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(57)【要約】
【課題】Ｓｉに替わって、透明酸化物半導体であるＺｎ
Ｏを用いて、電界効果型トランジスタを作製する試みが
なされている。しかし、ＺｎＯは、電気伝導度を小さく
することが難しく、ノーマリーオフの電界効果型トラン
ジスタを構成できないなどの欠点がある。また、アモル
ファス状態を作り難いので、大面積に適したアモルファ
ストランジスタを作製することができない。
【解決手段】反応性固相エピタキシャル法により製造し
たホモロガス化合物ＩｎＭＯ３ （ＺｎＯ）ｍ （Ｍ＝Ｉｎ
， Ｆｅ， Ｇａ， 又はＡｌ， ｍ＝１以上５０未満
の整数）単結晶薄膜は化学量論組成からのずれが極めて
小さく、室温付近では良質な絶縁体であり、ホモロガス
化合物単結晶ＩｎＭＯ３ （ＺｎＯ）ｍ （Ｍ＝Ｉｎ， Ｆ
ｅ， Ｇａ， 又はＡｌ， ｍ＝１以上５０未満の整数
）薄膜を活性層として用いることにより、ノーマリーオ
フ作動で、スイッチング特性の良い透明薄膜電界効果型
トランジスタを作製できる。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ホモロガス化合物ＩｎＭＯ３ （ＺｎＯ）ｍ （Ｍ＝Ｉｎ，

Ｆｅ，

Ｇａ

，又はＡｌ，

ｍ＝１以上５０未満の整数）薄膜を活性層として用いることを特徴とする透明薄膜電界効
果型トランジスタ。
【請求項２】
表面が原子レベルで平坦である単結晶又はアモルファスホモロガス化合物薄膜を用いるこ
とを特徴とする請求項１記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。
【請求項３】
ホモロガス化合物が耐熱性、透明酸化物単結晶基板上に形成された単結晶薄膜であること
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を特徴とする請求項１記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。
【請求項４】
ホモロガス化合物がガラス基板上に形成されたアモルファス薄膜であることを特徴とする
請求項１記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、可視光に対して透明で、透明電子回路を構成する素子として用いることができ
る、ＺｎＯを主たる構成成分として含有するホモロガス化合物の単結晶膜又はアモルファ
ス膜を活性層として用いる透明電界効果型トランジスタに関する。
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【０００２】
【従来の技術及びその課題】
電界効果型トランジスタは、半導体メモリ集積回路の単位電子素子、高周波信号増幅素子
、液晶駆動用素子等として用いられており、現在、最も多く実用化されている電子デバイ
スである。材料としては、シリコン半導体化合物が最も広く使われている。高速動作が必
要な高周波増幅素子、集積回路用素子等には、シリコン単結晶が用いられ、また、低速動
作で充分な液晶駆動用には、大面積化の要求から、アモルファスシリコンが使われている
。
【０００３】
シリコンを用いた電界効果型トランジスタは、多くの用途に対して、充分な性能を有して
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いる。しかし、該トランジスタは、シリコンの光学的特性に基づいて、可視光に対して不
透明で、透明回路を構成することができない。また、可視光照射により、伝導キャリアを
生じるために、高光照射下ではトランジスタ特性が劣化してしまう。例えば、該トランジ
スタを液晶ディスプレイの液晶駆動用スイッチング素子として応用した場合、該デバイス
は、可視光に対して不透明なため、ディスプレイ画素の開口比が小さくなる。また、バッ
クライト照射により光誘起電流が発生し、スイッチング特性が劣化してしまう。こうした
劣化を防ぐため、バックライト光をカットするための遮光膜を設ける必要がある。
【０００４】
シリコン電界効果型トランジスタのこうした問題点は、シリコンに替わって、エネルギー
バンド幅の大きな半導体材料を用いることにより、原理的に、解決することができる。実
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際に、透明酸化物半導体であるＺｎＯを用いて、電界効果型トランジスタを作製する試み
がなされている（例えば、非特許文献１）。しかし、ＺｎＯは、電気伝導度を小さくする
ことが難しく、ノーマリーオフの電界効果型トランジスタを構成できない等の欠点がある
。また、アモルファス状態を作り難いので、大面積に適したアモルファストランジスタを
作製することができない。
【０００５】
【非特許文献１】
七種ら、応用物理学会２０００年春季学術講演会予稿集，２０００．３，２９ｐ−ＹＬ−
１６
【０００６】
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【課題を解決するための手段】
本発明者らは、先に、パルスレーザー薄膜堆積法を用い、室温での成膜により、アモルフ
ァス状態で、ｎ−型電気伝導を示す、ＺｎＯを主たる構成成分として含有するＩｎＧａＯ
３

