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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電界効果型トランジスタであって、
　前記電界効果型トランジスタの活性層が、Ｉｎと、Ｚｎと、Ｎと、Ｏと、を含むアモル
ファス酸化物からなり、
　前記アモルファス酸化物中の前記Ｎの含有原子濃度［Ｎ］の、前記含有原子濃度［Ｎ］
と前記Ｏの含有原子濃度［Ｏ］との合計に対する原子組成比率が０．０１原子％以上３原
子％以下であることを特徴とする電界効果型トランジスタ。
【請求項２】
　前記アモルファス酸化物中の前記含有原子濃度［Ｎ］の、前記アモルファス酸化物中の
前記Ｉｎの含有原子濃度［Ｉｎ］と前記アモルファス酸化物中の前記Ｚｎの含有原子濃度
［Ｚｎ］との合計に対する原子組成比率が０．０１原子％以上７原子％以下であることを
特徴とする、請求項１に記載の電界効果型トランジスタ。
【請求項３】
　前記アモルファス酸化物中の前記Ｉｎの前記含有原子濃度［Ｉｎ］の、前記含有原子濃
度［Ｉｎ］と前記アモルファス酸化物中の前記Ｚｎの含有原子濃度［Ｚｎ］との合計に対
する原子組成比率が１５原子％以上７５原子％以下であることを特徴とする、請求項１又
は２に記載の電界効果型トランジスタ。
【請求項４】
　前記アモルファス酸化物は、Ｇａをさらに含有し、前記アモルファス酸化物中の前記Ｇ
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ａの含有原子濃度［Ｇａ］は、前記含有原子濃度［Ｎ］より低濃度であることを特徴とす
る請求項１乃至３のいずれか１項に記載の電界効果型トランジスタ。
【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。この薄
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
等の特徴を有しており、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】
　例えば、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ＴＦＴに
関する技術が記載されている。
【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に関する技術が記載されている。
【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）に用いることが記載されている。
【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が開示されている。そして、活性層にＬｉ、Ｎａ、
Ｍｎ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｃｕ、Ｃｄ、Ｃ、Ｎ、Ｐ等の不純物が添加されたＴＦＴに関する技術
が記載されている。
【特許文献１】特開２００２－７６３５６号公報
【特許文献２】特開２００６－１６５５２９号
【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】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　非特許文献１に記載のＴＦＴでは、Ｓ値は約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る。
しかし、本発明者らの知見によれば、上記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（原子数比、原子組成割合ともいう）によってＴＦＴ特
性が大きく変わる。
【０００８】
　一方、特許文献２では、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
制御されており、その結果、電流オン・オフ比の大きなＴＦＴが得られている。しかし、
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は明らかにされていな
い。
【０００９】
　一方、非特許文献２に記載のＴＦＴでは、ゲート絶縁膜材料に依存して、電界効果移動
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度が１０－１４０ｃｍ２／Ｖｓ、Ｓ値が０．０９－５．６Ｖ／ｄｅｃａｄｅの値を示して
いる。
【００１０】
　しかし、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５
０％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。
【００１１】
　本発明は上記課題を解決するものであり、その目的は、電界効果移動度やＳ値などのト
ランジスタ特性および対環境安定性に優れ、且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を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、電界効果型トランジスタであって、前記電界効果型トランジスタの活性層が
、Ｉｎと、Ｚｎと、Ｎと、Ｏと、を含むアモルファス酸化物からなり、前記アモルファス
酸化物中の前記Ｎの含有原子濃度［Ｎ］の、前記含有原子濃度［Ｎ］と前記Ｏの含有原子
濃度［Ｏ］との合計に対する原子組成比率が０．０１原子％以上３原子％以下であること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明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。
【００１５】
　また、本発明によれば、電界効果移動度やＳ値などのトランジスタ特性に優れ、且つ対
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。
【００１６】
　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】
【００１７】
　まず、本発明の実施形態を説明する前に、本発明の完成に至った経緯を説明する。
【００１８】
