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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成された柱状半導体層と、
　前記柱状半導体層を囲む第１の絶縁物と、
　前記第１の絶縁物を取り囲む第１の仕事関数を有する金属からなる第１のゲートと、
　前記第１の絶縁物を取り囲む前記第１の仕事関数と異なる第２の仕事関数を有する金属
からなる第２のゲートと、
　前記第２のゲートは前記第１のゲートの下方に位置するのであって、
　前記第１の絶縁物を取り囲む第１の仕事関数を有する金属からなる第３のゲートと、を
有し、
　前記第３のゲートは前記第２のゲートの下方に位置するのであって、
　前記第１の絶縁物を取り囲む前記第１の仕事関数と異なる第２の仕事関数を有する金属
からなる第４のゲートと、を有し、
　前記第４のゲートは前記第３のゲートの下方に位置するのであって、
　前記第１のゲートと前記第２のゲートと前記第３のゲートと前記第４のゲートは電気的
に接続することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記第１の絶縁物を取り囲む前記第１の仕事関数を有する金属からなる第５のゲートと
、を有し、
　前記第５のゲートは前記第４のゲートの下方に位置するのであって、
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　前記第１のゲートと前記第２のゲートと前記第３のゲートと前記第４のゲートと前記第
５のゲートは電気的に接続することを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第２の仕事関数は、４．０ｅＶから４．２ｅＶの間であることを特徴とする請求項
１または２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１の仕事関数は、４．２ｅＶ以上であることを特徴とする請求項３に記載の半導
体装置。
【請求項５】
　前記第２の仕事関数は、５．０ｅＶから５．２ｅＶの間であることを特徴とする請求項
１または２に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第１の仕事関数は、５．０ｅＶ以下であることを特徴とする請求項５に記載の半導
体装置。
【請求項７】
　前記柱状半導体層の上部と下部にソースもしくはドレインを有することを特徴とする請
求項１に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記ソースもしくはドレインは拡散層からなることを特徴とする請求項７に記載の半導
体装置。
【請求項９】
　前記第１のゲートと前記第２のゲートとの間に形成された第２の絶縁膜と、
　前記第２のゲートと前記第３のゲートとの間に形成された第３の絶縁膜と、
　前記第３のゲートと前記第４のