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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｓｉ基板の表面からエピタキシャル成長したＩＩＩ－Ｖ半導体物質からなるナノワイヤ
を含むナノ構造のデバイスを製造する方法であって、
　（ｂ）前記基板（１００）の表面（１１０）に酸化物テンプレート（１１５）を提供す
る提供工程であって、前記酸化物テンプレート（１１５）の部分がＳiＯx（x＝１）を含
む複数の核形成成長位置を画定する、前記提供工程と、
　（ｃ）前記酸化物テンプレート（１１５）によって画定された前記複数の核形成成長位
置で複数のナノワイヤを成長させる成長工程と、
を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　（ａ）前記表面（１１０）を一時的に不活性化するために前記基板（１００）の前記表
面（１１０）に対して水素終端する工程を更に有することを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記酸化物テンプレート（１１５）の前記構造が自己組立することを特徴とする請求項
１または請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記酸化物テンプレート（１１５）の前記構造を形成するためにパターニングする工程
を更に有することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の方法。
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【請求項５】
　前記酸化物テンプレート（１１５）が、前記複数の核形成成長位置を画定する前記マス
ク中の複数のホールまたは複数の弱い部分を持った成長を禁止するマスクを形成し、
　前記複数のナノワイヤを成長させる成長工程において、複数のナノワイヤが前記成長を
禁止するマスク中の前記複数のホールまたは複数の弱い部分で核形成して成長することを
特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記酸化物テンプレートを提供する工程は、前記複数のナノワイヤを成長させる成長工
程の前に前処理工程を含み、
　前記前処理工程は、
　（ｂ’’:１）前記基板の表面上にアリルアルコール、アセトン、ｎ－デカンからなる
グループから選択された有機薄膜を付ける工程と、
　（ｂ’’:２）核形成成長期間を提供する提供工程であって、前記基板の表面で部分酸
化が起こるように時間と環境に対する条件が制御されており、前記部分酸化は、前記付け
られた有機薄膜または前記有機薄膜と同じ化学組成を有する前記有機薄膜の複数の残留物
によって少なくとも部分的に誘導され、前記酸化物テンプレート（５１５）の構造と前記
有機薄膜または前記有機薄膜の複数の残留物との間に相関関係を与える、前記提供工程と
、
を有することを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記有機薄膜中に透過性が増加したまたは複数のクラックを有する複数の局部領域が形
成され、
　前記基板の表面の局所の酸化が、前記透過性が増加したまたは複数のクラックを有する
複数の局部領域で生じることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記核形成成長期間は、前記基板を湿気または酸化物質にさらす工程を含むことを特徴
とする請求項６または請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記有機薄膜が前記基板の表面上で局所的に前記複数の残留物（５１４）を形成し、
　前記部分酸化が、ＳiＯx（x＝１）を含む複数の核形成成長位置を形成するようにあま
り酸化されない有機の前記複数の残留物（５１４）によって被覆された複数の領域を除い
て、成長を禁止するＳｉＯ２のマスクを形成するように前記基板の表面を実質的に完全に
酸化するように制御されており、それにより、続く前記複数のナノワイヤを成長させる成
長工程で、複数のナノワイヤが前記有機の前記複数の残留物によって前に被覆されている
前記基板上の複数の位置で核形成して成長することを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数の核形成成長位置を画定するために前記酸化物テンプレートを提供する提供工
程は、前記基板の表面上に前記有機薄膜の複数の残留物を形成する工程を含み、前記複数
の残留物は前記基板の表面を局所的に変更し、前記局所的な変更が、続く前記複数のナノ
ワイヤを成長させる成長工程における複数の核形成成長位置として作用することを特徴と
する請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　前記酸化物テンプレート（１１５）を提供する工程は、（ｂ'）前記基板に前記酸化物
テンプレート（１１５）を形成する揮発性種の薄膜層を付ける工程を有し、
　前記複数のナノワイヤを成長させる成長工程は、（ｃ'）前記複数のナノワイヤの核形
成が前記酸化物テンプレート（１１５）によって誘導されるのを確実にする時間、圧力、
および温度に対する条件を提供する工程を有することを特徴とする請求項１乃至請求項５
のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明はＳi基板上にＩＩＩ－Ｖ半導体ナノワイヤを成長させる方法に関する。特に、
本発明は触媒としてＡu（金）またはいかなる他の金属も使用せずにナノワイヤを成長さ
せる方法に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体ナノワイヤ（ＮＷ）への関心が激化している。ナノワイヤは、ナノウィス
カ、ナノロッド、ナノカラムなどと呼ばれている。本出願の目的において、用語「ナノワ
イヤ」は、幅あるいは直径がナノメートルの寸法である本質的に一次元形態の一次元ナノ
エレメント含むナノ構造に対して使用される。ナノメータ寸法で一次元成長を制御するこ
とは、複数の物質の組み合わせ、機械的および電気磁気的な両方の特性の取扱い、および
新しいデバイスの設計にとって、めったにないチャンスを提供する。
【０００３】
　ＮＷ（ナノワイヤ）技術の大規模なインパクトのためには、既存のＳiプロセッシング
と高水準での適合性（compatibility）が不可欠である。その時、高度なＩＩＩ－Ｖヘテ
ロ構造と高移動能のＮＷ（ナノワイヤ）部品は、高速エレクトロニクスとフォトニクスの
ための「追加（アドオン）」技術として利用可能である。しかしながら、今日のかなり多
数のＮＷ（ナノワイヤ）成長に関するレポートは、気相－液相－固相（ＶＬＳ）機構（例
えば、R.S.ワグナー、ウィスカー技術、レビット.A.P.編集、ニューヨーク、ワイリー,19
70）と、触媒物質としてＡu（金）を最も一般的に利用している。Ｓi中の不純物であるＡ
uは、再結合中心として作用する深いレベルを形成してＳi物質の電子的性質を劣化させる
ことが知られている。したがって、ナノワイヤ合成技術にとって、Ｓi技術およびプロセ
ッシングと適合するためにＡuの代替手段を見つける必要がある。
【０００４】
　Ｓi上のＩＩＩ－Ｖ半導体のエピタキシャル成長は、例えば、格子不整合、結晶構造の
差異（ＩＩＩ－Ｖは極閃亜鉛鉱あるいはウルツ鉱型構造であり、一方、Ｓiは共有結合の
ダイヤモンド構造である）、熱膨張率の大きな差異、およびいわゆる逆相領域の形成など
のいくつかの困難さを提示する。Ｓi上にＩＩＩ－Ｖ物質の平らな成長に関する多くの研
究が、デバイス品質の複数の構造を成長させるために異なるアプローチの試みを使用しな
がらなされた（例えば、レビューのために、S.F.Fang他、Ｓi上へのガリウムヒ素および
他の化合物半導体、応用物理学会誌、R31-R58(1990)を参照）。
【０００５】
　Ｓi(シリコン)基板から外に成長したＩＩＩ－Ｖ半導体ＮＷ（ナノワイヤ）は、ＮＷ（
ナノワイヤ）とＳi基板との間の連結の断面積が小さいために、上記説明した問題のいく
つかを克服することが認められている。しかしながら、ＮＷ（ナノワイヤ）製造のために
知られている手順は、上記説明されるように、成長工程を触媒するためにＡu粒子を含ん
でいる。
【非特許文献１】R.S.ワグナー、ウィスカー技術、レビット.A.P.編集、ニューヨーク、
ワイリー,1970
【非特許文献２】S.F.Fang他、Ｓi上へのガリウムヒ素および他の化合物半導体、応用物
理学会誌R31-R58(1990)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　明らかに、ＩＩＩ－Ｖ半導体のナノワイヤあるいはナノ構造を製造する先行技術は、半
導体工業によって使用される確立されたＳiベースの製造方法と適合するためにはかなり
の改善が必要とされる。特に、成長促進触媒としての金に対する必要性は、好ましくは排
除されるべきである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明の目的は、先行技術の方法の欠点を克服する方法を提供することである。これは
、請求項１で画定されるような方法で達成される。
【０００８】
　本発明に基づく方法は、基板の表面からエピタキシャル成長したナノワイヤを含むナノ
構造のデバイスを提供する。この方法は、
－一時的に不活性化した表面を持つ基板を提供するために前記基板の表面を水素終端する
終端工程と、
－前記基板（１０５）の不活性化した表面（１１０）に酸化物テンプレート（１１５）を
提供する提供工程とを有する。前記酸化物テンプレートは、その後のナノワイヤの成長の
ための複数の核形成成長位置を画定する。
－前記前記基板の表面（１１０）上の前記酸化物テンプレートによって画定された前記複
数の核形成成長位置で複数のナノワイヤを成長させる成長工程を有する。
【０００９】
　前記酸化物テンプレートは、１つの実施例では、自己組立する、または、別の物質の自
己組立した薄い層が酸化物テンプレートの形成で利用されるプロセス中で製造される。
【００１０】
　本発明の１つの実施例によると、前記酸化物テンプレートを提供する工程は、成長段階
の前の前処理工程を含み、前記前処理工程は、
　－前記基板の表面上に有機薄膜を付ける工程と、
　－核形成成長期間を提供する工程とを有し、前記基板の表面に部分酸化が起こるように
時間と環境に関する条件が制御されている。前記部分酸化のプロセスは、前記付けられた
有機薄膜によってまたは前記有機薄膜の複数の残留物によって少なくとも部分的に誘導さ
れ、前記酸化物テンプレートの構造と前記有機薄膜または前記有機薄膜の複数の残留物と
の間に相関関係を与える。
【００１１】
　別の実施例によると、酸化物テンプレートを提供する工程は、
　－前記基板に酸化物テンプレートを形成する揮発性種の薄膜層を付ける工程と、
　－成長段階の間、前記複数のナノワイヤの核形成が前記酸化物テンプレートによって誘
導されるのを確実にする時間、圧力、および温度に対する条件を提供する工程とを有する
。
【００１２】
　本発明に基づく方法のおかげで、ナノワイヤあるいはナノ構造の成長における触媒物質
としてＳi(シリコン)産業によって危険であるとして認識されたＡu（金）あるいは他の材
料を避けることができる。Ｓi表面は、エピタキシー成長システムを使用することでエピ
タキシャルに配向された化合物ナノワイヤを製造するために処理することができる。その
ようなエピタキシャルＮＷ（ナノワイヤ）は、例えば、高速エレクトロニクスおよびフォ
トニクスのために使用され得る。
【００１３】
　本発明のおかげで、金属触媒粒子を使用せずにＩＩＩ／Ｖ半導体物質のナノワイヤを成
長させることが可能である。これは半導体工業によって使用される確立されたＳi(シリコ
ン)基の製造法をナノ構造技術と結合する目的において非常に重要である。
【００１４】
　本発明の１つの利点は、本法のプロセスが容易に工業的なバッチプロセッシングに適合
することができるということである。
【００１５】
　更なる利点は、本発明に基づくナノワイヤを成長させる方法が現代のナノリソグラフィ
ー技術と結合することができるということである。
【００１６】
　本発明の実施例は請求項の従属項の範囲を画定する。本発明の他の目的、利点、および
新しい特徴は、添付図面とクレームとを関連づけて考慮する場合、本発明の以下の詳細な
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説明から明らかとなるだろう。本発明の好適実施例は、添付図面を引用して以下に記載さ
れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明によると、触媒としてＡu（金）粒子を使用せずにＩＩＩ－Ｖ物質のエピタキシ
ャルにナノワイヤを製造するための一般的な方法が提供される。この方法は、ナノワイヤ
における主な物質としてＩnＡsを用いて説明されている。しかしながら、他の半導体化合
物、特にＩＩＩ－Ｖ化合物もまた同様に使用することができる。ＩnＡsは、ＩＩＩ－Ｖ化
合物のファミリー内で最も高い電子移動性を有するものの１つであり、したがって、ナノ
ワイヤの電子的応用のために非常に興味あるものである。ＩnＡsナノワイヤは、容易に接
触し、ゲートとすることができることが示された。生得のバリア（例えば、ＩnＰ）とと
もに、C.Thelander他、Appl Phys. Lett.2003, 83,(10),2052によって記載されたような
単一電子トランジスタにおけるそのような構造の機能性および共鳴トンネルデバイスなど
の機能性のデバイスは実証された。そのうえ、ＩnＡsは、高速エレクトロニクス応用のた
めのＳi(シリコン)との組み合わせにおいて、補足的に使用することができる高い可能性
を有する。しかしながら、この目的のために、Ａu（金）で補助されて成長したナノワイ
ヤは、Ｓi中への深いレベルの欠陥を導入するので厳しい制限を強いる。
【００１８】
　電子的性質およびかなりの大規模生産でＳiを使用するよく確立された方法により、Ｓi
はたいていの応用に対して好ましい基板物質の選択である。使用される条件下では、ナノ
ワイヤは基板にエピタキシャルな関係で＜１１１＞方向に成長する。Ｓi（１１１）表面
に対して、ナノワイヤは表面に直角に方向付けられ、Ｓi（００１）表面に対してナノワ
イヤは表面などと約３５°の角度を形成する。たいていの応用に対して、表面に直角なナ
ノワイヤが好まれるので、本発明に基づく方法は、Ｓi（１１１）基板の使用に対して制
限されずに最適化される。しかしながら、本発明に基づく方法は、他の基板に対しても応
用可能であり、例えば、ＩＩＩ－Ｖ化合物の基板は、いくつかの応用において興味あるも
のである。様々な基板材料を受け入れるための変形は当業者にとって自明である。
【００１９】
　本発明の方法によると、Ｓi基板上のナノワイヤの成長は、成長プロセスの前の前処理
においてＳi表面に提供される酸化物テンプレートによって誘導される。酸化物テンプレ
ートは、基板のある複数の領域の核形成の確率を増加させることによって、ナノワイヤ核
形成を誘導する。核形成の確率が増加したこれらの領域は、複数の核形成成長位置と呼ば
れる。本発明に基づく方法は、図１に概略的に図示され、以下の基本的なステップを含む
。
ａ）:例えば、フッ化水素酸ＨＦでエッチングすることによる基板１００の表面の水素終
端。ＨＦエッチングは、Ｓi（１１１）基板１００の表面から自然酸化物１０５を除去し
て、一時的に不活性化した表面１１０を有する基板を提供する。
ｂ）:基板１００の不活性化した表面１１０上への酸化物テンプレート１１５の提供。酸
化物テンプレートは、その後のナノワイヤ成長のための複数の核形成成長位置を画定する
。酸化物テンプレートは、以下に記載する異なる方法で提供することができる。
ｃ）:複数のナノワイヤの成長、ここでエピタキシャル成長して垂直に立っている複数の
ナノワイヤ１２５を複数の核形成成長位置のうちの少なくとも一部の基板の表面に形成す
る。
【００２０】
　酸化物テンプレートは、それに続くナノワイヤ成長の開始のための触媒粒子として作用
する酸化けい素が局所化された複数のパッチを形成する酸化物によって核形成成長位置を
提供することができる。局所化されたパッチの組成物は、好ましくは、および、通常は、
ＳiＯx、x≒１である。あるいはまた、酸化物テンプレートは、通常は、ＳiＯ2に完全に
酸化されている成長抑制マスクを形成する。複数の核形成成長位置は、酸化が少ないかま
たは全く酸化されていないパッチとして成長抑制マスク中に提供される。この場合、その
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後の複数のナノワイヤの成長は、基板の表面がそれほど酸化されていない複数のパッチ中
で起こる。１つの実施例によると、酸化物テンプレートは、自己組立する、すなわち、酸
化物テンプレートの構造は、主として自然に形成される。また、用語「自己組立する酸化
物テンプレート（self-assembled oxide temple）」は、自己組立する特性が、有機化合
物などの別の物質が酸化物テンプレートに少なくとも部分的に移される自己組立する構造
を有するプロセス中で提供されるような酸化物テンプレートを含むと理解されるべきであ
る。自己組立工程は、環境、温度、基板中の物質、基板の表面などによって影響され得る
。この実施例は、基板の表面の複数のランダムな位置でのナノワイヤのその後の成長を促
進する。本発明の別の実施例を示す代替手段では、酸化物テンプレートは、例えば、リト
グラフ方法を使用するパターンニングによって構造を与える。この実施例によると、複数
のナノワイヤの成長は予め決められた複数の位置にある。
【００２１】
　本発明の１つの実施例によると、酸化物テンプレート１１５は、不活性化された基板の
表面に直接提供される。実施例は、揮発性種の薄膜層、例えば、および好ましくは、Ｓi
Ｏx（x≒１）を、成長手順の前の基板上に付ける前処理を含む。揮発性種の薄膜層は、酸
化物テンプレート１１５を触媒層として、または、成長抑制マスクとして形成される。酸
化物テンプレートの構造は、薄膜層の適用することによって、または、代替手段として薄
膜層の後処理を通して例えば温度を高温にすることによって直接形成することができる。
本発明に基づく方法の基本的な工程は、以下に従って、変更される。
ｂ'）基板に揮発性種の薄膜層を付ける前処理位段階において、揮発性種の薄膜層が酸化
物テンプレート１１５を形成する。
ｃ'）成長段階の間に、複数のナノワイヤの核形成が酸化物テンプレート１１５によって
誘導されるのを確実にする時間、圧力、および温度に関する条件を提供する。
【００２２】
　酸化物テンプレートは、成長段階の間に、例えば、温度上昇によって部分的に気化する
か、または再構築するなどの変化を経験する。実施例の方法は、酸化物テンプレート１１
５の重要な再構築の前に、ナノワイヤの核形成を起こすのを確実にすることによってさら
に洗練され得る。その時、工程ｃ'）は以下のものを含む。
ｃ':１）ナノワイヤ成長ソースを酸化物テンプレートに対する予め決定された温度より低
い基板の温度で出す第１条件を提供する。この予め決められた温度は、酸化物テンプレー
トの再構築がこの工程の時間枠中に起こらないように選ばれる。この予め決められた温度
は、最適化されたナノワイヤ成長温度より通常は低いが、ナノワイヤの核形成の開始を容
易にするのには十分高い温度である。
ｃ':２）基板温度がナノワイヤの成長を促進するように最適化する第２条件を提供する。
第２温度は、第１温度より通常は高い。核形成が前の工程で開始しているので、酸化物テ
ンプレートの変化は、ナノワイヤの成長に対しそれほど影響を与えない。
【００２３】
　酸化物テンプレートへの直接の堆積を利用する実施形態の実施例は、以下の工程を含む
。ナノワイヤ成長のために、低圧力有機金属気相エピタキシー（ＬＰ－ＭＯＶＰＥ）は、
１０ｋＰaの圧力でプレカーサ物質としてトリメチルインジウム（ＴＭＩ）、アルシン（
ＡsＨ3）、およびフォスフィン（ＰＨ3）を用いキャリヤーガスを６０００ｍｌ/分のＨ2

の流量で流した。プレカーサ物質に対する典型的なモル分率としてＴＭＩに対して２×１
０-6とＡsＨ3に対して２×１０-4を使用した。ＴＭＩに対して、より高いモル分率もテス
トしたが、成長速度に対して有意な効果は得られなかった。ＰＨ3に対するモル分率は、
（３.５～１５）×１０-3の範囲で変えられた。基板としてエピタキシー用に用意された
ＩＩＩ／ＶウェハーとＳiウエハを使用した。Ｓi基板の場合には、自然の酸化物を工程ａ
）に対応するＨＦ浸漬によって除去した。成長チャンバ中への基板を取り付ける前に、工
程ｂ）に対応する薄いＳiＯx層を表面に昇華蒸着した。次に、基板はＨ2雰囲気中で５２
０℃～６８０℃の間の成長温度に加熱した。成長温度に達するとすぐに、プレカーサを同
時にスイッチオンした。ＴＭＩソースのスイッチを切ることによって成長を止め、試料を
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ＡsＨ3流しながら冷却した。また、ＩnＡsＰ堆積の場合は、追加のＰＨ3を流しながら冷
却した。得られたＳi（１００）上に成長したナノワイヤを図２に示す。
【００２４】
　本発明の別の実施例では、例えばナノワイヤのアレイまたはマトリクスなどの画定され
たパターンを製造するために、酸化物テンプレートは、例えばリトグラフ方法などのパタ
ーンニング法と組合せて使用した。パターンは、例えば、電子ビームリソグラフィーなど
の慣用のリトグラフ方法によって調製することができる。第２実施形態の実施例では、パ
ターンはＩnＰ（１１１）Ｂ基板上にポリメタクリル酸メチルのスピンニングによって、
および電子ビームリソグラフィーを使用して規則的なドットのアレイを書くことによって
調製した。Ｓi基板を同様に処理した。基板の下方に開口を開けるためにポジ型レジスト
を露光した後に、ＳiＯx層を堆積し、残っているレジストは、リフトオフ工程で除去した
。そのようなパターン化されたＳiＯx薄膜上に複数のワイヤを成長させるために、ソース
は、５１０～５２０℃での昇温時間の間に、既に活性化されなければならない。後で、す
なわち、高い成長温度でソースを活性化すると、パターンの損失をもたらす。このことは
、５００℃より高い温度で著しく蒸発するＳiＯxの熱的安定度とたぶん関係している。約
５００℃の温度での走査トンネル顕微鏡による研究によると、厚さ１.３ｎｍのＳiＯx層
が私たちの数分の成長時間に匹敵する時間スケールで、時間内に蒸発することを示した。
私たちの場合、ナノワイヤはＳiＯx層中の開口から成長しなかったが、そのサイトで、電
子ビームリソグラフィーとリフトオフの後に、ＳiＯxの島を残し、ＳiＯxの島は、T.Mart
ensson他の「気相・液相・固相成長による個別に種を蒔かれたナノワイヤアレイの製造」
ナノテクノロジ14,1255-1288(2003)に記載されたように、ＩnＰ（Ａu）/ＩnＰ（１１１）
Ｂシステムでのパターン化された成長の場合におけるＡu粒子と同様に「触媒」として機
能することに注意するべきである。結果を図３に示す。
【００２５】
　本発明の１つの実施形態において、制御した酸化プロセスによって酸化物テンプレート
１１５を提供する。不活性化されたＳi基板の前処理の間に、有機薄膜、例えば、アリル
アルコール（２－プロペン－１－オール）付着を不活性化された表面に実施した。あるい
は、アセトンやｎ－デカンなど他の有機材料を使用することもできる。有機薄膜は、前処
理の少なくともいくらかの部分においてＳi基板の表面に影響を与える物質に対して半透
性であるべきである。適切な薄膜の厚さは、使用する有機化合物および条件と例えば湿度
等に対して実行される前処理の時間スケールに依存する。通常の薄膜の厚さは、１０～２
００Åの範囲である。本発明の実施例による前処理のすぐ後に起こる部分は、基板表面の
複数の局所の変更または基板表面上の複数の局所の形成物または残留物によって複数の核
形成成長位置の形成を可能にする。
【００２６】
　本実施例によると、Ｓi基板上にエピタキシャルな複数のナノワイヤの製造方法が図４
のフローチャートと図５の概略図によって示され、該方法は以下の主な工程を含む。
