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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アモルファス酸化物であって、Ｉｎと、Ｚｎと、Ｍｏと、を少なくとも含み、前記アモ
ルファス酸化物中の全金属原子数に対するＭｏの原子組成比率が０．１原子％以上３原子
％以下であることを特徴とするアモルファス酸化物。
【請求項２】
　前記アモルファス酸化物におけるＩｎとＺｎの和に対するＩｎの原子組成比率Ｉｎ／（
Ｉｎ＋Ｚｎ）が、３０原子％以上８０原子％以下であることを特徴とする請求項１に記載
のアモルファス酸化物。
【請求項３】
　前記アモルファス酸化物中の全金属原子数に対するＺｎの原子組成比率が、７０原子％
以下であることを特徴とする請求項１又は２に記載のアモルファス酸化物。
【請求項４】
　前記アモルファス酸化物は、Ｇａを有していることを特徴とする請求項１から３のいず
れか１項に記載のアモルファス酸化物。
【請求項５】
　ドレイン電極、ソース電極、ゲート電極、活性層、ゲート絶縁膜より少なくともなる電
界効果型トランジスタであって、
　前記活性層が請求項１から４のいずれか１項に記載のアモルファス酸化物であることを
特徴とする電界効果型トランジスタ。
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【請求項６】
　前記ソース電極及びドレイン電極が、Ｍｏを含むことを特徴とする請求項５に記載の電
界効果型トランジスタ。
【請求項７】
　表示素子の電極に、請求項５又は６に記載の電界効果型トランジスタのソース電極又は
ドレイン電極が接続されてなることを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　前記表示素子は、エレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とする請求項７に記
載の表示装置。
【請求項９】
　前記表示素子は、液晶セルであることを特徴とする請求項７に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アモルファス（非晶質ともいう）酸化物、又はアモルファス酸化物を活性層
に用いた電界効果型トランジスタに関する。また、当該トランジスタを用いた有機ＥＬや
無機ＥＬを発光素子に利用した表示装置や、液晶を利用した表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、アモルファス酸化物系半導体薄膜を用いた半導体素子が注目されている。該半導
体薄膜は、低温で製膜でき、かつ光学バンドギャップが大きく可視光に対して光透過性が
ある等の特徴を有しているので、プラスチック基板やフィルムなどの基板上にフレキシブ
ルな透明薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）等を形成することが可能である。
【０００３】
　一例として、特許文献１には、Ｚｎ－Ｏを主成分とした酸化物膜を活性層に利用したＴ
ＦＴに関する技術が開示されている。
【０００４】
　また、非特許文献１には、室温で形成されたインジウムと亜鉛とガリウムを含む非晶質
酸化物膜を活性層に利用したＴＦＴに関する技術が開示されている。このＴＦＴは、Ｓ値
が約２Ｖ／ｄｅｃａｄｅと比較的大きいものの、電界効果移動度が６～９ｃｍ２／Ｖｓと
高く、液晶やエレクトロルミネッセンス等を用いた平面ディスプレイ装置に望まれている
アクティブマトリクスへの応用が期待されている。
【０００５】
　また、非特許文献２には、室温で形成された酸化インジウムを主成分として用いた酸化
物薄膜をＴＦＴのチャネル層（活性層）に用いることが開示されている。このＴＦＴでは
、ゲート絶縁膜材料に依存して、電界効果移動度が１０～１４０ｃｍ２／Ｖｓ、Ｓ値が０
．０９～５．６Ｖ／ｄｅｃａｄｅの値を示している。
【０００６】
　また、特許文献２には、室温で形成されたインジウムと亜鉛とガリウムを含むアモルフ
ァス酸化物膜を活性層に利用したＴＦＴにおいて、活性層にＬｉ、Ｎａ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｐ
ｄ、Ｃｕ、Ｃｄ、Ｃ、Ｎ、Ｐ等の不純物を添加することに関する技術が開示されている。
このように、活性層中に不純物元素を添加することにより、キャリア密度が制御され、結
果、電流オン・オフ比の大きなＴＦＴが得られるとされている。
【特許文献１】特開２００２－７６３５６号公報
【特許文献２】特開２００６－１６５５２９号公報
【非特許文献１】Ｎａｔｕｒｅ　ＶＯＬ４３２、２５　Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　２００４（４
８８－４９２）
【非特許文献２】Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｎｏｎ－Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｓｏｌｉｄ
ｓ　３５２（２００６）２３１１
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、本発明者らの知見によれば、非特許文献１のＴＦＴでは、活性層に用い
た非晶質酸化物膜の主要構成金属元素の原子組成比率によってＴＦＴ特性が大きく変わる
という問題がある。
【０００８】
　また、特許文献２のＴＦＴでは、主要構成金属元素の原子組成比率を変えたときの不純
物添加の効果が明らかにされていない。
【０００９】
　また、非特許文献２に関して、本発明者らの知見によれば、室温で形成されたＩｎ－Ｏ
膜は、対環境安定性が低く、大気中に放置すると抵抗率が大きく変化してしまう。例えば
、気温２０℃、湿度５０％の大気中に１ヶ月放置した場合、１桁～２桁の抵抗率の減少が
観測される。さらに、上記抵抗率の減少は、特許文献１に記載のＺｎ－Ｏを主成分として
用いた酸化物半導体においても、同様に観測される。
【００１０】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、電界効果移動度やＳ値などのトラン
ジスタ特性及び対環境安定性に優れ、かつ原子組成率マージン（設計自由度）の大きなア
モルファス酸化物及び電界効果型ＴＦＴ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】
　本発明は、アモルファス酸化物であって、Ｉｎ、Ｚｎ及びＳｎのうち少なくとも一つの
元素と、Ｍｏと、を少なくとも含み、前記アモルファス酸化物中の全金属原子数に対する
Ｍｏの原子組成比率が０．１原子％以上５原子％以下であることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は、ドレイン電極、ソース電極、ゲート電極、活性層、ゲート絶縁膜より
少なくともなる電界効果型トランジスタであって、前記活性層が前記アモルファス酸化物
であることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、表示素子の電極に、前記電界効果型トランジスタのソース電極又はド
レイン電極が接続されてなることを特徴とする表示装置である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の実施形態によれば、半導体特性に優れたアモルファス酸化物を得ることができ
る。また、電界効果移動度やＳ値などのトランジスタ特性に優れ、かつ対環境安定性に優
