよい。
【００９０】
（工程（Ｅ））
　次に、導電性無機膜前駆体６１に、１００℃超、かつ、基板１１の耐熱温度以下の条件
で酸化処理を施す（図４ｃ）。このときさらに、導電性無機膜前駆体６１中に含まれる有
機成分のうち最も熱分解開始温度が高い有機成分の熱分解開始温度以下であることが好ま
しい。
【００９１】
　工程（Ｅ）において、かかる酸化処理より、導電性無機膜前駆体６１中に含まれる無機
粒子７３と分散剤７２との化学結合が切断されて、無機粒子７３の表面から分散剤７２が
脱離されるとともに、導電性無機膜前駆体６１中に含まれる有機成分が分解される。さら
に、分散剤７２が脱離された無機粒子７３同士が融着されて導電性無機膜６１’が得られ
る。
【００９２】
　導電性無機膜前駆体６１の酸化処理方法は制限されないが、酸素ラジカル等を用いた酸
化処理が挙げられる。例えば酸素ラジカルを用いた酸化処理としては、酸素又はオゾン存
在下で波長４００ｎｍ以下の紫外線を照射する処理、若しくは酸素プラズマを照射する処
理が挙げられる。紫外線の波長は、３００ｎｍ以下であることがより好ましい。波長４０
０ｎｍ以下の紫外線としては、水銀ランプやエキシマランプ等の光源から発生した紫外線
等が挙げられる。このような酸素ラジカルを用いる方法は、有機成分の分解効率がよく、
また、高温に加熱をする必要がないという利点を有する。かかる酸化処理をすることによ
り、無機粒子７３の表面に結合された分散剤７２を良好に脱離させるとともに、導電性無
機膜前駆体６１中に含まれる有機成分を分解することができる。
【００９３】
　工程（Ｅ）では、上記酸化処理を、１００℃超、かつ、基板１１の耐熱温度以下の条件
で実施する。このときさらに、導電性無機膜前駆体６１中に含まれる有機成分のうち最も
熱分解開始温度が高い有機成分の熱分解開始温度以下であることが好ましい。かかる条件
での酸化処理では、非加熱での酸化処理に比して、効率よく分散剤７２の脱離及び分解を
進行させることができる。
【００９４】
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　導電性無機膜前駆体６１が例えば市販のＡｇナノペーストのように、数種類の有機成分
を含む場合等は、上記「導電性無機膜前駆体６１中に含まれる有機成分のうち最も熱分解
開始温度が高い有機成分の熱分解開始温度」は、一定温度で昇温させる条件の下ＴＧ／Ｄ
ＴＡ（示差熱／熱重量）測定による熱分析を実施して求めることができる。図５に、例え
ばＡｇナノペースト（Ａｇ１ＴｅＨ）のＴＧ／ＤＴＡ測定結果を示す（昇温速度１０℃／
ｍｉｎ．）。図５において、「導電性無機膜前駆体６１中に含まれる有機成分のうち最も
熱分解開始温度が高い有機成分の熱分解開始温度」は、図５のＤＴＡ曲線の発熱ピーク直
前の領域ＡにおけるＴＧ曲線の変曲点Ｐでの接線Ｌ１と、領域Ａよりも低温領域Ｂにおけ
るＴＧ曲線の変曲点のうち、最も変曲点Ｐに近い変曲点Ｑでの接線Ｌ２との交点Ｒの位置
する温度ＴＲである（図５では約２３０℃）。Ａｇ１ＴｅＨの場合、最も熱分解開始温度
が高い有機成分は、分散剤７２である。図５の測定において用いたＡｇナノペーストのよ
うに、導電性無機膜前駆体６１中に含まれる有機溶剤の量が多い場合は、ＴＧ／ＤＴＡ測
