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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にゲート電極、成膜圧力が０．４０Ｐａ以上０．６０Ｐａ以下で形成されたゲー
ト絶縁膜、アモルファス酸化物半導体からなる活性層、ソース電極、ドレイン電極を有す
る薄膜電界効果型トランジスタであって、前記ゲート絶縁膜のダングリングボンド密度が
５×１０１６ｃｍ－３以下であり、かつ前記ゲート絶縁膜中の水素濃度が１×１０１９ｃ
ｍ－３以下であり、かつ前記活性層と前記ソース電極および前記ドレイン電極の少なくと
も一方との間に更に抵抗層を有し、かつ前記抵抗層は前記活性層の電気伝導度より小さい
電気伝導度を有し、かつ前記抵抗層の電気伝導度に対する前記活性層の電気伝導度の比率
（活性層の電気伝導度/抵抗層の電気伝導度）は、１０１以上１０１０以下であり、かつ
前記活性層の電気伝導度は１０－４Ｓｃｍ－1以上１０２Ｓｃｍ－１未満であり、かつ前
記抵抗層の電気伝導度は１０－１Ｓｃｍ－１以下であり、かつ前記抵抗層の厚みは前記活
性層の厚みより厚く、かつ前記活性層の厚み/前記抵抗層の厚みは１を超え１００以下で
あり、かつ前記活性層の膜厚は１ｎｍ以上１００ｎｍ以下で、かつ前記抵抗層の膜厚が１
０ｎｍ以上１００ｎｍ以下であることを特徴とする薄膜電界効果型トランジスタ。
【請求項２】
　前記抵抗層がＩｎ，Ｇａ，Ｚｎ及びＳｎよりなる群から選ばれる少なくとも一種を含む
アモルファス酸化物半導体を含有することを特徴とする請求項１に記載の薄膜電界効果型
トランジスタ。
【請求項３】
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　前記ゲート絶縁膜が絶縁膜材料としてＳｉ化合物を含有することを特徴とする請求項１
又は請求項２に記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
【請求項４】
　前記Ｓｉ化合物が酸化シリコン（ＳｉＯｘ）であることを特徴とする請求項３に記載の
薄膜電界効果型トランジスタ。
【請求項５】
　前記ゲート絶縁膜中の水素濃度が１×１０１８ｃｍ－３未満であることを特徴とする請
求項１～請求項４のいずれか１項に記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
【請求項６】
　前記活性層のアモルファス酸化物半導体が、Ｉｎ、Ｇａ，Ｚｎ及びＳｎよりなる群から
選ばれる少なくとも一種を含むことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか１項に記
載の薄膜電界効果型トランジスタ。
【請求項７】
　前記活性層のアモルファス酸化物半導体が、Ｉｎを含むことを特徴とする請求項６に記
載の薄膜電界効果型トランジスタ。
【請求項８】
　前記アモルファス酸化物半導体が、Ｚｎ又はＧａをさらに含有することを特徴とする請
求項７に記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
【請求項９】
　前記アモルファス酸化物半導体が、ＺｎとＧａとをさらに含有することを特徴とする請
求項７に記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
【請求項１０】
　請求項１～請求項９のいずれか１項に記載の薄膜電界効果型トランジスタの製造方法で
あって、前記ゲート絶縁膜をＡｒガスに対する酸素ガスの流量比（Ｏ２流量／Ａｒ流量）
が１０％以上の雰囲気下で、かつ成膜圧力が０．４０Ｐａ以上０．６０Ｐａ以下で、スパ
ッタ法により形成することを特徴とする薄膜電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項１１】
　前記ゲート絶縁膜を１５０℃以下の温度で形成することを特徴とする請求項１０に記載
の薄膜電界効果型トランジスタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜電界効果型トランジスタおよびその製造方法に関する。特に活性層にア
モルファス酸化物半導体を用いた薄膜電界効果型トランジスタおよびその製造方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶やエレクトロルミネッセンス（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ：
ＥＬ）技術等の進歩により、平面薄型画像表示装置（Ｆｌａｔ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ：ＦＰＤ）が実用化されている。特に、電流を通じることによって励起され発光する
薄膜材料を用いた有機電界発光素子（以後、「有機ＥＬ素子」と記載する場合がある）は
、低電圧で高輝度の発光が得られるために、携帯電話ディスプレイ、パーソナルデジタル
アシスタント（ＰＤＡ）、コンピュータディスプレイ、自動車の情報ディスプレイ、ＴＶ
モニター、あるいは一般照明を含む広い分野で、デバイスの薄型化、軽量化、小型化、お
よび省電力のなどが期待されている。
　これらＦＰＤは、ガラス基板上に設けた非晶質シリコン薄膜や多結晶シリコン薄膜を活
性層に用いる電界効果型薄膜トランジスタ（以後の説明で、Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａ
ｎｓｉｓｔｏｒ、もしくはＴＦＴと記載する場合がある）のアクティブマトリクス回路に
より駆動されている。
【０００３】
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　一方、これらＦＰＤのより一層の薄型化、軽量化、耐破損性の向上を求めて、ガラス基
板の替わりに軽量で可撓性のある樹脂基板を用いる試みも行われている。
　しかし、上述のシリコン薄膜を用いるトランジスタの製造は、比較的高温の熱工程を要
し、一般的に耐熱性の低い樹脂基板上に直接形成することは困難である。
　そこで、低温での成膜が可能なＺｎＯに代表される酸化物半導体を活性層に用いた薄膜
トランジスタの研究及び開発が近年盛んに行われている。特にアモルファス酸化物半導体
、例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系アモルファス酸化物は低温での成膜で、高面内特性均