れた電界効果トランジスタを提供することができる。さらには、構成原子（特に金属原子
）の原子組成比率に依るトランジスタ特性の変化が少ない、原子組成比率マージン（設計
自由度）の大きな電界効果型トランジスタを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　まず、本発明者らが得た本発明に関する知見について説明する。
【００１６】
　非特許文献１には、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１．１：１．１：０．９（原子％）の原子組成
比率を有するアモルファス酸化物をＴＦＴの活性層に用いる技術が記載されている。
【００１７】
　そこで本発明者らがスパッタリング法によりＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ膜を室温で形成し、
そのトランジスタ特性を評価したところ、Ｇａの原子組成比率を小さくすることで、初期
特性に優れたトランジスタを得ることができることがわかった。特に、酸化物薄膜にＧａ
が含まれない場合、電界効果移動度が大きく、かつＳ値の小さなトランジスタを得ること
ができることがわかった。ここで、本発明において上記Ｓ値とは、ドレイン電圧一定で、
ドレイン電流を１桁変化させるサブスレショルド領域でのゲート電圧値を意味する。
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【００１８】
　一方、Ｇａの原子組成比率を小さくすることで、ＩｎとＺｎの原子組成比率の設計範囲
（トランジスタに適用しうる原子組成比率範囲）が小さくなるという問題もわかった。例
えば、ＩｎとＧａとＺｎに対するＧａの原子組成比率Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｚｎ）が３０
原子％のときには、ＩｎとＺｎに対するＩｎの原子組成比率Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が１５
原子％以上６５原子％以下の範囲で、良好なトランジスタ動作を示す。一方、Ｇａが０原
子％のときには、良好なトランジスタ動作を示したＩｎとＺｎに対するＩｎの原子組成比
率の範囲は３０原子％以上５５原子％以下となり、範囲が狭くなる。なお、上記以外の原
子組成比率の範囲では、負ゲートバイアス印加時においても比較的大きな電流が流れてし
まうといった現象が生じ、１０５以上の電流オン／オフ比は得られない。
【００１９】
　また、Ｇａ原子組成比率によって、酸化膜自体の耐環境安定性が変化する。酸化膜を大
気中に静置したときの抵抗率の経時変化は、膜中の前記Ｇａ原子組成比率が大きくなるに
伴って小さくなる。すなわち、ＴＦＴ特性に関しては、Ｇａ原子組成比率が少ないほうが
好ましいが、環境安定性に関してはＧａ原子組成比率が大きいほうが好ましい。
【００２０】
　そこで、本発明者らは、良好な特性と環境安定性を両立した酸化物半導体を実現するた
めに、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ膜に各種元素を添加し、そのトランジスタ特性及び抵抗率の経時変
化の測定を行った。その結果、Ｍｏを特定の原子組成比率となるように添加することで、
Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏと同程度のトランジスタ特性を維持したまま、耐環境安定性が向上するこ
とを見出した。
【００２１】
　図１はＩｎ－Ｚｎ－Ｏ膜を、気温２０℃、湿度５０％の大気中に放置した場合の抵抗率
の経時変化を示したグラフである。Ｍｏを添加していないＩｎ－Ｚｎ－Ｏでは成膜直後よ
り抵抗率の減少が観測される。特に、Ｉｎ原子組成比率が、５５原子％以上、及び３０原
子％以下の原子組成比率の範囲では、耐環境安定性が低く、その原子組成比率によっては
抵抗率が約１桁から３桁減少する。この原因は明らかではないが、膜の抵抗率が大きく減
少していることから、膜中に過剰なキャリアが生成されているものと考えられる。
【００２２】
　一方、Ｍｏを微量添加したＩｎ－Ｚｎ－Ｏ膜ではその原子組成比率に依らず、１ヶ月放
置した後も抵抗率の変化は殆ど観測されない。図２は１ヶ月静置後における抵抗率を異な
る原子組成比率に対しプロットしたものである。
【００２３】
　また、微量のＭｏを添加することで、ＩｎとＺｎの原子組成比率に対してのトランジス
タの設計範囲（トランジスタに適用しうる原子組成比率範囲）が大きくなることもわかっ
た。特に、ＩｎとＺｎに対するＩｎの原子組成比率が３０原子％以上８０原子％以下の範
囲で、良好なトランジスタ動作を示すことがわかった。
【００２４】
　本発明者の検討により、酸化物半導体の抵抗率が高い程、オフ電流が低く、ゲート電圧
非印加時には電流が流れない、いわゆる「ノーマリーオフ特性」を示すことがわかってい
る。したがって、上述のＭｏ添加による組成設計範囲の拡大は、耐環境安定性の低かった
Ｉｎ－ｒｉｃｈ領域（Ｉｎ：５５原子％以上）での抵抗経時変化（低抵抗化）が抑制され
たことが原因の一つと考えられる。
【００２５】
　また、本発明者らの実験によると、Ｉｎ、Ｚｎ又はＳｎの少なくとも一つの元素を含む
アモルファス酸化物は、比較的高いキャリア移動度が得られる一方、抵抗の経時変化が大
きいことがわかっている。そこで、上述の知見を基に、Ｉｎ、Ｚｎ又はＳｎのうち少なく
とも一つの元素を含むアモルファス酸化物薄膜にＭｏを添加する実験を行った。結果、微
量のＭｏを添加することで、比較的高いキャリア移動度を維持したまま、抵抗の経時変化
を抑制できることがわかった。
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【００２６】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２７】
　図３に本実施形態のＴＦＴ素子構造の模式図を示す。該ＴＦＴはゲート電極１５上にゲ
ート絶縁膜１４を設け、ゲート絶縁膜１４上にソース電極１２、ドレイン電極１３を設け
ることにより構成される。ゲート電極１５はリンドープＳｉのように、基板を兼ねたもの
でもよく、ガラス等の基板上に形成されていてもよい。
【００２８】
　本実施形態に適用できる半導体素子の構成は、このような逆スタガ型（ボトムゲート型
）構造のＴＦＴに限らず、図４に示すように、例えば活性層の上にゲート絶縁膜とゲート
電極を順に備えるスタガ構造（トップゲート型）のＴＦＴでもよい。
【００２９】
　ＴＦＴの活性層（チャネル層）１１には、前述したように、Ｉｎ、Ｚｎ及びＳｎのうち
少なくとも一つの元素を含み、かつ微量のＭｏを含むアモルファス酸化物を適用する。特
に、アモルファス酸化物中の全金属原子数に対するＭｏの原子組成比率が０．１原子％以
上のとき、アモルファス酸化物の抵抗率の経時変化が抑制されるので、該酸化物をＴＦＴ
の活性層に用いることによって経時安定性に優れたＴＦＴを得ることができる。
【００３０】
　図５は、膜中Ｍｏ原子組成比率を変えて、抵抗率の変化の大きさをプロットしたグラフ
である。具体的には、異なるＭｏ原子組成比率で形成したアモルファス酸化物の成膜直後
の抵抗率を、大気中に１ヶ月静置した後の抵抗率で除した値を示している。図５より、Ｍ
ｏ原子組成比率が０．１原子％以上のアモルファス酸化物からなる膜では、抵抗率の変化
が殆どないことがわかる。
【００３１】
　一方、本発明者らの検討によると、全金属原子数に対するＭｏの原子組成比率が大きす
ぎる場合、高いキャリア移動度を有する膜を得ることが困難になり、結果として良好なＴ
