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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランジスタであって、
　相異なる移動度を有して相異なる酸化物で形成される下部層及び上部層を備えるチャン
ネル層と、
　前記チャンネル層の対向する両端部にそれぞれ接触するソース及びドレインと、
　前記チャンネル層に電界を印加するためのゲートと、を有し、
　前記下部層と前記上部層とは互いに直接接触し、
　前記下部層を構成する酸化物と前記上部層を構成する酸化物とは相異なる組成成分を有
し、
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層は、前記ゲートから相
対的に遠く配される層より高い移動度を有することを特徴とするトランジスタ。
【請求項２】
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層は、前記トランジスタ
の移動度を決定する層であることを特徴とする請求項１に記載のトランジスタ。
【請求項３】
　前記下部層及び前記上部層のうちの少なくとも一つによって前記トランジスタのしきい
値電圧が決定されることを特徴とする請求項１に記載のトランジスタ。
【請求項４】
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層は、ＩＺＯ、ＩＴＯ、
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ＡＺＯ、及びＧＺＯからなる群の内より選択される少なくとも一つの酸化物を含むことを
特徴とする請求項１に記載のトランジスタ。
【請求項５】
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートから相対的に遠く配される層は、ＺｎＯ
系の酸化物を含むことを特徴とする請求項１に記載のトランジスタ。
【請求項６】
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層の厚さは、１０～５０
０Åであることを特徴とする請求項１に記載のトランジスタ。
【請求項７】
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層の厚さは、３０～２０
０Åであることを特徴とする請求項６に記載のトランジスタ。
【請求項８】
　前記トランジスタは、トップゲート又はボトムゲート構造を有する薄膜トランジスタで
あることを特徴とする請求項１に記載のトランジスタ。
【請求項９】
　トランジスタであって、
　相異なるキャリア密度を有して相異なる酸化物で形成される下部層及び上部層を備える
チャンネル層と、
　前記チャンネル層の対向する両端部にそれぞれ接触するソース及びドレインと、
　前記チャンネル層に電界を印加するためのゲートと、を有し、
　前記下部層と前記上部層とは互いに直接接触し、
　前記下部層を構成する酸化物と前記上部層を構成する酸化物とは相異なる組成成分を有
し、
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層は、前記ゲートから相
対的に遠く配される層より高い移動度を有することを特徴とするトランジスタ。
【請求項１０】
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層は、前記ゲートから相
対的に遠く配される層より高いキャリア密度を有することを特徴とする請求項９に記載の
トランジスタ。
【請求項１１】
　前記下部層及び前記上部層は、相異なる移動度を有することを特徴とする請求項９に記
載のトランジスタ。
【請求項１２】
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層は、前記トランジスタ
の移動度を決定する層であることを特徴とする請求項９に記載のトランジスタ。
【請求項１３】
　前記下部層及び前記上部層のうちの少なくとも一つによって前記トランジスタのしきい
値電圧が決定されることを特徴とする請求項９に記載のトランジスタ。
【請求項１４】
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層は、ＩＺＯ、ＩＴＯ、
ＡＺＯ、及びＧＺＯからなる群の内より選択される少なくとも一つの酸化物を含むことを
特徴とする請求項９に記載のトランジスタ。
【請求項１５】
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートから相対的に遠く配される層は、ＺｎＯ
系の酸化物を含むことを特徴とする請求項９に記載のトランジスタ。
【請求項１６】
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層の厚さは、１０～５０
０Åであることを特徴とする請求項９に記載のトランジスタ。
【請求項１７】
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層の厚さは、３０～２０