一性かつ高移動度が可能であることから、樹脂基板上に室温成膜可能トランジスタの活性
層の材料として注目され、アモルファス酸化物半導体を活性層に用いるＴＦＴの開発が活
発に行われている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００４】
　これらのアモルファス酸化物半導体をチャネルに用いたＴＦＴは、その組成および製造
条件によってＴＦＴ特性（Ｉｄ－Ｖｇ特性）にヒステリシスが生じる問題があった。例え
ば、Ｉｎ又はＺｎを含むアモルファス酸化物膜のチャネル層を有する電界効果型トランジ
スタであって、アモルファス酸化物膜が１０１６ｃｍ－３以上１０２０ｃｍ－３以下の水
素原子又は重水素原子を含有していることによりトランジスタ特性のヒステリシスが改良
されることを開示している（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　また、酸化物半導体からなる薄膜トランジスタのゲート絶縁膜および製造方法としては
、例えば、酸化亜鉛ＺｎＯを主成分とする酸化物からなる半導体薄膜と、シリコン系絶縁
膜からなり該半導体薄膜に接するゲート絶縁膜を有する薄膜トランジスタが開示され、該
薄膜トランジスタの製法として、前記半導体薄膜の形成と前記ゲート絶縁膜の形成が真空
中にて連続した工程で行われ、前記ゲート絶縁膜が、誘導結合方式プラズマ化学気相成長
（ＩＣＰ－ＣＶＤ）法又は電子サイクロトロン共鳴化学気相成長（ＥＣＲ－ＣＶＤ）法に
より形成され、全製造工程が２００℃以下の温度条件下にて行われる薄膜トランジスタの
製法が開示されている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００７－１０３９１８号公報
【特許文献２】特開２００７－７３５５９号公報
【非特許文献１】ＮＡＴＵＲＥ、Ｖｏｌ．４３２（２５　Ｎｏｖｅｍｂｅｒ、２００４）
、Ｐ．４８８－４９２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、ＯＦＦ電流が低く、高ＯＮ／ＯＦＦ比を有し、かつ駆動による特性変
化、特に閾値電圧変動が少ないアモルファス酸化物半導体を用いたＴＦＴを提供すること
にある。また、そのＴＦＴの製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の上記課題は下記の手段によって解決された。
＜１＞　基板上にゲート電極、成膜圧力が０．４０Ｐａ以上０．６０Ｐａ以下で形成され
たゲート絶縁膜、アモルファス酸化物半導体からなる活性層、ソース電極、ドレイン電極
を有する薄膜電界効果型トランジスタであって、前記ゲート絶縁膜のダングリングボンド
密度が５×１０１６ｃｍ－３以下であり、かつ前記ゲート絶縁膜中の水素濃度が１×１０
１９ｃｍ－３以下であり、かつ前記活性層と前記ソース電極および前記ドレイン電極の少
なくとも一方との間に更に抵抗層を有し、かつ前記抵抗層は前記活性層の電気伝導度より
小さい電気伝導度を有し、かつ前記抵抗層の電気伝導度に対する前記活性層の電気伝導度
の比率（活性層の電気伝導度/抵抗層の電気伝導度）は、１０１以上１０１０以下であり
、かつ前記活性層の電気伝導度は１０－４Ｓｃｍ－1以上１０２Ｓｃｍ－１未満であり、
かつ前記抵抗層の電気伝導度は１０－１Ｓｃｍ－１以下であり、かつ前記抵抗層の厚みは
前記活性層の厚みより厚く、かつ前記活性層の厚み/前記抵抗層の厚みは１を超え１００
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以下であり、かつ前記活性層の膜厚は１ｎｍ以上１００ｎｍ以下で、かつ前記抵抗層の膜
厚が１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下であることを特徴とする薄膜電界効果型トランジスタ。
＜２＞　前記抵抗層がＩｎ，Ｇａ，Ｚｎ及びＳｎよりなる群から選ばれる少なくとも一種
を含むアモルファス酸化物半導体を含有することを特徴とする＜１＞に記載の薄膜電界効
果型トランジスタ。
＜３＞　前記ゲート絶縁膜が絶縁膜材料としてＳｉ化合物を含有することを特徴とする＜
１＞又は＜２＞に記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
＜４＞　前記Ｓｉ化合物が酸化シリコン（ＳｉＯｘ）であることを特徴とする＜３＞に記
載の薄膜電界効果型トランジスタ。
＜５＞　前記ゲート絶縁膜中の水素濃度が１０１８ｃｍ－３未満であることを特徴とする
＜１＞～＜４＞のいずれか１項に記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
＜６＞　前記活性層のアモルファス酸化物半導体が、Ｉｎ、Ｇａ，Ｚｎ及びＳｎよりなる
群から選ばれる少なくとも一種を含むことを特徴とする＜１＞～＜５＞のいずれか１項に
記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
＜７＞　前記活性層のアモルファス酸化物半導体が、Ｉｎを含むことを特徴とする＜６＞
に記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
＜８＞　前記アモルファス酸化物半導体が、Ｚｎ又はＧａをさらに含有することを特徴と
する＜７＞に記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
＜９＞　前記アモルファス酸化物半導体が、ＺｎとＧａとをさらに含有することを特徴と
する＜７＞に記載の薄膜電界効果型トランジスタ。
＜１０＞　＜１＞～＜９＞のいずれかに記載の薄膜電界効果型トランジスタの製造方法で
あって、前記ゲート絶縁膜をＡｒガスに対する酸素ガスの流量比（Ｏ２流量／Ａｒ流量）
が１０％以上の雰囲気下で、かつ成膜圧力が０．４０Ｐａ以上０．６０Ｐａ以下で、スパ
ッタ法により形成することを特徴とする薄膜電界効果型トランジスタの製造方法。
＜１１＞　前記ゲート絶縁膜を１５０℃以下の温度で形成することを特徴とする＜１０＞
に記載の薄膜電界効果型トランジスタの製造方法。
【０００８】
　アモルファス酸化物半導体を用いたＴＦＴは、室温成膜が可能であり、可撓性プラスチ
ックフイルムを基板として作製が可能であるので、フイルム（フレキシブル）ＴＦＴの活
性層の材料として注目された。特に特開２００６－１６５５２９号公報および同２００６