ＦＴ特性が得られなくなることがわかった。具体的には、全金属原子数に対するＭｏの原
子組成比率が３原子％を超えると、電流オン／オフ比が５桁未満、さらに５原子％を超え
ると電流オン／オフ比が３桁未満となる。このため、全金属原子数に対するＭｏの原子組
成比率の範囲は、好ましくは０．１原子％以上５原子％以下、より好ましくは０．１原子
％以上３原子％以下である。
【００３２】
　ここで、電流オン／オフ比はトランスファ特性における、最も大きなソース・ドレイン
電極間の電流（Ｉｄ）と、最も小さなＩｄの値の比から求めることができる。また、トラ
ンスファ特性の結果から、√Ｉｄ―Ｖｇのグラフを作製し、この傾きから電界効果移動度
を導いている。
【００３３】
　また、上記アモルファス酸化物がＩｎ及びＺｎを含んでいる場合、電界効果移動度が大
きく、またサブスレショルド領域の立ち上がり特性に優れたＳ値の小さなＴＦＴを得るこ
とができる。本発明者らの検討によると、特にＩｎを多く含んだ膜では高電界効果移動度
、Ｚｎを多く含んだ膜ではＳ値の小さなＴＦＴを得ることができることがわかっており、
任意の組成を選択することで、所望の特性を有したトランジスタを得ることができる。し
かし、全金属原子数に対するＺｎの原子組成比率が７０原子％より大きくなると、膜は多
結晶となってしまい、膜の表面粗さが大きくなる。このような酸化物薄膜をＴＦＴ活性層
に用いた場合、界面特性が低下するため、電界効果移動度が低下し、Ｓ値も大きくなって
しまう。したがって、全金属原子数に対するＺｎ原子組成比率は、７０原子％以下が好ま
しい。Ｚｎ原子組成比率の下限値については、本発明の効果が得られる限り特に制限はな
いが、本発明者らの知見によれば７０原子％が好ましい。
【００３４】
　なお、上記酸化物材料は、他の特性に悪影響を与えない範囲でＧａを含有していてもよ
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い。Ｇａが含まれている場合、Ｇａの組成比によって膜の光学特性を制御することができ
るというメリットがある。具体的には、Ｇａを膜中に導入することで禁制帯エネルギー幅
が大きくなるため、可視光に対して透明性の高いアモルファス酸化物を得ることができる
。
【００３５】
　また、上記酸化物には、Ｇａ以外にも、キャリア移動度、キャリア濃度、禁制帯エネル
ギー幅といった膜特性に実質的に影響を及ぼさない程度の不純物を含んでもよい。
【００３６】
　ソース電極１２、ドレイン電極１３及びゲート電極の材料は、良好な電気伝導性とチャ
ネル層への電気接続を可能とするものであれば特に制限はない。例えば、リンドープされ
たシリコン基板のように、ゲート電極と基板を兼ねたものでもよい。また、錫ドープされ
た酸化インジウム膜、酸化亜鉛などの透明導電膜や、金、プラチナ、アルミ、ニッケル、
モリブデンなどの金属膜を用いることもできる。本発明者らの検討によると、モリブデン
をソース・ドレイン電極に用いた場合、特に良好なＴＦＴ特性が得られることがわかった
。これは活性層と電極に同じ元素が用いられているため、密着性及び電気コンタクト性が
向上したことによるものと考えられる。また、活性層と電極との間、及びゲート電極とゲ
ート絶縁膜との間に配置されている、密着性向上のためのチタン、ニッケル、クロム等か
らなる密着層１６はあってもなくてもよい。
【００３７】
　ゲート絶縁膜１４としては、一般的に用いられているシリコン酸化膜、シリコン窒化膜
、シリコン酸窒化の他に、誘電率の高いアルミナやイットリア、あるいはこれらを積層し
た膜のいずれを用いてもよい。
【００３８】
　上記の各膜が形成される基板１０としては、熱処理条件等にもよるが、ガラス基板、金
属基板、プラスチック基板、プラスチックフィルムなどを用いることができる。
【００３９】
　本発明のＴＦＴ活性層の作成方法としては、まず、ガラス基板、プラスチック基板、Ｐ
ＥＴフィルム、Ｓｉ基板等の基板を用意する。次いで、スパッタ法、パルスレーザー蒸着
法、及び電子ビーム蒸着法の気相法、若しくはそれらの組み合わせなどにより酸化物半導
体を形成する。このとき、所望の電気抵抗率に応じて、気相中にＯ２などを導入する。
【００４０】
　また、本発明者らの検討によると、酸化物半導体薄膜を活性層に適用したＴＦＴにおい
ては、電気抵抗率が約１Ωｃｍ～１００ｋΩｃｍの半絶縁性の酸化膜を適用すると、特に
良好なＴＦＴ特性が得られることがわかった。例えば、電気抵抗率にして１Ωｃｍ以下の
場合、ＴＦＴの電流オン・オフ比を大きくすることができない。極端な場合には、ゲート
電圧の印加によっても、ソース・ドレイン電極間の電流がオン・オフせず、トランジスタ
動作を示さない。一方で、電気抵抗率にして１００ｋΩｃｍ以上となると、オン電流を大
きくすることができなくなる。極端な場合には、ゲート電圧の印加によっても、ソース・
ドレイン電極間の電流がオン・オフせず、トランジスタ動作を示さない。
【００４１】
　通常、酸化物の電気抵抗率や電子キャリア濃度を制御するためには、成膜時の酸素分圧
を制御することで行う。すなわち、酸素分圧を制御することで、主として薄膜中の酸素欠
損量を制御し、これにより電子キャリア濃度を制御する。スパッタリング法により成膜し
た場合、典型的には０．００１Ｐａから０．０１Ｐａ程度の導入酸素分圧で成膜すること
で、半絶縁性の薄膜を得ることができる。
【００４２】
　また、上記工程後、作製された酸化物に対して熱処理を行うことも好ましい。熱処理温
度の上限は適宜設定できるが、基板の熱変形が生じるガラス転移温度よりも低いことが好
ましい。例えば、ガラス基板では４５０℃以下、プラスチック基板の場合では２００℃以
下で熱処理することが好ましい。これにより、酸化膜の電気的特性が安定し、さらに信頼
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性の高い半導体素子を実現することができる。効果的に熱処理を行うには、酸素、窒素、
水蒸気、二酸化炭素、オゾン、窒素酸化物のいずれかを含む雰囲気中の温度を１５０℃以
上（温度の上限は使用する基板によって前記範囲に調整する）として熱処理を行うのがよ
い。これにより、ＴＦＴのオフ電流をさらに小さく出来、また界面特性が向上するため、
Ｓ値を小さくできるという効果がある。
【００４３】
　これより、本発明の実施形態のＴＦＴ特性について説明する。
【００４４】
　まず、トランジスタ動作特性の評価指標について説明する。図６に本実施形態の薄膜ト
ランジスタの典型的な特性を示す。ソース・ドレイン電極間に、６Ｖ程度の電圧Ｖｄを印
加したとき、ゲート電圧Ｖｇを－３Ｖ～１０Ｖの間でスイッチすることで、ソース・ドレ
イン電極間の電流Ｉｄを制御する（オン・オフする）ことができる。
【００４５】
　トランジスタ特性の評価項目としては、さまざまなものがあるが、例えば、電界効果移
動度、電流オン／オフ比などが上げられる。電界効果移動度は、線形領域や飽和領域の特
性から求めることができる。例えば、トランスファ特性の結果から、√Ｉｄ―Ｖｇのグラ
フを作製し、この傾きから電界効果移動度を導く方法が挙げられる。本明細書では特に説
明のない限り、この手法で評価している。電流オン／オフ比は、トランスファ特性におけ
る、最も大きなＩｄと、最も小さなＩｄの値の比から求めることができる。
【００４６】
　本実施形態のＴＦＴでは、従来のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏを活性層に用いたＴＦＴ（電界
移動度：約６～９ｃｍ２／Ｖｓ、S値：約２Ｖ／ｄｅｃａｄｅ）と比較して、電界効果移