　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。
【００１９】
　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。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且つＳ値の小さなトランジスタを得ることができる。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。
【００２０】
　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分かった。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％の時には、ＩｎとＺｎに対するＩｎの原子組成比率（Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ））
が１０原子％以上、６０原子％以下の範囲で、良好なトランジスタ動作を示す。一方、Ｇ
ａが０原子％の時には、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、６０原子％以下となり、範囲が狭くなる。なお、上
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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。
【００２１】
　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
気中に静置した時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
い、抵抗率の経時変化は小さくなる。本発明者らの知見によれば、この抵抗率の変化は、
環境安定性に対する指標として有効なパラメータであって、抵抗率の変化が小さい方が酸
化膜の抵抗率以外の電気特性も安定する関係にある。
【００２２】
　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。
【００２３】
　そこで、本発明者らが、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および抵抗率の経時
変化の測定を行った。その結果、Ｎ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。
【００２４】
　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。Ｎ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６０原子％以上および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、約１
桁から３桁減少する。
【００２５】
　一方、Ｎ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、３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３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。
【００２６】
　このように、Ｎ添加によって耐環境安定性が向上する原因は明らかではないが、以下の
ように推測する。酸化膜の伝導率は保管雰囲気中の湿度の影響により変化するものと考え
られるが、Ｎの導入により耐湿性が改善したものと考えられる。以下にその理由を述べる
。
【００２７】
　例えばＳｉＯ２では原子間距離が比較的大きく、Ｈ２Ｏの透過率が高いことが知られて
いる。またＨ２Ｏの双極子モーメントは、特に酸化膜中で大きくなると考えられる。Ｈ２

Ｏの双極子モーメントの増加が、酸化膜中でのＯＨ－およびＨ＋イオン生成確率を増大さ
せ、その結果、伝導率の低下を引き起こしたものと考えられる。一方、酸窒化膜（Ｎを添
加した酸化膜）では酸化膜に比べて原子間距離が小さく、Ｈ２Ｏの透過率は小さい。この
ような理由で膜中へのＮの導入により耐湿性が改善されるものと考えられる。本発明の酸
化物膜において高い耐環境安定性が得られた原因も、この耐湿性の向上が一因であると考
えられる。
【００２８】
　また、微量のＮを添加することで、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）が大きくなる。具体的には、
ＩｎとＺｎに対するＩｎの原子組成比率が１５原子％以上７５原子％以下の範囲で、良好
なトランジスタ動作を示す。
【００２９】
　本発明者の知見によれば、アモルファス酸化物からなる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。Ｎ添加による原子組成比率設計範囲の拡大によって、耐環境安定性の低いＩｎ－
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ｒｉｃｈ領域（Ｉｎ：６０原子％以上）およびＺｎ－ｒｉｃｈ（Ｚｎ：７０原子％以上）
での抵抗経時変化（低抵抗化）を抑制できる。
【００３０】
　本発明はこのような知見に基づいてなされたものである。
【００３１】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態についてさらに詳細に説明する。
【００３２】
　図３に本実施形態のＴＦＴ素子構造の模式図を示す。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
も良く、ガラス等の基板上に形成されていても良い。
【００３３】
　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。
【００３４】
　本発明のＴＦＴの活性層には、ＩｎとＺｎを含み、且つ微量のＮを含む酸化物を適用す
ることができる。特にアモルファス酸化物中のＮとＯに対するＮの原子組成比率（Ｎ／（
Ｎ＋Ｏ））が０．０１原子％以上の時、耐湿性が高くなる。そして当該酸化物を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。