定前に乾燥させて溶剤量を減らしてから測定してもよい。図５の測定では、ＴＧ／ＤＴＡ
測定前に１３０℃にて２０分間インクを乾燥させている。
【００９５】
　上記範囲内であれば、酸化処理の温度条件は特に制限されないが、分散剤７２の脱離及
び有機成分の分解により、分散剤７２が剥がれた多数の無機粒子７３を良好に融着もしく
は融合させることが可能な温度条件であることが好ましい。無機粒子７３の融着もしくは
融合可能な温度は無機粒子の構成元素及び粒径によって異なるが、無機粒子７３の平均粒
径がナノオーダ（１００ｎｍ以下）であれば、無機粒子７３の構成元素に関わらず、１０
０℃超の温度で無機粒子７３を良好に融着もしくは融合させることが可能となる。一般に
、無機粒子７３の粒径が小さいほど、比較的低温で低抵抗な導電性無機膜６１’を得るこ
とができる。粒径の大きい無機粒子７３への適用、又は、より良好な導電性の達成のため
には、酸化処理の温度条件は、１２０℃以上であることが好ましく、１４０℃以上である
ことがより好ましい。無機粒子７３の融着が開始する段階では、分散剤７２は良好に脱離
され、且つ、分解されているので、残存する有機物が少なく、低抵抗な導電性無機膜６１
’を得ることができる。
【００９６】
　加熱は、ヒーター等により行ってもよいが、酸化処理の際に水銀ランプやエキシマラン
プ等の光源に加熱機構を備えている場合は、その光源からの紫外線照射により酸化処理と
加熱処理を同時に実施することができる。
【００９７】
　酸化処理及び加熱処理の時間及び温度は、用いる基板の種類、原料液の種類（分散剤７
２の種類、無機粒子７３の粒径、濃度等）に応じて適宜設計すればよい。例えば、原料液
が２２０℃前後で分散剤７２が分散粒子７１の表面から脱離する金属ナノペーストであり
、金属粒子（無機粒子７３）の平均粒径が３～７μｍ程度である場合、ＵＶオゾンクリー
ナーによる酸化処理では、酸化処理中のオゾン濃度や活性酸素濃度にもよるが、１００℃
超から１５０℃以下の温度、６０分～１５０分程度の加熱時間とすることにより、０．２
～数Ω／□の低抵抗な導電性無機膜６１’を得ることができる。一般に、無機粒子７３の
粒径が小さいほど、比較的低温で低抵抗な導電性無機膜６１’を得ることができる。
【００９８】
　以下、本実施形態における作用を説明する。
【００９９】
　本実施形態による半導体素子の構造は、前述した第１の実施形態による半導体素子の構
造と同様である。すなわち、無機酸化物膜４０’の一部を被覆するようにソース電極６２
およびドレイン電極６３を形成し、電極に被覆されていない無機酸化物膜４０’の領域の
少なくとも半導体素子のチャネル領域４４として用いる領域のキャリア濃度のみを、酸化
処理によって低減させ高抵抗化を行っている。そして、ソース領域４２およびドレイン領
域４３は、ソース電極６２およびドレイン電極６３の存在によって酸化処理されず、低抵
抗状態を維持している。
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【０１００】
　これにより、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１０１】
　さらに、本実施形態においては、上記のようにソース電極６２’およびドレイン電極６