動度が高く、Ｓ値が小さいことがわかる。また、金属元素の原子組成比率の設計範囲（ト
ランジスタに適用しうる原子組成比率範囲）が大きい。具体的には、図８に示すように、
Ｍｏ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏを活性層に用いたＴＦＴの場合、Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）で表され
るＩｎの原子組成比率が３０原子％以上８０原子％以下の範囲で、１０５以上の電流オン
／オフ比が得られる。本発明者らの知見によれば、酸化物半導体の抵抗率が高い程、オフ
電流が低くなる。したがって、上述のＭｏ添加による組成設計範囲の拡大は、耐環境安定
性の低かったＩｎ－ｒｉｃｈ領域（Ｉｎ：４５原子％以上）及びＺｎ－ｒｉｃｈ領域（Ｉ
ｎ：３５原子％以下）での抵抗経時変化（低抵抗化）が抑制されたことが原因の一つと考
えられる。また、Ｉｎが３０原子％以下の組成では、オン電流が大きく低下することが観
測されており、結果、電流オン／オフ比が小さくなっている。このとき、膜が多結晶化し
ていることから、上記オン電流の低下は界面特性の低下に起因する電界効果移動度の低下
が原因と考えられる。
【００４７】
　一方、従来のＩｎ－Ｏを用いたＴＦＴでは、移動度が高いものの、対環境安定性が低い
という特徴があったが、本実施形態のＴＦＴでは作製直後と１ヶ月間大気中に静置した後
とでＴＦＴ特性の変化は小さく、常に安定して優れた特性を示す。
【００４８】
　本実施形態の電界効果型トランジスタの出力端子であるドレイン電極に、有機又は無機
のエレクトロルミネッセンス（ＥＬ）素子、液晶素子等の表示素子の電極に接続すること
で表示装置を構成することができる。以下に、表示装置の断面図を用いて具体的な表示装
置構成の例を説明する。
【００４９】
　例えば、図１０に示すように、基体１１１上に、活性層（チャネル層）１１２と、ソー
ス電極１１３と、ドレイン電極１１４とゲート絶縁膜１１５と、ゲート電極１１６から構
成される電界効果型トランジスタを形成する。そして、ドレイン電極１１４に、層間絶縁
層１１７を介して電極１１８が接続されており、電極１１８は発光層１１９と接し、さら
に発光層１１９が電極１２０と接している。かかる構成により、発光層１１９に注入する
電流を、ソース電極１１３からドレイン電極１１４に活性層１１２に形成されるチャネル
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を介して流れる電流値によって制御することが可能となる。したがって、これを電界効果
型トランジスタのゲート電極１１６の電圧によって制御することができる。ここで、電極
１１８、発光層１１９、電極１２０は無機若しくは有機のエレクトロルミネッセンス素子
を構成する。
【００５０】
　あるいは、図１１に示すように、ドレイン電極１１４が延長されて電極１１８を兼ねて
おり、これを高抵抗膜１２１、１２２に挟まれた液晶セルや電気泳動型粒子セル１２３へ
電圧を印加する電極１１８とする構成を取ることもできる。液晶セルや電気泳動型粒子セ
ル１２３、高抵抗層１２１及び１２２、電極１１８、電極１２０は表示素子を構成する。
これら表示素子に印加する電圧を、ソース電極１１３からドレイン電極１１４に活性層１
１２に形成されるチャネルを介して流れる電流値によって制御することが可能となる。し
たがって、これをＴＦＴのゲート電極１１６の電圧によって制御することができる。ここ
で表示素子の表示媒体が流体と粒子を絶縁性被膜中に封止したカプセルであるなら、高抵
抗膜１２１、１２２は不要である。
【００５１】
　上述の２例において薄膜トランジスタとしては、スタガ構造（トップゲート型）の構成
で代表させたが、本発明は必ずしも本構成に限定されるものではない。例えば、薄膜トラ
ンジスタの出力端子であるドレイン電極と表示素子の接続が位相幾何的に同一であれば、
コプレナー型等他の構成も可能である。
【００５２】
　また、上述の２例においては、表示素子を駆動する一対の電極が、基体と平行に設けら
れた例を図示したが、本実施形態は必ずしも本構成に限定されるものではない。例えば、
薄膜トランジスタの出力端子であるドレイン電極と表示素子の接続が位相幾何的に同一で
あれば、いずれかの電極若しくは両電極が基体と垂直に設けられていてもよい。
【００５３】
　ここで、表示素子を駆動する一対の電極が、基体と平行に設けられた場合、表示素子が
ＥＬ素子若しくは反射型液晶素子等の反射型表示素子ならば、いずれかの電極が発光波長
若しくは反射光の波長に対して透明であることが求められる。あるいは、透過型液晶素子
等の透過型表示素子ならば、両電極とも透過光に対して透明であることが求められる。
【００５４】
　さらに、本実施形態の薄膜トランジスタでは、全ての構成体を透明にすることも可能で
あり、これにより、透明な表示素子を形成することもできる。また、軽量可撓で透明な樹
脂製プラスチック基板など低耐熱性基体の上にも、かかる表示素子を設けることができる
。
【００５５】
　次に、ＥＬ素子（ここでは有機ＥＬ素子）と電界効果型トランジスタを含む画素を二次
元状に複数配置した表示装置について図１２を用いて説明する。
【００５６】
　図１２において、有機ＥＬ層２０４を駆動するトランジスタ２０１、及び画素を選択す
るトランジスタ２０２が示されている。また、コンデンサ２０３は選択された状態を保持
するためのものであり、共通電極線２０７とトランジスタ２０２のソース部分との間に電
荷を蓄え、トランジスタ２０１のゲートの信号を保持している。画素選択は走査電極線２
０５と信号電極線２０６により決定される。
【００５７】
　より具体的に説明すると、画像信号がドライバ回路（不図示）から走査電極２０５を通
してゲート電極へパルス信号で印加される。それと同時に、別のドライバ回路（不図示）
から信号電極２０６を通してやはりパスル信号でトランジスタ２０２へと印加されて画素
が選択される。そのときトランジスタ２０２がＯＮとなり信号電極線２０６とトランジス
タ２０２のソースの間にあるコンデンサ２０３に電荷が蓄積される。これによりトランジ
スタ２０１のゲート電圧が所望の電圧に保持されトランジスタ２０１はＯＮになる。この
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状態は次の信号を受け取るまで保持される。トランジスタ２０１がＯＮである状態の間、
有機ＥＬ層２０４には電圧、電流が供給され続け発光が維持されることになる。
【００５８】
　この図１２の例では１画素にトランジスタ２ヶコンデンサー１ヶの構成であるが、性能
を向上させるためにさらに多くのトランジスタ等を組み込んでもよい。
【実施例】
【００５９】
　以下、実施例を用いて本発明をさらに説明するが、本発明は下記の例に限定されない。
【００６０】
　（実施例１）
　本発明に係わるＴＦＴ素子の第１の実施例を、図４を用いて説明する。
【００６１】
　本実施例ではゲート電極１５としてＩＴＯを用い、ゲート絶縁膜１４には約１５０ｎｍ
のシリコン酸化膜を用いていた。また、基板にはガラス基板を用い、このガラス基板上に
活性層１１として、Ｍｏ添加したＩｎ－Ｚｎ－Ｏ膜を形成した。
【００６２】
　なお、本実施例においては、活性層の原子組成比率依存性を検討するために、成膜にコ
ンビナトリアル法を用いた。すなわち、スパッタ法により様々な組成を有する酸化物の薄
膜を一度に一枚の基板上に作製する手法を用いて検討した。ただし、この手法を必ずしも
用いる必要はない。所定の組成の材料源（ターゲット）を用意してアモルファス酸化物か
