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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソース電極とドレイン電極と、
　積層された半導体層とゲート絶縁層とゲート電極と、を有する電界効果型トランジスタ
であって、
　前記半導体層は、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体を含有する第１のアモルファス酸化物
半導体層と、Ｇｅ－Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体を含有する第２のアモルファス酸化物
半導体層と、を有し、
　前記第１のアモルファス酸化物半導体層が前記ゲート絶縁層に接するように前記第１の
アモルファス酸化物半導体層と前記第２のアモルファス酸化物半導体層とが積層されてい
ることを特徴とする電界効果型トランジスタ。
【請求項２】
　前記第１のアモルファス酸化物半導体層は、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ系酸化物半導体を含
有するアモルファス酸化物半導体層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】
　前記第１のアモルファス酸化物半導体層と前記第２のアモルファス酸化物半導体層とは
、互いに組成が異なっていることを特徴とする請求項１または２に記載の電界効果型トラ
ンジスタ。
【請求項４】



(2) JP 5538797 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

　前記第２のアモルファス酸化物半導体層に含まれるＧｅの組成比［Ｇｅ］／（［Ｉｎ］
＋［Ｚｎ］＋［Ｇｅ］）が、０．０１以上０．４以下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。
【請求項５】
　前記第２のアモルファス酸化物半導体層に含まれるＧｅの組成比［Ｇｅ］／（［Ｉｎ］
＋［Ｚｎ］＋［Ｇｅ］）が、０．０３以上０．１５以下であることを特徴とする請求項１
乃至４のいずれか１項に記載の電界効果型トランジスタ。
【請求項６】
　前記第１のアモルファス酸化物半導体層に含まれるＺｎの組成比［Ｚｎ］／（［Ｉｎ］
＋［Ｚｎ］）が０．３以上、０．７５未満であることを特徴とする請求項１乃至５のいず
れか１項に記載の電界効果型トランジスタ。
【請求項７】
　前記第１のアモルファス酸化物半導体層に含まれるＺｎの組成比［Ｚｎ］／（［Ｉｎ］
＋［Ｚｎ］）が０．４未満であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載
の電界効果型トランジスタ。
【請求項８】
　前記第１のアモルファス酸化物半導体層に含まれるＺｎの組成比［Ｚｎ］／（［Ｉｎ］
＋［Ｚｎ］）と前記第２のアモルファス酸化物半導体層に含まれるＺｎの組成比［Ｚｎ］
／（［Ｉｎ］＋［Ｚｎ］）とが同一であることを特徴とする請求項２に記載の電界効果型
トランジスタ。
【請求項９】
　前記第２のアモルファス酸化物半導体層の一部が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前記第１のアモルファス酸化物半導体層との間に設けられることを
特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の電界効果型トランジスタ。
【請求項１０】
　前記ゲート絶縁層は、シリコン酸化物からなることを特徴とする請求項１乃至９のいず
れか１項に記載の電界効果型トランジスタ。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の電界効果型トランジスタと、
　該電界効果型トランジスタによって駆動される有機ＥＬ素子と、を含むことを特徴とす
る表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アモルファス酸化物半導体を用いる電界効果型トランジスタに関する。特に
、有機エレクトロルミネセンスディスプレイ、無機エレクトロルミネセンスディスプレイ
又は液晶ディスプレイ等の表示装置に用いられる電界効果型トランジスタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　酸化物半導体を用いる電界効果型の１つである薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ
Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ，ＴＦＴ）が、有機ＥＬディスプレイや液晶ディスプレイ、ペーパ
ーライクディスプレイなどの駆動用素子として注目を集めている。
【０００３】
　特に、酸化物半導体を用いたＴＦＴは、大きな電界効果移動度に加えて、低温での形成
が可能であることや、透明であることの特徴を生かして、ディスプレイに限らずにより広
い用途への応用も期待できる。
たとえば、チャネル層にＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系（Ｉｎ、Ｇａ、Ｚｎを含む酸化物系）の
アモルファス酸化物を用いた薄膜トランジスタが知られている。
特許文献１にはプラズマによる特性劣化を減らすために、二重層構造のチャネル層を適用
した薄膜トランジスタが報告されている。
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【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Ｐｈｙｓ．ｓｔａｔ．ｓｏｌ．（ａ），１－５（２００８）
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－１９９００５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、酸化物材料によるＴＦＴを産業界において用いるためには、高い性能に加えて
、大きな基板面積に対して素子特性のばらつきを小さくすることが必要である。
【０００７】
　素子特性のばらつきを小さくするためには、ＴＦＴのチャネル層を構成する半導体層の
組成変動によって生じる特性ばらつきが小さいこと、すなわち素子特性の組成依存性が小
さいことが望まれる。このような組成依存性の小さい素子を適用すれば、均一性の高いＴ
ＦＴアレイ基板を比較的容易に得ることができる。このことは、ディスプレイをはじめと
する用途において、製造コストの面で非常に有利になる。
【０００８】
　また、高い性能を有したＴＦＴは、ＡＭＯＬＥＤ（アクティブマトリクス有機発光ダイ
オード）の駆動ＴＦＴ及びスイッチングＴＦＴに用いることが可能となる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は上記課題を解決する為に本発明者らが電界効果型トランジスタのチャネル層の
材料としてアモルファス酸化物半導体に注目して鋭意検討を行った結果、発明の完成に至
ったものである。
【００１０】
　本発明の電界効果型トランジスタは、ソース電極とドレイン電極と、積層された半導体
層とゲート絶縁層とゲート電極と、を有する電界効果型トランジスタであって、前記半導
体層は、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体を含有する第１のアモルファス酸化物半導体層と
、Ｓｉ－Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体およびＧｅ－Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体の一
方を含有する第２のアモルファス酸化物半導体層と、を有し、前記第１のアモルファス酸
化物半導体層が前記ゲート絶縁層に接するように前記第１のアモルファス酸化物半導体層
と前記第２のアモルファス酸化物半導体層とが積層配置されていることを特徴とするもの
である。
【００１１】
　また、本発明の表示装置は、本発明の電界効果型トランジスタと、該電界効果型トラン
ジスタによって駆動される有機ＥＬ素子とを含むことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、チャネル層に本発明の特定の積層構成を適用することで、電気的特性
に優れ、且つ、組成変動に対する特性変化が小さいＴＦＴを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態としての第１および第２のアモルファス酸化物層からなるチ
ャネル含む薄膜トランジスタの概略を示す断面図である。
【図２】本発明（ａ）および比較例（ｂ）のＴＦＴにおける、電流－電圧特性のＩｎ組成
依存例。
【図３】本発明の一実施形態としてのＴＦＴにおける、第１のアモルファス酸化物層のＩ
ｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）組成比に対するオン・オフ電流比変化の例を示すグラフ。
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【図４】本発明の一実施形態としてのＴＦＴにおける、第１のアモルファス酸化物層のＩ
ｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）組成比に対する電界効果移動度変化の例を示すグラフ。
【図５】本発明の一実施形態としてのＴＦＴにおける、第１のアモルファス酸化物層のＩ
ｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）組成比に対するサブスレッショルドスイング値Ｓ（Ｖ／ｄｅｃ）の値
変化の例を示すグラフ。
【図６】本発明の一実施形態としての電界効果型トランジスタのチャネル層を成膜するた
めに用いた成膜システムの概略を示す図である。
【図７】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８】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９】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。
【図１０】本発明の一実施形態としてのＴＦＴにおけるＩｄ－Ｖｄ特性を示すグラフ
【図１１】本発明のＴＦＴ（２５０℃空気中１時間アニール後）における、電流－電圧特
性のＩｎ組成依存性を示す図。
【図１２】本発明の一実施形態としてのＴＦＴにおける、第１のアモルファス酸化物半導
体層のＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）組成比に対する電界効果移動度変化の例を示すグラフ
【図１３】本発明の一実施形態としてのＴＦＴにおける伝達特性と電界効果移動度を示す
図
【図１４】本発明のＴＦＴの伝達特性を示すグラフ
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明者らはＺｎ－Ｉｎ―Ｏ系のチャネル層を有したＴＦＴの組成依存性を小さくする
ことを目的に、鋭意検討をした。その結果、アモルファスＺｎ－Ｉｎ－Ｏ系膜とアモルフ
ァスＺｎ－Ｉｎ－Ｇｅ（もしくはＳｉ）―Ｏ系膜を積層したチャネル層を用いることが好
ましいことを発見するに到った。
【００１５】
　本発明において、Ｚｎ－Ｉｎ―Ｏ系膜とは、ＺｎまたはＩｎから選択される少なくとも
１つの元素を含む酸化物半導体膜を意味する。またＺｎ－Ｉｎ－Ｇｅ（もしくはＳｉ）―
Ｏ系膜とは、Ｚｎ、Ｉｎ及びＧｅから選択される少なくとも１つの元素を含む酸化物半導
体膜、又はＺｎ、Ｉｎ及びＳｉから選択される少なくとも１つの元素を含む酸化物半導体
膜を意味する。
【００１６】
　本発明において、チャネル層に上述の積層構成を適用することで、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－
Ｏの単層からなるチャネルやＩｎ－Ｇｅ－Ｚｎ－Ｏの単層からなるチャネルを用いた場合
より、電界効果移動度の大きなＴＦＴを得ることができる。具体的には、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚ
ｎ－Ｏ単層の構成での電界効果移動度は約１０ｃｍ２／Ｖｓｅｃであるが、本発明の積層
構成のチャネルを有したＴＦＴでは２０ｃｍ２／Ｖｓｅｃ以上の電界効果移動度を得るこ
とができる。図４には、本発明のＴＦＴの電界効果移動度がグラフに記されている。
【００１７】
　また本発明は、チャネル層に上述の積層構成を適用することで、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ単層の
チャネルを用いた場合より、組成変動に対する特性変化が小さいＴＦＴを実現できる。本
発明者らは、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ単層のチャネルを用いた場合は、Ｉｎ：Ｚｎ＝４：６近傍で
良好なスイッチング特性が得られること、特性のＩｎ：Ｚｎ比依存性が存在することを報
告している。（非特許文献１）。本発明の積層構成を適用することで、より広いＩｎ：Ｚ
ｎ比に対して、良好なスイッチング特性を得ることができる。図３にはオンオフ電流比の
組成依存性を示した。図３において白三角はＩｎ－Ｚｎ－Ｏ単層のチャネルを用いた場合
であり、黒四角はＺｎ－Ｉｎ－Ｏ（第１の層）とＺｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏ（第２の層）の積
層チャネルを用いた場合である。本発明の積層チャネルを用いたＴＦＴの方が、オンオフ
電流比の組成依存性が小さいことがわかる。また、広いＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）値にわたっ
て大きなオン・オフ電流比が得られることがわかる。
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　上述の効果が得られた理由は、必ずしも明らかではないが以下に考察を述べる。
【００１８】
　本発明は、電界効果型トランジスタのチャネル層として、特定の組成を有するアモルフ
ァス酸化物半導体層を少なくとも２層の積層構成を採用することが重要である。まず、第
１のアモルファス酸化物半導体層として電子移動度の高い材料であるＺｎ－Ｉｎ―Ｏ膜を
ゲート絶縁膜に接する側に設ける。当該酸化物半導体層を当該位置に設けることで、大き
なオン状態の電流、すなわち大きな電界効果移動度を可能にしていると考えられる。さら
に、第２のアモルファス酸化物半導体層としてＺｎ－Ｉｎ―Ｇｅ－Ｏ膜を前記第１のアモ
ルファス酸化物半導体膜に接して設ける（積層する）ことで、大気や真空などの環境から
Ｚｎ－Ｉｎ－Ｏ膜を保護して本来のＺｎ－Ｉｎ－Ｏ膜の性能を引き出すことができる。さ
らに、本発明の積層構成とすることにより良好な界面特性や半導体特性さらには電極－チ
ャネル間の電気接続を可能とし、単層では実現困難作用を実現していると考えることがで
きる。
【００１９】
　ここで、本発明の積層構成の特徴的部分を構成する、第２のアモルファス酸化物半導体
層に適用するＺｎ－Ｉｎ―Ｇｅ（Ｓｉ）－Ｏ膜の特徴について説明する。本発明者らの知
見によれば、ＩＶ族元素であるＧｅまたはＳｉをアモルファス酸化物半導体に添加すると
、キャリア濃度を効果的に減じることができる。また、Ｇａ（ＩＩＩ族の元素）に比べて
、比較的少量のＧｅまたはＳｉの添加でキャリア濃度の制御（増加させる又は減少させる
）が可能である。さらに、アモルファス酸化物半導体にＧｅまたはＳｉを添加することで
、抵抗率をはじめとした電気物性の環境（大気、水分など）に対する安定性（外因により
変化しにくい）が向上する。
【００２０】
　このような特徴を有したＩＶ族元素を添加したアモルファス酸化物半導体と、高移動度
という特徴を有したＺｎ－Ｉｎ－Ｏ系アモルファス酸化物半導体とを積層させて積層構造
とすることが本発明の特徴的部分である。特に、第２のアモルファス酸化物半導体層にＺ
ｎ－Ｉｎ－Ｏ系にＧｅを添加したＺｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏ系を適用し、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｏ系ア
モルファス酸化物半導体を適用した構成を選択することで、第１のアモルファス酸化物半
導体層と第２のアモルファス酸化物半導体層の間の組成比の差が小さい構成とすることが
できる。このような構成とすることにより、２つの層の間で物質的な性質の連続性を高め
、良質で安定な界面を実現できる。良質な（電気的欠陥の少ない）界面を実現できるため
に、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｏ系膜の高移動度という特徴を維持したまま、さらに環境に対する安定
性や動作安定性に優れたＴＦＴを実現できる。
【００２１】
　本発明の上記チャネル層の積層構成は、単に第１のアモルファス酸化物半導体層を第２
のアモルファス酸化物半導体層により物理的に保護するだけでなく、積層構成とすること
で電気的特性（デバイス特性）が、単層の場合よりも大きく向上するものである。
【００２２】
　また本発明において、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｏ単層チャネルと同程度の高い電界移動度（例えば
２０ｃｍ２／Ｖｓｅｃ）が得られている。このことからも、電界移動度の高い材料である
Ｚｎ－Ｉｎ―Ｏ膜がゲート絶縁膜に接していることで、大きなオン状態の電流、すなわち
大きな電界効果移動度を可能にしていると考えることができる。
　この結果、上述のように組成変動にともなう特性変化が小さく、さらに特性に優れたＴ
ＦＴが実現できる。
【００２３】
　以下、図面を用いて本発明を実施するための実施の形態を説明する。
　図１は、本発明の一実施形態としての薄膜トランジスタの概略を示す断面図である。
図１（ａ）及び図１（ｂ）において、１０は基板、１１は本発明の酸化物半導体層からな
るチャネル層、１２はゲート絶縁層、１３はソース電極、１４はドレイン電極、１５はゲ
ート電極である。１１（ａ）は第１のアモルファス酸化物半導体層、１１（ｂ）は第２の
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アモルファス酸化物半導体層である。
図１（ｃ）では、ゲート絶縁体２２である熱酸化ＳｉＯ２が形成された基板２１の上に本
発明の酸化物半導体層からなるチャネル層２５を配する。２３はソース電極、２４はドレ
イン電極である。基板２１は、ｎ＋－Ｓｉからなり、ゲート電極としても機能する。２５
（ａ）は第１のアモルファス酸化物半導体層、２５（ｂ）は第２のアモルファス酸化物半
導体層である。
図１（ａ）は、半導体チャネル層１１の上にゲート絶縁層１２とゲート電極１５を有する
トップゲート構造の例である。図１（ｂ）は、ゲート電極１５の上にゲート絶縁層１２と
半導体チャネル層１１を有するボトムゲート構造の例である。図１（ｃ）は、別のボトム
ゲート型トランジスタの例である。
【００２４】
　本発明では、ＴＦＴの構成は、上記の構造に限定されず、トップゲート又はボトムゲー