３’を液相法により形成することにより、チャネル領域４４の高抵抗化とソース電極６２
’およびドレイン電極６３’の低抵抗化を同時に行うことができ、半導体素子の製造工程
を一貫して低温プロセスにて行うことが可能となる。このため、半導体素子の基板１０に
樹脂基板等のフレキシブル基板を容易に用いることが可能となるため、フレキシブルデバ
イスの製造に優位である。
【０１０２】
　実際に、例えば市販の銀ペーストをＰＥＴフイルム基板上にインクジェット装置を用い
た液体吐出方式により塗布した後、室温で１８０分間乾燥させることにより形成した膜厚
５８０ｎｍの導電性無機膜前駆体６１の場合（例１）には、加熱機構を有するＵＶオゾン
クリーナーにて６０分間酸化処理を行うことによって、シート抵抗値を１０８Ω／□から
１．３３Ω／□まで低減することができる。これにより、良好な導電性無機膜６１’を得
ることができる。なお、このとき室温乾燥膜の膜表面付近の温度が、室温からＵＶオゾン
クリーナーの照射により徐々に上がって１４０～１５０℃となるように調整する。また、
市販の銀ペーストは、ハリマ化成(株)製ＡｇナノペーストＮＰＳ－Ｊ（金属含有量５８．
６ｗｔ％、平均粒径３～７ｎｍ、粘度９．２ｍＰａ・ｓ）である。
【０１０３】
　さらに、石英ガラス基板上に例１と同様に形成した導電性無機膜前駆体６１の場合（例
２）には、加熱機構を有するＵＶオゾンクリーナーにて９０分間酸化処理を行うことによ
って、シート抵抗値を１０８Ω／□から０．３３Ω／□まで低減することができる。
【０１０４】
　また、ハリマ化成(株)製の銀ペーストをアルバックマテリアル(株)製の銀ペースト（Ａ
ｇナノメタルインクＡｇ１ＴｅＨ（金属含有量５８ｗｔ％、平均粒径３～７ｎｍ、粘度１
３ｍＰａ・ｓ））に替えて、例２と同様に導電性無機膜前駆体６１を形成し同様の処理を
施す（例３）ことにより、シート抵抗値を１０８Ω／□から２．２８Ω／□まで低減する
ことができる。次いで、この例３によって得られた塗布膜にＫｒＦエキシマレーザ（波長
：２４８ｎｍ、照射回数：２０ｓｈｏｔ、照射パワー：５０ｍＪ／ｃｍ２）の光を照射し
てレーザアニールによる焼成を行う場合には、さらに１．２Ω／□まで低減することがで
きる。
【０１０５】
　比抵抗の測定方法は、例えば、測定対象物のシート抵抗Ｒｓと、ＳＥＭにより測定した
膜厚ｔから、比抵抗ρ＝Ｒｓ・ｔより算出することができる。
【０１０６】
　実際に半導体素子を製造する工程においては、上記の酸化処理を施す工程（Ｅ）は、図
３ｆに示す工程の酸化処理を兼ねるものとすることが可能である。つまり、図３ｆに示す
工程の酸化処理により、チャネル部４４の高抵抗化処理とソース電極６２およびドレイン
電極６３の低抵抗化処理を同時に実施することが可能となる（図３ｆ）。したがって、半
導体素子の製造の効率を上げ、製造コストの低減を可能とする。
【０１０７】
「センサ」
　図６は、本実施形態によるセンサの断面図である。
【０１０８】
　図示のように、センサは、上記第１の実施形態による半導体素子上に、層間絶縁膜３１
を有し、この層間絶縁膜３１を開孔するコンタクトホールを介して、ゲート電極２０に接
触するように形成されたセンシング部７０を有するものである。
【０１０９】
　センシング部７０は、Ａｕ、Ａｇ、Ｐｔ等の金属材料を用いて形成されることが好まし