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０Åであることを特徴とする請求項１６に記載のトランジスタ。
【請求項１８】
　前記トランジスタは、トップゲート又はボトムゲート構造を有する薄膜トランジスタで
あることを特徴とする請求項９に記載のトランジスタ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はトランジスタに関し、より詳細には移動度及びしきい値電圧が調節された酸化
物によるチャンネル層を備えるトランジスタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　トランジスタは、電子機器分野でスイッチング素子や駆動素子として広く使われている
。特に、薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ；以下、ＴＦＴ
）は、ガラス基板やプラスチック基板上に製造できるため、液晶表示装置又は有機発光表
示装置などの平板表示装置分野で好適に使用されている。
【０００３】
　トランジスタの動作特性を向上させるために、酸化物半導体層をチャンネル層として適
用する方法が試みられている。この方法は、主に平板表示装置用ＴＦＴに適用されている
。しかし、酸化物半導体層をチャンネル層として持つトランジスタ（例えば、従来の酸化
物トランジスタ）の場合、しきい値電圧を制御することが難しいという問題がある。
【０００４】
　さらに詳細に説明すれば、従来の酸化物トランジスタは、主にｎ型酸化物層をチャンネ
ル層として使用するが、高いオン／オフ電流比、及び小さなサブしきい値勾配（Ｓｕｂｔ
ｈｒｅｓｈｏｌｄ　Ｓｌｏｐｅ：ＳＳ）を得るためには、ｎ型酸化物層のキャリア濃度は
高くて結晶性は優秀でなければならない。
　したがって、しきい値電圧の調節のために、ｎ型酸化物層のキャリア濃度を低めれば、
移動度が低くなってオン／オフ電流比は減少し、サブしきい値勾配（ＳＳ）は増加するな
ど、トランジスタの動作特性が劣化するという問題が発生する。
　またｎ型酸化物層のキャリア濃度が高い場合、しきい値電圧が負（－）の方向に非常に
小さくなって増加型（ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ　ｍｏｄｅ）トランジスタを具現すること
が難しいという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００５－００１７３０２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明は上記従来の酸化物トランジスタにおける問題点に鑑みてなされたもの
であって、本発明の目的は、移動度及びしきい値電圧が調節された酸化物をチャンネル層
に有するトランジスタを提供することにある。
【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なされた本発明によるトランジスタは、相異なる移動度を有
して相異なる酸化物で形成される下部層及び上部層を備えるチャンネル層と、前記チャン
ネル層の対向する両端部にそれぞれ接触するソース及びドレインと、前記チャンネル層に
電界を印加するためのゲートと、を有し、前記下部層と前記上部層とは互いに直接接触し
、前記下部層を構成する酸化物と前記上部層を構成する酸化物とは相異なる組成成分を有
し、前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層は、前記ゲートから
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相対的に遠く配される層より高い移動度を有することを特徴とする。
 
【０００８】
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層は、前記トランジスタ
の移動度を決定する層であることが好ましい。
　前記下部層及び前記上部層のうちの少なくとも一つによって前記トランジスタのしきい
値電圧が決定されることが好ましい。
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層は、ＩＺＯ（Ｉｎｄｉ
ｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＡＺＯ
（Ａｌｕｍｉｎｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、及びＧＺＯ（Ｇａｌｌｉｕｍ　Ｚｉｎｃ
　Ｏｘｉｄｅ）からなる群の内より選択される少なくとも一つの酸化物を含むことが好ま
しい。
 
【０００９】
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートから相対的に遠く配される層は、ＺｎＯ
系の酸化物を含むことが好ましい。
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層の厚さは、１０～５０
０Åであることが好ましい。
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層の厚さは、３０～２０
０Åであることが好ましい。
　前記トランジスタは、トップゲート又はボトムゲート構造を有する薄膜トランジスタで