【００３５】
　図５は異なる膜中Ｎ濃度において、抵抗率の変化の大きさをプロットしたグラフである
。具体的には、異なるＮ濃度（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３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、Ｎ
原子組成比率が０．０１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
が殆どないことが分かる。
【００３６】
　また、本発明者らの知見によれば、ＩｎとＺｎの合計に対するＮの原子組成比率（Ｎ／
（Ｉｎ＋Ｚｎ））が小さい場合、半絶縁性の膜を得ることが困難になる。その結果、良好
なＴＦＴ特性が得られなくなる。具体的にはＮ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．０１原子％より小
さくなると、オフ電流が大きくなってしまい、電流オン／オフ比が３桁未満となる。この
ため、Ｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）は０．０１原子％以上とすることが好ましい。上記原因は明ら
かではないが、膜の抵抗率が低くなっていることから、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。
【００３７】
　また、Ｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が大きい場合も、ＴＦＴ特性が低下する。具体的には、Ｎ／
（Ｉｎ＋Ｚｎ）が７原子％よりも大きい場合、サブスレショルド領域の立ち上がり特性が
低下し、電界効果移動度も５ｃｍ２／Ｖｓ以下となる。この原因は明らかではないが、Ｎ
／（Ｉｎ＋Ｚｎ）の大きい膜を作製する場合、成膜雰囲気中の酸素および窒素ガス圧力を
高くする必要がある。本発明者らの検討では、膜の表面粗さが製膜雰囲気中の酸素および
窒素ガス圧力の増加とともに大きくなることが認められた。そのためＮ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）
の大きい膜では表面粗さが大きいことが予想される。この表面粗さが、半導体－ゲート絶
縁膜間の界面特性を劣化させ、その結果、ＴＦＴ特性を低下させているものと考えられる
。この結果から、（Ｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ））の上限値は７原子％以下とすることが好ましい
。
【００３８】
　従って、（Ｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ））の好ましい範囲は、０．０１原子％以上７原子％以下
である。
【００３９】
　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
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電極間の電流（Ｉｄ）と、最も小さなＩｄの値の比から求める。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
。
【００４０】
　一方、本発明者ら知見によれば、禁制帯エネルギー幅の値も膜中Ｎ比に大きく依存する
。特にＮの原子組成比率（Ｎ／（Ｎ＋Ｏ））が３原子％より大きい時、禁制帯エネルギー
幅は２．５ｅＶ程度まで減少する。したがって、可視光に対し光透過性が要求される場合
、Ｎの原子組成比率は３原子％以下であることが好ましい。
【００４１】
　従って本発明におけるＮの原子組成比率（Ｎ／（Ｎ＋Ｏ））は０．０１原子％以上３原
子％以下が好ましい。
【００４２】
　また、Ｉｎ原子組成比率（Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ））が３０原子％以上でアモルファスの
薄膜となる。この時、表面粗さが小さく、界面特性に優れたＴＦＴを実現することができ
る。特に、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。
【００４３】
　なお、本発明の酸化物材料は、所定の範囲内であればＧａを含んでいてもよく、また全
く含んでいなくても良い。Ｇａが含まれている場合、Ｇａ添加量によって膜の抵抗率を制
御することができるという効果がある。アモルファス酸化物に含まれるＧａの含有量の範
囲としては、酸化物中のＧａの原子数が、Ｎの原子数よりも小さいとき、Ｎ添加の効果が
大きく、好ましい。すなわち、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ膜を活性層に用いたＴＦＴと同等レベルの
トランジスタ特性と環境安定性を両立できる。従って、良好なトランジスタ特性、特に高
い移動度や小さなＳ値を有するＴＦＴを実現するためには、アモルファス酸化物に含まれ
るＧａの原子数が、Ｎの原子数よりも小さいことが好ましい。
【００４４】
　また、上記酸化物には、Ｇａ以外にも、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。
【００４５】
　ソース電極１２、ドレイン電極１３およ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。たとえば、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良い。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
ルなどの金属膜を用いることができる。また活性層と電極、およびゲート電極とゲート絶
縁膜との間に、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があ
っても良い。
【００４６】
　ゲート絶縁層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。
【００４７】
　基板としては、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。
【００４８】