ト型、スタガ型、逆スタガ型、コープレナ－型、逆コープレナ－型などの任意の構造に適
用できる。
【００２５】
　電界効果型トランジスタは、ゲート電極１５、ソース電極１３及びドレイン電極１４を
有する３端子デバイスである。電界効果型トランジスタは、電圧ＶＧをゲート電極へ印加
すると、チャネル層を通って流れるドレイン電流ＩＤを制御することができ、ソース電極
とドレイン電極との間を流れる電流を制御する電子デバイスである。
　以下各層について説明する。
【００２６】
　（チャネル層）
　本発明の薄膜トランジスタは、チャネル層が第１のアモルファス酸化物半導体層１１（
ａ）と第２のアモルファス酸化物半導体層１１（ｂ）との積層構成からなること、さらに
はそれぞれの層の材料に特徴がある。本発明において、第１のアモルファス酸化物半導体
層１１（ａ）はゲート絶縁層１２と第２のアモルファス酸化物半導体層１１（ｂ）との間
に、ゲート絶縁層１２に接して設けられる。
【００２７】
　また前記第２のアモルファス酸化物半導体層の一部がソース電極またはドレイン電極と
前記第１のアモルファス酸化物半導体層との間に設けることができる。
【００２８】
　本発明の第１のアモルファス酸化物半導体層１１（ａ）は、ＺｎまたはＩｎから選択さ
れる少なくとも１つの元素を含むアモルファス酸化物半導体層からなる。特に、ＺｎとＩ
ｎとの両元素を含有するアモルファス酸化物（アモルファスＺｎ－Ｉｎ－Ｏ）が好適であ
る。他にも、アモルファスＩｎ－Ｓｎ－Ｏ、アモルファスＩｎ－Ｏ、アモルファスＩｎ－
Ｇｅ－Ｏ、アモルファスＺｎ－Ｓｎ－Ｏ、アモルファスＩｎ－Ｚｎ－Ｇａ－Ｏ、などを好
適に用いることができる。
【００２９】
　本発明において第１のアモルファス酸化物半導体の組成比としては、当該第１のアモル
ファス酸化物半導体層に含まれるＺｎの組成比Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．３以上、０．
７５未満が好ましい。
【００３０】
　本発明の第２のアモルファス酸化物半導体層１１（ｂ）としては、ＧｅまたはＳｉから
選択される少なくとも１つの元素と、ＺｎまたはＩｎから選択される少なくとも１つの元
素と、を含むアモルファス酸化物からなる。特にＺｎ，Ｉｎ，Ｇｅを全て含有するアモル
ファス酸化物（アモルファスＺｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏ）が好適である。他にも、Ｚｎ－Ｉｎ
－Ｓｉ－Ｏ，Ｚｎ－Ｓｎ－Ｇｅ－Ｏ、Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏ、Ｚｎ－Ｇｅ－Ｏ、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｇ
ｅ－Ｏなどを好適に用いることができる。
【００３１】
　本発明の第１のアモルファス酸化物半導体層１１（ａ）と第２のアモルファス酸化物半
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導体層１１（ｂ）とは組成が異なる材料で構成することにより、各アモルファス酸化物半
導体層が相乗的に機能することで本発明の効果を奏する。
【００３２】
　本発明において上記第１及び第２のアモルファス酸化物は、当該酸化物に含まれる全て
の元素の中で酸素を最も多く含有し、次いで上記した各元素が含まれる。そして半導体特
性に悪影響を与えない限り上記した元素以外の他の元素を不純物として含み得る。
【００３３】
　例えばＺｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏからなるアモルファス酸化物は、全ての元素の中で酸素を
最も多く含有し、２番目に亜鉛（もしくはインジウム）、３番目にインジウム（もしくは
亜鉛）、４番目にゲルマニウムを多く含有する。本発明の第２のアモルファス酸化物半導
体層に含まれるＧｅの組成比Ｇｅ／（Ｉｎ＋Ｚｎ＋Ｇｅ）は、０．０１以上０．４以下が
好ましい。さらに好ましくはＧｅ／（Ｉｎ＋Ｚｎ＋Ｇｅ）が、０．０３以上０．１５以下
である。
【００３４】
　このような積層チャネル構造と各層の材料の組み合わせを用いることで、電気的特性に
優れ、且つ、素子特性の組成変動が小さいＴＦＴを実現できる。
【００３５】
　本発明において第１のアモルファス酸化物半導体層１１（ａ）の膜厚は、１０ｎｍ以上
、５０ｎｍ以下とすることが好ましい。１０ｎｍ以上の膜厚とすることでより大きな電流
でＴＦＴ動作を安定して行うことができる。一方、膜厚が厚すぎるとノーマリオフのＴＦ
Ｔを実現することが難しくなることから、膜厚の上限についてより好ましくは３０ｎｍ以
下とすることが好ましい。
【００３６】
　また第２のアモルファス酸化物半導体層１１（ｂ）の膜厚は、１０ｎｍ以上、５０ｎｍ
以下とすることが好ましい。
【００３７】
　第２のアモルファス酸化物半導体層１１（ｂ）の膜厚は、１０ｎｍ以上とすることで、
第１のアモルファス酸化物半導体を保護し、環境に対する安定性を高める作用を機能させ
ることができる。また、図１（ｂ）、（ｃ）の構成のように、第２のアモルファス酸化物
半導体層の一部がソース電極またはドレイン電極と第１のアモルファス酸化物半導体層と
の間に設けられる構成においては、前記膜厚の上限はより好ましくは３０ｎｍ以下である
。３０ｎｍ以下の膜厚とすることにより、電極と第１のアモルファス酸化物半導体層の間
で十分な電気的な接続を得ることができる。
【００３８】
　本発明において、第１のアモルファス酸化物半導体層１１（ａ）に適用するアモルファ
ス酸化物半導体膜は、抵抗率が１０－１Ωｃｍ～１０５（Ωｃｍ）の範囲の薄膜を用いる
ことができる。キャリア濃度としては１０１４～１０２０（１／ｃｍ３）の範囲の材料を
適用できる。電子移動度は１０ｃｍ２／Ｖｓｅｃよりも大きいことが好ましい。
【００３９】
　第２のアモルファス酸化物半導体層１１（ｂ）に適用するアモルファス酸化物半導体膜
は、抵抗率が１０１Ωｃｍ～１０７（Ωｃｍ）の範囲の薄膜を用いることができる。キャ
リア濃度としては１０１２～１０１８（１／ｃｍ３）の範囲の材料を適用できる。より好
ましくは１０１６（１／ｃｍ３）以下である。第２のアモルファス酸化物半導体層のキャ
リア濃度を小さくすることで、ノーマリオフ型のトランジスタを実現できる。電子移動度
は０．１ｃｍ２／Ｖｓｅｃよりも大きいことが好ましく、より好ましくは１ｃｍ２／Ｖｓ
ｅｃ以上である。
【００４０】
　本発明において、第１のアモルファス酸化物半導体層１１（ａ）を構成する材料の電子
移動度が、第２のアモルファス酸化物半導体層１１（ｂ）を構成する材料の電子移動度よ
りも大きいことが好ましい。このように電子移動度の大きい材料をゲート絶縁層に接して
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配することで、電界効果移動度の大きなＴＦＴを実現することができる。
また、第２のアモルファス酸化物半導体層１１（ｂ）を構成する材料のキャリア濃度が、
第１のアモルファス酸化物半導体層１１（ａ）を構成する材料のキャリア濃度よりも小さ
いことが好ましい。このようにキャリア濃度の小さい材料を、ゲート絶縁層から離れた側
に配することで、環境安定性や駆動安定性に優れたＴＦＴを実現することができる。
また、図１（ｂ）や図１（ｃ）の構成のように、第２のアモルファス酸化物半導体層の一
部がソース電極またはドレイン電極と第１のアモルファス酸化物半導体層との間に設けら
れる構成においては、電極と第１のアモルファス酸化物半導体層の間で十分な電気的な接
続がなされることが好ましい。このような構成においては、第２のアモルファス酸化物半
導体層１１（ｂ）の材料の抵抗率を１０５（Ωｃｍ）以下とすることが好ましい。このよ
うな構成とすることで、良好な電気接続を得ることができる。
【００４１】
　本発明のＴＦＴにおける好ましい積層チャネル構造として、第１のアモルファス酸化物
半導体層にアモルファスＺｎ－Ｉｎ－Ｏ系膜を配し、第２のアモルファス酸化物半導体層
にアモルファスＺｎ－Ｉｎ－Ｇｅ（もしくはＳｉ）―Ｏ系膜を配した構造が挙げられる。
以下に、本発明の積層チャネル構造おいて好ましい金属組成比について詳しく説明する。
【００４２】
　第１のアモルファス酸化物半導体層１１（ａ）にＩｎ－Ｚｎ－Ｏ薄膜を用いる場合、Ｚ
ｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）で表されるＺｎの原子組成比率が、０．７５以上で結晶、あるいは結
晶性が高くなる。このような場合、多結晶粒子界面の散乱により、電子移動度を大きくす
ることができないと考えられる。かつ電気的特性を考慮すると、Ｚｎの原子組成比Ｚｎ／
（Ｉｎ＋Ｚｎ）が前述のように０．３以上０．７５未満の薄膜を用いることが好ましい。
但し，後で実施例にも示すが、ノーマリーオン型の高移動度ＴＦＴ作製には、第１のアモ
ルファス酸化物半導体層におけるＺｎの原子組成比率から０．４未満にすることが好まし
い。
【００４３】
　また、第２のアモルファス酸化物半導体層１１（ｂ）にＺｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏ薄膜を用
いる場合、Ｇｅの原子組成比Ｇｅ／（Ｉｎ＋Ｚｎ＋Ｇｅ）が大きくなると高抵抗になり、
チャネルと電極間の抵抗が大きくなり好ましくない。加えて、広いＩｎ／Ｚｎ組成比で良
好なＴＦＴ動作が可能となる組成を考慮すると、前述のようにＧｅ／（Ｉｎ＋Ｚｎ＋Ｇｅ
）が０．０１以上０．４以下の値の薄膜を用いることが好ましい。更には，Ｇｅ／（Ｉｎ
＋Ｚｎ＋Ｇｅ）が０．０３以上０．１５以下の薄膜を用いることはより好ましい。
【００４４】