（ＺｎＯ）ｍ （ｍは自然数）

０−４４２３６号公報、細野他

等のホモロガス化合物透明薄膜を育成した（特開２００
Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｃａｌ

Ｍａｇａｚｉｎｅ

Ｂ．

８１．５０１−５１５（２００１））。
【０００７】
さらに、本発明者らは、ＹＳＺ（イットリア安定化ジルコニア）基板上に育成したＺｎＯ
単結晶極薄膜上に、アモルファスのホモロガス薄膜を堆積し、得られた多層膜を高温で加
熱拡散処理する「反応性固相エピタキシャル法」により、ホモロガス単結晶薄膜を育成す
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る方法を開発し、「自然超格子ホモロガス単結晶薄膜とその製造方法」と名付け、特許出
願した（特願２００１−３４００６６）。
【０００８】
本発明者は、上記のホモロガス単結晶薄膜の製造方法と同様に、ＺｎＯ薄膜上にエピタキ
シャル成長した複合酸化物薄膜を加熱拡散する手段を用いることにより従来のシリコンを
用いた電界効果型トランジスタに代わる新たな優れた電界効果型トランジスタを提供でき
ることを見出した。
【０００９】
本発明は、反応性固相エピタキシャル法により育成した、ＺｎＯを主たる構成成分として
含有するホモロガス化合物単結晶薄膜又はＺｎＯを主たる構成成分として含有するホモロ
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ガスアモルファス薄膜を活性層とした電界効果型トランジスタを提供する。
【００１０】
すなわち、本発明は、（１）ホモロガス化合物ＩｎＭＯ３ （ＺｎＯ）ｍ （Ｍ＝Ｉｎ，
ｅ，

Ｇａ

，又はＡｌ，

Ｆ

ｍ＝１以上５０未満の整数）薄膜を活性層として用いること

を特徴とする透明薄膜電界効果型トランジスタである。また、（２）表面が原子レベルで
平坦である単結晶又はアモルファスホモロガス化合物薄膜を用いることを特徴とする上記
（１）の透明薄膜電界効果型トランジスタである。また、（３）ホモロガス化合物が耐熱
性、透明酸化物単結晶基板上に形成された単結晶薄膜であることを特徴とする上記（１）
の透明薄膜電界効果型トランジスタである。また、（４）ホモロガス化合物がガラス基板
上に形成されたアモルファス薄膜であることを特徴とする上記（１）の透明薄膜電界効果

30

型トランジスタである。
【００１１】
１．

反応性固相エピタキシャル法により製造したホモロガス化合物単結晶ＩｎＭＯ３ （

ＺｎＯ）ｍ （Ｍ＝Ｉｎ，
、ＩｎＯ１

． ５

Ｆｅ，

Ｇａ，

Ａｌ，

ｍ＝１以上５０未満の整数）薄膜は

層が原子レベルで平坦な薄膜表面を形成することから、ゲートと活性層の

界面に欠陥が介在しにくく、ゲートリーク電流の少ない薄膜電界効果型トランジスタを作
製できる。ＩｎＭＯ３ （ＺｎＯ）ｍ のｍの値は１以上５０未満の整数が好ましい。原理的
には、ｍの値は、無限大まで可能であるが、実用上、ｍの値が大きくなりすぎると、膜内
でのｍのばらつきが大きくなることと、酸素欠陥が生じやすくなり、その結果、膜の電気
伝導度が大きくなり、ノーマリオフ型のＦＥＴが作り難くなる。
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【００１２】
２．

ＺｎＯを主たる構成成分として含有するホモロガス化合物ＩｎＭＯ３ （ＺｎＯ）ｍ

（Ｍ＝Ｉｎ，

Ｆｅ，

Ｇａ，又はＡｌ，ｍ＝１以上５０未満の整数）のバンドギャップ

エネルギーは、３．３ｅＶより大きので、波長が４００ｎｍ以上の可視光に対して透明で
ある。したがって、ホモロガス化合物単結晶ＩｎＭＯ３ （ＺｎＯ）ｍ （Ｍ＝Ｉｎ，
，

Ｇａ，

又はＡｌ，

Ｆｅ

ｍ＝１以上５０未満の整数）薄膜を活性層として用いることに

より、可視光透過率が高く、可視光による光誘起電流の発生がない、薄膜電界効果型トラ
ンジスタを作製できる。
【００１３】
３．

さらに、反応性固相エピタキシャル法により製造したホモロガス化合物ＩｎＭＯ３
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Ｆｅ，