　本発明のＴＦＴ活性層の作成方法としては、ガラス基板、プラスチック基板、ＰＥＴ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、も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、所望の膜中窒素濃度に応じて、気相中にＮ２、ＮＨ３、ＮＯなどを導
入する。また成膜中にラジカル源等を用いてＮラジカルを照射することも、膜中窒素濃度
を制御する上で、効果的である。
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【００４９】
　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形態である。
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２
００℃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、窒素
、酸素、水蒸気、二酸化炭素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良い。これに
より、ＴＦＴのオフ電流をさらに小さく出来るという効果がある。
【００５０】
　（ＴＦＴ特性）
　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。
【００５１】
　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。
【００５２】
　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。
【００５３】
　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、たとえば、電界効果
移動度、電流オン／オフ比などが上げられる。
【００５４】
　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。たとえば、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
。
【００５５】
　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。
【００５６】
　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と比較
して、電界効果移動度が高く、Ｓ値が小さいことが分かる。またＩｎとＺｎとの原子組成
比率に対する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、Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）で表されるＩｎの原子組成比率が１５原子％
以上、７５原子％以下の範囲で、１０５以上の電流オン／オフ比が得られる。
【００５７】
　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では作製直後と半年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ことが分かった。
【実施例】
【００５８】
　以下、実施例を用いて本発明を更に説明する。
【００５９】
　（実施例１：活性層がＮ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ膜、Ｎ／（Ｎ＋Ｏ）＝１．７原子％）
　本発明に係わるＴＦＴ素子の第１実施例を図４を用いて説明する。
【００６０】
　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る。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、Ｎ添加したＩｎ－Ｚｎ－Ｏ膜を形成した。
【００６１】
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　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ている。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ている。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。
【００６２】
　Ｎ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ膜の製膜は２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２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インチ焼結体およ
びＩｎ２Ｏ３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Ｒ
ＦパワーはそれぞれＺｎＯが５０Ｗ、Ｉｎ２Ｏ３が３０Ｗである。Ｎはラジカル源により
供給される。前記ラジカル源は電子サイクロトロン共鳴プラズマにより励起され、投入マ
イクロ波パワーは８０Ｗである。本実施例においては、ラジカル源により生成されたＮラ
ジカルをスパッタリング成膜雰囲気中に導入することで、膜中窒素濃度を制御している。
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。
Ｎ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ膜は、４×１０－１Ｐａのアルゴン、窒素、酸素混合ガス雰囲気中
で成膜され、導入窒素分圧は８×１０－２Ｐａ、導入酸素分圧は１．６×１０－２Ｐａと
した。
【００６３】
　その後、電子ビーム加熱蒸着法を用いて、酸化物半導体活性層に近い側から、約１５０
ｎｍの膜厚を有するＩＴＯ層を成膜し、フォトリゾグラフィ法とリフトオフ法により、ソ
ース電極１２およびドレイン電極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。次い
で、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１５
０μｍであった。
【００６４】