　また、第１のアモルファス酸化物半導体層に含まれるＺｎの組成比　Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｚ
ｎ）と前記第２のアモルファス酸化物半導体層に含まれるＺｎの組成比　Ｚｎ／（Ｉｎ＋
Ｚｎ）が同一である構成は、好適な構成の一つである。このような構成は、２つの層の間
の物質的性質（価電子帯上端、伝導帯下端の深さなど）の連続性に優れた積層構造が期待
できる。また、このような積層構造では、良好な界面の形成が期待できるからである。特
に、図１（ｂ）や図１（ｃ）の構成のように、第２のアモルファス酸化物半導体層の一部
がソース電極またはドレイン電極と第１のアモルファス酸化物半導体層との間に設けられ
る構成においては、電極と第１のアモルファス酸化物半導体層の間で十分な電気的な接続
がなされることが好ましい。このような構成においては、第１のアモルファス酸化物半導
体層と第２のアモルファス酸化物半導体層の間の電気接続が良好であることが好ましく、
第１のアモルファス酸化物半導体層と第２のアモルファス酸化物半導体層の伝導帯下端が
近いことが好ましい。このような構成において、上述の１１（ｂ）の材料の抵抗率を１０
５（Ωｃｍ）以下とすることが好ましい。このような構成において、２つの層のＺｎ／（
Ｉｎ＋Ｚｎ）が同一である構成は、良好な電気接続を可能としうる。
【００４５】
　他にも、製造上の利点がある。たとえば、第１のアモルファス酸化物半導体層を形成す
る際にはＺｎＯとＩｎ２Ｏ３を混合したセラミックからなる材料源（スパッタターゲット
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）を用い、第２のアモルファス酸化物半導体層を形成する際には上述の材料源とＧｅから
なる材料源を用いた同時成膜を行うことがあげられる。このような手法を用いると、２つ
の層を連続して成膜することができ、さらに組成を容易に調整することができる。このよ
うに連続製膜する際には、第１のアモルファス酸化物半導体層を形成する第１の工程と、
第２のアモルファス酸化物半導体層を形成する第２の工程までを通して装置内の真空度が
３００Ｐａ以下、好ましくは１００Ｐａ以下に保持することで、層間の界面を清浄なもの
とすることができる。
【００４６】
　さらには、２つの材料の組成が近いということは、それぞれの層の間での元素混合汚染
（クロスコンタミ）が生じにくいという利点からも、好ましい構成である。
【００４７】
　また、前述の通り、本発明者らの知見によればＩｎ－Ｚｎ－Ｏ単層チャネルＴＦＴにお
いて、Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）で表されるＺｎの原子組成比率が０．６近傍で良好なスイッ
チング特性が得られる。そして、このような組成のＩｎ－Ｚｎ－Ｏ薄膜を第２のアモルフ
ァス酸化物半導体層１１（ｂ）に用い、Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．６より小さい薄膜を
第１のアモルファス酸化物半導体層に用いることも有効である。
【００４８】
　また、本発明のチャネル層は、少なくとも第１および第２のアモルファス酸化物半導体
層を有しておれば良く、付加的に別の層を設けることも許容する。すなわち、多層チャネ
ルとしてもよい。
【００４９】
　また本発明においては、第１のアモルファス酸化物半導体層として少なくともＺｎとＩ
ｎを含む材料を選択し、第２のアモルファス酸化物半導体層として少なくともＺｎとＩｎ
とＧｅを含む材料を選択した際の組成比の調整は以下の方法も好ましい。即ち、第１及び
第２のアモルファス酸化物半導体層のＩｎとＺｎに対する組成比（Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）
）は同一になるようにターゲット材料の組成比等を調整する。典型的には同一の組成比を
有するＺｎとＩｎとからなるターゲット材料を使用する。そして第２のアモルファス酸化
物半導体層のみさらにＧｅのターゲットを併用することで当該アモルファス酸化物半導体
層中の組成比を調整する。このように第１及び第２のアモルファス酸化物半導体層の各々
に含まれるＩｎとＺｎのみに着目した際にこれらの各層のＺｎの組成比Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｚ
ｎ）を同一とすることで、組成比の調整をより容易にすることができる。
【００５０】
　また、本発明において上記「組成比が同一」とは、組成比が実質的に同一であることを
意味する。即ち組成比が全く同一である場合だけでなく、誤差の範囲での組成比に違いが
ある場合も含む。本発明者らの知見によれば組成比に違いがあってもその違いが３％以内
、好ましくは１％以内であれば本発明の効果を奏する。
【００５１】
　本発明において第１のアモルファス酸化物半導体層を形成する工程（第１の工程）と第
２のアモルファス酸化物半導体を形成する工程（第２の工程）を連続して行う際には、以
下の条件を満たすことが好ましい。即ち本発明者らの知見によれば、第１の工程と第２の
工程を通して、当該アモルファス酸化物半導体層を形成する装置内部（成膜室、搬送経路
等を含む）の圧力を所定の範囲内に維持することが好ましい。具体的には３００Ｐａ以下
の真空雰囲気に維持することで、アモルファス酸化物半導体膜の形成中に当該膜の特性が
変化又は劣化することを抑制することができる。また、本発明において前記圧力はさらに
好ましくは１００Ｐａ以下の真空雰囲気に維持することが本発明においては有効である。
【００５２】
　また、第１の工程と第２の工程を通して上記のように真空雰囲気に維持する代わりに、
不活性ガス雰囲気中に維持することによっても同様の効果を得ることができる。不活性ガ
スとしては、Ｈｅ、Ｎｅ、Ａｒ等が好ましいが、これ以外のガスであってもアモルファス
酸化物半導体膜に悪影響を与えないガスであれば用いることができる。不活性ガス雰囲気
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の圧力としては、特に制限はないが、大気圧以下であれば本発明の効果を得ることができ
、より好ましくは１０００Ｐａ以下、さらに好ましくは５００Ｐａ以下である。
【００５３】
　ここではＺｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏ系薄膜を第２のアモルファス酸化物半導体層に適用する
構成について述べたが、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｏ系膜を第２のアモルファス酸化物半導体層に適用
することも、好適な例の一つである。本発明者らの知見によれば、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ系薄膜
は、Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）で表されるＺｎの原子組成比率Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．６
近傍で良好な環境安定性を示す。たとえば、このような組成のＩｎ－Ｚｎ－Ｏ薄膜は第２
のアモルファス酸化物半導体層１１（ｂ）として好適な一例である。
【００５４】
　Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．６より小さいＩｎ－Ｚｎ－Ｏ系薄膜を第１のアモルファス
酸化物半導体層に用い、Ｚｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．６近傍のＩｎ－Ｚｎ－Ｏ系薄膜をア
モルファス酸化物半導体層に用いる構成も、有効な構成の一つである。
【００５５】
　上述のチャネル構成においては、組成の異なる２つの材料からなる積層構造となってい
るが、２層の構造に限らず任意の層数を有した多層チャネル構造としてもよい。
【００５６】
　すなわち、本発明のチャネル層は、少なくとも上述の第１のアモルファス酸化物半導体
層および第２のアモルファス酸化物半導体層を有しておれば良く、３層以上の任意の積層
構成としてもよい。たとえば、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｏ膜からなる第１のアモルファス酸化物半導
体層、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏ膜からなる第２層、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｓｉ－Ｏ膜からなる第３層
を有した３層チャネル構造の構成や、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｏ膜からなる第１のアモルファス酸化
物半導体層、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏ膜からなる第２層、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｏ膜からなる第３の
層、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏ膜からなる第４層を有した４層チャネル構造の構成などが挙げ
られる。
【００５７】
　また、上述のチャネル構成においては、組成の異なる２つの材料からなる積層構造から
なっているが、厚さ方向で連続的に組成が変化した構成であっても良い。たとえば、膜厚
方向で、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｏ膜の組成からＺｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏ膜の組成となるようにＧｅ（