らなる薄膜を形成してもよいし、複数のターゲットのそれぞれへの投入パワーを制御する
ことで、所望の組成の薄膜を形成してもよい。
【００６３】
　Ｍｏ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ膜の製膜は、３元斜入射スパッタ装置を用いて行った。ターゲ
ットは基板に対し斜め方向に配置されており、基板面上の膜の組成がターゲットからの距
離の差により変化するため、基板面内にわたり３元系元素の広い組成分布がついた薄膜を
得ることができる。ターゲット（材料源）としては、ＺｎＯ組成を有する２インチ焼結体
、Ｉｎ２Ｏ３組成を有する２インチ焼結体、及びＭｏＯ３組成を有する２インチ焼結体（
それぞれ純度９９．９％）を用いた。投入ＲＦパワーは、それぞれＺｎＯが４５Ｗ、Ｉｎ

２Ｏ３が３５Ｗ、ＭｏＯ３が１１Ｗであった。なお、ターゲットと基板との距離は約７～
１２ｃｍ、成膜時の基板温度は２５℃とした。Ｍｏ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ膜は、４×１０－

１Ｐａのアルゴン酸素混合ガス雰囲気中で成膜され、導入酸素分圧は６×１０－３Ｐａと
した。
【００６４】
　その後、スパッタリング法を用いて、酸化物半導体活性層に近い側から、約１５０ｎｍ
の膜厚を有するＩＴＯ層を成膜し、フォトリソグラフィ法とリフトオフ法により、ソース
電極１２及びドレイン電極１３を形成した。最後に、ゲート絶縁膜１４として用いるＳｉ
Ｏ２膜をＲＦスパッタリング法により約２００ｎｍの膜厚となるまで成膜し、その上に約
１５０ｎｍの厚みを有するＩＴＯを成膜し、フォトリソグラフィ法とリフトオフ法により
ゲート電極１５を形成した。チャネル長は１０μｍで、チャネル幅は１５０μｍであった
。
【００６５】
　次に、上記方法で作製されたＴＦＴに対し、３００℃の大気雰囲気中で１時間熱処理を
行った。最終的に得られたＭｏ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ膜酸化膜について段差計で測定を行っ
たところ、膜厚は約２５ｎｍであった。また、蛍光Ｘ線分析によりＩｎとＺｎの総原子数
に対するＩｎの原子組成比率Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ）は１５～８０原子％で、ＩＣＰ発光分
光分析により全金属原子数に対するＭｏの原子組成比率Ｍｏ／（Ｉｎ＋Ｚｎ＋Ｍｏ）は約
０．１～７原子％であることがわかった。
【００６６】
　また、膜面に入射角０．５度の条件でＸ線回折を測定したところ、Ｚｎ原子組成比率（
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Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ＋Ｍｏ））が７０原子％以下のとき、明瞭な回折ピークは検出されず
、作製した膜はアモルファスであることが確認された。一方、Ｚｎの原子組成比率Ｚｎ／
（Ｉｎ＋Ｚｎ＋Ｍｏ）が７０原子％以上では、ＺｎｋＩｎ２Ｏｋ＋３の回折ピークが検出
され、作製した膜は結晶化していることが確認された。
【００６７】
　（比較例１）
　活性層を除いては上記実施例１と同様の構成とした。本比較例では活性層１１として、
Ｍｏ添加していないＩｎ－Ｚｎ－Ｏ膜を形成した。なお、本比較例においても、活性層の
材料の原子組成比率依存性を検討するために、成膜にコンビナトリアル法を用いた。
【００６８】
　Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ膜は４×１０－１Ｐａのアルゴン酸素混合ガス雰囲気中で成膜され、導
入酸素分圧は６×１０－３Ｐａとした。その他の成膜条件は、上記実施例１と同様とした
。最終的に得られた酸化膜について段差計で測定を行ったところ、膜厚は約２５ｎｍであ
った。また、蛍光Ｘ線分析を行ったところ、Ｉｎの原子組成比率Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ）は
１５～８０原子％であった。膜中のＭｏ量に関しては、ＩＣＰ発光分光分析を用いて評価
を行ったところ、検出限界以下であることがわかった。
【００６９】
　また、膜面に入射角０．５度の条件でＸ線回折を測定したところ、Ｚｎの原子組成比率
Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が７０原子％以上のとき、明瞭な回折ピークは検出されなかったの
で、作製した膜はアモルファスであることが確認された。一方、Ｚｎの原子組成比率Ｚｎ
／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が７０原子％以下では、ＺｎｋＩｎ２Ｏｋ＋３の回折ピークが検出され
、作製した膜は結晶化していることが確認された。
【００７０】
（比較例２）
　活性層を除いては上記実施例１と同様の構成とした。本比較例では活性層１１として、
Ｍｏ添加したＩｎ－Ｚｎ－Ｏ膜を形成したが、全金属元素数に対するＭｏの原子組成比率
を０．０１～０．０５原子％とした。なお、本比較例においても、活性層の材料の原子組
成比率依存性を検討するために、成膜にコンビナトリアル法を用いた。
【００７１】
　ターゲット（材料源）としては、ＺｎＯ組成を有する２インチ焼結体、Ｉｎ２Ｏ３組成
を有する２インチ焼結体、及びＭｏＯ３組成を有する２インチ焼結体（それぞれ純度９９
．９％）を用いた。投入ＲＦパワーは、それぞれＺｎＯが８０Ｗ、Ｉｎ２Ｏ３が６０Ｗ、
ＭｏＯ３が５Ｗとした。なお、ターゲットと基板との距離は約７～１２ｃｍ、成膜時の基
板温度は２５℃とした。Ｍｏ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ膜は、４×１０－１Ｐａのアルゴン酸素
混合ガス雰囲気中で成膜され、導入酸素分圧は６×１０－３Ｐａとした。その他の成膜条
件は、上記実施例１と同様とした。最終的に得られた酸化膜について段差計で測定を行っ
たところ、膜厚は２５ｎｍであった。また、蛍光Ｘ線分析を行ったところ、Ｉｎの原子組
成比率Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ）は１５～８０原子％であった。膜中のＭｏ量に関しては、Ｉ
ＣＰ発光分光分析を用いて評価を行ったところ、全金属原子数に対するＭｏの原子組成比
率Ｍｏ／（Ｉｎ＋Ｚｎ＋Ｍｏ）が、約０．０１～０．０５原子％であることがわかった。
【００７２】
　また、膜面に入射角０．５度の条件でＸ線回折を測定したところ、Ｚｎの原子組成比率
Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が７０原子％以上のとき、明瞭な回折ピークは検出されず、作製し
た膜はアモルファスであることが確認された。一方、Ｚｎの原子組成比率Ｚｎ／（Ｉｎ＋
Ｚｎ）が７０原子％以下では、ＺｎｋＩｎ２Ｏｋ＋３の回折ピークが検出され、作製した
膜は結晶化していることが確認された。
【００７３】
　（実施例１と、比較例１及び２の比較評価）
　実施例１で得られたＭｏ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ活性層について、光吸収スペクトルの解析
を行った。すると、上記Ｍｏ添加酸化膜の禁制帯エネルギー幅は、Ｉｎの原子組成比率に
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依存して約２．７～２．９ｅＶの値を示しており、比較例１のＩｎ－Ｚｎ－Ｏ膜及び比較