あることが好ましい。
 
【００１０】
　また、上記目的を達成するためになされた本発明によるトランジスタは、相異なるキャ
リア密度を有して相異なる酸化物で形成される下部層及び上部層を備えるチャンネル層と
、前記チャンネル層の対向する両端部にそれぞれ接触するソース及びドレインと、前記チ
ャンネル層に電界を印加するためのゲートと、を有し、前記下部層と前記上部層とは互い
に直接接触し、前記下部層を構成する酸化物と前記上部層を構成する酸化物とは相異なる
組成成分を有し、前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層は、前
記ゲートから相対的に遠く配される層より高い移動度を有することを特徴とする。
 
【００１１】
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層は、前記ゲートから相
対的に遠く配される層より高いキャリア密度を有することが好ましい。
　前記下部層及び前記上部層は、相異なる移動度を有することが好ましい。
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層は、前記トランジスタ
の移動度を決定する層であることが好ましい。
　前記下部層及び前記上部層のうちの少なくとも一つによって前記トランジスタのしきい
値電圧が決定されることが好ましい。
 
【００１２】
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層は、ＩＺＯ、ＩＴＯ、
ＡＺＯ、及びＧＺＯからなる群の内より選択される少なくとも一つの酸化物を含むことが
好ましい。
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートから相対的に遠く配される層は、ＺｎＯ
系の酸化物を含むことが好ましい。
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層の厚さは、１０～５０
０Åであることが好ましい。
　前記下部層及び前記上部層のうちの前記ゲートに相対的に近い層の厚さは、３０～２０
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０Åであることが好ましい。
　前記トランジスタは、トップゲート又はボトムゲート構造を有する薄膜トランジスタで
あることが好ましい。
 
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係るトランジスタによれば、所望のしきい値電圧を持ちつつも移動度などの特
性に優れたトランジスタを具現できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施形態によるトランジスタを示す断面図である。
【図２】本発明の第２の実施形態によるトランジスタを示す断面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態によるトランジスタと比較例によるトランジスタのゲー
ト電圧Ｖｇ－ドレイン電流Ｉｄ特性を示すグラフである。
【図４】図３を線形スケールに変換したグラフである。
【図５】本発明の第１の実施形態によるトランジスタのＩＺＯ層の厚さによるゲート電圧
Ｖｇ－ドレイン電流Ｉｄ特性変化を示すグラフである。
【図６】本発明の第１の実施形態によるトランジスタのＩＺＯ層の厚さによるしきい値電
圧及び移動度の変化を示すグラフである。
【図７】本発明の第２の実施形態と比較例とによるトランジスタのゲート電圧Ｖｇ－ドレ
イン電流Ｉｄ特性を示すグラフである。
【図８】本発明の第２の実施形態によるトランジスタのＩＴＯ層の厚さによるゲート電圧
Ｖｇ－ドレイン電流Ｉｄ特性変化を示すグラフである。
【図９】本発明の第２の実施形態によるトランジスタのＩＴＯ層の厚さによるしきい値電
圧及び移動度の変化を示すグラフである。
【図１０】本発明の第１の実施形態によるトランジスタの製造方法を説明するための断面
図である。
【図１１】本発明の第１の実施形態によるトランジスタの製造方法を説明するための断面
図である。
【図１２】本発明の第１の実施形態によるトランジスタの製造方法を説明するための断面
図である。
【図１３】本発明の第１の実施形態によるトランジスタの製造方法を説明するための断面
図である。
【図１４】本発明の第２の実施形態によるトランジスタの製造方法を説明するための断面
図である。
【図１５】本発明の第２の実施形態によるトランジスタの製造方法を説明するための断面
図である。
【図１６】本発明の第２の実施形態によるトランジスタの製造方法を説明するための断面
図である。
【図１７】本発明の第２の実施形態によるトランジスタの製造方法を説明するための断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本発明に係るトランジスタを実施するための形態の具体例を図面を参照しながら
説明する。
【００１６】
　添付した図面に示した層や領域などの幅及び厚さは、明細書の明確性のために多少誇張
して図示するものもある。詳細な説明の全体にわたって同じ参照番号は、同じ構成要素を
表す。
【００１７】
