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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
絶縁基板上にチャネルとして形成される酸化亜鉛を主成分とする酸化物半導体薄膜層と、
該酸化物半導体薄膜層上に形成されるゲート絶縁膜と、該ゲート絶縁膜の上に積載された
ゲート電極と、酸化物半導体薄膜層の該ゲート絶縁膜に被覆されていない範囲を少なくと
も被覆する層間絶縁膜とを有し、前記ゲート絶縁膜と前記ゲート電極が自己整合的に同一
形状に形成され、前記層間絶縁膜中に水素を含有し、前記層間絶縁膜中の水素濃度が、前
記ゲート絶縁膜中の水素濃度より大きいことを特徴とする薄膜トランジスタ。
【請求項２】
基板上にチャネルとして働く酸化亜鉛を主成分とする酸化物半導体薄膜層を形成する工程
と、該酸化物半導体薄膜層を被覆してゲート絶縁膜を形成する工程と、該ゲート絶縁膜の
上にゲート電極を積載する行程を含む薄膜トランジスタの製法において、前記ゲート電極
をマスクとして前記ゲート絶縁膜をエッチング処理し、該エッチング処理で露出した範囲
の上に水素を含有する層間絶縁膜を成膜することにより低抵抗化してソース・ドレイン領
域とし、前記層間絶縁膜中の水素濃度が、前記ゲート絶縁膜中の水素濃度より大きいこと
を特徴とする薄膜トランジスタの製法。
【請求項３】
前記層間絶縁膜の成膜にプラズマＣＶＤ法を用い、該層間絶縁膜の成膜前に水素もしくは
水素を構成元素として含むガスによるプラズマに該基板を暴露させることを特徴とする請
求項２記載の薄膜トランジスタの製法。
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【請求項４】
前記層間絶縁膜の成膜にプラズマＣＶＤ法を用い、前記基板側に高周波電力を印加しつつ
該層間絶縁膜を形成することを特徴とする請求項２又は３記載の薄膜トランジスタの製法
。
【請求項５】
基板上にチャネルとして働く酸化亜鉛を主成分とする酸化物半導体薄膜層を形成する工程
と、該酸化物半導体薄膜層を被覆してゲート絶縁膜を形成する工程と、該ゲート絶縁膜の
上にゲート電極を積載する行程を含む薄膜トランジスタの製法において、前記ゲート電極
をマスクとして前記ゲート絶縁膜をエッチング処理し、該エッチング処理で露出した範囲
の上に水素を含有する層間絶縁膜を成膜することにより低抵抗化してソース・ドレイン領
域とし、前記層間絶縁膜の成膜にプラズマＣＶＤ法を用い、該層間絶縁膜の成膜前に水素
もしくは水素を構成元素として含むガスによるプラズマに該基板を暴露させることを特徴
とする薄膜トランジスタの製法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は薄膜トランジスタ及びその製法に係り、より詳しくは少なくとも酸化物半導体
薄膜層を活性層に有する薄膜トランジスタ（以下、TFTと略）及びその製法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　酸化亜鉛あるいは酸化マグネシウム亜鉛等の酸化物が優れた半導体(活性層)の性質を示
すことは古くから知られており、近年薄膜トランジスタ、発光デバイス、透明導電膜等の
電子デバイス応用を目指し、これらの化合物を用いた半導体薄膜層の研究開発が活発化し
ている。
　酸化亜鉛や酸化マグネシウム亜鉛を半導体薄膜層として用いたTFTは、従来液晶ディス
プレイに主に用いられているアモルファスシリコン(a－Si：H)を半導体薄膜層として用い
たアモルファスシリコンTFTに比較して電子移動度が大きく、優れたTFT特性を有し、また
、室温付近の低温でも多結晶薄膜が得られることで高い移動度が期待できる等の利点もあ
り、積極的な開発が進められている。
【０００３】
　酸化亜鉛を酸化物半導体薄膜層として用いたTFT(酸化亜鉛TFT)としては、ボトムゲート
型及びトップゲート型の構造が報告されている。
【０００４】
　ボトムゲート型構造の一例としては、基板上より順にゲート電極およびゲート絶縁膜が