ａ"）:例えば、フッ化水素酸ＨＦ中でエッチングすることによって基板表面に対して水素
終端終了。ＨＦエッチングは、Ｓi（１１１）基板５００の表面から酸化物５０５を除去
して、一時的に不活性化した表面５１０を基板に提供する。好ましくは、少なくともいく
らかの粗さを示すＳi表面を製造するＨＦエッチング手順が利用される。Ｓi（１１１）基
板の不活性化された表面の粗さを制御するための手順は、ＨＦ水溶液のｐＨに依存する、
そして当技術分野でよく知られている、例えば、ヒガシG.S.他「Ｓi（１１１）表面の理
想的な水素終端」,Applied Physics Letters 56,656-658(1990)が参照される。このよう
な文脈において粗さは原子スケールであり、引用された工程で達成される粗さは０.３ｎ
ｍのオーダーであることに注意するべきである。また、用語「粗さ」は、基板表面をより
酸化させがちである、基板表面が安定していなくて理想的でない水素終端について言うこ
とに注意するべきである。
ｂ"１）:基板表面上に有機化合物の半透性薄膜を形成する。薄膜は、例えば、スピンコー
ティング、蒸着、および浸漬によって形成する。薄膜は、通常は、自己組立プロセスまた
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はパターニングプロセスのいずれでも基板表面に複数の残留物５１４を残す。
ｂ"２）核形成成長期間を提供する。この期間の間、複数の分離した核形成成長位置５１
６が基板表面に形成される。核形成成長の密度と各核形成成長位置の大きさは、有機薄膜
の特性と核形成成長期間の間の条件の組合せに依存する。基板表面５１０の酸化は、核形
成成長期間の間に起こる。酸化は、有機薄膜または有機薄膜の残留物によって誘導される
。その手順は、複数の核形成成長位置５１６を画定する酸化物テンプレート５１５をもた
らし、そこでは、酸化物テンプレートの構造は有機薄膜または有機薄膜の有機残留物の構
造と相関関係を持つ。
ｃ"）:ナノワイヤの成長、エピタキシャル成長した垂直に立っている複数のナノワイヤ（
１２５）が複数の核形成成長位置の少なくとも一部の基板表面上に形成される。
【００２７】
　本発明の１つの実施例によると、ステップｂ"１で形成された有機薄膜は、基板表面５
１０上に複数の局所に残留物５１４を形成する。残留物は、有機薄膜の形成後に直接形成
するか、核形成成長期間の間に例えばクラックの生成あるいは不均一な蒸発などの有機薄
膜の変化によって形成される。ステップｂ"２の核形成成長期間の間、環境中に存在する
物質は有機薄膜中の弱い部分を浸透する、あるいは、局所化された残留物によって被覆さ
れなかった領域で表面に直接アクセスする。例えば、湿潤空気などの酸化環境中で、局所
化された酸化が有機薄膜が十分薄いかまたは無い複数の領域で起こる。実施例によると、
基板と有機薄膜は酸化環境に晒されている。酸化環境は、様々な方法で提供される－簡単
なアプローチは、空気中の湿度を使用することであり、予想される反応は、
（i）Ｓi＋Ｈ2Ｏ→ＳiＯ+Ｈ2

（ii）ＳiＯ+Ｈ2Ｏ→ＳiＯ2＋Ｈ2

である。
【００２８】
　適切な期間の後に終結させられるなら、以下に見るように、ＳiＯ2は、有機物残留物５
１４で被覆された領域を除いて基板表面を被覆し、酸化物テンプレート５１５を形成する
。有機物残留物５１４で被覆された領域は、酸化されないか、ＳiＯなどの低い酸化状態
であり、核形成成長位置を形成する。その後のステップで成長したナノワイヤの密度は、
有機薄膜を基板に形成することおよび成長ステップｃ"が実行される反応セルに基板を充
填することの間の周囲環境への暴露時間に強く依存することを見いだした。本発明の１つ
の実施例によると、この影響は、制御された酸化を実行することによってナノワイヤ密度
を制御するのに使用される。
【００２９】
　より粗い基板表面は、有機膜中の局所化された残留物あるいは局所化された弱い部分の
形成を加速する。したがって、この実施例では、比較的粗いＳi（１１１）表面を提供す
るステップａ"）のプロセスは有利であり得る。
【００３０】
　ナノワイヤ成長の前に行われる任意の更なるステップは、実施例によると、以下を含む
。
ｂ":３）有機残留物の蒸発/ベーキング。手順は選ばれた有機物質に依存する。アリルア
ルコールでは、６２５℃での短い熱処理が実際的に全ての有機残留物を取り除くのに十分
である。
【００３１】
　本発明の更なる実施例によると、有機薄膜は、予熱の間、残留物を残すように配置され
る。この残留物は、ナノワイヤのその後の成長における触媒粒子として機能する。残留物
は、有機薄膜に依存する様々な構成物からなることができる。有機薄膜は、基板表面上に
カーバイド、ＳiＣの形成を開始することができる。あるいはまた、残留物は、核形成の
確率を局所的に増加させる表面に変更する。この実施例でもまた、例えば、有機薄膜の不
均一な蒸発またはクラッキングによる透過性が増大した複数の領域の形成は、次に、核形