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　図１は、本発明の第１の実施形態によるトランジスタＴ１を示す断面図である。
　本実施形態のトランジスタＴ１は、ゲートＧ１がチャンネル層Ｃ１下に形成されるボト
ムゲート構造を持つ薄膜トランジスタである。
【００１８】
　図１を参照すると、基板ＳＵＢ１上にゲートＧ１が形成される。基板ＳＵＢ１は、シリ
コン基板、ガラス基板及びプラスチック基板の内から選択される一つであって、透明又は
不透明でありえる。基板ＳＵＢ１上にゲートＧ１を覆うゲート絶縁層ＧＩ１が形成される
。ゲート絶縁層ＧＩ１は、シリコン酸化物層又はシリコン窒化物層であるが、その他の物
質層であってもよい。
【００１９】
　ゲートＧ１上側のゲート絶縁層ＧＩ１上にチャンネル層Ｃ１が形成される。チャンネル
層Ｃ１のＸ軸方向幅は、ゲートＧ１のＸ軸方向幅より多少大きい。
　チャンネル層Ｃ１は、移動度及び／またはキャリア密度の相異なる少なくとも二層の酸
化物層を備える複数層構造を持つ。
【００２０】
　例えば、チャンネル層Ｃ１は、第１酸化物層（以下、第１層）１０及び第１層１０上の
第２酸化物層（以下、第２層）２０を備えた二重層構造を持つ。
　第１層１０が第２層２０より相対的にゲートＧ１に近く配置される。この時、第１層１
０の移動度は第２層２０の移動度より大きい。あるいは、第１層１０のキャリア密度は第
２層２０のキャリア密度より大きい。
【００２１】
　物質の移動度及びキャリア密度についてさらに詳細に説明すれば、次の通りである。
　物質の移動度とキャリア密度とは、独立した変数である。しかし、酸化物では一般的に
キャリア密度と移動度とは比例する。すなわち、キャリア密度の高い酸化物であるほど大
きい移動度を持つことができる。しかし、場合によってはそうでないこともある。すなわ
ち、キャリア密度の高い酸化物であっても低い移動度を持つことがある。
【００２２】
　一方、一般的にチャンネル層として使用する酸化物層のキャリア密度及び／または移動
度が高いほど、それを含むトランジスタの移動度は高い。しかし、移動度の低い酸化物層
であってもキャリア密度が高ければ、それをチャンネル層として採用したトランジスタの
移動度は高い。チャンネル物質のキャリア密度及び／または移動度は、トランジスタの移
動度だけではなく、しきい値電圧にも影響を及ぼす。例えば、チャンネル物質のキャリア
密度が低いほど、トランジスタのしきい値電圧は正（＋）の方向に移動する。本実施形態
のように、キャリア密度及び／または移動度の相異なる第１及び第２層１０、２０を積層
してチャンネル層Ｃ１を構成すれば、これを備えるトランジスタの移動度及びしきい値電
圧を容易に制御できる。
【００２３】
　上記についてさらに具体的に説明すれば、次の通りである。
　第１層１０は、第２層２０より相対的にゲートＧ１に近く配置されている層であって、
トランジスタＴ１の移動度を高める役割を行う。すなわち、第１層１０がある場合、そう
でない場合（すなわち、チャンネル層Ｃ１がいずれも第２層２０の物質からなる場合）よ
りトランジスタＴ１の移動度が高くなる。
　第１層１０は、第２層２０よりキャリア密度及び／または移動度が高いため、これによ
り、トランジスタＴ１の移動度が増加する。第１層１０が低い移動度を持つとしてもその
キャリア密度が高ければ、第１層１０によりトランジスタＴ１の移動度は増加する。
【００２４】
　一方、トランジスタＴ１のしきい値電圧は、第１層１０の厚さが薄い場合、第１層１０
より第２層２０により左右される。例えば、第１層１０が適切に薄い厚さを持つ場合、第
２層２０の物質、組成及びキャリア密度などによってトランジスタＴ１のしきい値電圧が
調節できる。第２層２０は、第１層１０より低いキャリア密度及び／または移動度を持つ
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ことができるので、第２層２０がある場合、そうでない場合（すなわち、チャンネル層Ｃ
１がいずれも第１層１０の物質からなる場合）よりトランジスタＴ１のしきい値電圧は正
（＋）の方向に移動できる。
【００２５】
　したがって、本実施形態によるトランジスタＴ１は、高い移動度を持ちつつも正（＋）
のしきい値電圧を持つ増加型（ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ　ｍｏｄｅ）トランジスタにする
ことができる。しかし、第１層１０の厚さがある程度以上に厚くなれば、第１層１０がト
ランジスタＴ１のしきい値電圧に及ぼす影響が順次大きくなってしまう。この時、トラン
ジスタＴ１のしきい値電圧は、第１層１０と第２層２０との影響を同時に受けることにな
る。第１層１０の影響が大きくなるほど、トランジスタＴ１のしきい値電圧は負（－）の
方向に移動する。第１層１０の厚さが所定の厚さ以上に厚くなれば、トランジスタＴ１の
しきい値電圧は第２層２０より第１層１０により左右される。
【００２６】
　具体的な例として、第１層１０はＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、Ｉ
ＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＡＺＯ（Ａｌｕｍｉｎｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏ
ｘｉｄｅ）、及びＧＺＯ（Ｇａｌｌｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）からなる群の内より
選択される少なくとも一つの酸化物層でありうる。
　そして第２層２０は、ＺｎＯ系の酸化物を含む層であり、この場合、第２層２０は、Ｇ
ａ及びＩｎのような３族元素をさらに含むことができる。
【００２７】
　例えば、第２層２０は、ＧＩＺＯ（Ｇａｌｌｉｕｍ　Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉ
ｄｅ）層でありうる。
　第２層２０は、３族元素の代りにＳｎのような４族元素またはその他の元素がドーピン
グされたＺｎＯ系の酸化物層でもありうる。第１層１０の厚さは、広くは１０～５００Å
、好適には３０～２００Åが好ましい。
【００２８】
　もし、第１層１０が薄すぎれば、第１層１０によりトランジスタＴ１の移動度が増加す
る効果が低減する。また第１層１０が厚すぎれば、第２層２０にチャンネルが形成され難
く、第２層２０によりしきい値電圧が増加する効果が落ちる。
　すなわち、第１層１０が厚くなれば、トランジスタＴ１のしきい値電圧は第１及び第２
層１０、２０の影響を同時に受け、第１層１０がさらに厚くなれば、トランジスタＴ１の
しきい値電圧は第２層２０ではなく第１層１０により決定される。
【００２９】
　したがって、目的に応じてトランジスタＴ１のしきい値電圧を適切に調節しやすい。も
し、トランジスタＴ１のしきい値電圧を正（＋）の方向に移動させることを所望する場合
、第１層１０を薄く形成して第２層２０によるしきい値電圧増加効果を高めることができ
る。
【００３０】
　一方、トランジスタＴ１のしきい値電圧を負（－）の方向に移動させることを所望する
場合、第１層１０を適切に厚く形成して第１層１０によりしきい値電圧が低くなるように
することができる。第１層１０は、前述した１０～５００Åの厚さに形成でき、第２層２
０によるしきい値電圧増加効果を得るためには３０～２００Åの厚さに形成する。第２層
２０のしきい値電圧増加効果を得るのに適した第１層１０の厚さは、第１及び第２層１０
、２０の物質によって変わりうる。また、これら厚さの範囲は、具現しようとするトラン
ジスタの大きさ及び種類によって変わりうる。一方、第２層２０は１０～２０００Å程度
の厚さに形成できるが、第１層１０と同一か、またはそれより厚く形成できる。
【００３１】
　ゲート絶縁層ＧＩ１上に、ソース電極Ｓ１及びドレイン電極Ｄ１がチャンネル層Ｃ１の
対向する両端部にそれぞれ接触するように形成される。ソース電極Ｓ１及びドレイン電極
Ｄ１は、単一金属層又は多重金属層でありうる。ソース電極Ｓ１及び及びドレイン電極Ｄ
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１はゲートＧ１と同じ金属層であるか、異なる金属層であってもよい。
【００３２】
　ゲート絶縁層ＧＩ１上にチャンネル層Ｃ１、ソース電極Ｓ１及びドレイン電極Ｄ１を覆
う保護層Ｐ１が形成される。保護層Ｐ１は、シリコン酸化物層又はシリコン窒化物層であ
りうる。一方、ゲートＧ１、ゲート絶縁層ＧＩ１、ソース電極Ｓ１及びドレイン電極Ｄ１
の厚さは、それぞれ５０～３００ｎｍ、５０～３００ｎｍ、１０～２００ｎｍ及び１０～
２００ｎｍ程度でありうる。
【００３３】
　図２は、本発明の第２の実施形態によるトランジスタＴ２を示す断面図である。
　本実施形態によるトランジスタＴ２は、ゲートＧ２がチャンネル層Ｃ２上に形成される
トップゲート構造の薄膜トランジスタである。
【００３４】
　図２を参照すると、基板ＳＵＢ２上にチャンネル層Ｃ２が備えられている。
　チャンネル層Ｃ２は、図１のチャンネル層Ｃ１が上下に引っ繰り返る構造を有する。
　すなわち、図２のチャンネル層Ｃ２は、基板ＳＵＢ２上に図１の第２層２０と等価の第
２層２０’と図１の第１層１０と等価の第１層１０’とが順に備えられた構造を有する。
【００３５】
　基板ＳＵＢ２上に、チャンネル層Ｃ２の対向する両端部にそれぞれ接触するように、ソ
ース電極Ｓ２及びドレイン電極Ｄ２が形成される。基板ＳＵＢ２上にチャンネル層Ｃ２、
ソース電極Ｓ２及びドレイン電極Ｄ２を覆うゲート絶縁層ＧＩ２が形成される。ゲート絶
縁層ＧＩ２上にゲートＧ２が形成される。ゲートＧ２はチャンネル層Ｃ２上に位置する。
　したがって、第１層１０’が第２層２０’よりゲートＧ２に近く配置される。ゲート絶
縁層ＧＩ２上にゲートＧ２を覆う保護層Ｐ２が形成される。
【００３６】
　図２の基板ＳＵＢ２、第１層１０’、第２層２０’、ソース電極Ｓ２、ドレイン電極Ｄ
２、ゲート絶縁層ＧＩ２、ゲートＧ２、及び保護層Ｐ２それぞれの物質及び厚さは、図１
の基板ＳＵＢ１、第１層１０、第２層２０、ソース電極Ｓ１、ドレイン電極Ｄ１、ゲート
絶縁層ＧＩ１、ゲートＧ１、及び保護層Ｐ１それぞれと同一でありうる。また、図２で第
１層１０’及び第２層２０’の役割は、図１の第１層１０及び第２層２０の役割と同一で
ある。
【００３７】
　図３は、本発明の第１の実施形態によるトランジスタと、第１比較例及び第２比較例に