Ｓｉ）の含有量が連続的に増えていく構成があげられる。
【００５８】
　上述したような積層チャネル構造と各層の材料の組み合わせを用いることで、電気的特
性に優れ、且つ、素子特性の組成変動が小さいＴＦＴを作製することができる。
【００５９】
　（ゲート絶縁層）
　本発明においてゲート絶縁層１２として、シリコン酸化物ＳｉＯｘ又は窒素化シリコン
ＳｉＮｘ及びシリコンオキシナイトライドＳｉＯｘＮｙを好適に用いることができる。ま
た本発明のゲート絶縁層として用いることができるシリコン以外の酸化物としては、Ｇｅ
Ｏ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｇａ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３及びＨｆＯ２等が挙げられる。
これらの中でもＳｉＯｘは、ＣＶＤ法によって良質な膜を容易に形成できるため好ましい
。ＴＦＴの安定性もＳｉＯｘを用いた際に良好である。
本発明においては、優れた絶縁特性を有する薄膜ゲート絶縁物を利用することによって、
ソース－ゲート及びドレイン－ゲート電極間リーク電流を約１０－１２Ａに調節すること
ができる。
本発明においてゲート絶縁層の厚さは、５０～３００ｎｍが好ましい。
【００６０】
　（電極）
　本発明においてソース電極１３、ドレイン電極１４及びゲート電極１５の材料は高い導
電率を有する材料を用いることが好ましい。本発明においてはＰｔ又はＡｕ、Ｎｉ、Ｗ、
Ｍｏ及びＡｇなどの金属電極を用いることが好ましい。又、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）



(11) JP 5538797 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

及びＺｎＯなどの透明導電膜も用いてよい。また本発明に用いる電極の構造としては、単
層構造でも良いが、Ａｕ及びＴｉ等の複数の層のカスケード構造としてもよい。
【００６１】
　（基板）
　ガラス基板、プラスチック基板及びプラスチックフィルム等の樹脂材料を基板１０とし
て用いてよい。
本発明において上記チャネル層及びゲート絶縁層は、可視光に対して透明にすることがで
きる。
したがって、用いられる電極を可視光に対して透明な材料を選択することによって、可視
光域で全体が透明な薄膜トランジスタを作り出すことが可能である。
【００６２】
　（製造方法）
　チャネル層の成膜の方法として、スパッタリング法（ＳＰ法）、パルスレーザ蒸着法（
ＰＬＤ法）、電子ビーム蒸着法（ＥＢ法）及び原子層蒸着法などの気相蒸着法を用いると
好ましい。気相蒸着法の中で、大量生産性を考慮するとＳＰ法が適当である。しかし、膜
形成法は、これらの方法に限定されない。
【００６３】
　本発明の製造工程においては、意図的な加熱をまったく行わずに基板の温度を室温に保
持して成膜することができる。この技法によれば、プラスチック基板上の透明薄膜トラン
ジスタの低温作製プロセスが可能になる。
【００６４】
　本発明のＴＦＴが示す特性は、駆動力が高い（電流量が大きい）為、ＯＬＥＤ（有機Ｌ
ＥＤ）の駆動用のＴＦＴにとって非常に望ましい特性である。
【００６５】
　このような薄膜トランジスタを配した半導体装置（アクティブマトリックス基板）は、
透明な基板とアモルファス酸化物ＴＦＴを用いているため、表示装置に適用した際にその
開口率を増やすことができる。
【００６６】
　特に、有機ＥＬディスプレイに用いる際には、基板側からも光を取り出す構成（ボトム
エミッション）を採用することが可能となる。
【００６７】
　本実施形態の半導体装置は、ＩＤタグ又はＩＣタグなどのさまざまな用途に用いること
が考えられる。
【００６８】
　以下、具体的に、本実施形態の電界効果型トランジスタを配した半導体装置の一例とし
て表示装置を詳細に説明する。
【００６９】
　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。
【００７０】
　図７に示すように、基体１１１上に、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。ここで、図７および図８では簡単のため、チャネル層を１層に表
記しているが、前述のように積層構成からなるものとする。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１１
９に注入する電流を、ソース電極１１３からドレイン電極１１４に、チャネル層１１２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
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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。
【００７１】
　また別の構成としては、図８に示すように、ドレイン電極１１４が延長されて電極１１
８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
にチャネル層１１２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。
【００７２】
　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。
【００７３】
　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学的に同一
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。
【００７４】
　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。
【００７５】
　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
。
【００７６】
　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９を用いて説明する。
【００７７】
　図９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２０
５と信号電極線２０６により決定される。
【００７８】
　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
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、
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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。
【００７９】
　この図９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。
【００８０】
　トランジスタのチャネル作製においては、第１のアモルファス酸化物半導体層のＺｎ：
Ｉｎの組成を所定の範囲で変化させ、第２のアモルファス酸化物半導体層のＺｎ－Ｉｎ－
Ｇｅ－Ｏ層の組成は一定とすることで、以下に示す実施例１のボトムゲート型トランジス
タを作製できる。また、前記第１のアモルファス酸化物半導体層のＺｎ：Ｉｎ比を変更す
るの手段としては、成膜時に基板設置位置を変更して、基板とＩｎ２Ｏ３とＺｎＯのター
ゲットとの相互距離を変えることでも、Ｚｎ：Ｉｎ比の異なる膜を形成することができる
。
【００８１】
　さらに、トランジスタの特性の違いについては、電界効果移動度μ、閾値電圧（Ｖｔ）
、オン・オフ電流比、サブスレッシュホルドスイング値（Ｓ値）などの違いとして表現す
ることができる。ここで、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、伝達特性の結果から、√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。
【００８２】
　閾値電圧の求め方はいくつかの方法があるが、たとえば、√Ｉｄ－Ｖｇのグラフのｘ切
片から閾値電圧Ｖｔを導くことが挙げられる。また、オン・オフ電流比は伝達特性におけ
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。さらに、サブ
スレッシュホルドスイング値は、伝達特性の結果から、Ｌｏｇ（Ｉｄ）－Ｖｄのグラフを
作製し、この傾きの逆数から導出することができる。他にも、スイッチング電圧Ｖoとし
て、伝達特性における電流立ち上がり開始の電圧（ゲート電圧）を評価することができる
。
上記で言及したものに加えて、さまざまなその他のパラメータによってトランジスタ特性
の間の差を示すことができる。
【００８３】
　以下、実施例によって本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれによって何ら限
定されるものではない。
【００８４】
　（実施例１）
　本実施例では図１（ｃ）において、第１のアモルファス酸化物半導体層２５（ａ）とし
てＺｎ－Ｉｎ－Ｏ系膜を選択した。そして、第２のアモルファス酸化物半導体層２５（ｂ
）としてＺｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏ系半導体膜を選択してチャネル層２５を有するボトムゲー
ト型電界効果型トランジスタを作製する。
【００８５】
　具体的にはゲート絶縁体２２である熱酸化ＳｉＯ２（厚さ１００ｎｍ）が形成されたｎ