Ｇａ，
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又はＡｌ，

ｍ＝１以上５０未満の整数）

単結晶薄膜は化学量論組成からのずれが極めて小さく、室温付近では良質な絶縁体である
ことから、ホモロガス化合物単結晶ＩｎＭＯ３ （ＺｎＯ）ｍ （Ｍ＝Ｉｎ，
，

又はＡｌ，

Ｆｅ，

Ｇａ

ｍ＝１以上５０未満の整数）薄膜を活性層として用いることにより、ノ

ーマリーオフ作動で、スイッチング特性の良い透明薄膜電界効果型トランジスタを作製で
きる。
【００１４】
ＺｎＯを含むホモロガス化合物を反応性固相エピタキシャル法により室温で成膜したアモ
ルファス状態は、１０００℃程度の高温まで安定であり、その状態での電子キャリア移動
度は、アモルファスシリコンに比較して、１０倍以上大きい。したがって、ホモロガスア
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モルファス薄膜を活性層として用いた電界効果型トランジスタは、シリコンアモルファス
電界効果型トランジスタに比較して、可視光透過率が高く、光照射に対して安定に動作し
、さらに、高速動作することが期待できる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明で用いるＺｎＯを主たる構成成分として含有するホモロガス化合物単結晶薄膜の基
板には、耐熱性があり、透明な酸化物単結晶基板、例えば、ＹＳＺ（イットリア安定化ジ
ルコニア）、サファイア、ＭｇＯ、ＺｎＯ等を用いる。中でも、ＺｎＯを含むホモロガス
化合物と格子定数が近く、該化合物と１４００℃以下の温度では、化学反応しないＹＳＺ
が、最も好ましい。これらの基板の表面平均二乗粗さＲｍｓは、１．０ｎｍ以下のものを
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用いることが好ましい。Ｒｍｓは原子間力顕微鏡で、例えば、１μｍ角を走査することに
よって算出できる。
【００１６】
ＺｎＯを含むホモロガス化合物アモルファス薄膜を用いる場合には、基板は耐熱性を有す
る必要がなく、安価なガラス基板を用いることができる。平坦度も、アモルファスシリコ
ン電界効果型トランジスタ用に用いられるガラス基板程度で良い。
【００１７】
ＹＳＺ等の酸化物単結晶基板を、大気中もしくは真空中で１０００℃以上に加熱すること
によって超平坦化した表面が得られる。超平坦化した酸化物単結晶基板の表面には結晶構
造を反映した構造が現れる。すなわち、数１００ｎｍ程度の幅を持つテラスとサブｎｍ程
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度の高さを持つステップからなる構造で、一般に原子状に平坦化された構造と呼ばれる。
【００１８】
テラス部分は平面上に配列した原子からなり、若干存在する欠陥の存在を無視すれば、完
全に平坦化された表面である。ステップの存在により、基板全体で完全平坦化された表面
とはならない。この構造を平均二乗粗さ測定方法による粗さＲｍｓで表現すれば、Ｒｍｓ
は１．０ｎｍ以下のものである。Ｒｍｓは、例えば、原子間力顕微鏡で、例えば、１μｍ
角の範囲を走査することによって算出した値である。
【００１９】
得られた原子平坦面を持つ耐熱性透明酸化物基板上に、ＭＢＥ法、パルスレーザー蒸着法
（ＰＬＤ法）等により、原子平坦面を有するＺｎＯ単結晶薄膜をエピタキシャル成長させ
る。次に、該ＺｎＯ薄膜上に、ＩｎＭＯ３ （ＺｎＯ）ｍ （Ｍ＝Ｉｎ，
Ａｌ，

Ｆｅ，
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Ｇａ，

ｍ＝１以上５０未満の整数）と記述されるホモロガス化合物薄膜を、ターゲット

として、該酸化物の多結晶焼結体を使用して、ＭＢＥ法、パルスレーザー蒸着法（ＰＬＤ
法）等により成長させる。
【００２０】
得られた薄膜は、単結晶膜である必要はなく、多結晶膜でも、アモルファス膜でも良い。
最後に、薄膜全体をカバーできるように高融点化合物，例えばＹＳＺやＡｌ２ Ｏ３ を被せ
、１３００℃以上の高温で、ＺｎＯ蒸気を含む大気圧中で加熱拡散処理を行なう。高融点
化合物を被せる理由は，後述のＺｎＯ蒸気と該薄膜表面との接触を避けるためである。
【００２１】
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ＺｎＯは蒸気圧が高いので、大気中にＺｎＯ蒸気を加えないと、加熱拡散処理中に、膜か
らＺｎＯが蒸発し、加熱拡散処理後の膜組成が大幅に変化してしまい、良質な結晶膜が得
られない。そのため，容器体積に対し５容積％以上のＺｎＯを反応容器に充填しておく。
充填する該ＺｎＯは粉末あるいは焼結体であることが好ましい。高温での加熱拡散処理に
よりＺｎＯ粉末からＺｎＯが蒸発し、反応容器内部のＺｎＯ蒸気圧を高め，薄膜中のＺｎ
Ｏの蒸発を抑制することができる。
【００２２】
ＩｎＭＯ３ （ＺｎＯ）ｍ