(16) JP 5319961 B2 2013.10.16

10

20

30

40

50

く、その表面（センシング面７０ｓ）は、被検出物質と結合可能な表面修飾が施されてい
ることが好ましい。表面修飾は、センサの用途に応じて選択されるものであり、例えば、
プロテインセンサとして用いる場合には抗体等の受容体が、ＤＮＡチップとして利用する
場合にはプローブＤＮＡ等が表面修飾として用いられる。
【０１１０】
　層間絶縁膜３１は、ゲート絶縁膜３０と同様に、絶縁性および誘電性の観点から、例え
ばＳｉＯ２、ＳｉＮｘ、ＳｉＯｘＮｙ等のシリコン酸化物あるいはシリコン窒化物や、Ａ
ｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２ 、ＺｒＯ２ 、Ｙ２Ｏ３等の金属酸化物を用いることが好ましく、特
にシリコン酸化物あるいはシリコン窒化物が好ましい。そして、層間絶縁膜３１の膜厚は
、諸条件により適宜選択でき１００～１０００ｎｍ程度が好ましい。
【０１１１】
　コンタクトホールは、ドライエッチングやウェットエッチング等のエッチングにより形
成することができる。
【０１１２】
　センシング面７０ｓ上に被検出物質が結合されると、センシング面におけるポテンシャ
ル構造が変化するので、結合の前後で電位差が生じる。従ってその電位差を酸化物半導体
素子によって検出することにより、被検出物質のセンシングを行うことが可能となる。
【０１１３】
　センサは、上記第１の実施形態における半導体素子を用いて構成されたものである。上
記のように第１の実施形態における半導体素子は、素子特性に優れるものであることから
、この半導体素子を備えたセンサは、素子特性に優れ感度の良好なものとなる。なお、本
実施形態における半導体素子は、上記第１の実施形態に限定されるものではない。
【０１１４】
「電気光学装置」
　図７は、本実施形態による電気光学装置の断面図であり、例として上記本発明による半
導体素子を用いて構成された有機ＥＬ装置を示している。
【０１１５】
　本実施形態の有機ＥＬ装置（電気光学装置）は、上記本発明による酸化物半導体素子Ｔ
を用いて構成されたアクティブマトリクス基板９０の上に、電流印加により赤色光（Ｒ）
、緑色光（Ｇ）、青色光（Ｂ）を各々発光する発光層９１Ｒ、９１Ｇ、９１Ｂが所定のパ
ターンで形成され、その上に、共通電極９２と封止膜９３とが順次積層されたものである
。
【０１１６】
　封止膜９３を用いる代わりに、金属缶もしくはガラス基板等の封止部材で封止を行って
もよい。この場合には、酸化カルシウム等の乾燥剤を内包させてもよい。
【０１１７】
　発光層９１Ｒ、９１Ｇ、９１Ｂは、上記本発明による酸化物半導体素子Ｔ上に形成され
た画素電極８０に対応したパターンで形成され、赤色光（Ｒ）、緑色光（Ｇ）、青色光（
Ｂ）を発光する３ドットで一画素が構成されている。共通電極９２と封止膜９３とは、ア
クティブマトリクス基板９０の略全面に形成されている。
【０１１８】
　有機ＥＬ装置では、画素電極８０と共通電極９２のうち、一方が陽極、他方が陰極とし
て機能し、発光層９１Ｒ、９１Ｇ、９１Ｂは、陽極から注入される正孔と陰極から注入さ
れる電子の再結合エネルギーによって発光する。
【０１１９】
　発光効率を向上するために、発光層９１Ｒ、９１Ｇ、９１Ｂと陽極との間には、正孔注
入層および／又は正孔輸送層を設けることができる。発光効率を向上するために、発光層
９１Ｒ、９１Ｇ、９１Ｂと陰極との間には、電子注入層および／又は電子輸送層を設ける
ことができる。
【０１２０】
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　本実施形態の有機ＥＬ装置は、上記本発明による半導体素子Ｔを用いて構成されたアク
ティブマトリクス基板９０を用いているため、消費電力を低減できる、周辺回路の形成面
積を低減できる、周辺回路の種類の選択自由度が高いなどの点で、従来技術より優れたも
のとなる。なお、電気光学装置は、有機ＥＬ装置に限定されるものではなく、液晶装置等
を用いることも可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１２１】
　本発明に係る半導体素子とその製造方法は、上記に示した実施形態の他に、メモリ素子
、増幅素子およびスイッチング素子等の半導体素子への応用も可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】第１実施形態による半導体素子の製造方法の工程を示す概略断面図
【図２】第２実施形態による半導体素子の製造方法の工程を示す概略断面図
【図３】第３実施形態による半導体素子の製造方法の工程を示す概略断面図
【図４】液相法による成膜工程の例を示す概略断面図
【図５】ＡｇペーストのＴＧ／ＤＴＡ測定結果を示す図
【図６】本発明によるセンサの概略断面図
【図７】本発明による電気光学装置の概略斜視図
【符号の説明】
【０１２３】
１０、１１　　 基板
２０　　　　　ゲート電極
３０　　　　　ゲート絶縁膜
４０　　　　　無機酸化物膜前駆体
４０’　　　　無機酸化物膜
４２　　　　　ソース領域
４３　　　　　ドレイン領域
４４　　　　　チャネル領域
６１　　　　　導電性無機膜前駆体
６１’　　　　導電性無機膜
６２、６２’　 ソース電極
６３、６３’　 ドレイン電極
７１　　　　　分散粒子
７２　　　　　分散剤
７３　　　　　無機粒子
Ｌ１、Ｌ１’　 レーザ
Ｌ２　　　　　酸化処理
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