形成され、その上面を被覆して酸化亜鉛を主成分とする酸化物半導体薄膜層が形成されて
いる構造が知られている。該構造は、液晶ディスプレイの駆動素子として現在事業化され
ているボトムゲート型アモルファスシリコンTFTと製造プロセスにおいて類似する。その
ため、該構造は、該アモルファスシリコンTFTの製造設備等で比較的容易に作成でき、酸
化亜鉛TFTとしても多く用いられている。
【０００５】
　しかしながら、ボトムゲート型の薄膜トランジスタは、構造上、酸化物半導体薄膜層が
ゲート絶縁膜上に積層されているため、結晶性が不十分な成膜初期の領域を活性層として
用いざるを得ず、十分な移動度が得られないという問題点を抱えている。一方、トップゲ
ート型の薄膜トランジスタは、酸化物半導体薄膜層の上部にゲート絶縁膜を設ける構造を
有するので、酸化物半導体薄膜層の上部の結晶性の良好な領域を活性層として用いること
ができるという点でボトムゲート型の薄膜トランジスタより有効である。
【０００６】
　トップゲート型構造の一例としては、基板上より順にソース・ドレイン電極、酸化物半
導体薄膜層、ゲート絶縁膜、ゲート電極を積層して形成される構造を例示することができ
る。
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　しかしながら、ソース・ドレイン電極からチャネルに至るまでの酸化物半導体薄膜層が
抵抗となり、電流律速が生じるという問題がある。
　酸化亜鉛TFTと同様の問題が既にアモルファスシリコンTFTにおいても存在し、下記特許
文献１において、図４に示す構造が解決策として開示されている。該構造は基板１０１上
に一対のソース・ドレイン電極１０２、半導体薄膜層１０３、ゲート絶縁膜１０４、ゲー
ト電極１０５が順に形成されている。また、ゲート絶縁膜１０４とゲート電極１０５が自
己整合的に同じ形状を有している。加えて、半導体薄膜層１０３の膜厚方向全体において
、ゲート電極の直下方以外の領域に不純物が導入され、ゲート電極の直下方の範囲より低
抵抗化したソース・ドレイン領域となっている。そのため、前記電流律速を抑制すること
ができる。なお、アモルファスシリコンTFTにおけるソース・ドレイン領域形成の方法と
しては、半導体薄膜層の主成分であるアモルファスシリコンに対してドナーとなる元素、
例えば燐(P)をイオンの状態で外部から注入するイオン注入法が示されている。
【０００７】
　しかしながら、このような方法により低抵抗化されたソース・ドレイン領域を作成する
ことはできるが、ソース・ドレイン領域の低抵抗化が十分になされているとはいえない。
そのため、ソース・ドレイン電極からチャネルまでの寄生抵抗が十分に抑制できず、さら
に低抵抗化する方法が望まれている。
　上記アモルファスシリコンTFTにおける解決方法を酸化亜鉛TFTに応用したとしても、ア
モルファスシリコンTFTと同様に、十分に低抵抗化されたソース・ドレイン領域を形成す
ることができず、ソース・ドレイン電極からチャネルまでの寄生抵抗が十分に抑制されな
いという問題が生じる。
【０００８】
【特許文献１】特開平８－５１２０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、解決課題は以下の通りである。まず
従来とは異なる低抵抗化の処理の方法を確立する。加えて、当該低抵抗化の方法を他の低
抵抗化の方法と併用することで、十分に低抵抗化されたソース・ドレイン領域を形成する
。それにより、ゲート電極とソース・ドレイン領域間の寄生容量を減少させ高速動作の薄
膜トランジスタを提供する。また、ソース・ドレイン領域からチャネルまでの寄生抵抗を
減少させ、電流律速の発生を抑制する。
　また、ソース・ドレイン領域を選択的に低抵抗化し、チャネル領域の抵抗減少に伴うリ
ーク電流の増大を防止する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１に係る発明は、絶縁基板上にチャネルとして形成される酸化亜鉛を主成分とす