　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Ｎ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ膜について酸化膜について段差計で測定
を行ったところ、膜厚は約４０ｎｍであった。また蛍光Ｘ線分析およびラザフォード後方
散乱（ＲＢＳ）分析によりＩｎの原子組成比率（Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ））は１５－７５原
子％、２次イオン質量分析（ＳＩＭＳ）により窒素の原子組成比率（Ｎ／（Ｎ＋Ｏ））が
、約１．７原子％であることが分かった。またＮ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）で表される窒素の原子
組成比率は１．９から２．４原子％の範囲、全原子組成比率に対するＮの原子組成比率は
約１原子％であった。
【００６５】
　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、Ｉｎ原子組成比率（Ｉｎ／
（Ｉｎ＋Ｚｎ））が３０原子％以上の時、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、Ｉｎ原子組成比率（Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）
）が３０原子％以下では、ＺｎｋＩｎ２Ｏｋ＋３（６≦Ｋ≦８）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。
【００６６】
　（比較例１：活性層がＩｎ－Ｚｎ－Ｏ膜）
　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、
Ｎ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ている。
【００６７】
　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
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入酸素分圧は２×１０－３Ｐａとした。なお本比較例では、ラジカル源による成膜雰囲気
中へのラジカル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４０ｎｍ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１５－７５原子％であった。膜中の窒素量に関しては、２次イオン質量分析（ＳＩＭＳ
）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分かった。
【００６８】
　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、Ｉｎ原子組成比率（Ｉｎ／
（Ｉｎ＋Ｚｎ））が３０原子％以上の時、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、Ｉｎ原子組成比率（Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）
）が３０原子％以下では、ＺｎｋＩｎ２Ｏｋ＋３（６≦Ｋ≦８）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。
【００６９】
　（比較例２：活性層がＮ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ膜　Ｎ＝５％）
　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、
Ｎ添加した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ている。
【００７０】
　Ｎ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ膜は４×１０－１Ｐａのアルゴン酸素窒素混合ガス雰囲気中で成
膜され、導入酸素分圧は１．６×１０－２Ｐａ、窒素分圧は１×１０－１Ｐａ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４０ｎｍであった。また蛍光Ｘ線分析を行ったところ、Ｉ
ｎの原子組成比率（Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ））は１５から７５原子％の範囲であった。膜中
の窒素量に関しては、ＲＢＳを用いて評価を行ったところ、窒素の原子組成比率（Ｎ／（
Ｎ＋Ｏ））が、約５原子％であることが分かった。
【００７１】
　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、Ｉｎ原子組成比率（
Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ））が３２原子％以上の時、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、Ｉｎ原子組成比率（Ｉｎ／（Ｉｎ＋
Ｚｎ））が３２原子％以下では、ＺｎｋＩｎ２Ｏｋ＋３（６≦Ｋ≦８）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。
【００７２】
　（活性層物性）
　本実施例で得られたＮ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ活性層について、光吸収スペクトルの解析を
行ったところ、上記Ｎ添加酸化膜の禁制帯エネルギー幅はＩｎの原子組成比率に依存して
約２．７ｅＶから２．９ｅＶの範囲の値を示していた。比較例１のＩｎ－Ｚｎ－Ｏ膜では
禁制帯エネルギー幅が上記と同様に約２．７から２．９ｅＶの範囲、一方比較例２の酸窒
化物半導体では約２．３－２．４ｅＶの値を示している。この結果、窒素の原子組成比率
（Ｎ／（Ｎ＋Ｏ））が大きくなるに従い、可視域での受光感度が増加してしまうことが分
かった。
【００７３】
　次に、Ｎ添加したＺｎ－Ｉｎ－Ｏ膜の経時安定性を調べるため、本実施例で作成した酸