例２のＭｏ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ膜とほぼ同程度の値を示していた。
【００７４】
　次に、Ｍｏ添加したＩｎ－Ｚｎ－Ｏ膜の経時安定性を調べるため、実施例１及び比較例
１、２で作製した酸化膜を気温２０℃、湿度５０％の大気中に静置し、抵抗率の時間変化
を測定した。比較例１及び２の酸化膜では、１ヶ月静置後にはＩｎとＺｎ原子組成比率に
依存して、約１～２桁の抵抗率の低下が観測されたが、実施例１のＭｏ添加Ｉｎ－Ｚｎ－
Ｏ膜では抵抗率の変化は観測されず、耐環境安定性に優れていることがわかった。図７は
実施例１及び比較例１、２で得られた酸化膜について、Ｉｎの原子組成比率Ｉｎ／（Ｚｎ
＋Ｉｎ）が５０原子％における、抵抗率の経時変化を示したものである。
【００７５】
　以上のように、適切な量のＭｏをＩｎ－Ｚｎ－Ｏ膜に添加することにより、耐環境安定
性を有した半導体を実現することができる。
【００７６】
　また、実施例１において、良好なトランジスタ特性が得られたのは、全金属組成比に対
するＭｏの原子組成比率が５原子％以下のときであった。図９に、Ｉｎの原子組成比率Ｉ
ｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ）が５０原子％のときの、異なるＭｏ組成比に対するＴＦＴの電流オン
／オフ比を示す。全金属組成比に対するＭｏの原子組成比率が５原子％以下の場合、Ｉｎ
及びＺｎの組成比に依らず、電流オン／オフ比で３桁以上の値を得ることができた。また
、最も良好なトランジスタ特性が得られたのは、全金属原子数に対するＭｏの原子組成比
率が約０．１～３原子％で、Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ）で表されるＩｎの原子組成比率が約３
０～８０原子％のときであった。このとき、図８に示すように、１０５以上の電流オン／
オフ比が得られている。一方、Ｉｎが３０原子％以下の組成では、オン電流が大きく低下
することが観測されており、結果、電流オン／オフ比が小さくなっている。このとき、膜
が多結晶化していることから、上記オン電流の低下は界面特性の低下に起因する電界効果
移動度の低下が原因と考えられる。図６は、全金属原子数に対するＭｏの原子組成比率が
約０．１～３原子％、Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ）で表されるＩｎの原子組成比率が約３０～８
０原子％の組成範囲で得られたＴＦＴ素子を室温下で測定した実験結果である。そこでは
、Ｖｄ＝６ＶにおけるＩｄ－Ｖｇ特性（トランスファ特性）が示されている。上記組成範
囲内では金属組成比に依存せず、ほぼ同様の特性が得られ、例えばオン電流は、Ｖｇ＝１
０ＶにおいてＩｄ＝５×１０－４Ａ程度の大きな電流が流れていることがわかった。オフ
電流はＩｄ＝８×１０－１３Ａ程度でしきい電圧は１．５Ｖ程度であった。出力特性から
電界効果移動度を算出したところ、飽和領域において１５ｃｍ２／Ｖｓ程度の値が得られ
た。また、Ｓ値は０．３Ｖ／ｄｅｃ程度であった。
【００７７】
　一方、比較例１及び２で作製したＴＦＴ素子の特性は、酸化膜中のＩｎとＺｎの組成比
によって大きく変化することがわかった。最も良好なトランジスタ特性が得られたのは比
較例１、２ともにＩｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ）で表されるＩｎの原子組成比率が約４０原子％の
ときであった。そのとき、移動度及びＳ値は、それぞれ約１６ｃｍ２／Ｖｓと１７ｃｍ２

／Ｖｓ、約０．１６Ｖ／ｄｅｃと－０．２Ｖ／ｄｅｃの値を示していた。しかし、Ｉｎ原
子組成比率の増加にともなうオフ電流の増加が観測され、Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ）で表され
るＩｎの原子組成比率が５５原子％を超えたあたりで、電流オン／オフ比が３桁未満にな
ってしまうことがわかった。このように、比較例１及び２のＴＦＴではＩｎとＺｎの原子
組成比率に対しての原子組成比率の設計範囲（トランジスタに適用しうる原子組成比率範
囲）が小さいことがわかった。図８は実施例１及び比較例１について、ＴＦＴ電流オン・
オフ比をプロットしたものである。なお、図８の実施例１のグラフは全金属組成比に対す
るＭｏの組成比が０．１原子％のときに得られたデータを用いている。この図からも明ら
かなように、実施例１の電流オン・オフ比は、比較例１と比較して、非常に安定している
。
【００７８】
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　次に、ＴＦＴ素子の経時安定性を調べるため、気温２０℃、湿度５０％の大気中に静置
し、ＴＦＴ特性の時間変化を測定した。結果、実施例１で作製したＴＦＴでは、１ヶ月静
置した後も特性の変化は見られず、耐環境安定性に優れていることがわかった。一方、比
較例１及び２で作製したＴＦＴでは、ＩｎとＺｎの原子組成比率に依存して、しきい電圧
が０．５Ｖから２Ｖ程度負側へ変化した。さらに、Ｉｎ－ｒｉｃｈの領域ではオフ電流の
増加も観測され、結果として、電流オン・オフ比が１～２桁減少低下することがわかった
。
【００７９】
　以上のように、適切な量のＭｏを添加したＩｎ－Ｚｎ－Ｏ膜を活性層に用いることによ
り、移動度やＳ値等のトランジスタ特性及び耐環境安定性に優れ、かつ原子組成比率マー
ジン（設計自由度）の大きいＴＦＴ素子を実現することができる。
【００８０】
　（実施例２）
　本発明に係わるＴＦＴ素子の第２の実施例を、図４を用いて説明する。本実施例では、
活性層をＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ膜とした。
【００８１】
　本実施例ではゲート電極１５としてＭｏを用い、ゲート絶縁膜１４には約１５０ｎｍの
シリコン酸化膜を用いた。また、基板にはガラス基板を用い、このガラス基板上に活性層
１１として、Ｍｏ添加したＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ膜を形成した。
【００８２】
　Ｉｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ膜の製膜は、３元斜入射スパッタ装置を用いて行った。本実施例
では、Ｉｎ２Ｏ３、ＺｎＯ、Ｇａ２Ｏ３の３元で製膜を行っているため、一枚の基板面内
でＧａ比１原子％以上１０原子％以下の原子組成比率の分布を持つＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ
薄膜を得ることができる。また、このときＩｎ－Ｚｎの組成傾斜と直交する方向にＧａ濃
度分布が形成されるようになっている。
【００８３】
　ターゲット（材料源）としては、ＺｎＯ組成を有する２インチ焼結体、Ｉｎ２Ｏ３組成
を有する２インチ焼結体及びＧａ２Ｏ３組成を有する２インチ焼結体（それぞれ純度９９
．９％）を用いた。投入ＲＦパワーは、それぞれＺｎＯが５０Ｗ、Ｉｎ２Ｏ３が３０Ｗ、
Ｇａ２Ｏ３が１０Ｗであった。Ｉｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ膜は、４×１０－１Ｐａのアルゴン
酸素混合ガス雰囲気中で成膜され、導入酸素分圧は１×１０－３Ｐａとした。また、Ｉｎ
－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ製膜後、Ｍｏイオンを注入することによりＭｏ添加を行った。
【００８４】
　その後、スパッタリング法を用いて、アモルファス酸化物からなる半導体活性層に近い