成成長位置を提供する本質的にランダムに分配された残留物を形成するのに利用される。
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このプロセスは、好ましくは成長段階が行われる同じチャンバで実行される。
【００３２】
　別の実施例によると、有機薄膜はＳi表面の一部を不活性化するために使用され、複数
の核形成成長位置は有機薄膜の複数の開口部中で提供される。プロセスは、有機化合物の
マスクの提供とリソグラフィー的な例えばマスク中の複数の形態のホールと比較すること
ができる。しかしながら、本発明のこの実施例によるプロセスでは、適切な環境「ホール
」の提供との組み合わせにおける有機薄膜の特性は、有機薄膜のクラック生成あるいは不
均一な蒸発の結果として、自然に形成される。したがって、リソグラフィー的に複数のホ
ールを提供する工程を避けることができる。
【００３３】
　さらに別の実施例によると、酸化物質あるいは表面上に存在する酸化物質を含む有機薄
膜は、複数の核形成成長位置の形成に利用することができる。
【００３４】
　ＩＩＩ－Ｖ半導体ナノワイヤのエピタキシャル成長のために、成長ステップｃ、ｃ'、
ｃ"の方法は、当技術分野で知られている。成長プロセスのために低圧有機金属気相エピ
タキシー（ＬＰ－ＭＯＶＰＥ）は適している。他の可能な技術は、限定無しに、ＭＯＶＰ
Ｅ、分子線エピタキシー（ＭＢＥ）、およびケミカルビームエピタキシー（ＣＢＥE）を
に含んでいる。限定されない実施例の形態の詳細は以下に述べられる。
【００３５】
　ナノウィスカーはＩnＡsと共に例示された。また他の半導体、特にＩnＰやＧaＰなどの
ＩＩＩ－Ｖ半導体は、本発明に基づく方法で有利に成長させることができる。例えばＬＰ
－ＭＯＶＰＥプロセスにおける必要な変更は当業者にとって自明である。
【００３６】
　上記説明した有機化合物に加えて、有機薄膜５１５のための使用に適した多数の有機化
合物を使用することができる。その選択は、例えば、スピンコーティングなどの利用可能
な有機薄膜を形成する方法および好ましいタイムスケールおよび核形成期間の条件に依存
する。適切な有機化合物は、限定無しに、アリルアルコール、ｎ－デカンおよびアセトン
を含む。
【００３７】
　本発明の方法に基づく調製の実施例
　Ｓi（１１１）基板を使用した。ウェハーをさいの目に切断し、試料を超音波浴で洗浄
した。有機物残留物を取り除くために、試料を紫外線照射＋オゾン洗浄にさらした。試料
は、次に、４％の水性フッ化水素酸中で３０秒エッチングし、すすぎなしで除去した。
【００３８】
　シグマ－オルドリッチ製（純度９９％以上）のアリルアルコール（２－プロパノール－
１ーオール）を、約６０００ｒｐｍで３０秒間回転して被覆して、偏光解析デバイスで測
定されたように、約２０Å厚さの層を得た。試料は、次に、これ以上遅れることなく不活
性雰囲気に移した。
【００３９】
　代替プロセスでは、ｎ－デカンを有機物質として同じ方法で使用した。しかしながら、
試料を回転後、不活性雰囲気に移す前に、約１０分間、湿気雰囲気中に保持された。
【００４０】
　低圧１００ミリバールのＭＯＶＰＥシステムではプレカーサガスとしてＴＭＩとアルシ
ンを使用した。６リットル/分の一定の水素キャリアーガス流れを使用した。成長の品質
を向上させるために６２５℃での１０分間のアニーリングを実行した。次に、温度を５５
０℃の典型的な成長温度まで下げた。２つのプレカーサを同時に成長セルに導入して、成
長を開始した。プレカーサのための典型的なモル分率としてＴＭＩに対して２×１０-6と
ＡsＨ3に対して２×１０-4を使用した。通常の数分の成長時間の後に、成長は、ＴＭＩの
スイッチを切ることによって止めた。保護するアルシンを流しながら室温まで冷却した。
【００４１】
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　図６は、核形成成長期間の効果を示している。（ａ）では、ｎーデカンをスピンニング
し、試料を直接成長デバイスに輸送した。（ｂ）では、試料は、ｎ－デカンをスピンニン
グし、約１０分間、湿潤空気中に保持した。視角は基板の直角方向に対して４５°である
。上記記載されたように、酸化環境に被覆された基板の暴露時間をナノワイヤ密度を制御
するために使用した。図６ｃに、ナノワイヤ密度を暴露時間の関数としてこれを図示する
。条件は２２～２４℃と８５～９０％の相対湿度付近で安定していた。６時間の試料はま
だほとんど理想的なＮＷ（ナノワイヤ）の成長を示しているが、１０時間の試料は非エピ
タキシャルなワイヤの増加量と競合する島状成長を示している。更なる酸化（上記条件で
１４時間以上）は密度ゼロ、すなわち、成長を全くもたらさない。
【００４２】
　図７は、有機化合物として（ａ）アリルアルコール、ｂ）ｎ－デカン、ｃ）アセトン、