る酸化物半導体薄膜層と、該酸化物半導体薄膜層上に形成されるゲート絶縁膜と、該ゲー
ト絶縁膜の上に積載されたゲート電極と、酸化物半導体薄膜層の該ゲート絶縁膜に被覆さ
れていない範囲を少なくとも被覆する層間絶縁膜とを有し、前記ゲート絶縁膜と前記ゲー
ト電極が自己整合的に同一形状に形成され、前記層間絶縁膜中に水素を含有し、前記層間
絶縁膜中の水素濃度が、前記ゲート絶縁膜中の水素濃度より大きいことを特徴とする薄膜
トランジスタに関する。
【００１２】
　請求項２に係る発明は、基板上にチャネルとして働く酸化亜鉛を主成分とする酸化物半
導体薄膜層を形成する工程と、該酸化物半導体薄膜層を被覆してゲート絶縁膜を形成する
工程と、該ゲート絶縁膜の上にゲート電極を積載する行程を含む薄膜トランジスタの製法
において、前記ゲート電極をマスクとして前記ゲート絶縁膜をエッチング処理し、該エッ
チング処理で露出した範囲の上に水素を含有する層間絶縁膜を成膜することにより低抵抗
化してソース・ドレイン領域とし、前記層間絶縁膜中の水素濃度が、前記ゲート絶縁膜中
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の水素濃度より大きいことを特徴とする薄膜トランジスタの製法に関する。
【００１４】
　請求項３に係る発明は、前記層間絶縁膜の成膜にプラズマＣＶＤ法を用い、該層間絶縁
膜の成膜前に水素もしくは水素を構成元素として含むガスによるプラズマに該基板を暴露
させることを特徴とする請求項２記載の薄膜トランジスタの製法に関する。
【００１５】
　請求項４に係る発明は、前記層間絶縁膜の成膜にプラズマＣＶＤ法を用い、前記基板側
に高周波電力を印加しつつ該層間絶縁膜を形成することを特徴とする請求項２又は３記載
の薄膜トランジスタの製法に関する。
　請求項５に係る発明は、基板上にチャネルとして働く酸化亜鉛を主成分とする酸化物半
導体薄膜層を形成する工程と、該酸化物半導体薄膜層を被覆してゲート絶縁膜を形成する
工程と、該ゲート絶縁膜の上にゲート電極を積載する行程を含む薄膜トランジスタの製法
において、前記ゲート電極をマスクとして前記ゲート絶縁膜をエッチング処理し、該エッ
チング処理で露出した範囲の上に水素を含有する層間絶縁膜を成膜することにより低抵抗
化してソース・ドレイン領域とし、前記層間絶縁膜の成膜にプラズマＣＶＤ法を用い、該
層間絶縁膜の成膜前に水素もしくは水素を構成元素として含むガスによるプラズマに該基
板を暴露させることを特徴とする薄膜トランジスタの製法に関する。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１に係る発明によれば、ゲート絶縁膜とゲート電極が自己整合的に同一形状に形
成されているので、ソース・ドレイン領域を形成したとき、その内側端とゲート電極の両
端が膜厚方向に揃った位置に存在することとなり、ソース・ドレイン領域とゲート電極間
の寄生容量が減少し、動作速度を向上させることができる。
　また、層間絶縁膜中に水素を含有することで、層間絶縁膜に被覆された酸化物半導体薄
膜層の水素濃度を増大させることできる。それにより層間絶縁膜に被覆された酸化物半導
体薄膜層を低抵抗化することができ、低抵抗化されたソース・ドレイン領域を形成するこ
とができる。そのため、ソース・ドレイン電極からチャネルまでの抵抗を抑え、電流律速
を抑制することができる。また、イオン注入法等の他の低抵抗化処理を別途行うことによ
り、ソース・ドレイン領域をより低抵抗化することができる。そのため、ソース・ドレイ
ン電極からチャネルまでの抵抗をさらに抑え、十分に電流律速を抑制することができる。
【００１７】
　請求項１に係る発明によれば、層間絶縁膜中の水素濃度をゲート絶縁膜の水素濃度より
大きくすることで、ソース・ドレイン領域を選択的に低抵抗化でき、チャネル領域の抵抗
減少に伴うリーク電流の増大を防止できる。
【００１８】
　請求項２に係る発明によれば、ゲート電極をマスクとしてゲート絶縁膜をエッチング処
理し、ソース・ドレイン電極を形成することで、ソース・ドレイン領域の内側端とゲート
電極の両端が膜厚方向に揃った位置に存在することとなり、ソース・ドレイン領域とゲー
ト電極間の寄生容量が減少し、動作速度を向上させることができる。
　エッチング処理で露出した範囲の上に水素を含有する層間絶縁膜を成膜することにより
低抵抗化してソース・ドレイン領域とすることで、ソース・ドレイン電極からチャネルま
での抵抗を抑え、電流律速を抑制することができる。また、イオン注入法等の他の低抵抗
化処理を別途行うことにより、ソース・ドレイン領域をより低抵抗化することができる。
そのため、ソース・ドレイン電極からチャネルまでの抵抗をさらに抑え、十分に電流律速
を抑制することができる。
【００１９】
　請求項２に係る発明によれば、層間絶縁膜中の水素濃度が、ゲート絶縁膜中の水素濃度
より大きいことにより、エッチング処理で露出した範囲を選択的に低抵抗化してソース・
ドレイン領域を形成でき、チャネル領域の抵抗減少に伴うリーク電流の増大を防止できる
。
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【００２０】
　請求項５に係る発明によれば、水素もしくは水素を構成元素として含むガスによるプラ
ズマに基板を暴露させ、その後、プラズマＣＶＤ法を用い層間絶縁膜を形成することによ
り、層間絶縁膜に被覆された酸化物半導体薄膜層により効率的に水素を導入することがで
き、低抵抗化したソース・ドレイン領域を効率的に形成でき、リーク電流の増大を防止で
きる。
【００２１】
　請求項４に係る発明によれば、層間絶縁膜の成膜にプラズマＣＶＤ法を用い、基板側に
高周波電力を印加しつつ層間絶縁膜を形成することによりプラズマ中のイオンエネルギー
を増大させることができ、酸化物半導体薄膜層中のより深い領域にまで水素を導入するこ
とが可能となり、さらにリーク電流の増大を防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、図面を参照しながら、本発明のTFTの実施形態について説明する。
　図１は本発明に係るTFTの第一の実施形態を示す断面図である。
【００２３】
　本発明の第一の実施形態に係る薄膜トランジスタ１００は、基板１、一対のソース・ド
レイン電極２、酸化物半導体薄膜層３、ゲート絶縁膜４、ゲート電極６、層間絶縁膜７、
コンタクト部８ａ、一対のソース・ドレイン外部電極２ａ、表示電極９を有しており、図
１に示すように、これら各構成を積層して形成されており、通常、スタガ型といわれる。
【００２４】
　薄膜トランジスタ１００は、図１に示す通り、ガラス（SiO2とAl2O3を主成分とする無
アルカリガラス）からなる基板１上に形成される。
　基板１の材料は、ガラスに限定されず、プラスチックや金属箔に絶縁体をコーティング
したもの等、絶縁体であれば使用可能である。
【００２５】
　基板１上には、一対のソース・ドレイン電極２が積層されている。この一対のソース・
ドレイン電極２は、基板１上面に間隙を有して配置されている。
　一対のソース・ドレイン電極２は、例えば、インジウムスズ酸化物(ITO)、n＋ZnO等の
導電性酸化物、金属、もしくは前記導電性酸化物により少なくとも一部を被覆された金属
により形成される。
【００２６】
　酸化物半導体薄膜層３は、一対のソース・ドレイン電極２の電極間にチャネルを形成す
るように配置されており、酸化亜鉛を主成分とする酸化物半導体から形成されている。こ
こで、酸化亜鉛を主成分とする酸化物半導体とは、真性の酸化亜鉛の他、Li、Na、N、C等
のp型ドーパントおよびB、Al、Ga、In等のn型ドーパントがドーピングされた酸化亜鉛お
よびMg、Be等がドーピングされた酸化亜鉛を含む。
　また、酸化物半導体薄膜層３はチャネル領域３１と一対のソース・ドレイン領域３２か
らなる。チャネル領域３１は酸化物半導体薄膜層３のチャネルとして利用される範囲であ
る。ソース・ドレイン領域３２はチャネル領域３１以外の領域に自己整合的に形成され、
且つチャネル領域３１より低抵抗化された領域である。本発明の場合、該低抵抗化は層間
絶縁膜７を被膜することによって行う。