－１８６３１９号公報で開示されているように、ポリエステルフィルム基板上にキャリア
濃度を１０１８／ｃｍ３未満のアモルファス酸化物半導体を活性層に用いて、電界効果移
動度１０ｃｍ２／Ｖｓ、ＯＮ／ＯＦＦ比１０３超の性能を持つＴＦＴが報告されている。
【０００９】
　しかしながら、本発明者らによるこれらのＴＦＴの動作特性の詳細な解析の結果、ＴＦ
Ｔを長時間、繰り返し駆動すると、ＴＦＴの閾値電圧が変動する問題が判明した。このＴ
ＦＴの閾値電圧の変動は有機ＥＬ表示装置のように電流値駆動型の表示装置に用いると発
光ムラを生じるので極めて重大な解決すべき課題であった。
【００１０】
　本発明者らは、あらゆる観点より本課題の解決に努力した。一般的には活性層材料の課
題と考えられ、活性層材料の改良が続けられた。しかしながら、本発明者らは思いがけず
、活性層に隣接するゲート絶縁膜が閾値電圧の変動に影響を与えていることを発見した。
さらにその改良を鋭意続けた結果、本願の発明に到達したものである。特に、ゲート絶縁
膜中のＳｉダングリングボンド密度、および水素濃度を減らすことにより、低オフ電流・
高ＯＮ／ＯＦＦ比を維持したまま、閾値電圧の変動を抑制できることを見出した。具体的
には、ゲート絶縁膜中のＳｉダングリングボンド密度を５×１０１６ｃｍ－３以下にする
ことにより、閾値電圧の変動を抑制し、かつゲート絶縁膜中の水素濃度を１×１０１９ｃ
ｍ－３未満にすることにより、低オフ電流で且つ高ＯＮ／ＯＦＦ比を維持できる。また、
そのゲート絶縁膜の製造方法を見出した。
【００１１】
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　特開２００７－１０３９１８には、アモルファス酸化物膜を活性層に用いたＴＦＴにお
いて、電子キャリア濃度を水素ドーパント量で制御することができることが開示され、１
０１８／ｃｍ３程度の電子キャリア濃度を実現するためには、１０１８ｃｍ－３以上１０
２０ｃｍ－３以下の水素を添加することでヒステリシスが改善できることが開示されてい
る。しかしながら、チャネル層についての条件は明記されているものの、ヒステリシス改
良という観点でゲート絶縁膜の関与は何ら教唆されていない。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によると、ＯＦＦ電流が低く、高ＯＮ／ＯＦＦ比を示すＴＦＴでかつ連続駆動安
定性に優れたＴＦＴが提供される。特に、可撓性基板を用いたフイルム（フレキシブル）
ＴＦＴとして有用な薄膜電界効果型トランジスタが提供される。また、これらのＴＦＴを
用いた表示装置を提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
１．薄膜電界効果型トランジスタ（ＴＦＴ）
　本発明のＴＦＴは、少なくとも、ゲート電極、成膜圧力が０．４０Ｐａ以上０．６０Ｐ
ａ以下で形成されたゲート絶縁膜、活性層、ソース電極及びドレイン電極を順次有し、ゲ
ート電極に電圧を印加して、活性層に流れる電流を制御し、ソース電極とドレイン電極間
の電流をスイッチングする機能を有するアクテイブ素子である。ＴＦＴ構造として、スタ
ガ構造及び逆スタガ構造いずれをも形成することができる。
　本発明のＴＦＴについて詳細に説明する。
【００１４】
１）ゲート絶縁膜
　本発明に於けるゲート絶縁膜は、ダングリングボンド密度が５×１０１６ｃｍ－３以下
であり、かつ前記ゲート絶縁膜中の水素濃度が１０１９ｃｍ－３以下である。
　ダングリングボンド密度は、ゲート絶縁膜を構成する絶縁材料中の未結合手の密度であ
って、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ２）の場合、酸素と共有結合していないＳｉの未結
合手の密度である。
【００１５】
　本発明に於けるダングリングボンド密度は下記の測定により得られる値である。
　＜ダングリングボンド密度の測定方法＞
　ゲート絶縁膜中のダングリングボンドはＥＳＲ（電子スピン共鳴法）にて測定できる。
　本発明に於けるダングリングボンド密度は、好ましくは５×１０１６ｃｍ－３以下、さ
らに好ましくは３×１０１６ｃｍ－３以下である。
【００１６】
　本発明に於ける水素濃度は下記の測定により得られる値である。
　＜水素濃度の測定方法＞
　ゲート絶縁膜中の水素濃度は、ＳＩＭＳ（２次イオン質量分析）にて測定できる。
　本発明に於けるゲート絶縁膜中の水素濃度は、好ましくは１×１０１９ｃｍ－３以下、
さらに好ましくは１×１０－１８ｃｍ－３未満である。
【００１７】
　ゲート絶縁膜に用いられる絶縁材料としては、酸化シリコン（ＳｉＯｘ）、窒化シリコ
ン（ＳｉＮｙ）、酸窒化シリコン（ＳｉＯＮ）、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、酸化
イットリウム（Ｙ２Ｏ３）、酸化タンタル（Ｔａ２Ｏ５）、酸化ハフニウム（ＨｆＯ２）
等の絶縁体、又はそれらの化合物を少なくとも二つ以上含む混晶化合物を用いることがで
きる。
　また、ポリイミドのような高分子絶縁体もゲート絶縁膜として用いることができる。好
ましい絶縁膜材料はＳｉ化合物である。特に好ましくは酸化シリコン（ＳｉＯｘ）である
。ｘは一般に１．７～２．３である。
【００１８】
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　ゲート絶縁膜の製造方法について説明する。
　本発明のダングリングボンド密度が５×１０１６ｃｍ－３以下であり、かつ前記ゲート
絶縁膜中の水素濃度が１０１９ｃｍ－３以下であるゲート絶縁膜は、Ａｒガスに対する酸
素ガスの流量比（Ｏ２流量／Ａｒ流量）が１０％以上の雰囲気下でスパッタ法により形成
することにより得られる。
　好ましくは、Ｏ２流量／Ａｒ流量が１０％以上であり、より好ましくは１３％以上であ
る。スパッタ温度は、樹脂基板を想定した場合、好ましくは１８０℃以下であり、より好
ましくは１５０℃以下である。
　ゲート絶縁膜を形成後、熱処理を施しても良い。
【００１９】
　ゲート絶縁膜の膜厚としては１０ｎｍ～１０μｍが好ましい。ゲート絶縁膜はリーク電
流を減らす、電圧耐性を上げる為に、ある程度膜厚を厚くする必要がある。しかし、ゲー
ト絶縁膜の膜厚を厚くすると、ＴＦＴの駆動電圧の上昇を招く結果となる。
【００２０】
２）活性層
　本発明に用いられる活性層には、アモルファス酸化物半導体が用いられる。アモルファ
ス酸化物半導体は、低温で成膜可能である為に、プラスティックのような可撓性のある樹