よるトランジスタのゲート電圧Ｖｇ－ドレイン電流Ｉｄ特性を示すグラフである。
　図３でＧ１グラフは、本発明の第１の実施形態によるトランジスタ（以下、本発明の第
１トランジスタ）、さらに具体的には、図１のトランジスタと同様の構造を持つが、第１
層１０及び第２層２０としてそれぞれＩＺＯ層及びＧＩＺＯ層を使用したトランジスタに
対応する結果である。この時、ＩＺＯ層及びＧＩＺＯ層の厚さは、それぞれ５０Å及び６
００Åである。
【００３８】
　Ｇ２グラフは、チャンネル層としてＧＩＺＯ単一層（厚さ：６００Å）を使用した第１
比較例によるトランジスタに対応する結果であり、Ｇ３グラフは、チャンネル層としてＩ
ＺＯ単一層（厚さ：５００Å）を使用した第２比較例によるトランジスタに対応する結果
である。この時、図３の結果を得るのに使用したドレイン電圧は１Ｖであった。これらの
ドレイン電圧は、図５及び図７の特性グラフを得るのにも同様に使用した。
【００３９】
　図３のＧ１グラフとＧ２グラフを比較すれば、Ｇ１グラフのオン（ＯＮ）電流は１０－

３Ａほどであって、Ｇ２グラフのオン（ＯＮ）電流（約３×１０－４Ａ）より３倍ほど高
い。実際に本発明の第１トランジスタの移動度は、第１比較例によるトランジスタの移動
度より３倍ほど高かった。本発明の第１トランジスタと第１比較例によるトランジスタと
の移動度及びサブしきい値勾配（ＳＳ）を整理すれば、表１の通りである。
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【００４０】
【表１】

【００４１】
　図４は、図３のＧ１グラフ～Ｇ３グラフを線形スケールに変換したグラフである。
　図４でＧ１’グラフ～Ｇ３’グラフは、それぞれ図３のＧ１グラフ～Ｇ３グラフに対応
する。
　Ｇ１’グラフ～Ｇ３’グラフそれぞれの接線がＸ軸と出合う地点のゲート電圧が各グラ
フに対応するトランジスタのしきい値電圧である。
　ここで、接線はゲート電圧の変化量（ΔＶｇ）対ドレイン電流の変化量（ΔＩｄ）が最
大になるＶｇ地点での該当グラフの接線である。
【００４２】
　図４を参照すると、Ｇ１’グラフに対応するトランジスタのしきい値電圧は０．３１Ｖ
ほどであり、Ｇ２’グラフに対応するトランジスタのしきい値電圧は－０．６０Ｖほどで
ある。
　すなわち、Ｇ１’グラフに対応する本発明の第１トランジスタのしきい値電圧は、Ｇ２
’グラフに対応する第１比較例によるトランジスタのしきい値電圧と非常に近似している
。
【００４３】
　一方、Ｇ３’グラフに対応するトランジスタの場合、すなわち、チャンネル層としてＩ
ＺＯ単一層を使用した第２比較例によるトランジスタの場合、しきい値電圧が－８Ｖほど
と非常に低い。これは、第２比較例によるトランジスタは増加型トランジスタではなく、
空乏型トランジスタであることを表す。
【００４４】
　上述したように、本発明の第１トランジスタのしきい値電圧は第１比較例によるトラン
ジスタのしきい値電圧と近似していて、正（＋）の値を持つ一方、第２比較例によるトラ
ンジスタのしきい値電圧は、相対的に非常に小さな負（－）の値を持つ。本発明の第１ト
ランジスタはＩＺＯ／ＧＩＺＯチャンネル層、第１比較例によるトランジスタはＧＩＺＯ
チャンネル層、第２比較例によるトランジスタはＩＺＯチャンネル層を使用することを考
慮すれば、本発明の第１トランジスタのしきい値電圧は、ＩＺＯ層ではないＧＩＺＯ層に
より左右されることが分かる。
【００４５】
　すなわち、第１比較例のようにＧＩＺＯ単一層をチャンネル層として適用した場合、高
い移動度を得難く、第２比較例のようにＩＺＯ単一層をチャンネル層として適用した場合
、しきい値電圧が小さくて増加型トランジスタを具現し難い。
　しかし、本発明の第１実施形態によれば、移動度の高い増加型トランジスタを具現でき
る。但し、この時、本発明の第１トランジスタのチャンネル層ＩＺＯ／ＧＩＺＯでＩＺＯ
層の厚さは５０Åほどと薄かった。もし、しきい値電圧の低いトランジスタを具現しよう
とすれば、チャンネル層ＩＺＯ／ＧＩＺＯでＩＺＯ層の厚さを増加させてしきい値電圧に
及ぼすＩＺＯ層の影響を増加させることができる。
【００４６】
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　図５は、本発明の第１の実施形態によるトランジスタで図１と同様の構造を持つが、第
１層１０及び第２層２０としてそれぞれＩＺＯ層及びＧＩＺＯ層を使用したトランジスタ
のＩＺＯ層の厚さによるゲート電圧Ｖｇ－ドレイン電流Ｉｄ特性変化を示すグラフである
。
　図５で実線グラフは、ＩＺＯ層の厚さが０であるトランジスタ、すなわち、ＧＩＺＯ単
一層をチャンネル層として使用したトランジスタに対応する結果である。
【００４７】
　図５から、ＩＺＯ層の厚さが３０Åほどと薄い場合のゲート電圧Ｖｇ－ドレイン電流Ｉ

ｄ特性は、ＧＩＺＯ単一層をチャンネル層として適用した場合のゲート電圧Ｖｇ－ドレイ
ン電流Ｉｄ特性と近似していることが分かる。
　ＩＺＯ層の厚さが５０Åほどである場合、しきい値電圧はＧＩＺＯ単一層をチャンネル
層として適用した場合と近似しているが、オン（ＯＮ）電流はかなり増加したことが分か
る。オン（ＯＮ）電流の増加は、すなわち、トランジスタの移動度が増加したということ