　このソース・ドレイン領域３２を設けることにより、ソース・ドレイン電極からチャネ
ルまでの抵抗を抑えることができ、電流律速を抑制することができる。
　この酸化物半導体薄膜層３の厚みは、特に限定されないが、例えば約25～200nmに形成
され、好ましくは、50～100nm程度に形成される。なお、図１において、ソース・ドレイ
ン領域３２は、各ソース・ドレイン電極２上に形成されている部分の厚さが、一対のソー
ス・ドレイン電極２間に形成された部分よりも薄く図示されているが、これは単なる図示
の都合であって、実際には、両者の厚さはほぼ同一である。
【００２７】
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　ゲート絶縁膜４は、酸化物半導体薄膜層３のチャネル領域３１の上表面のみを被覆する
ように形成されている。
　ゲート絶縁膜４は、酸化珪素（SiOx）膜、酸窒化珪素（SiON）膜、窒化珪素（SiNx）膜
あるいは窒化珪素（SiNx）に酸素もしくは酸素を構成元素に含む化合物を用いて酸素をド
ーピングした膜により形成される。このゲート絶縁膜４は酸化珪素化合物（SiOx）や酸窒
化珪素（SiON）に比較して誘電率の大きい、窒化珪素（SiNx）に酸素あるいは酸素を構成
元素として含む化合物、例えば酸化窒素(N2O)、を用いて酸素をドーピングした膜が好ま
しく用いられる。これにより、誘電率が高く、酸化物半導体薄膜層の保護の観点からも優
れた薄膜トランジスタとなる。
【００２８】
　ゲート電極６は、ゲート絶縁膜４上に形成されている。このゲート電極６は、薄膜トラ
ンジスタに印加するゲート電圧により酸化物半導体薄膜層３中の電子密度を制御する役割
を果たすものである。
　ゲート電極６はCr、Tiで例示できる金属膜からなる。
　また、ゲート電極６の両端は、ソース・ドレイン領域の内側端と膜厚方向に揃った位置
に存在する。それにより、ソース・ドレイン領域とゲート電極間に寄生容量が生じず、動
作速度の向上が図れる。
　加えて、ゲート電極６の両端部はソース・ドレイン電極の内側端部より内側の位置にあ
ることが好ましい。これにより、ゲート電極６とソース・ドレイン電極２間の寄生容量が
生じなくなり、動作速度を向上させることができる。
【００２９】
　層間絶縁膜７は一対のソース・ドレイン電極２及びゲート電極６の表面全面を被覆する
ように積層されている。
　層間絶縁膜７は水素を含有する。それにより層間絶縁膜７に被覆された酸化物半導体薄
膜層を低抵抗化することができる。
　なお、層間絶縁膜７の水素濃度をゲート絶縁膜４の水素濃度より高くすることが好まし
い。これにより、層間絶縁膜７の直下方の酸化物半導体薄膜層である一対のソース・ドレ
イン領域３２の抵抗をゲート絶縁膜４の直下方の酸化物半導体薄膜層であるチャネル領域
３１の抵抗より低くすることができる。
　酸化物半導体薄膜層３の上に水素を含有する膜を成膜すると、該膜から酸化物半導体薄
膜層３に水素が拡散する。水素は、電気的に浅い不純物準位を形成し、酸化物半導体薄膜
層の低抵抗化を引き起こす。ゲート絶縁膜４と層間絶縁膜７の水素濃度を異なるものとす
ることによって、酸化物半導体薄膜層３への水素の拡散量も異なるものなり、抵抗も異な
る。即ち、層間絶縁膜７の水素濃度をゲート絶縁膜４の水素濃度より高くすることで、層
間絶縁膜７の直下方の酸化物半導体薄膜層の水素濃度が、ゲート絶縁膜４の直下方の酸化
物半導体薄膜層の水素濃度より高くなり、低抵抗な一対のソース・ドレイン領域３２を形
成することができる。
　具体的には、層間絶縁膜７に窒化珪素(SiNx)、ゲート絶縁膜４に酸化珪素(SiO2)を用い
るなどすることで、層間絶縁膜の水素濃度をゲート絶縁膜の水素濃度より高くすることで
きる。また、成膜条件等により水素濃度を制御することもできる。
【００３０】
　一対のソース・ドレイン外部電極２ａはコンタクト部８ａを介してそれぞれに対応する
ソース・ドレイン電極２と接続される。
【００３１】
　表示電極９は、液晶ディスプレイに用いる液晶に薄膜トランジスタを介して電圧を印加