脂基板に作製が可能である。低温で作製可能な良好なアモルファス酸化物半導体としては
、Ｉｎを含む酸化物、ＩｎとＺｎを含む酸化物、Ｉｎ、Ｇａ及びＺｎを含有する酸化物で
あり、組成構造としては、ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍは６未満の自然数）のものが好
ましいことが知られている。これらは、キャリアが電子のｎ型半導体である。もちろん、
ＺｎＯ・Ｒｈ２Ｏ３、ＣｕＧａＯ２、ＳｒＣｕ２Ｏ２のようなｐ型酸化物半導体を活性層
に用いても良い。特開２００６－１６５５２９に開示されている酸化物半導体を用いるこ
ともできる。
【００２１】
　本発明においては、Ｉｎ、Ｇａ，Ｚｎ及びＳｎよりなる群から選ばれる少なくとも一種
を含有するアモルファス酸化物半導体が好ましい。より好ましくは、Ｉｎを含有するアモ
ルファス酸化物半導体である。さらに好ましくは、Ｉｎに加えて、Ｚｎ又はＧａをさらに
含有するアモルファス酸化物半導体である。最も好ましくは、Ｉｎに加えて、ＧａとＺｎ
とをさらに含有するアモルファス酸化物半導体である。
【００２２】
　具体的に本発明に係るアモルファス酸化物半導体は、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏを含み構成
され、結晶状態における組成がＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍは６未満の自然数）で表さ
れるアモルファス酸化物半導体が好ましい。特に、ＩｎＧａＺｎＯ４がより好ましい。
【００２３】
　本発明におけるアモルファス酸化物半導体のキャリア濃度は、種々の手段により所望の
数値に調整することができる。
【００２４】
　活性層のキャリア濃度の調整手段としては、下記の手段を挙げることが出来る。
　（１）酸素欠陥による調整
　酸化物半導体において、酸素欠陥ができると、活性層のキャリア濃度が増加し、電気伝
導度が大きくなることが知られている。よって、酸素欠陥量を調整することにより、酸化
物半導体のキャリア濃度を制御することが可能である。酸素欠陥量を制御する具体的な方
法としては、成膜中の酸素分圧、成膜後の後処理時の酸素濃度と処理時間等がある。ここ
でいう後処理とは、具体的に１００℃以上の熱処理、酸素プラズマ、ＵＶオゾン処理があ
る。これらの方法の中でも、生産性の観点から成膜中の酸素分圧を制御する方法が好まし
い。成膜中の酸素分圧を調整することにより、酸化物半導体のキャリア濃度の制御ができ
ることは、特開２００６－１６５５２９に開示されており、本手法を利用することができ
る。
【００２５】
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　（２）組成比による調整
　酸化物半導体の金属組成比を変えることにより、キャリア濃度が変化することが知られ
ている。例えば、ＩｎＧａＺｎ１－ＸＭｇＸＯ４において、Ｍｇの比率が増えていくと、
キャリア濃度が小さくなることが、特開２００６－１６５５２９に開示されている。また
、（Ｉｎ２Ｏ３）１－Ｘ（ＺｎＯ）Ｘの酸化物系において、Ｚｎ／Ｉｎ比が１０％以上で
は、Ｚｎ比率が増加するにつれ、キャリア濃度が小さくなることが報告されている（「透
明導電膜の新展開II」シーエムシー出版Ｐ．３４－３５）。これら組成比を変える具体的
な方法としては、例えば、スパッタによる成膜方法においては、組成比が異なるターゲッ
トを用いる。または、多元のターゲットにより、共スパッタし、そのスパッタレートを個
別に調整することにより、膜の組成比を変えることが可能である。　
【００２６】
　（３）不純物による調整
　酸化物半導体に、Ｌｉ，Ｎａ，Ｍｎ，Ｎｉ，Ｐｄ，Ｃｕ，Ｃｄ，Ｃ，Ｎ，Ｐ等の元素を
不純物として添加することによりキャリア濃度を減少させることが可能であることが、特
開２００６－１６５５２９に開示されている。不純物を添加する方法としては、酸化物半
導体と不純物元素とを共蒸着により行う、成膜された酸化物半導体膜に不純物元素のイオ
ンをイオンドープ法により行う等がある。
　キャリア濃度を調整する手段としては、上記（１）～（３）の方法を単独に用いても良
いし、組み合わせても良い。
【００２７】
＜活性層の形成方法＞
　活性層の成膜方法は、気相成膜法を用いるのが良い。気相成膜法の中でも、スパッタリ
ング法、パルスレーザー蒸着法（ＰＬＤ法）が適している。さらに、量産性の観点から、
スパッタリング法が好ましい。
【００２８】
　例えば、酸化物半導体の多結晶焼結体をターゲットとして、ＲＦマグネトロンスパッタ
リング蒸着法により、真空度及び酸素流量を制御して成膜される。酸素流量が多いほどキ
ャリア濃度を小さくすることができる。
【００２９】
　成膜した膜は、周知のＸ線回折法によりアモルファス膜であることが確認できる。組成
比は、ＲＢＳ（ラザフォード後方散乱）分析法により求めることができる。
【００３０】
＜活性層の膜厚＞
　本発明に於ける活性層の厚みは、１ｎｍ以上１０００ｎｍ以下が好ましく、より好まし
くは２．５ｎｍ以上５００ｎｍ以下、さらに好ましくは５ｎｍ以上１００ｎｍ以下である
。
【００３１】
　上記の構成の活性層を用いることにより、移動度が１ｃｍ２／（Ｖ・秒）以上の高い移
動度のＴＦＴで、オン・オフ比が１０４以上のトランジスタ特性を実現できる。
【００３２】
３）抵抗層
　本発明の好ましい形態は、活性層とソース電極及びドレイン電極の少なくとも一方との
間に抵抗層を持つ構成である。本発明における抵抗層の電気伝導度は、活性層の電気伝導
度より小さくなるように設ける。好ましくは、抵抗層の電気伝導度に対する活性層の電気
伝導度の比率（活性層の電気伝導度／抵抗層の電気伝導度）は、１０１以上１０１０以下
であり、より好ましくは１０２以上１０８以下である。前記活性層の電気伝導度の範囲は
１０－４Ｓｃｍ－１以上１０２Ｓｃｍ－１未満である。より好ましくは１０－１Ｓｃｍ－

１以上１０２Ｓｃｍ－１未満である。抵抗層の電気伝導度の範囲は１０－１Ｓｃｍ－１以
下である。より好ましくは１０－９Ｓｃｍ－１以上１０－３Ｓｃｍ－１以下である。
【００３３】
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　活性層の厚みより抵抗層の厚みが厚く、活性層の厚み／抵抗層の厚みは１を越え１００
以下であり、より好ましくは１を越え１０以下である。抵抗層を用いた本形態の場合、活