側から、約１５０ｎｍの膜厚を有するＩＴＯ層を成膜した。次いで、フォトリソグラフィ
法とリフトオフ法により、ソース電極１２及びドレイン電極１３を形成した。最後にゲー
ト絶縁膜１４として用いるＳｉＯ２膜をＲＦスパッタリング法により約２００ｎｍの膜厚
となるまで成膜した。その上に約１５０ｎｍの厚みを有するＩＴＯを成膜し、フォトリソ
グラフィ法とリフトオフ法によりゲート電極１５を形成した。チャネル長は１０μｍで、
チャネル幅は１５０μｍであった。
【００８５】
　次に、上記方法で作製されたＴＦＴに対し、３００℃の大気雰囲気中で１時間熱処理を
行った。最終的に得られたＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ膜について段差計で測定を行ったところ
、膜厚は約２５ｎｍであった。また、蛍光Ｘ線分析、及びＩＣＰ発光分光分析によりＩｎ
の原子組成比率Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）は１５～８０原子％で、全金属原子数に対するＭｏ
の原子組成比率は０．１原子％であった。また、全原子に対するＧａの原子組成比率は、
約１～１０原子％であることがわかった。
【００８６】
　また、膜面に入射角０．５度の条件でＸ線回折を測定したところ、Ｚｎの原子組成比率
Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ＋Ｇａ）が約７０原子％以下のとき、明瞭な回折ピークは検出されず
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、作製した膜はアモルファスであることが確認された。一方、Ｚｎの原子組成比率Ｚｎ／
（Ｉｎ＋Ｚｎ＋Ｇａ）が約７０原子％以上では、ＩｎＧａＺｎｋＯｋ＋３の回折ピークが
検出され、作製した膜は結晶化していることが確認された。
【００８７】
　（比較例３）
　活性層を除いては上記実施例２と同様の構成とした。本比較例では活性層１１として、
Ｍｏ添加していないＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ膜を形成した。本比較例においても、活性層の
材料の原子組成比依存性を検討するために、成膜にコンビナトリアル法を用いている。
【００８８】
　Ｉｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ膜は４×１０－１Ｐａのアルゴン酸素混合ガス雰囲気中で成膜さ
れ、導入酸素分圧は１．５×１０－３Ｐａとした。なお、本比較例では、イオン注入によ
る酸化膜へのＭｏの導入は行っていない。その他の成膜条件は、上記実施例１と同様とし
た。最終的に得られた酸化膜について段差計で測定を行ったところ、膜厚は約２５ｎｍで
あった。また、蛍光Ｘ線分析を行ったところ、Ｉｎの原子組成比率Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ）
は１５～８０原子％で、また全元素に対するＧａの原子組成比率は約１～１０原子％であ
ることがわかった。膜中のＭｏ量に関しては、ＩＣＰ発光分光分析を用いて評価を行った
ところ、検出限界以下であることがわかった。
【００８９】
　また、膜面に入射角０．５度の条件でＸ線回折を測定したところ、Ｚｎの原子組成比率
Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ＋Ｇａ）が約７０原子％以下のとき、明瞭な回折ピークは検出されず
、作製した膜はアモルファスであることが確認された。一方、Ｚｎの原子組成比率Ｚｎ／
（Ｉｎ＋Ｚｎ＋Ｇａ）が約７０原子％以上では、ＩｎＧａＺｎｋＯｋ＋３の回折ピークが
検出され、作製した膜は結晶化していることが確認された。
【００９０】
　（実施例２と比較例３の比較評価）
　実施例２で得られたＭｏ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ活性層について、光吸収スペクトル
の解析を行ったところ、上記Ｍｏ添加酸化膜の禁制帯エネルギー幅は金属の原子組成比率
に依存して約３ｅ～３．２ｅＶの値を示していた。これは、実施例１のＭｏ添加Ｉｎ－Ｚ
ｎ－Ｏ膜よりも高い値、また比較例３のＩｎ－Ｚｎ―Ｇａ－Ｏ膜と同程度の値である。
【００９１】
　次に、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ膜の経時安定性を調べるため、実施例２で作成したＭｏ添
加酸化膜及び比較例３で作製した酸化膜を、気温２０℃、湿度５０％の大気中に静置し、
抵抗率の時間変化を測定した。結果、本実施例２のＭｏ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ膜では
抵抗率の変化は観測されず、耐環境安定性に優れていることがわかった。一方、比較例３
のＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ膜も、比較例１のＩｎ－Ｚｎ－Ｏ膜に比べると、経時変化量は少
なく、膜中へのＧａの導入が、耐環境安定性向上に効果があることが確認された。しかし
、Ｇａの原子組成比率に依存して約１／２から１桁の抵抗率の減少が観測され、耐環境安
定性に関しては、本実施例２のＭｏ添加酸化膜の方が優れていることがわかった。
【００９２】
　このように、Ｍｏ添加Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ膜を用いることにより、可視光に対する透
明性に優れ、かつ耐環境安定性の高い半導体を実現することができる。
【００９３】
　また、実施例２において、最も良好なトランジスタ特性が得られたのは、Ｇａの原子組
成比率Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｚｎ）が１原子％で、Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ）で表されるＩｎ
の原子組成比率が約３０～８０原子％のときであった。上記組成範囲内では金属組成比に
依存せず、ほぼ同様の特性が得られ、例えばオン電流は、Ｖｇ＝１０ＶにおいてＩｄ＝３
．５×１０－４Ａ程度の大きな電流が流れていることがわかった。オフ電流はＩｄ＝１×
１０－１４Ａ程度で、しきい電圧は１．８Ｖ程度であった。出力特性から電界効果移動度
を算出したところ、飽和領域において１３ｃｍ２／Ｖｓ程度の値が得られた。また、Ｓ値
は０．４Ｖ／ｄｅｃ程度であった。
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【００９４】
　また、Ｇａの原子組成比率の増加に伴い、電界効果移動度の減少、及びＳ値増大が観測
された。しかし、Ｇａの原子組成比率Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｚｎ）が１０原子％のときに
おいても電界効果移動度が１０ｃｍ２／Ｖｓ、Ｓ値が０．８Ｖ／ｓｅｃと比較的良好な値
を示していた。また、このとき、良好なトランジスタ動作を示すＩｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ）で
表されるＩｎの原子組成比率は、約２６原子％以上８３原子％以下と広いことがわかった
。
【００９５】
　一方、比較例３で作製したＴＦＴ素子について、最も良好なトランジスタ特性が得られ
たのはＩｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ）で表されるＩｎの原子組成比率が約４０原子％のときであっ