ｄ）エタノールを使用する本発明の方法に基づく成長したＩnＡsナノワイヤを示している
。視角は基板に垂直な方向に対して４５°である。図において、ナノワイヤが基板に対し
てある角度を持つように見えるのは、可視化処理の効果であることに注意するべきである
。ナノワイヤは、まさにエピタキシャルであり、基板の表面に垂直に立っている。
【００４３】
　図８に、任意の予熱あるいはアニーリングの効果を示す。（ａ）では、成長段階の前に
予熱を全く行わなかった。（ｂ）に示した基板は、６２５℃で１０分間アニーリングした
。アニーリングした基板は成長品質が向上することを示している。
【００４４】
　上記示された結果は、水素終端表面の酸化が、ＳiＯ2の成長抑制マスクによって取り囲
まれた酸化が少ないパッチを形成するように有機膜被覆によって局所的に禁止されており
、不均質に酸化されたＳi表面であることを支持している。有機物残留物は、成長の前の
アニーリング工程で使用する高温（６２５℃）で、まさしく酸化物テンプレートを残して
完全に蒸発すると予想される。そのようなテンプレートは、選択的領域のエピタキシーで
使用する部分的にマスクされた基板に非常に類似している。長い酸化時間後にナノワイヤ
密度が減少することを理解することができる：結局は、ＳiＯ2の成長抑制マスクによって
全表面は完全に覆われる。あるナノワイヤ密度に達するのに必要な空気の暴露は、使用す
る有機化合物に強く依存することが着目される。ｎ－デカンと比べてアリルアルコールに
対して必要な時間が短いのは、アリルアルコールが吸湿性であり、酸化速度を増加する湿
気を吸収するが、一方ｎ－デカンは疎水性であるという事実と一致している。
【００４５】
　酸化物テンプレートの形成において薄い有機質層を含む上記の手順は、有機材料のマス
クが打ち型（スタンプ）から基板に移されるミクロ接触印刷などの現代のナノリソグラフ
ィー技術と組み合わせることができる。また、ツケペンリソグラフィーなどの走査型トン
ネル顕微鏡法を使用する技術を、有機薄膜に予め決められたパターンを与えるために、し
たがって、酸化物テンプレートに対応する予め決められたパターンを与えるために使用す
ることができる。
【００４６】
　本発明に基づく方法の基本的な工程は、工業生産システムで容易に実施することができ
る。１つのアプローチでは、制御されていない空気、湿度などの暴露を避けるために、同
じチャンバにおいて、または少なくとも同じシステムにおいて、その方法の全工程を実施
することである。この場合、この方法の工程は、以下に従って、変更することができる。
i：真空チャンバー中に１つまたは複数の基板を導入する。
ii：原子状水素を使用する水素終端、例えば、加熱した基板を水素プラズマに晒す。電圧
とプラズマ組成物は表面粗度を決定するために使用する。
iii：基板上に有機薄膜を吹き付けるまたは蒸発させる。
iv：酸化性物質を暴露する。温度を、よりよく画定されたプロセスのために好ましく制御
することができる。
v:同じ真空チャンバーを利用するまたは同じシステムの成長チャンバへ移送した後、ナノ
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【００４７】
　この改良されたプロセスは様々なパターニング技術と適切に結合され得る。
【００４８】
　本発明は、最も実用的であり好適実施例として現在考えられているものと関連して記載
したが、本発明は、開示された実施例に制限されることなく、付属のクレーム中に様々な
修正と同等な構成物を含むことを意図することが理解される。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の方法に基づく工程を示す概略図である。
【図２】本発明に基づく方法を用いて得られるＳi（１００）基板上に成長したナノワイ
ヤを示す図である。
【図３】本発明に基づく方法の１つの実施例を用いて得られる成長したナノワイヤを示す
図である。
【図４】有機薄膜を使用して酸化物テンプレートを形成する本発明の方法の１つの実施例
のフローチャートを示す図である。
【図５】有機薄膜を使用して酸化物テンプレートを形成する本発明の方法に基づく工程の
概略図である。
【図６】核形成成長期間の影響を示す図であり、（ａ）ｎ－デカンまたは（ｂ）ｎ－デカ
ンをスピンニングして、試料が直接成長デバイスに輸送する図である。
【図６ｃ】核形成成長期間の影響を示す図であり、ナノワイヤの密度を湿潤空気中の暴露
時間の関数として示す図である。
【図７】有機化合物として（ａ）アリルアルコール、（ｂ）ｎ－デカン、（ｃ）アセトン
、（ｄ）エタノールを使用する本発明の方法により成長したＩnＡsナノワイヤを示す図で
ある。
【図８】本発明の１つの実施例による前加熱の影響を示す図であり、（ａ）予熱のない場
合と（ｂ）予熱した場合の図である。
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