化膜および比較例１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のＩｎ－Ｚｎ－Ｏ膜では３ヶ月静置後にはＩｎとＺｎ
原子組成比率に依存して、約１桁から３桁の抵抗率の低下が観測された。一方、本実施例
及び比較例２のＮ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
優れていることが分かった。図７は本実施例および比較例で得られた酸化膜について、Ｉ
ｎの原子組成比率（Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ））が７５原子％における、抵抗率の経時変化を
示したものである。
【００７４】
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　このように、適切な量のＮをＩｎ－Ｚｎ－Ｏ膜に添加することにより、可視光に対する
透明性を保ったまま、且つ耐環境安定性を兼ね揃えた半導体を実現することができる。
【００７５】
　（ＴＦＴ素子の特性評価）
　図６は、本実施例で作製したＴＦＴ素子を室温下で測定した時の、Ｖｄ＝６Ｖにおける
Ｉｄ－Ｖｇ特性（トランスファ特性）を示したものである。
【００７６】
　実施例１、比較例１、および２共に、最も良好なトランジスタ特性が得られたのは、Ｉ
ｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ）で表されるＩｎの原子組成比率が約４０原子％の時であった。この時
、オン電流は比較的大きい値を示しており、実施例１において、Ｖｇ＝１０Ｖの時には、
Ｉｄ＝５×１０－４Ａ程度の電流が流れていることが分かった。オフ電流はＩｄ＝８×１
０－１３Ａ程度でしきい電圧は約１．５Ｖ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、飽和領域において約１５ｃｍ２／Ｖｓの得られた。またＳ値は約０．３Ｖ／
ｄｅｃであった。また、比較例１で作製したＴＦＴ素子の移動度及びＳ値は、Ｉｎの原子
組成比率が約４０原子％の時、それぞれ約１７ｃｍ２／Ｖｓ、約０．１６Ｖ／ｄｅｃの値
を示している。この結果から、実施例１、比較例１ともに良好なトランジスタ特性が得ら
れることがわかった。
【００７７】
　一方、比較例２で作製したＴＦＴ素子においても移動度、Ｓ値はそれぞれ約１４ｃｍ２

／Ｖｓ、約０．５Ｖ／ｄｅｃと比較的良好な値を示していた。しかし、蛍光灯の光を照射
することによって、オフ電流が増加してしまい、その結果、電流オン・オフ比が５桁より
も小さくなってしまうことが分かった。
【００７８】
　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。その結果、実施例１および比較例２で作製したＴ
ＦＴでは、異なるＩｎとＺｎの原子組成比率について、半年間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分かった。一方、比較例１で作製したＴＦＴ
では、特にＩｎの原子組成比率（Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ））が約３０原子％以下また６０原
子％以上で、オフ電流が大きく増加した。その結果、上記Ｉｎの原子組成比率では十分な
電流オン・オフ比が得られなかった。この関係から、比較例１のＴＦＴではＩｎ：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）が小さいことが分かった。図８は実施例１および比較例１について、半年間静置
後のＴＦＴ電流オン／オフ比をプロットしたものである。
【００７９】
　このように、Ｎ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および耐環境安定性に優れ、且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。さらに、適切な膜中Ｎ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。
【００８０】
　（実施例２：活性層がＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ膜、Ｎ／（Ｎ＋Ｏ）＝２原子％）
　本発明に係わるＴＦＴ素子の第２実施例を図４を用いて説明する。
【００８１】
　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る。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、Ｎ添加したＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ膜を形成した。
【００８２】
　Ｉｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ膜の製膜は実施例１と同様、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、ＩｎＧａＺｎＯ４の３元で製膜を行っているた
め、一枚の基板面内でＧａ比０．４原子％以上５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。またこの時Ｉｎ－Ｚｎの組成傾斜と直交
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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インチ焼結体およびＩｎＧａＺｎＯ４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３
０Ｗ、ＩｎＧａＺｎＯ４が３５Ｗである。Ｎはラジカル源により供給した。前記ラジカル
源は電子サイクロトロン共鳴プラズマにより励起され、投入マイクロ波パワーは８０Ｗで
ある。本実施例においては、ラジカル源により生成されたＮラジカルをスパッタリング成
膜雰囲気中に導入することで、膜中窒素濃度を制御している。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。Ｎ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｇａ－