た。そのとき、移動度及びＳ値はＧａ原子組成比率に依存して、それぞれ約１１～１３ｃ
ｍ２／Ｖｓ、約０．２～０．６Ｖ／ｄｅｃの値を示していた。しかし、Ｉｎ原子組成比率
の増加とともなうオフ電流の増加が観測された。例えば、Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｚｎ）で
表されるＧａの原子組成比率が１０原子％のとき、Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ）で表されるＩｎ
の原子組成比率が約６３原子％を超えたあたりで、電流オン／オフ比が３桁未満になって
しまうことがわかった。このように、比較例３のＴＦＴではＩｎ：Ｚｎの原子組成比率の
設計範囲（トランジスタに適用しうる原子組成比率範囲）が実施例２に比べ、小さいこと
がわかった。
【００９６】
　次に、ＴＦＴ素子の経時安定性を調べるため、気温２０℃、湿度５０％の大気中に静置
し、ＴＦＴ特性の時間変化を測定した。結果、本実施例２で作製したＴＦＴでは、異なる
金属原子組成比率を有するＴＦＴについて、１ヶ月静置した後も特性の変化は見られず、
耐環境安定性に優れていることがわかった。
【００９７】
　一方、比較例３で作製したＴＦＴも、比較例１のＩｎ－Ｚｎ－Ｏを活性層に用いたＴＦ
Ｔに比べると経時変化量は少なく、耐環境安定性に優れていることがわかった。しかし、
Ｇａ原子組成比率に依存して、しきい電圧が０．３Ｖから１Ｖ程度負側へ変化した。さら
に、Ｉｎ－ｒｉｃｈの領域ではオフ電流の増加も観測され、結果、電流オン・オフ比が１
桁程度減少することがわかった。
【００９８】
　また、実施例１及び２で作製したＴＦＴ素子に対し、蛍光灯の光を照射したときのＴＦ
Ｔ特性の変化を調べたところ、実施例１のＴＦＴでは若干オフ電流が増加してしまい、結
果、電流オン・オフ比が小さくなってしまうことがわかった。一方、実施例２のＴＦＴで
は蛍光灯照射による特性の変化が少なく、特に、膜中のＧａの原子組成比率が大きいとこ
ろでは、殆ど特性が変化しないことがわかった。
【００９９】
　このように、適切な量のＭｏを添加したＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ膜を活性層に用いること
により、移動度やＳ値等のトランジスタ特性及び耐環境安定性に優れ、かつ原子組成比率
マージン（設計自由度）の大きいＴＦＴ素子を実現することができる。また、適切な膜中
Ｇａ濃度を選ぶことによって、可視光に対して透明性の高いＴＦＴ素子を実現することが
できる。
【０１００】
　（実施例３）
　電極を除いては上記実施例２と同様のＴＦＴ素子を作製した。本実施例では、ゲート電
極１５、ソース電極１２、ドレイン電極１３として、電子ビーム蒸着法により形成された
、膜厚が約１００ｎｍのＭｏ電極を用いた。
【０１０１】
　本実施例において、最も良好なトランジスタ特性が得られたのは、Ｇａの原子組成比率
Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｚｎ）が１原子％で、Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ）で表されるＩｎの原子
組成比率が約３０～８０原子％のときであった。上記組成範囲内では金属組成比に依存せ
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ず、ほぼ同様の特性が得られ、例えばオン電流は、Ｖｇ＝１０ＶにおいてＩｄ＝４×１０
－４Ａ程度と、実施例２のＭｏ添加Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏを活性層に用いたＴＦＴと比べ
ても大きな値を示していた。これは、本実施例では電極にＭｏを用いていることから、活
性層と電極間の電気コンタクト性が向上したためと考えられる。また、オフ電流はＩｄ＝
１×１０－１４Ａ程度で、しきい電圧は１．８Ｖ程度であった。出力特性から電界効果移
動度を算出したところ、飽和領域において１４ｃｍ２／Ｖｓ程度の得られた。また、Ｓ値
は０．４Ｖ／ｄｅｃ程度であった。
【０１０２】
　また、Ｇａの原子組成比率の増加に伴い、電界効果移動度の減少、及びＳ値増大が観測
された。しかし、Ｇａの原子組成比率Ｇａ／（Ｉｎ＋Ｇａ＋Ｚｎ）が１０原子％のときに
おいても電界効果移動度が１２ｃｍ２／Ｖｓで、Ｓ値が０．８Ｖ／ｓｅｃと比較的良好な
値を示していた。また、このとき、良好なトランジスタ動作を示すＩｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ）
で表されるＩｎの原子組成比率は約２６原子％以上８３原子％以下と広いことがわかった
。
【０１０３】
　このように、適切な量のＭｏを添加したＩｎ－Ｚｎ―Ｇａ－Ｏ膜を活性層に用い、かつ
電極にＭｏを用いることにより、活性層と電極の電気コンタクト性に優れ、そのため移動
度等のトランジスタ特性に優れたＴＦＴ素子を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明の実施形態に係る酸化物膜を、気温２０℃、湿度５０％の大気中に放置し
た場合の抵抗率の経時変化を示したグラフである。
【図２】本発明の実施形態に係る酸化物膜について、経時変化後の抵抗率を異なる金属組
成に対しプロットしたグラフである。
【図３】本発明の一実施形態としての薄膜トランジスタの構造例を模式的に示す断面図で
ある。
【図４】本発明の一実施形態としての薄膜トランジスタの構造例を模式的に示す断面図で
ある。
【図５】本発明の実施形態に係る酸化物膜について、抵抗率の変化の大きさをプロットし
たグラフである。
【図６】本発明の一実施形態としての薄膜トランジスタの典型的なＴＦＴ特性を示すグラ
フである。
【図７】実施例１で作製された酸化物膜を、気温２０℃、湿度５０％の大気中に放置した
場合の抵抗率の経時変化を示したグラフである。
【図８】実施例１で作製されたＴＦＴを、気温２０℃、湿度５０％の大気中に半年間静置
した後の、電流オン・オフ比をプロットしたグラフである。
【図９】Ｉｎの原子組成比率Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ）が５０原子％のときの、異なるＭｏ組
成比に対するＴＦＴの電流オン／オフ比をプロットしたグラフである。
【図１０】本発明に係る一実施形態としての表示装置の概略的な断面図である。
【図１１】本発明に係る一実施形態としての表示装置の概略的な断面図である。
【図１２】有機ＥＬ素子と薄膜トランジスタを含む画素を二次元状に配列した表示装置の
構成を概略的に示した図である。
【符号の説明】
【０１０５】
１０　基板
１１　活性層（チャネル層）
１２　ソース電極
１３　ドレイン電極
１４　ゲート絶縁膜
１５　ゲート電極
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１６　密着層
１１１　基体
１１２　活性層（チャネル層）
１１３　ソース電極
１１４　ドレイン電極
１１５　ゲート絶縁膜
１１６　ゲート電極
１１７　層間絶縁層
１１８　電極
１１９　発光層
１２０　電極
１２１　高抵抗膜
１２２　高抵抗膜
１２３　電気泳動型粒子セル
２０１　トランジスタ
２０２　トランジスタ
２０３　コンデンサ
２０４　有機ＥＬ層
２０５　走査電極線
２０６　信号電極線
２０７　共通電極線

【図５】 【図８】

【図９】
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