＋型Ｓｉ基板２１の上に、上記第１のアモルファス酸化物半導体層２５（ａ）と上記第２
のアモルファス酸化物半導体層２５（ｂ）とをチャネル層として形成する。当該チャネル
層は、スパッタリングチャンバ中で、アルゴン及び酸素の混合雰囲気中にて高周波スパッ
タリング法を用いて形成する。このとき、チャネル層のパターニングは、標準的なフォト
リソグラフィー法とリフトオフ法とを用いてパターン形成を行った。
【００８６】
　図６は、本発明の一実施形態としての電界効果型トランジスタのチャネル層を成膜する
ために用いた成膜システムの概略を示す図である。
図６に示すように、本実施の形態の成膜システムは、真空排気能力を制御するゲートバル
ブ５７と、それぞれの気体のシステムへのガス流入量を制御するための個別のマスフロー
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コントローラ５６とを有する。また、真空イオンゲージ計５４と、基板ホルダー５５と、
基板５１と、ターボ分子ポンプ５３と、成膜室５８と、スパッタリングターゲット付きス
パッタリングガン５２とを有する。
５３は、成膜室５８を１×１０－５Ｐａ（背圧）に達するまで排気するターボ分子真空ポ
ンプである。
５５は、基板の位置をｘ、ｙ面内及び垂直なｚ方向に調節することができる基板ホルダー
である。
５２は、スパッタリングガンであり、上に酸化物ターゲット５２（ターゲット）を有する
。これらの他に、成膜の間に起きる過熱によるスパッタリングガンへの悪影響を防ぐ冷却
水供給がある。
５９は、スパッタリングターゲットのためのRF電源及びマッチングネットワークである。
【００８７】
　ガス導入配管には、アルゴンガスの導入配管と希釈酸素ガス（Ａｒ：Ｏ２＝９５：５）
の導入配管とのそれぞれに一つずつマスフローコントローラ（ＭＦＣ）５６がある。
【００８８】
　したがって、ＭＦＣ５６でアルゴンと希釈酸素ガスの流入量を制御し、ゲートバルブを
用いて圧力を制御することで、成膜室内に所定の雰囲気（全圧と酸素分圧）に調整できる
。
【００８９】
　本実施例では、まず、２インチＩｎ２Ｏ３セラミックターゲット、２インチＺｎＯセラ
ミックターゲットの同時スパッタリングによって、第１のアモルファス酸化物半導体層（
Ｚｎ－Ｉｎ－Ｏ膜）１１（ａ）を成膜する。次いで、０．３～１Ｐａの範囲内で真空雰囲
気を維持した状態で、第２のアモルファス酸化物半導体層（Ｚｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏ膜）１
１（ｂ）を成膜する。このとき、ターゲットとしては、２インチＩｎ２Ｏ３セラミックタ
ーゲット、２インチＧｅＯ２セラミックターゲット、２インチＺｎＯセラミックターゲッ
トを用いて同時スパッタリングによって成膜する。
【００９０】
　第１のアモルファス酸化物半導体層の成膜中は、Ｉｎ２Ｏ３ターゲットには３５Ｗ、Ｚ
ｎＯターゲットには４６Ｗの一定値（不可避的な振れ幅は許容する、以下同様）になるよ
うにＲＦ電源を維持する。また、第２のアモルファス酸化物半導体層の成膜中は、Ｉｎ２

Ｏ３ターゲットには印加電力がそれぞれ、３５Ｗ、ＧｅＯ２ターゲットには３０Ｗ、Ｚｎ
Ｏターゲットには４５Ｗの一定値になるようにＲＦ電源を維持する。
【００９１】
　成膜時の全ガス圧及びＡｒとＯ２との流量比は、それぞれ０．４Ｐａ及び６９：１であ
る。成膜速度は、第２および第１のアモルファス酸化物半導体層についてそれぞれおよそ
１１ｎｍ／分、９ｎｍ／分であり、それぞれの層を約１５ｎｍの厚さで形成する。さらに
、成膜時基板温度は室温（～２５℃）に保持する。
【００９２】
　次に、フォトリソグラフィーパターン形成法とリフトオフ法とによって、ドレイン電極
２４及びソース電極２３をパターン形成した。ソース及びドレインは、それぞれ１００ｎ
ｍ及び５ｎｍの厚さを有するＡｕとＴｉとの層状構造体である。
【００９３】
　さらに、本実施例ではチャネルの幅および長さはそれぞれ１５０μｍおよび１０μｍと
し、異なるチャネル組成よりなる素子を作製する。
【００９４】
　（ＴＦＴ素子の特性の評価）
　上記手順によって作成したＴＦＴの電圧－電流特性を評価する。図２（ａ）は、室温で
測定した、本実施例のＺｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏ／Ｚｎ－Ｉｎ－Ｏ（第２のアモルファス酸化
物半導体層／第１のアモルファス酸化物半導体層）積層チャネルからなるＴＦＴのトラン
スファ特性を示すグラフである。ここで、第１のアモルファス酸化物層２５（ａ）におけ
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るＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．２７～０．６５の範囲内で異なる５つのグラフが示してあ
り、第２のアモルファス酸化物層２５（ｂ）の組成比はＩｎ：Ｚｎ：Ｇｅ～４２：４５：
１３を有する。第１のアモルファス酸化物層の幅広いＩｎ組成比において、ＴＦＴと動作
が確認できる。
【００９５】
　比較例として、上記第１のアモルファス酸化物層と同じ組成比を有する、Ｚｎ－Ｉｎ－
Ｏ膜一層のチャネル層からなるＴＦＴの電流－電圧特性を図２（ｂ）に示す。Ｉｎの組成
比が高くなると、スイッチ電圧が下がり、ＴＦＴとして作動しなくなっている。
【００９６】
　図３は、本実施例１の積層チャンネルＴＦＴに関して、第１のアモルファス酸化物半導
体層におけるＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）の関数として、ＴＦＴのオン・オフ電流比を示すグラ
フである。比較のため、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｏ一層（単層）のチャネル層からなるＴＦＴのオン
・オフ電流比も合わせて示している。ここでは、ゲート電圧が２０Ｖおよび－２０Ｖの間
で、オンおよびオフ電流値を測定している。一層では動作しなかった、Ｉｎ組成比の高い
領域でも、高いオン・オフ比が得られていることが分かる。
【００９７】
　図２において、第１のアモルファス酸化物層のＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．２７のとき
、オン電圧（スイッチング電圧ともいう）Ｖｏが正のノーマリーオフ型ＴＦＴが得られる
。今回のＶｏのＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）値依存性の関係より、本実施例では第１のアモルフ
ァス酸化物層のＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）がおよそ０．３以下でＶｏが正のＴＦＴが実現可能
と見積もられる。
【００９８】
　また、図３からみて取れるように、第１のアモルファス酸化物層のＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ
）が０．５５以下で、オンオフ比が１０９以上の電界効果型トランジスタであるＴＦＴが
得られている。
【００９９】
　図４は、第１のアモルファス酸化物半導体層におけるＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）の関数とし
ての電界効果移動度μ（ｃｍ２／Ｖｓｅｃ）の例を示すグラフである。
Ｉｎ組成比の変化に大きく関わらず、１５～２５ｃｍ２／Ｖｓｅｃの移動度を実現してい
ることが確認できた。特に、第１のアモルファス酸化物層のＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．
３５以上で電界効果移動度μが２０ｃｍ２／Ｖｓｅｃ以上のＴＦＴが得られている。更に
、これらを空気中２５０度で１時間アニールすることにより、第１のアモルファス酸化物
層のＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．６５以上においてμが１００ｃｍ２／Ｖｓｅｃ以上のＴ
ＦＴが得られる。
即ち、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｏからなる第１のアモルファス酸化物半導体層と、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｇｅ
－Ｏという新しいアモルファス酸化物半導体からなる第２のアモルファス酸化物半導体層
からなる、積層チャネルを用いることで、優れたトランジスタ特性を実現することができ
る。
【０１００】
　これは、移動度が大きい一方で、組成依存性の影響が大きいＺｎ－Ｉｎ－Ｏ系ＴＦＴに
比べて、大きなオン・オフ電流比を示す組成マージンを広げ、優れたＴＦＴ特性を実現す
ることができることを示している。
【０１０１】
　また図５は、第１のアモルファス酸化物半導体層におけるＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）に対す
るサブスレッシュホルドスウィング値（Ｓ値）（Ｖ／ｄｅｃ）である。図５において第１
のアモルファス酸化物半導体層におけるＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．３５以下で、Ｓ値が
１以下のＴＦＴが実現している。この結果から、本実施例においては第１のアモルファス
酸化物層のＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．３以下でＳ値が１以下のＴＦＴが実現可能と見積
もられる。
【０１０２】
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　ＴＦＴ性能が良好なことから、ＯＬＥＤの動作回路中に本発明のＩｎ－Ｇｅ－Ｏチャネ