性層の膜厚は、１ｎｍ以上１００ｎｍ以下であり、より好ましくは２．５ｎｍ以上３０ｎ
ｍ以下である。抵抗層の膜厚は、１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下である。
【００３４】
　上記の活性層及び抵抗層を用いることにより、活性層のみの構成よりも移動度、ＯＮ／
ＯＦＦ比が向上し、また駆動により閾値電圧の変動も抑制できる。
　活性層及び抵抗層の電気伝導度は、基板上に当該活性層のみを成膜した物成測定用サン
プルを作製し、サンプルの測定されたシート抵抗と膜厚から計算し求められる。ここで、
シート抵抗をρ（Ω／□）、膜厚をｄ（ｃｍ）とすると、電気伝導度σ（Ｓｃｍ－１）は
、σ＝１／（ρ＊ｄ）として算出される。
【００３５】
　本発明に用いられる抵抗層には、上記の電気伝導度を満たすものであると特に規定はな
いが、活性層同様にアモルファス酸化物半導体を用いることが好ましい。アモルファス酸
化物半導体は、低温で成膜可能である為に、プラスティックのような可撓性のある樹脂基
板に作製が可能である。例えばＡｌ２Ｏ３、Ｇａ２Ｏ３、ＺｒＯ２、Ｙ２Ｏ３、Ｔａ２Ｏ

３、ＭｇＯ、ＨｆＯ３等を用いることが可能である。特に活性層と同様にＩｎ、Ｇａ，Ｚ
ｎ及びＳｎよりなる群から選ばれる少なくとも一種を含有するアモルファス酸化物半導体
が好ましい。より好ましくは、Ｇａを含有するアモルファス酸化物半導体である。さらに
好ましくは、Ｇａに加えて、Ｉｎ又はＺｎをさらに含有するアモルファス酸化物半導体で
ある。最も好ましくは、Ｇａに加えて、ＩｎとＺｎとをさらに含有するアモルファス酸化
物半導体である。
【００３６】
＜抵抗層の電気伝導度の調整＞
　抵抗層の電気伝導度を調整する方法としては、抵抗層を構成する酸化物半導体のキャリ
ア濃度を調整することで可能である。抵抗層のキャリア濃度の調節手段としては、前述の
活性層のキャリア濃度の調節手段と同様の方法にて行うことが可能である。
【００３７】
＜抵抗層の形成方法＞
　抵抗層の成膜方法は、気相成膜法を用いるのが良い。気相成膜法の中でも、スパッタリ
ング法、パルスレーザー蒸着法（ＰＬＤ法）が適している。さらに、量産性の観点から、
スパッタリング法が好ましい。
　例えば、酸化物半導体の多結晶焼結体をターゲットとして、ＲＦマグネトロンスパッタ
リング蒸着法により、真空度及び酸素流量を制御して成膜される。酸素流量が多いほど電
気伝導度を小さくすることができる。
【００３８】
４）ゲート電極
　本発明におけるゲート電極としては、例えば、Ａｌ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｔａ、Ｔｉ、Ａｕ、
又はＡｇ等の金属、Ａｌ－Ｎｄ、ＡＰＣ等の合金、酸化錫、酸化亜鉛、酸化インジウム、
酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化亜鉛インジウム（ＩＺＯ）等の金属酸化物導電膜、ポ
リアニリン、ポリチオフェン、又はポリピロ－ルなどの有機導電性化合物、またはこれら
の混合物を好適に挙げられる。
　ゲート電極の厚みは、１０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下とすることが好ましい。
【００３９】
　電極の成膜法は特に限定されることはなく、印刷方式、コ－ティング方式等の湿式方式
、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレ－ティング法等の物理的方式、ＣＶＤ、プ
ラズマＣＶＤ法等の化学的方式、などの中から前記材料との適性を考慮して適宜選択した
方法に従って前記基板上に形成することができる。例えば、ＩＴＯを選択する場合には、
直流あるいは高周波スパッタリング法、真空蒸着法、イオンプレ－ティング法等に従って
行うことができる。またゲート電極の材料として有機導電性化合物を選択する場合には湿
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式製膜法に従って行うことができる。
【００４０】
５）ソース電極及びドレイン電極
　本発明におけるソース電極及びドレイン電極材料として、例えば、Ａｌ、Ｍｏ、Ｃｒ、
Ｔａ、Ｔｉ、Ａｕ、又はＡｇ等の金属、Ａｌ－Ｎｄ、ＡＰＣ等の合金、酸化錫、酸化亜鉛
、酸化インジウム、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化亜鉛インジウム（ＩＺＯ）等の金
属酸化物導電膜、ポリアニリン、ポリチオフェン、又はポリピロ－ルなどの有機導電性化
合物、またはこれらの混合物を好適に挙げられる。
　ソース電極及びドレイン電極の厚みは、１０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下とすることが好
ましい。
【００４１】
　電極の製膜法は特に限定されることはなく、印刷方式、コ－ティング方式等の湿式方式
、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレ－ティング法等の物理的方式、ＣＶＤ、プ
ラズマＣＶＤ法等の化学的方式、などの中から前記材料との適性を考慮して適宜選択した
方法に従って前記基板上に形成することができる。例えば、ＩＴＯを選択する場合には、
直流あるいは高周波スパッタリング法、真空蒸着法、イオンプレ－ティング法等に従って
行うことができる。またソース電極及びドレイン電極の材料として有機導電性化合物を選
択する場合には湿式製膜法に従って行うことができる。
【００４２】
６）基板
　本発明に用いられる基板は特に限定されることはなく、例えばＹＳＺ（ジルコニア安定
化イットリウム）、ガラス等の無機材料、ポリエチレンテレフタレ－ト、ポリブチレンテ
レフタレ－ト、ポリエチレンナフタレ－ト等のポリエステル、ポリスチレン、ポリカ－ボ
ネ－ト、ポリエ－テルスルホン、ポリアリレ－ト、アリルジグリコ－ルカ－ボネ－ト、ポ
リイミド、ポリシクロオレフィン、ノルボルネン樹脂、ポリ（クロロトリフルオロエチレ
ン）等の合成樹脂等の有機材料、などが挙げられる。前記有機材料の場合、耐熱性、寸法
安定性、耐溶剤性、電気絶縁性、加工性、低通気性、低吸湿性等に優れていることが好ま
しい。
【００４３】
　本発明においては特に可撓性基板が好ましく用いられる。可撓性基板に用いる材料とし
ては、透過率の高い有機プラスチックフィルムが好ましく、例えばポリエチレンテレフタ