（Ｍ＝Ｉｎ，

Ｆｅ，

Ｇａ，

又はＡｌ，

ｍ＝１以上５０

未満の整数）とＺｎＯ膜が相互に拡散・反応し、温度を適切に設定すれば、均一組成Ｉｎ
ＭＯ３ （ＺｎＯ）ｍ

（Ｍ＝Ｉｎ，

の整数）となる。ｍ

は、ＩｎＭＯ３ （ＺｎＯ）ｍ （Ｍ＝Ｉｎ，

Ａｌ，

Ｆｅ，

Ｇａ，又はＡｌ，

ｍ

＝１以上５０未満

Ｆｅ，
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Ｇａ，又は

ｍ＝１以上５０未満の整数）とＺｎＯ膜厚比から決まるが、ＺｎＯ膜厚が５ｎｍ

未満で、ＩｎＭＯ３ （ＺｎＯ）ｍ （Ｍ＝Ｉｎ，

Ｆｅ，

Ｇａ，

上５０未満の整数）膜厚が１００ｎｍを越える場合には、ｍ＝ｍ

又はＡｌ，

ｍ＝１以

である。

【００２３】
適切な温度は８００℃以上，１６００℃以下，より好ましくは１２００℃以上，１５００
℃以下である。８００℃未満では拡散が遅く，均一組成のＩｎＭＯ３ （ＺｎＯ）ｍ （Ｍ＝
Ｉｎ，

Ｆｅ，

Ｇａ，

又はＡｌ，

ｍ＝１以上５０未満の整数）が得られない。また

，１６００℃を越えるとＺｎＯの蒸発が抑えられなくなり均一組成のＩｎＭＯ３ （ＺｎＯ
）ｍ （Ｍ＝Ｉｎ，

Ｆｅ，

Ｇａ，

又はＡｌ，

ｍ＝１以上５０未満の整数）が得られ
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ない。
【００２４】
得られた単結晶薄膜は、ＭＯ３ （ＺｎＯ）ｍ 層をＩｎＯ１

． ５

とみなすことができるので、ＭＯ３ （ＺｎＯ）ｍ 層とＩｎＯ１

層で挟んだ自然超格子構造
． ５

層との界面に存在する

電子に、量子効果が生じる。このため、得られた単結晶薄膜は、人工超格子構造と同様に
、高周波電子デバイス材料として使用することができる。
【００２５】
また、反応性固相エピタキシャル成長法で得られたＺｎＯを含むホモロガス単結晶膜は、
化学量論組成に近く、室温では、１０

８

Ｗ・ｃｍ以上の高い絶縁性を示し、ノーマリーオ

フ電界効果型トランジスタに適している。
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【００２６】
得られたＺｎＯを主たる構成成分として含有するホモロガス単結晶薄膜を活性層とした、
トップゲート型ＭＩＳ電界効果型トランジスタを作製することができる。
図３に示すように、まず、基板１上にエピタキシャル成長したＺｎＯを主たる構成成分と
して含有するホモロガス単結晶薄膜２上にゲート絶縁膜３及びゲート電極４用の金属膜を
形成する。ゲート絶縁膜３には、Ａｌ２ Ｏ３ が最も適している。ゲート電極４用金属膜は
、Ａｕ，Ａｇ，Ａｌ、又はＣｕ等を用いることができる。光リゾグラフィー法及びドライ
エッチング、又はリフトオフ法により、ゲート電極４を作製し、最後に、ソース電極５及
びドレイン電極６を作成する。本発明の電界効果型トランジスタの形状は、トップゲート
型ＭＩＳ電界効果型トランジスタ（ＭＩＳ−ＦＥＴ）に限られるものではなく、Ｊ−ＦＥ
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Ｔ等も含まれる。
【００２７】
ＺｎＯを主たる構成成分として含有するホモロガスアモルファス薄膜を用いても、同様に
、トップゲート型ＭＩＳ電界効果型トランジスタを作成することができる。また、アモル
ファス薄膜の場合は、エピタキシャル成長させる必要はないので、ＺｎＯエピタキシャル
成長及び高温アニールプロセスを除くことができる。このために、ゲート電極を基板と膜
の間に作りつけることが可能で、ボトムゲート型ＭＩＳ電界効果型トランジスタも作製す
ることができる。
【００２８】
【実施例】
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以下に実施例を挙げて本発明を詳細に説明する
実施例１
１．