ル層薄膜トランジスタを使用すると有望である。
【０１０３】
　以上、実施例１について、図２（a）のＴＦＴのトランスファ特性では、第１のアモル
ファス酸化物層のＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．２７のとき、オン電圧（スイッチング電圧
ともいう）Ｖｏが正のノーマリーオフ型ＴＦＴが得られている。このため、今回のＶｏの
Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）値依存性の関係より、第１のアモルファス酸化物層のＩｎ／（Ｉｎ
＋Ｚｎ）がおよそ０．３以下でＶｏが正のＴＦＴが実現可能と見積もられる。すなわち、
ノーマリオフＴＦＴを実現するという観点から、第１のアモルファス酸化物半導体層の組
成比Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が0．3以下であることが好ましい。また、第１のアモルファス
酸化物半導体層のＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．５７以下でオフ電流が１０－１２以下のＴ
ＦＴが得られている。すなわち、オフ電流が小さいＴＦＴを実現するという観点から、第
１のアモルファス酸化物半導体層の組成比Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が0．５７以下であるこ
とが好ましい。さらに、図３では、実施例１の第１のアモルファス酸化物層のＩｎ／（Ｉ
ｎ＋Ｚｎ）が０．６以下で、オンオフ比が１０９以上の電界効果型トランジスタであるＴ
ＦＴが得られている。すなわち、オンオフ比の大きいＴＦＴを実現するという観点から、
実施例１の第１のアモルファス酸化物半導体層の組成比Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）はおよそ０
.６以下、より好ましくは０．５５以下であることが好ましい。
【０１０４】
　また、図４より、実施例１では、Ｉｎ組成比の変化に大きく関わらず、１５～２５ｃｍ
２／Ｖｓｅｃの移動度を実現していることが確認できる。特に、第１のアモルファス酸化
物層のＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．３５以上で電界効果移動度μが２０ｃｍ２／Ｖｓｅｃ
以上のＴＦＴが得られている。すなわち、この結果と電界効果移動度の大きいＴＦＴを実
現するという観点から、実施例１の第１のアモルファス酸化物半導体層の組成比Ｉｎ／（
Ｉｎ＋Ｚｎ）は0．３以上であることが好ましい。
【０１０５】
　また図５には、第１のアモルファス酸化物半導体層におけるＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）に対
するサブスレッシュホルドスウィング値（Ｓ値）（Ｖ／ｄｅｃ）を示している。第１のア
モルファス酸化物半導体層におけるＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．３５以下で、Ｓ値が１以
下のＴＦＴが得られる。この結果から、実施例１においては第１のアモルファス酸化物半
導体層のＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．４以下でＳ値が１以下のＴＦＴが実現可能と見積も
られる。すなわち、Ｓ値の小さいＴＦＴを実現するという観点から、実施例１の第１のア
モルファス酸化物半導体層の組成比Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．４以下であることが好ま
しい。
【０１０６】
　（実施例２）
　実施例２では、図１（ａ）に示すトップゲート型電解効果型トランジスタを用いて実施
例１と同様の評価を行う。具体的には、チャネル層は、第１のアモルファス酸化物層１１
（ａ）としてＺｎ－Ｉｎ－Ｏを用い、第２のアモルファス酸化物層１１（ｂ）はＺｎ－Ｉ
ｎ－Ｇｅ－Ｏを用いる。こうして、図１（ａ）に示すトップゲート型電解効果型トランジ
スタを作製して実施例１と同様に評価を行う。その結果実施例１と同様に本発明の薄膜ト
ランジスタの効果を確認することができる。
【０１０７】
　（実施例３）
　実施例３では図１（ｂ）に示すボトムゲート型電解効果型トランジスタを用いて実施例
１と同様の評価を行った。具体的にはチャネル層として、第１のアモルファス酸化物層１
１（ａ）としてＺｎ－Ｉｎ－Ｏを用い、第２のアモルファス酸化物層１１（ｂ）としてＺ
ｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏを用いる。こうして、図１（ｂ）に示すゲート電極１５の上にゲート
絶縁層１２と半導体チャネル層１１を有するボトムゲート型電解効果型トランジスタを作
製して実施例１と同様に評価を行う。その結果実施例１と同様に本発明の薄膜トランジス
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タの効果を確認することができる。
【０１０８】
　（実施例４）
　実施例４では、実施例１における第１のアモルファス酸化物半導体層の電気物性につい
て示す。Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．４５のＺｎ－Ｉｎ－Ｏ膜のホール移動度を評価した
結果を表１（ａ）に示す。薄膜の作製条件は、実施例１の第１のアモルファス酸化物半導
体層の成膜条件に準じている。膜厚は３００ｎｍであり、２５０℃空気中で１時間アニー
ル処理を施した。
薄膜は、Ｘ線回折よりアモルファスであることが確認される。
【０１０９】
　次に、第２のアモルファス酸化物半導体層の電気物性について説明する。Ｉｎ：Ｚｎ：
Ｇｅが４２：４５：１３のＺｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏ膜のホール移動度を評価した結果を表１
（ｂ）に示す。薄膜の作製条件は、実施例１の第１のアモルファス酸化物半導体層の成膜
条件に準じている。膜厚は３００ｎｍ程度であり、２５０℃空気中で、１時間アニール処
理を施す。
薄膜は、Ｘ線回折よりアモルファスであることが確認される。これらの結果より、Ｚｎ－
Ｉｎ－Ｏ膜はＺｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏ膜よりも大きな移動度特性を示すことがわかる。実施
例１のデバイス構成においては、第１のアモルファス酸化物半導体層（Ｚｎ－Ｉｎ－Ｏ）
の材料の電子移動度が第２のアモルファス酸化物半導体層（Ｚｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏ）の材
料の電子移動度より大きいことがわかる。実施例１では、ゲート絶縁層に接する側（第１
のアモルファス酸化物半導体層）に大きな電子移動度の材料を適用することで、大きな電
界効果移動度を示すＴＦＴを実現できると考えられる。
【０１１０】
　また、本実施例の結果は、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－Ｏ膜がＺｎ－Ｉｎ－Ｏ膜よりも小さなキ
ャリア濃度となることを示している。これらの結果より、実施例１のデバイス構成におい
て、第１のアモルファス酸化物半導体層の材料のキャリア濃度が第２のアモルファス酸化
物半導体層の材料のキャリア濃度より大きいことがわかる。ゲート絶縁層に接する側（第
１のアモルファス酸化物半導体層）に比較的大きなキャリア濃度を有した材料を適用して
いるにもかかわらず、第２のアモルファス酸化物半導体層にキャリア濃度の低い膜を用い
ることで、大きなオンオフ比を示すＴＦＴを実現できたと考えられる。
【０１１１】
【表１】

【０１１２】
　（実施例５）
　実施例５では、実施例１と同様に作製した薄膜トランジスタに対して、引き続き、空気
中において250℃で1時間アニールを行い、実施例１と同様の評価を行った。図１１は、室
温で測定した、本実施例のＴＦＴの伝達特性を示すグラフである。第１のアモルファス酸
化物半導体層１１（ａ）Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．２７～０．６５の範囲内で異なる５
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つのグラフが示してあり、第２のアモルファス酸化物半導体層１１（ｂ）の組成比はＩｎ
：Ｚｎ：Ｇｅ～４２：４５：１３を有する。実施例１と同様に、第１のアモルファス酸化
物半導体層のＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）値が０．２７～０．６５に対してＴＦＴの動作を確認
できた。
【０１１３】
　さらに、図１２は、本実施例の第１のアモルファス酸化物半導体層におけるＩｎ／（Ｉ
ｎ＋Ｚｎ）の関数としての電界効果移動度μ（ｃｍ２／Ｖｓｅｃ）の例を示すグラフであ
る。Ｉｎ組成比の大きい素子において、高い電界効果移動度が得られた。特に、第１のア
モルファス酸化物半導体層におけるＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）値が０.６５の素子で、１５０
ｃｍ２／Ｖｓｅｃ以上のＴＦＴが得られた。更に、第１のアモルファス酸化物半導体層に
おけるＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）がおよそ0．57と0．65のＴＦＴについて、その伝達特性：図
１３(ａ)、（ｃ）と電界効果移動度μ（ｃｍ２／Ｖｓｅｃ）：図１３(ｂ)、（ｄ）、を示