するために形成される。この電極は可視光に対する高い透過率が要求されるため、酸化物
導電性薄膜であるインジウムスズ酸化物(ITO)などにより形成される。
【００３２】
　本発明に係るTFTは第一の実施形態に限られず、図３で示すような第二の実施形態も考
えられる。第二の実施形態は、通常、コプラナー型といわれるもので、一対のソース・ド
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レイン領域の上にそれぞれ対応するソース・ドレイン電極を接続した構造を有している。
第二の実施形態のTFT２００の一部は、第一の実施形態のTFTと同様の構造を有し、従って
、同じ参照番号を示している。第二の実施形態のTFT２００の場合、ソース・ドレイン領
域３２は少なくとも上表面だけが低抵抗化していればよい。
【００３３】
　本発明の第一の実施形態の薄膜トランジスタ（TFT）の製造方法について、図２に基づ
いて以下に説明する。
【００３４】
　まず、図２（１）に示される如く、基板１及び一対のソース・ドレイン電極２上の全面
に酸化物半導体薄膜層３として酸化亜鉛を主成分とする半導体薄膜、好適には真性酸化亜
鉛(ZnO)を例えば50～100nm程度の膜厚でマグネトロンスパッタ法にて形成し、パターニン
グする。その上に酸化亜鉛表面が低抵抗化されない手法および条件でゲート絶縁膜４を形
成する。
　ゲート絶縁膜４の形成方法の一例として、プラズマ化学気相成長（PCVD）法でSiNを20
～50nm厚で形成する方法が挙げられる。条件例としては、基板温度250℃でNH3とSiH4の混
合ガスをNH3がSiH4の４倍の流量となるように調整して行う条件が例示される。
【００３５】
　図２（２）に示される如く、ゲート絶縁膜４上にゲート電極６を積載し、ゲート電極６
をマスクとして、ゲート絶縁膜４をSF6等のガスを用いてドライエッチングする。
【００３６】
　図２（３）はゲート絶縁膜４をドライエッチングした後の断面図を示しており、ゲート
絶縁膜４とゲート電極６が自己整合的に同一形状に形成されている。また、酸化物半導体
薄膜層３は当該処理でエッチングを行わないので、両端部分がゲート絶縁膜４で被覆され
ておらず露出した構造となる。
【００３７】
　ゲート絶縁膜４のパターン形成後、図２（４）に示す如く、基板１、一対のソース・ド
レイン電極２、酸化物半導体薄膜層３、ゲート電極６上全面に層間絶縁膜７を形成する。
　このとき、層間絶縁膜７が水素を含有することにより、層間絶縁膜７に被覆された酸化
物半導体薄膜層を低抵抗化することができる。
　また、層間絶縁膜７の水素濃度がゲート絶縁膜４の水素濃度より高いものを用いること
が好ましい。層間絶縁膜７からその下の酸化物半導体薄膜層３に水素が拡散するが、この
拡散量はゲート絶縁膜からの拡散量より多くなる。そのため、層間絶縁膜７の直下方の酸
化物半導体薄膜層の水素濃度がゲート絶縁膜４の直下方の水素濃度より高くなる。水素は
電気的に浅い不純物準位を形成するため、層間絶縁膜７の直下方の範囲はゲート絶縁膜４
の直下方の範囲より抵抗が低くなり、一対のソース・ドレイン領域３２となる。
　これにより、ソース・ドレイン電極からチャネルまでの抵抗を抑え、電流律速を抑制す
ることができる。
　また、層間絶縁膜を成膜する前に、別途イオン注入法等により低抵抗化処理を行うこと
で、ソース・ドレイン領域３２をより低抵抗化することができ、電流律速をさらに抑制す
ることができる。
　また、層間絶縁膜７の形成方法の一例として、プラズマ化学気相成長（PCVD）法でSiN
膜を100～500nm厚で形成する方法が挙げられる。条件例としては、基板温度250℃でSiH4
とNH3の混合ガスをSiH4／NH3が4～20となるように流量を調整して行う条件が例示される
。
　なお、PCVD法による層間絶縁膜成膜前に水素もしくは水素を構成元素として含むガスに
よるプラズマに基板を暴露させることにより、層間絶縁膜に被覆された酸化物半導体薄膜
層により効率的に水素を導入することができ、低抵抗化したソース・ドレイン領域を効率