Ｏ膜は、４×１０－１Ｐａのアルゴン、窒素、酸素混合ガス雰囲気中で成膜され、導入窒
素分圧は１×１０－１Ｐａ、導入酸素分圧は０．９×１０－２Ｐａとした。
【００８４】
　その後、電子ビーム加熱蒸着法を用いて、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、フォトリゾグラ
フィ法とリフトオフ法により、ソース電極１２およびドレイン電極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１０μ
ｍ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Ｎ添加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４０ｎｍであった。また蛍光Ｘ線分析、ラザフォード後方散乱（ＲＢＳ
）分析およびＳＩＭＳ分析によりＩｎの原子組成比率（Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ））は１５－
７５原子％、Ｎの原子組成比率（Ｎ／（Ｎ＋Ｏ））は２原子％、であった。また全原子に
対するＧａの原子組成比率及びＮの原子組成比率はそれぞれ、約０．４－５原子％、約１
．２原子％であることが分かった。また、Ｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）で表されるＮの原子組成比
率は２．２－２．９原子％であった。
【００８６】
　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（Ｚｎ／
（Ｉｎ＋Ｚｎ＋Ｇａ））が約７０原子％以上の時、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原子組成比率（Ｚｎ／（Ｉｎ
＋Ｚｎ＋Ｇａ））が約７０原子％以下では、ＺｎｋＩｎ２Ｏｋ＋３　（６≦Ｋ≦８）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：活性層がＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ膜）
　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、
Ｎ添加していないＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－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８×１０－４Ｐａとした。なお本比較例では、ラジカル源による成膜
雰囲気中へのラジカル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４０ｎ
ｍであった。また蛍光Ｘ線分析、ＲＢＳ分析およびＳＩＭＳ分析を行ったところ、Ｉｎの
原子組成比率（Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ））は１５から７５原子％の範囲、また全元素に対す
るＧａの原子組成比率は約０．４から５原子％の範囲であることが分かった。膜中の窒素
量に関しては、２次イオン質量分析（ＳＩＭＳ）を用いて評価を行ったところ、検出限界
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以下であることが分かった。
【００８９】
　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（Ｚｎ／
（Ｉｎ＋Ｚｎ＋Ｇａ））が約７０原子％以上の時、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原子組成比率（Ｚｎ／（Ｉｎ
＋Ｚｎ＋Ｇａ））が約７０原子％以下では、ＺｎｋＩｎ２Ｏｋ＋３　（６≦Ｋ≦８）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】
　（活性層物性）
　本実施例で得られたＮ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。その結果、上記Ｎ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２．８ｅＶから３．１ｅＶの範囲の値を示していた。そして実施例１のＮ添
加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ膜よりも若干高い値、また比較例３のＩｎ－Ｚｎ―Ｇａ－Ｏ膜と同程度
の値を示していた。
【００９１】
　また、本実施例で得られたＮ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ膜について４探針測定を行った
。その結果、抵抗率はＧａ量に依存して大きく変化することが分かった。例えばＩｎの原
子組成比率（Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ））が７５原子％の時、全原子数に対するＧａ量が０原
子％（実施例１）で約３００Ωｃｍの値を示していた。一方、０．４５原子％では約２．
４ｋΩｃｍ、また５原子％では約３０ＫΩｃｍまで高くなることが分かった。上記傾向は
比較例３で作製したＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ膜においても同様に観測され、Ｇａ添加量によ
って、抵抗率が制御可能であることが分かった。
【００９２】
　次に、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ膜の経時安定性を調べるため、本実施例で作成したＮ添加
酸化膜および比較例１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。図９、１０はその結果を示したグラフで、本実施例および比
較例で得られた酸化膜について、Ｉｎの原子組成比率（Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ））が７５原
子％の時の抵抗率経時変化を示したものである。
【００９３】
　以上の検討の結果、本実施例２のＮ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分かった。一方、比較例３のＩｎ－Ｚｎ－Ｇ