す。
【０１１４】
　これらのＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）組成比（Ｉｎ組成の高い組成領域）において単層チャネ
ルのＴＦＴを作製すると、マイナスのゲート電圧を印加しても、十分なオフ状態を得るこ
とすることが困難である。一方で、本実施例の構成では、負のゲート電圧を印加すること
で、Ｉｄを１０－１０Ａ以下にまで減少させること（オフすること）が可能である。
【０１１５】
　さらに、図１３(ｂ)、（ｄ）に示すように、電界効果移動度は100を超える値が得られ
た。このように、本実施例では高い電流伝達が可能になっており、高移動度トランジスタ
としての使用可能性が広い。
【０１１６】
　すなわち、本実施例の積層チャンネルを適用したＴＦＴにおいては、第１のアモルファ
ス酸化物半導体層にＩｎ含有量が大きい酸化物半導体を適用することができる。これによ
り、単層チャネル構造では困難なレベルの大きな電界効果移動度を有したＴＦＴを実現で
きる。
【０１１７】
　また、図１０には、ゲート電圧-４Vから２０VでのＩｄ－Ｖｄ特性を示す。典型的なト
ランジスタ特性としてピンチオフ特性（Ｖｄの増加とともにＩｄの飽和する現象）が認め
られる。
【０１１８】
　（実施例６）
　実施例６では、図１（ａ）に示すトップゲート型電界効果型トランジスタの例を示す。
具体的には、チャネル層として、第１のアモルファス酸化物半導体層１１（ａ）はＺｎ－
Ｉｎ－Ｏからなり、第２のアモルファス酸化物半導体層１１（ｂ）はＺｎ－Ｉｎ－Ｇｅ－
Ｏからなる。第１のアモルファス酸化物半導体層における組成比は、Ｉｎ：Ｚｎ～４０：
６０であり、第２のアモルファス酸化物半導体層における組成比は、Ｉｎ：Ｚｎ：Ｇｅ～
４３：４６：１１である。
【０１１９】
　１０はガラス基板、１３，１４はＭｏからなるソース及びドレイン電極、１２はＳｉＯ

ｘからなるゲート絶縁膜、１５はＭｏからなるゲート電極である。実施例１と比べて、２
つの材料の積層順序が逆である。ゲート絶縁膜に接する側の材料がＺｎ－Ｉｎ－Ｏである
こと点に関して、実施例１と共通である。
【０１２０】
　このような積層チャネル構造を適用することで、実施例１同様に、移動度が大きく、組
成比に対する特性変動の小さい薄膜トランジスタとすることができる。
【０１２１】
　（実施例７）
　実施例７では図１（ｂ）に示すボトムゲート型電界効果型トランジスタの例である。具
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体的にはチャネル層として、第１のアモルファス酸化物半導体層１１（ａ）はＺｎ－Ｉｎ
－Ｏからなり、第２のアモルファス酸化物半導体層１１（ｂ）はＺｎ－Ｉｎ－Ｓｉ－Ｏか
らなる。第１のアモルファス酸化物半導体層における組成比は、Ｉｎ：Ｚｎ～３８：６２
であり、第２のアモルファス酸化物半導体層における組成比は、Ｉｎ：Ｚｎ：Ｓｉ～４４
：４７：９である。１０はガラス基板、１３，１４はＡｕ/Ｔｉからなるソース及びドレ
イン電極、１２はＳｉＯｘからなるゲート絶縁膜、１５はＭｏからなるゲート電極である
。
【０１２２】
　このような積層チャネル構造を適用することで、実施例１のボトムゲート型の構成と同
様に、移動度が大きく、組成比に対する特性変動の小さい薄膜トランジスタとすることが
できる。
【０１２３】
　（実施例８）
　本実施例８は、本発明の積層チャネルＴＦＴの駆動安定性を評価した例である。
本実施例８では、実施例５の構成の素子（第１のアモルファス酸化物半導体層の組成はＺ
ｎ：Ｉｎ～３６：６４、第２のアモルファス酸化物半導体層の組成はＩｎ：Ｚｎ：Ｇｅ～
４２：４５：１３）に対して、一定期間の電圧印加（ストレス）を行い、その前後でのＴ
ＦＴ特性（伝達特性）の差異を比較した。電圧ストレスにおいては、直流電圧を用い、ゲ
ート電圧（Ｖｇ＝１２Ｖ）と、ソースドレイン電圧（Ｖｄ＝６Ｖ）を同時印加した。電圧
印加時間は８００ｓｅｃである。
ストレス前後の伝達特性から抽出したＴＦＴ特性パラメータ（Ｖｏ，Ｓ，Ｖｔ，μ）の差
異を表２（ａ）に示す。表２（ｂ）には、比較例として、上記第１のアモルファス酸化物
半導体層と同じ組成比を有する、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｏ膜単層のチャネル層からなる素子のスト
レス耐性測定結果も共に示している。比較例では、スイッチング電圧（Ｖｏ）のシフトが
０．６４Ｖであるのに対して、本実施例ではＶｏのシフトが０．３３Ｖと大きく軽減され
ている。これより、本実施例のＴＦＴでは、駆動に対して高い安定性を有することがわか
る。
【０１２４】

【表２】

【０１２５】
　(実施例９)
　実施例９では、図１（ｃ）に示すボトムゲート型電界効果型トランジスタの例を示す。
具体的には、チャネル層の第１のアモルファス酸化物半導体層１１（ａ）としてＺｎ－Ｉ
ｎ－Ｏ系膜を選択した。また、第２のアモルファス酸化物半導体層１１（ｂ）としては第
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１のアモルファス酸化物半導体層１１（ａ）と異なる組成を有するＺｎ－Ｉｎ－Ｏ系半導
体膜を選択した。第１のアモルファス酸化物半導体層における組成比は、Ｉｎ／（Ｉｎ＋
Ｚｎ）０．５７であり、第２のアモルファス酸化物半導体層における組成比は、Ｉｎ／（
Ｉｎ＋Ｚｎ）０．４８である。
基板１０はｎ＋型Ｓｉ基板、ソース及びドレイン電極１３と１４はそれぞれ１００ｎｍ及
び５ｎｍの厚さを有するＡｕとＴｉとの層状構造体からなり、ゲート絶縁膜１２はＳｉＯ

ｘからなる。
【０１２６】
　図１４は、室温で測定した、本実施例のＴＦＴの伝達特性を示すグラフである。前述の
比較例においては、チャネル層のＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）値が０．５７のとき、図２（ｂ４
）に示したようにＴＦＴ作動していない。一方、本実施例のＴＦＴでは、図１４に示すよ
うに動作が確認できる。
【０１２７】
　本実施例と比較例を比べ、本実施例の積層チャンネル構成は単層チャネル構成（比較例
）とくらべて、より広い組成比Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）比に対して、ＴＦＴ動作が可能であ
ることが確認される。
【０１２８】
　このような積層チャネル構造を適用することで、実施例１同様に、移動度が大きく、組
成比に対する特性変動の小さい薄膜トランジスタとすることができる。
【０１２９】
　(比較例)
　比較例として、実施例１の第一のアモルファス酸化物層と同じ組成比を有する、Ｚｎ－
Ｉｎ－Ｏ膜一層のチャネル層からなるＴＦＴの電流－電圧特性を図２（ｂ）に示した。Ｉ
ｎの組成比が高くなると、スイッチ電圧が下がり、ＴＦＴとして作動しなくなっている。
【０１３０】
　本比較例においては、Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．２７と０．３６の素子ではスイッチ
ング動作を示しているものの、Ｉｎの組成比が高くなると（Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．
４５）ともに、スイッチング電圧Ｖoが下がる。さらにはＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）が０．５
７および０．６５では、ＴＦＴとして作動しなくなっている。
【０１３１】
　図2で実施例１と比較例を比べると、本実施例の積層チャンネル構成は単層チャネル構
成（比較例）とくらべて、より広い組成比Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）比に対して、ＴＦＴ動作
が可能であることがわかる。
【０１３２】
　さらに、図3で、実施例１と比較例のオン・オフ比を比べると、比較例（単層Ｚｎ－Ｉ
ｎ－Ｏチャネル）では、Ｉｎ組成比の大きい組成で著しくオン・オフ比が減少しているが
、本実施例１の積層チャンネルＴＦＴでは広い組成範囲にわたり高いオン・オフ比が得ら
れていることが分かる。すなわち、本実施例においては、組成変動に対するＴＦＴ特性の
変動が小さいといえる。
【０１３３】
　即ち、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｏからなる第１のアモルファス酸化物半導体層と、Ｚｎ－Ｉｎ－Ｇ
ｅ－Ｏという新しいアモルファス酸化物半導体からなる第２のアモルファス酸化物半導体
層からなる、積層チャネルを用いることで、電界効果移動度やオン・オフ電流比などのＴ
ＦＴ特性に優れ、且つ、組成比変動に伴う素子特性の変動が小さい優れたトランジスタ特
性を実現することができる。
【符号の説明】
【０１３４】
　１０　基板
　１１　チャネル層
　１１（ａ）　第１のアモルファス酸化物層
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　１１（ｂ）　第２のアモルファス酸化物層
　１２　ゲート絶縁層
　１３　ソース電極
　１４　ドレイン電極
　１５　ゲート電極
　２１　基板
　２２　ゲート絶縁膜
　２３　ソース電極
　２４　ドレイン電極
　２５　チャネル層
　２５（ａ）　第１のアモルファス酸化物層
　２５（ｂ）　第２のアモルファス酸化物層

【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】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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