的に形成できる。
　また、基板側に高周波電力を印加しつつPCVD法により層間絶縁膜を形成することによっ
て、プラズマ中のイオンエネルギーを増大させることができ、酸化物半導体薄膜層中のよ
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り深い領域にまで水素を導入することが可能となる。
　層間絶縁膜成膜後に層間絶縁膜の成膜温度以上の温度、例えば300℃で熱処理を行うこ
とが好ましい。これにより、層間絶縁膜中の水素を酸化物半導体薄膜中に拡散することが
でき、より効果的に本発明の効果を奏することができる。
【００３８】
　その後、図２（５）に示す如く、フォトリソグラフィーを用いてソース・ドレイン電極
２上にコンタクトホールを開口し、一対のソース・ドレイン外部電極２ａをコンタクト部
８ａを介して、それぞれに対応するソース・ドレイン電極２に接続する。最後に、インジ
ウムスズ酸化物(ITO)等からなる表示電極９を形成することでTFTアレイが完成する。
【００３９】
　本発明の第二の実施形態の薄膜トランジスタ（TFT）の製造方法について、以下に説明
する（図示せず）。
　まず、基板１上の全面に酸化物半導体薄膜層３を形成し、パターニングする。その後、
酸化物半導体薄膜層３上にゲート絶縁膜４を被覆して、その上にゲート電極７を積載する
。ゲート電極７をマスクとして、ゲート絶縁膜４をエッチングする。
　その後、層間絶縁膜７を形成する。このとき、層間絶縁膜７が水素を含有することで、
層間絶縁膜７に被覆された酸化物半導体薄膜層を低抵抗化することができる。
　このとき、層間絶縁膜の水素濃度をゲート絶縁膜４の水素濃度より高いものとする。水
素拡散量の違いから、酸化物半導体薄膜層３において、層間絶縁膜７の直下方の範囲がゲ
ート絶縁膜４の直下方の範囲より低抵抗化し、一対のソース・ドレイン領域３２が形成さ
れる。
　そして、コンタクトホールを開口して、一対のソース・ドレイン電極２をそれぞれに対
応するソース・ドレイン領域３２と接続する。最後に表示電極９を形成して、第二の実施
形態に係るTFTアレイが完成する。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　以上説明した如く、本発明に係る酸化亜鉛を半導体薄膜層に用いた薄膜トランジスタは
、優れた性能を有するものであり、液晶表示装置等の駆動素子として好適に使用可能なも
のである。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明における薄膜トランジスタ（TFT）の第一実施形態を示す断面図である。
【図２】本発明における薄膜トランジスタ（TFT）の第一実施形態の製法を経時的に示す
断面図であり、下記（１）から（５）よりなる。（１）基板上にソース・ドレイン電極、
酸化物半導体薄膜層を形成し、ゲート絶縁膜を被膜した構造の断面図（２）ゲート電極を
積載した断面図（３）ゲート絶縁膜をパターニングした構造の断面図（４）層間絶縁膜を
被膜した断面図（５）コンタクト部、ソース・ドレイン外部電極、表示電極を形成した構
造の断面図
【図３】本発明における薄膜トランジスタ（TFT）の第二実施形態を示す断面図である。
【図４】アモルファスシリコンを半導体薄膜層として利用した薄膜トランジスタ(TFT)を
示す断面図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１　　　　　　　基板
　２　　　　　　　ソース・ドレイン電極
　３　　　　　　　酸化物半導体薄膜層
　３１　　　　　　チャネル領域
　３２　　　　　　ソース・ドレイン領域
　４　　　　　　　ゲート絶縁膜
　６　　　　　　　ゲート電極
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　７　　　　　　　層間絶縁膜
　１００、２００　薄膜トランジスタ

【図１】 【図２】

【図３】
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