ａ－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Ｇ
ａ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、本実施例２のＮ
添加酸化膜では成膜後と３ヵ月静置後とで、抵抗率には殆ど変化が無かった。一方、比較
例３の酸化膜では、Ｇａの原子組成比率が１原子％以下の場合、１桁から２桁の抵抗率の
低下が観測され、耐環境安定性に関しては、本実施例２のＮ添加酸化膜が優れていること
が分かった。
【００９４】
　このように、ＧａとＮの両方をＩｎ－Ｚｎ－Ｏ膜に添加することにより、抵抗率の制御
性に優れ、且つ耐環境安定性の高い半導体を実現することができる。
【００９５】
　（ＴＦＴ素子の特性評価）
　本実施例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、Ｉｎの原子組成比
率（Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ））が約４０原子％、全原子数に対するＧａの原子組成比率が０
．４原子％の時であった。この時、オン電流は比較的大きい値を示しており、Ｖｇ＝１０
Ｖの時には、Ｉｄ＝４×１０－４Ａ程度の電流が流れていることがわかった。オフ電流は
Ｉｄ＝１×１０－１３Ａ程度、しきい電圧は約２．３Ｖであり、実施例１と比べてオフ電
流が低く、しきい電圧も大きいことが分かった。またこの時、ＴＦＴはノーマリーオフ特
性を示していた。出力特性から電界効果移動度およびＳ値を算出したところ、それぞれ約
１４．４ｃｍ２／Ｖｓおよび約０．３Ｖ／ｄｅｃと、実施例１で得られた値とほぼ同程度
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の良好な特性が得られた。上記結果は比較例３で作製したＴＦＴにおいても同様に観測さ
れ、微量のＧａ添加によって、高い電界効果移動度を保ったまま、低いオフ電流やノーマ
リーオフ特性が実現されることが分かった。
【００９６】
　しかし、さらにＧａの原子組成比率を大きくしていくと、上記特性は低下してしまう。
例えば全原子数に対するＧａの原子組成比率が２原子％では電界効果移動度が約１２ｃｍ
２／Ｖｓ、Ｓ値が約０．７Ｖ／ｄｅｃ、Ｇａの原子組成比率が５原子％で電界効果移動度
が約１０ｃｍ２／Ｖｓ、Ｓ値が約１／ｄｅｃとなることが分かった。図１１に異なるＧａ
の原子組成比率に対する電界効果移動度及びＳ値をプロットする。なお、図１１において
Ｉｎの原子組成比率（Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ））は約４０原子％である。この図より、全原
子数に対するＧａの原子組成比率が約１原子％以上、すなわち全原子数に対するＮ原子組
成比率よりも大きくなった場合、ＴＦＴ特性が低下することが分かる。
【００９７】
　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。その結果、本実施例２で作製したＴＦＴでは、異
なるＩｎとＺｎの原子組成比率について、半年間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分かった。一方、比較例３で作製したＴＦＴも比較的耐環
境安定性に優れていたが、Ｇａの原子組成比率が１原子％以下では、オフ電流の増加が観
測された。特にＩｎの原子組成比率（Ｉｎ／（Ｚｎ＋Ｉｎ）で表される）が７０原子％以
上では、オフ電流が約２倍程度増加することが分かった。
【００９８】
　このように、Ｇａの原子組成比率がＮの原子組成比率よりも小さい（即ちＧａ原子数が
Ｎ原子数よりも少ない）Ｎ添加Ｉｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ膜を活性層に用いることにより、ト
ランジスタ特性及び、耐環境安定性に優れたＴＦＴ素子を得ることができる。
【００９９】
　またＧａとＮの両方を添加することによって、オフ電流やしきい電圧の制御性が高く、
且つ環境安定性に優れたＴＦＴ素子を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明に係る酸化物膜を、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
プロットしたものである。
【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ものである。
【図９】実施例２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１０】比較例３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１１】実施例２で作製されたＴＦＴにおいて、異なるＧａの原子組成比率に対する電
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界効果移動度及びＳ値をプロットしたグラフである。
【符号の説明】
【０１０１】
　１１　活性層
　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
　１６　密着層

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(17) JP 5241143 B2 2013.7.17

【図１１】



(18) JP 5241143 B2 2013.7.17

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００６－１３３７６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－０１３４０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００７／０５８２３１（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２９／７８６　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