レート、ポリブチレンフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル、ポリス
チレン、ポリカーボネート、ポリエーテルスルホン、ポリアリレート、ポリイミド、ポリ
シクロオレフィン、ノルボルネン樹脂、ポリ（クロロトリフルオロエチレン）等のプラス
ティックフィルムを用いることができる。また、フィルム状プラスティック基板には、絶
縁性が不十分の場合は絶縁層、水分や酸素の透過を防止するためのガスバリア層、フィル
ム状プラスティック基板の平坦性や電極や活性層との密着性を向上するためのアンダーコ
ート層等を備えることも好ましい。
【００４４】
　ここで、可撓性基板の厚みは、５０μｍ以上５００μｍ以下とすることが好ましい。こ
れは、可撓性基板の厚みを５０μｍ未満とした場合には、基板自体が十分な平坦性を保持
することが難しいためである。また、可撓性基板の厚みを５００μｍよりも厚くした場合
には、基板自体を自由に曲げることが困難になる、すなわち基板自体の可撓性が乏しくな
るためである。
【００４５】
７）構造
　次に、図面を用いて、詳細に本発明におけるＴＦＴの構造を説明する。
　図１は、逆スタガ構造のＴＦＴの一例を示す模式図である。基板１がプラスチックフィ
ルムなどの可撓性基板の場合、基板１の少なくとも一方の面に絶縁層６を配し、その上に
ゲート電極２、ゲート絶縁膜３、活性層４を積層して有し、その表面にソース電極５－１
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とドレイン電極５－２が設置される。
【００４６】
　図２は、本発明の別の態様のＴＦＴの一例を示す模式図である。活性層４１と抵抗層４
２とが積層された構成を有する。活性層４１に対して抵抗層４２はより電気伝導度の低い
組成にすることにより、ＴＦＴの移動度、ＯＮ／ＯＦＦ比、また駆動による閾値電圧の変
動も改良されるので好ましい。活性層および抵抗層の電気伝導度は、上記の活性層のキャ
リア濃度の調整を用いて行うことができる。例えば、酸素濃度の調整により、電気伝導度
を調節することができる。
【００４７】
８）保護絶縁膜
　必要によって、ＴＦＴ上に保護絶縁膜を設けても良い。保護絶縁膜は、活性層または抵
抗層の半導体層を大気による劣化から保護する目的や、ＴＦＴ上に作製される電子デバイ
スを絶縁する目的がある。
【００４８】
　その具体例としては、ＭｇＯ、ＳｉＯ、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＧｅＯ、ＮｉＯ、Ｃａ
Ｏ、ＢａＯ、Ｆｅ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３、又はＴｉＯ２等の金属酸化物、ＳｉＮｘ、ＳｉＮｘ

Ｏｙ等の金属窒化物、ＭｇＦ２、ＬｉＦ、ＡｌＦ３、又はＣａＦ２等の金属フッ化物、ポ
リエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、ポリウレア、ポ
リテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリジクロロジフルオロ
エチレン、クロロトリフルオロエチレンとジクロロジフルオロエチレンとの共重合体、テ
トラフルオロエチレンと少なくとも１種のコモノマーとを含むモノマー混合物を共重合さ
せて得られる共重合体、共重合主鎖に環状構造を有する含フッ素共重合体、吸水率１％以
上の吸水性物質、吸水率０．１％以下の防湿性物質等が挙げられる。
【００４９】
　保護絶縁膜の形成方法については、特に限定はなく、例えば、真空蒸着法、スパッタリ
ング法、反応性スパッタリング法、ＭＢＥ（分子線エピタキシ）法、クラスターイオンビ
ーム法、イオンプレーティング法、プラズマ重合法（高周波励起イオンプレーティング法
）、プラズマＣＶＤ法、レーザーＣＶＤ法、熱ＣＶＤ法、ガスソースＣＶＤ法、コーティ
ング法、印刷法、又は転写法を適用できる。
【００５０】
９）後処理
　必要によって、ＴＦＴの後処理として、熱処理を行っても良い。熱処理としては、温度
１００℃以上で、大気下または窒素雰囲気下で行う。熱処理を行う工程としては、半導体
層を成膜後でも良いし、ＴＦＴ作製工程の最後に行っても良い。熱処理を行うことにより
、ＴＦＴの特性の面内バラつきが抑制される、駆動安定性が向上する等の効果がある。
【００５１】
２．表示装置
　本発明の電界効果型薄膜トランジスタは、液晶やＥＬ素子を用いた画像表示装置、特に
平面薄型表示装置（Ｆｌａｔ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：ＦＰＤ）に好ましく用いら
れる。より好ましくは、基板に有機プラスチックフィルムのような可撓性基板を用いたフ
レキシブル表示装置に用いられる。特に、本発明の電界効果型薄膜トランジスタは、移動
度が高いことから有機ＥＬ素子を用いた表示装置、フレキシブル有機ＥＬ表示装置に最も
好ましく用いられる。
　図３は、本発明のＴＦＴ素子を用いたアクティブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示装置の
等価回路の模式図である。本発明における有機ＥＬ表示装置の回路は、特に図３に示すも
のに限定されるものではなく、従来公知の回路をそのまま応用することができる。
【００５２】
（応用）
　本発明の電界効果型薄膜トランジスタは、液晶やＥＬ素子を用いた画像表示装置、特に
ＦＰＤのスイッチング素子、駆動素子として用いることができる。特に、フレキシブルＦ
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ＰＤ装置のスイッチング素子、駆動素子として用いるのが適している。さらに本発明の電
界効果型薄膜トランジスタを用いた表示装置は、携帯電話ディスプレイ、パーソナルデジ
タルアシスタント（ＰＤＡ）、コンピュータディスプレイ、自動車の情報ディスプレイ、
ＴＶモニター、あるいは一般照明を含む広い分野で幅広い分野で応用される。
　また、本発明の電界効果型薄膜トランジスタは、表示装置以外にも、有機プラスチック
フィルムのような可撓性基板上に本発明の電界効果型薄膜トランジスタを形成し、ＩＣカ
ードやＩＤタグなどに幅広く応用が可能である。
【実施例】
【００５３】
　以下に、本発明の薄膜電界効果型トランジスタについて、実施例により説明するが、本
発明はこれら実施例により何ら限定されるものではない。
【００５４】
参考例１