単結晶ＩｎＧａＯ３ （ＺｎＯ）５ 薄膜の作製

ＹＳＺ

（１１１）単結晶基板上にＰＬＤ法により厚み２ｎｍのＺｎＯ薄膜を基板温度７

００℃でエピタキシャル成長させた。次に、基板温度を室温まで冷却し、該ＺｎＯエピタ
キシャル薄膜上にＰＬＤ法により、厚み１５０ｎｍの多結晶ＩｎＧａＯ３ （ＺｎＯ）５ 薄
膜を堆積させた。こうして作製した二層膜を大気中に取り出し、電気炉を用いて、大気中
、１４００℃、３０ｍｉｎ加熱拡散処理した後、室温まで冷却した。
【００２９】
ＸＲＤ測定の結果、図１に示すように、加熱して得られた薄膜は単結晶ＩｎＧａＯ３ （Ｚ

10

ｎＯ）５ であり、また、図２に示すように、ＡＦＭ観察の結果、薄膜表面は原子レベルで
平坦なテラスと、高さ２ｎｍのステップからなる原子レベルで平坦な面であった。
単結晶ＩｎＧａＯ３ （ＺｎＯ）５ 薄膜の導電率を直流四端子法により測定しようと試みた
が、膜の絶縁性が高いために測定できなかった。作製した単結晶ＩｎＧａＯ３ （ＺｎＯ）
５

薄膜は絶縁体であると言える。室温で測定した光吸収スペクトルからＩｎＧａＯ３ （Ｚ

ｎＯ）５ のバンドギャップは約３．３ｅＶと見積もられた。
【００３０】
２．

ＭＩＳＦＥＴ素子の作製

フォトリソグラフィー法により、トップゲート型ＭＩＳＦＥＴ素子を作製した。
ソースとドレイン電極及びゲート絶縁膜にはＡｕ及びアモルファスＡｌ２ Ｏ３ をそれぞれ
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用いた。チャネル長及びチャネル幅はそれぞれ０．０５ｍｍ及び０．２ｍｍである。
【００３１】
３．

ＭＩＳＦＥＴ素子の特性評価

図４に、室温下で測定したＭＩＳＦＥＴ素子の電流−電圧特性を示す。ゲート電圧ＶＧ ＝
０Ｖ時にはＩＤ

Ｓ

＝１０

− ８

Ａ（ＶＤ

Ｆ特性が得られた。また、ＶＧ ＝１０

Ｓ

＝２．０

Ｖ）であり、いわゆるノーマリーＯＦ

Ｖ時には、ＩＤ

Ｓ

＝１．６Ｘ

１０

− ６

Ａの電流

が流れた。これはゲートバイアスにより絶縁体のＩｎＧａＯ３ （ＺｎＯ）５ 単結晶薄膜内
にキャリアを誘起できたことに対応する。作製した素子に可視光を照射して同様の測定を
行なったが、数値の変化は認められなかった。可視光での光誘起電流の発生は認められな
かった。
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【００３２】
【発明の効果】
本発明の透明薄膜電界効果型トランジスタは、波長４００ｎｍ以上の可視光・赤外光に対
して透明である上、ノーマリーＯＦＦのスイッチングが可能である。本発明の透明薄膜電
界効果型トランジスタをＬＣＤのスイッチング素子として応用することにより、バックラ
イト光をロスなく有効に使うことができる上、シースルー型のディスプレイへの発展が期
待できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、実施例１で作製した単結晶ＩｎＧａＯ３ （ＺｎＯ）５ 薄膜のＸＲＤ測定
の結果を示すグラフである。
【図２】図２は、実施例１で作製した単結晶ＩｎＧａＯ３ （ＺｎＯ）５ 薄膜の表面構造示
す図面代用ＡＦＭ観察写真である。
【図３】図３は、本発明の一実施形態のＭＩＳＦＥＴ素子の構造を示す模式図である。
【図４】図４は、実施例１で作製したＭＩＳＦＥＴ素子の室温下で測定した電流−電圧特
性を示すグラフである。
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【図１】

【図３】

【図２】
【図４】
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