を意味する。
【００４８】
　また、ＩＺＯ層の厚さが１００Åほどと厚い場合、グラフが全体的に負（－）の方向に
移動することが分かる。この時、トランジスタの移動度は、ＩＺＯ層の厚さが５０Åであ
る場合よりさらに増加した。ＩＺＯ層の厚さが過度に薄いトランジスタの特性は、ＧＩＺ
Ｏ単一層をチャンネル層として適用したトランジスタと近似しており、ＩＺＯ層の厚さが
過度に厚いトランジスタの特性は、図３の第２比較例によるトランジスタ、すなわち、Ｉ
ＺＯ単一層をチャンネル層として適用したトランジスタと近似している。以上から、使用
目的に合わせてＩＺＯ層の厚さを適切に決定できる。
【００４９】
　図６は、図５から得た結果であって、本発明の第１の実施形態によるトランジスタのＩ
ＺＯ層の厚さによるトランジスタのしきい値電圧及び移動度の変化を示すグラフである。
　図６を参照すると、測定範囲内でＩＺＯ層の厚さが増加するほど移動度は増加し、しき
い値電圧は減少することが分かる。特に、移動度の場合、３０～５０ÅのＩＺＯ厚さ範囲
で変化量が大きく、しきい値電圧の変化量は、ＩＺＯ層の厚さが増加するにつれて順次増
加する傾向を示すのが分かる。
【００５０】
　図７は、本発明の第２の実施形態によるトランジスタと第３比較例及び第４比較例によ
るトランジスタのゲート電圧Ｖｇ－ドレイン電流Ｉｄ特性を示すグラフである。
　図７でＧＧ１グラフは、本発明の第２の実施形態によるトランジスタ（以下、本発明の
第２トランジスタ）で、より具体的には、図１の本発明の第１の実施形態によるトランジ
スタと同様の構造を持つが、第１層１０及び第２層２０としてそれぞれＩＴＯ層及びＧＩ
ＺＯ層を使用したトランジスタに対応する結果である。この時、ＩＴＯ層及びＧＩＺＯ層
の厚さはそれぞれ５０Å及び６００Åである。
【００５１】
　ＧＧ２グラフは、第３比較例によるトランジスタ、すなわち、チャンネル層としてＧＩ
ＺＯ単一層（厚さ：６００Å）を使用したトランジスタに対応する結果であり、ＧＧ３グ
ラフは、第４比較例によるトランジスタ、すなわち、チャンネル層としてＩＴＯ単一層（
厚さ：５０Å）を使用したトランジスタに対応する結果である。付加的には、第３比較例
によるトランジスタは、図３を参照して説明した第１比較例によるトランジスタと構造的
にほぼ同一であるが、形成条件において二つのトランジスタは多少差がある。
【００５２】
　図７のＧＧ１グラフとＧＧ２グラフを比較すると、ＧＧ１グラフのオン（ＯＮ）電流は
５×１０－５Ａほどであって、ＧＧ２グラフのオン（ＯＮ）電流（約５×１０－６Ａ）よ
り１０倍ほど高い。実際にＧＧ１グラフに対応する本発明の第２トランジスタの移動度は
、ＧＧ２グラフに対応する第３比較例によるトランジスタの移動度より１０倍ほど高かっ
た。
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【００５３】
　またターンオン地点で、ＧＧ１グラフの勾配はＧＧ２グラフの勾配より多少大きいこと
が分かる。すなわち、本発明の第２トランジスタのサブしきい値勾配（ＳＳ）は、第３比
較例によるトランジスタのサブしきい値勾配（ＳＳ）より小さい。これは、本発明の第２
トランジスタのように、二重層構造のチャンネル層を使用する場合、第３比較例のように
、単一層構造のチャンネル層を使用した場合よりトランジスタのターンオン速度が速いと
いうことである。本発明の第２トランジスタと第３比較例によるトランジスタの移動度、
サブしきい値勾配及びしきい値電圧を整理すれば、表２の通りである。
【００５４】
【表２】

【００５５】
　従来のように単一酸化物層をチャンネル層として使用する場合、しきい値電圧を正（＋
）の方向に移動させるためには、チャンネル層のキャリア濃度を低減させねばならないの
で、トランジスタの移動度が減少するという問題があった。しかし、本発明の実施形態に
よるトランジスタでは、二重層構造の酸化物層をチャンネル層として使用することによっ
て、所望のしきい値電圧を持ちつつも移動度及びサブしきい値勾配などの特性に優れたト
ランジスタを具現できる。
【００５６】
　図８は、図１の本発明の第１の実施形態によるトランジスタと同様の構造を持つが、第
１層１０及び第２層２０としてそれぞれＩＴＯ層及びＧＩＺＯ層を使用したトランジスタ
のＩＴＯ層の厚さによるゲート電圧Ｖｇ－ドレイン電流Ｉｄ特性変化を示すグラフである
。
　図８で実線グラフは、ＩＴＯ層の厚さが０であるトランジスタ、すなわち、ＧＩＺＯ単
一層をチャンネル層として使用したトランジスタに対応する結果である。
【００５７】
　図８の結果は、図５と近似している。すなわち、図８でＩＴＯ層の厚さが３０Åと薄い
場合のゲート電圧Ｖｇ－ドレイン電流Ｉｄ特性は、ＧＩＺＯ単一層をチャンネル層として
適用した場合と近似しているが、オン（ＯＮ）電流は多少増加した。
　ＩＴＯ層の厚さが５０Åである場合、しきい値電圧はＧＩＺＯ単一層をチャンネル層と
して適用した場合と近似しているが、オン（ＯＮ）電流はかなり増加したことが分かる。
オン（ＯＮ）電流の増加は、すなわち、トランジスタの移動度増加を意味する。
　また、ＩＴＯ層の厚さが８０Åである場合、グラフが全体的に負（－）の方向に移動す
ることが分かる。この時、トランジスタの移動度は、ＩＴＯ層の厚さが５０Åである場合