１．ＴＦＴ素子の作製
　基板として、無アルカリガラス基板（コー二ング社、品番イーグル２０００）を用いた
。
【００５５】
＜ゲート電極＞
　ＲＦマグネトロンスパッタ（条件：成膜温度２７℃、スパッタガスＡｒ＝１２ｓｃｃｍ
、ＲＦパワー３８０Ｗ、成膜圧力０．３６Ｐａ）により、ゲート電極としてのＭｏ薄膜（
厚み４０ｎｍ）を形成した。ゲート電極Ｍｏのパターニングには、スパッタ時にシャドウ
マスクを用いることにより行った。
【００５６】
＜ゲート絶縁膜＞
　次にゲート電極上に、下記のゲート絶縁膜の形成を行った。
　ゲート絶縁膜：ＳｉＯｘをＲＦマグネトロンスパッタ真空蒸着法（条件：ターゲット多
結晶焼結体ＳｉＯ２、成膜温度５４℃、スパッタガスＡｒ／Ｏ２（Ａｒ＝１２ｓｃｃｍ、
Ｏ２ガス流量は表１に記す）、ＲＦパワー４００Ｗ、成膜圧力は表１に記す）にて２００
ｎｍ形成し、ゲート絶縁膜を設けた。ゲート絶縁膜ＳｉＯｘのパターニングには、スパッ
タ時にシャドウマスクを用いることにより行った。
【００５７】
＜活性層＞
　この上に、下記の活性層Ａを設けた。活性層のパターニングは、スパッタ時にシャドウ
マスクを用いることにより行った。
　活性層Ａ：ＩｎＧａＺｎＯ４の組成を有する多結晶焼結体をターゲットとして、ＲＦマ
グネトロンスパッタ真空蒸着法により、Ａｒ流量９７ｓｃｃｍ、Ｏ２流量１．７ｓｃｃｍ
、ＲＦパワー２００Ｗ、成膜圧力０．３８Ｐａの条件で厚み５０ｎｍに成膜を行った。
【００５８】
　次いで、上記活性層Ａの上にソース電極及びドレイン電極として酸化インジウム錫（Ｉ
ＴＯ）をＲＦマグネトロンスパッタ真空蒸着法により、Ａｒ流量１２ｓｃｃｍ、ＲＦパワ
ー４０Ｗ、成膜圧力０．３６Ｐａの条件で厚み４０ｎｍに成膜を行った。尚、ソース電極
およびドレイン電極のパターニングには、スパッタ時にシャドウマスクを用いることによ
り行った。
　以上により、本発明のＴＦＴ素子１～４および比較のＴＦＴ素子１～３を作製した。尚
、作製したＴＦＴ素子のＴＦＴサイズは全て、チャネル長（Ｌ）＝２００μｍ、チャネル
幅（Ｗ）＝１０００μｍである。
【００５９】
２．性能評価
１）ゲート絶縁膜のダングリングボンド密度及び水素濃度の測定
　ゲート絶縁膜ＳｉＯｘ中のＳｉダングリングボンド密度はＥＳＲ測定にて行い、ゲート
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絶縁膜ＳｉＯｘ中の水素濃度はＳＩＭＳにて行った。
【００６０】
２）ＴＦＴ性能の評価
　得られた各ＴＦＴ素子について、飽和領域ドレイン電圧（Ｖｄ）＝１０Ｖ（ゲート電圧
（Ｖｇ）：－１０Ｖ≦Ｖｇ≦１５Ｖ）でのＴＦＴ伝達特性の測定を行い、ＴＦＴの性能を
評価した。ＴＦＴ伝達特性の測定は、半導体パラメータ・アナライザー４１５６Ｃ（アジ
レントテクノロジー社製）を用いて行った。各パラメータと本発明に於けるその定義は下
記の通りである。
　・ＴＦＴの閾値電圧（Ｖｔｈ）：ドレイン電流値がＷ／Ｌ×１０ｎＡとなるときのゲー
ト電圧である。ここで、ＴＦＴサイズはＷ／Ｌ＝１０００／２００＝５であるので、ドレ
イン電流値が５０ｎＡとなる時のゲート電圧を用いた。
　・ＯＦＦ電流（Ｉｏｆｆ）：閾値電圧より５Ｖ低いゲート電圧におけるドレイン電流値
である。単位は［Ａ］である。
　・ＯＮ電流（Ｉｏｎ）：閾値電圧より５Ｖ高いゲート電圧におけるドレイン電流である
。
【００６１】
　・閾値電圧のシフト量（Ｖｔｈシフト）：各ＴＦＴ素子に電気ストレスとして、ゲート
電圧Ｖｇ＝１０Ｖ、ドレイン電圧Ｖｄ＝０Ｖ（ドレイン電流＝０Ａ）を１０００秒加え、
その前後のＴＦＴ閾値電圧の変動量（Ｖｔｈシフト）である。単位は［Ｖ］である。
　Ｖｔｈシフトは駆動による特性変化の度合いを示すものであり、小さい方が好ましい。
【００６２】
　以上の測定結果から得られたＴＦＴ特性を表１に示した。
　表１の結果より、本発明のＴＦＴはＳｉダングリングボンド密度を５×１０－１６ｃｍ
－３以下にした本発明の素子は、比較例の素子より閾値シフトが改善され、閾値シフトを
１０Ｖ未満まで改善できた。
【００６３】
【表１】

 
【００６４】
実施例２
　参考例１におけるＴＦＴ素子において、活性層Ａの代わりに下記の活性層Ｂと抵抗層を
用いてその他は参考例１と同様にしてＴＦＴ素子を作製した。
　ゲート絶縁膜の上に、順に、下記の活性層Ｂと抵抗層を配置した。
　活性層Ｂ：ＩｎＧａＺｎＯ４の組成を有する多結晶焼結体をターゲットとして、ＲＦマ
グネトロンスパッタ真空蒸着法により、Ａｒ流量９７ｓｃｃｍ、Ｏ２流量０．８ｓｃｃｍ
、ＲＦパワー２００Ｗ、成膜圧力０．３８Ｐａの条件で厚み１０ｎｍに成膜を行った。
　抵抗層：ＩｎＧａＺｎＯ４の組成を有する多結晶焼結体をターゲットとして、ＲＦマグ
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ネトロンスパッタ真空蒸着法により、Ａｒ流量９７ｓｃｃｍ、Ｏ２流量２．０ｓｃｃｍ、
ＲＦパワー２００Ｗ、成膜圧力０．３８Ｐａの条件で厚み４０ｎｍに成膜を行った。
【００６５】
　また、ガラス基板上にそれぞれ活性層Ｂおよび抵抗層を成膜した物性測定用サンプルを
作製し、下記の方法により電気伝導度及びキャリア濃度を測定した。電気伝導度及びキャ
リア濃度の測定方法は以下の手法で求めた。
【００６６】
　－電気伝導度の測定方法－
　物性測定用サンプルの電気伝導度は、サンプルの測定されたシート抵抗と膜厚から計算
し求めた。ここで、シート抵抗をρ（Ω／□）、膜厚をｄ（ｃｍ）とすると、電気伝導度
σ（Ｓｃｍ－１）は、σ＝１／（ρ＊ｄ）として算出される。
【００６７】
　本実施例において、物性測定用サンプルのシート抵抗１０７Ω／□未満の領域ではロレ
スタ－ＧＰ（三菱化学社製）、シート抵抗１０７Ω／□以上の領域ではハイテスタ－ＵＰ
（三菱化学社製）を用いて２０℃の環境下で行った。物性測定用サンプルの膜厚測定には
触針式表面形状測定器ＤｅｋＴａｋ－６Ｍ（ＵＬＶＡＣ社製）を用いた。
【００６８】
－ホール効果測定法によるキャリア濃度測定－
　物性測定用サンプルのキャリア濃度の測定には、ＲｅｓｉＴｅｓｔ８３００型（東陽テ
クニカ社製）を用いてホール効果測定を行うことにより求めた。ホール効果測定は２０℃
の環境下で行った。尚、ホール効果測定を行うことにより、キャリア濃度だけではなく、
キャリアのホール移動度も求めることができる。
【００６９】
　その結果、下記のように活性層Ｂが抵抗層より高い電気伝導を有していた。
　＜活性層Ｂ＞　電気伝導度：２．０×１０１Ｓｃｍ－１、キャリア濃度：８．９×１０
１８ｃｍ－３。
　＜抵抗層＞　電気伝導度：２．０×１０－６Ｓｃｍ－１、キャリア濃度：１．６×１０
１２ｃｍ－３。
【００７０】
　得られた素子について参考例１と同様に性能を評価した。得られた結果を表２に示した
。
　表２の結果より、参考例１と同様に本発明の素子は、比較例の素子より閾値シフトが改
善され、また、抵抗層を挿入する構成にすることにより、閾値シフトは５Ｖ未満まで改善
した。
【００７１】
【表２】

【００７２】
参考例３
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　参考例１におけるＴＦＴ素子において、無アルカリガラス基板の代わりに、ポリエチレ
ンナフタレートフィルム（厚み１００μｍ）の両面に下記バリア機能を持つ絶縁層を有す
るバリア付きフイルムを用いて、その他は参考例１と同様にしてＴＦＴ素子を作製した。
【００７３】
　絶縁層：ＳｉＯＮを５００ｎｍの厚みに蒸着した。ＳｉＯＮの蒸着にはＲＦマグネトロ
ンスパッタリング蒸着法（スパッタリング条件：ターゲットＳｉ３Ｎ４、ＲＦパワー４０
０Ｗ、ガス流量Ａｒ／Ｏ２＝１２／３ｓｃｃｍ、成膜圧力０．４５Ｐａ）を用いた。
【００７４】
　得られた素子について参考例１と同様に性能を評価した。得られた結果を表３に示した
。
　その結果、参考例１と同様に本発明の素子は、比較例の素子より閾値シフトが改善され
た。
【００７５】
【表３】

 
【００７６】
参考例４
１．ＴＦＴ素子の作製
　参考例１におけるＴＦＴ素子において、ゲート絶縁膜ＳｉＯｘをスパッタではなく、Ｓ
ｉＨ４＋Ｎ２Ｏガスを用いたＩＣＰ－ＣＶＤにて２００ｎｍ成膜した。その他は参考例１
と同様にして、それぞれ比較のＴＦＴ素子３０を作製した。
【００７７】
２．性能評価
　得られた素子について参考例１の本発明の素子１と共に参考例１と同様にＴＦＴ性能を
評価した。得られた結果を表４に示した。
【００７８】

【表４】

 
【００７９】
　その結果、比較のＴＦＴ素子３０は水素濃度が１０２１ｃｍ－３を超える高い値を示し
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　また、比較のＴＦＴ素子３０のＴＦＴ性能は、閾値シフトが本発明の素子と同程度であ
るが、閾値電圧がマイナスとなりノーマリオン状態となり、しかもＯＦＦ電流が本発明素
子より上昇し、好ましくない。これは、水素濃度が高いことが影響したものである。水素
濃度が高くなることは、ＩＣＰ－ＣＶＤでゲート絶縁膜ＳｉＯｘを成膜する成膜方法に伴
って生じる避けがたい現象である。
【００８０】
実施例５
１．有機ＥＬ表示装置の作製
（有機ＥＬ素子部の作製）
１）下部電極の形成
　基板にはポリエチレンナフタレートフィルムの両面に下記バリア機能を持つ絶縁層を有
するバリア付きフイルムを用いた。前記基板の上に酸化インジウム錫（以後、ＩＴＯと略
記）を１５０ｎｍの厚さで蒸着し、陽極とした。
【００８１】
２）有機層の形成
　洗浄後、順次、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、正孔ブロッキング層、電子輸送層、
および電子注入層を設けた。
【００８２】
　各層の構成は、下記の通りである。各層はいずれも抵抗加熱真空蒸着により設けた。
　　　正孔注入層：４，４’，４”－トリス（２－ナフチルフェニルアミノ）トリフェニ
ルアミン（２－ＴＮＡＴＡと略記する）および２，３，５，６－テトラフルオロ－７，７
，８，８－テトラシアノキノジメタン（Ｆ４－ＴＣＮＱと略記する）を２－ＴＮＡＴＡに
対して１質量％含有する層、厚み１６０ｎｍ。
　　　正孔輸送層：Ｎ，Ｎ’－ジナフチル－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－［１，１’－ビフェ
ニル］－４，４’－ジアミン（α－ＮＰＤと略記する）、厚み１０ｎｍ。
　　　発光層：１，３－ｂｉｓ（ｃａｒｂａｚｏｌ－９－ｙｌ）ｂｅｎｚｅｎｅ（ｍＣＰ
と略記する）および白金錯体Ｐｔ－１をｍＣＰに対して１３質量％含有する層、厚み６０
ｎｍ。
　　　正孔ブロック層：ｂｉｓ－（２－ｍｅｔｈｙｌ－８－ｑｕｉｎｏｎｙｌｐｈｅｎｏ
ｌａｔｅ）ａｌｕｍｉｎｉｕｍ（ＢＡｌｑと略記する）、厚み４０ｎｍ。
　　　電子輸送層：トリス（８－ヒドロキシキノニナート）アルミニウム（Ａｌｑ３と略
記する）、厚み１０ｎｍ。
　　　電子注入層：ＬｉＦ、厚み１ｎｍ。
【００８３】
３）上部電極
　素子サイズが２ｍｍ×２ｍｍとなるようにシャドウマスクによりパターニングしてＡｌ
を厚み１００ｎｍに蒸着し、陰極とした。
【００８４】
（保護絶縁膜）
　上部電極上に、保護絶縁膜として５００ｎｍのＳｉＯＮ膜をイオンプレーティング法に
より成膜した。
【００８５】
　以下に実施例に用いた化合物の構造を示す。
【００８６】
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【化１】

【００８７】
【化２】

【００８８】
【化３】

【００８９】
（駆動試験）
　得られた有機ＥＬ素子と参考例１、実施例２、参考例３で作製したＴＦＴとを組みあわ
せて等価回路を構成し、種々の条件下で駆動試験を行った。
　その結果、本発明のＴＦＴを用いると連続して長時間駆動させても安定した発光が得ら
れた。　
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】ＴＦＴ素子構造を示す模式図である。
【図２】本発明に用いられる態様のＴＦＴ素子構造を示す模式図である。
【図３】本発明のＴＦＴ素子を用いたアクティブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示装置の等
価回路の模式図である。
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【符号の説明】
【００９１】
　　１：基板
　　２：ゲート電極
　　３：ゲート絶縁膜
　　４：活性層
　　４１：活性層
　　４２：抵抗層
　　５－１：ソース電極
　　５－２：ドレイン電極
　　６：絶縁層
２００：スイッチングＴＦＴ
３００：有機ＥＬ素子
４００：信号電極線
５００：走査電極線
６００：コンデンサ
７００：駆動ＴＦＴ
８００：共通電線

【図１】

【図２】
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