より多少増加した。
【００５８】
　図９は、図８から得た結果であって、本発明の第２の実施形態によるトランジスタのＩ
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ＴＯ層の厚さによるトランジスタのしきい値電圧及び移動度の変化を示すグラフである。
　図９を参照すると、測定範囲内でＩＴＯ層の厚さが増加するほど移動度は増加し、しき
い値電圧は減少することが分かる。特に、移動度の場合、３０～５０ÅのＩＴＯ厚さ範囲
で変化量が大きく、しきい値電圧の変化量は、ＩＴＯ層の厚さが５０Å以上に増加するに
つれて増加する傾向を示すのが分かる。
【００５９】
　以下では、本発明の実施形態によるトランジスタの製造方法を説明する。
　図１０～図１３は、本発明の第１の実施形態によるトランジスタの製造方法を示す。本
実施形態は、ボトムゲート構造の薄膜トランジスタの製造方法である。図１と図１０～図
１３で同じ参照番号は同じ構成要素を表す。
【００６０】
　図１０を参照すると、基板ＳＵＢ１上にゲートＧ１を形成し、基板ＳＵＢ１上にゲート
Ｇ１を覆うゲート絶縁層ＧＩ１を形成する。ゲート絶縁層ＧＩ２は、シリコン酸化物又は
シリコン窒化物で形成するか、その他の物質で形成してもよい。
　図１１を参照すると、ゲート絶縁層ＧＩ１上に順次積層された第１層１０及び第２層２
０を持つチャンネル層Ｃ１を形成する。この時、チャンネル層Ｃ１はゲートＧ１上に位置
する。第１層１０及び第２層２０は、スパッタリング法または蒸発法のような物理気相蒸
着（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ；以下、ＰＶＤ）方法で蒸着
され、同じマスク層を利用してパターニングされる。
【００６１】
　図１２を参照すると、ゲート絶縁層ＧＩ１上にチャンネル層Ｃ１の対向する両端部にそ
れぞれ接触し、チャンネル層Ｃ１の上部面の一部を露出させるソース電極Ｓ１及びドレイ
ン電極Ｄ１を形成する。ソース電極Ｓ１及びドレイン電極Ｄ１は、単一金属層又は多重金
属層で形成できる。
　図１３を参照すると、基板ＳＵＢ１上に、チャンネル層Ｃ１の露出した部分とソース電
極Ｓ１及びドレイン電極Ｄ１とを覆う保護層Ｐ１を形成する。このような方法で形成され
たトランジスタは、所定の温度でアニーリングされうる。
【００６２】
　図１４～図１７は、本発明の第２の実施形態によるトランジスタの製造方法を示す。本
実施形態は、トップゲート構造の薄膜トランジスタの製造方法である。図２と図１４～図
１７で同じ参照番号は、同じ構成要素を表す。
【００６３】
　図１４を参照すると、基板ＳＵＢ２上にチャンネル層Ｃ２を形成する。チャンネル層Ｃ
２は、基板ＳＵＢ２上に順次積層された第２層２０’及び第１層１０’を備える二重層構
造で形成する。図１４の第１層１０’及び第２層２０’の形成方法は、図１１で説明した
第１層１０及び第２層２０の形成方法と同様である。
　図１５を参照すると、基板ＳＵＢ２上にチャンネル層Ｃ２の対向する両端部に、それぞ
れ接触したソース電極Ｓ２及びドレイン電極Ｄ２を形成する。
【００６４】
　図１６を参照すると、基板ＳＵＢ１上に、チャンネル層Ｃ２の露出した部分とソース電
極Ｓ２及びドレイン電極Ｄ２とを覆うゲート絶縁層ＧＩ２を形成する。次いで、ゲート絶
縁層ＧＩ２上にゲートＧ２を形成する。ゲートＧ２は、チャンネル層Ｃ２上に位置するよ
うに形成する。ゲートＧ２は、ソース電極Ｓ２及びドレイン電極Ｄ２と同じ金属又は異な
る金属で形成できる。
　図１７を参照すると、ゲート絶縁層ＧＩ２上にゲートＧ２を覆うように保護層Ｐ２を形
成する。保護層Ｐ２は、シリコン酸化物又はシリコン窒化物で形成できる。これらの方法
で形成されたトランジスタは、所定の温度でアニーリングされうる。
【００６５】
　上述の説明で多くの事項が具体的に記載されているが、これらは発明の範囲を限定する
ものというより、望ましい実施形態の例示として解釈されねばならない。例えば、当業者
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ならば、本発明の思想は薄膜トランジスタではなくその他のトランジスタにも適用できる
ということを理解できるであろう。また図１及び図２のトランジスタの構成要素及び構造
は、それぞれ多様化及び変形でき、本発明は、上述の実施形態に限られるものではない。
本発明の技術的範囲から逸脱しない範囲内で多様に変更実施することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　本発明によるトランジスタは、増加型ではない空乏型でもよく、液晶表示装置や有機発
光表示装置分野だけではなくメモリー素子及び論理素子分野にも好適に用いられる。
【符号の説明】
【００６７】
　１０、１０’　　第１層（第１酸化物層）
　２０、２０’　　第２層（第２酸化物層）
　ＳＵＢ１、ＳＵＢ２　　基板
　Ｇ１、Ｇ２　　ゲート
　Ｃ１、Ｃ２　　チャンネル層
　Ｄ１、Ｄ２　　ドレイン電極
　Ｓ１、Ｓ２　　ソース電極
　ＧＩ１、ＧＩ２　　ゲート絶縁層
　Ｐ１、Ｐ２　　保護層
　Ｔ１、Ｔ２　　トランジスタ
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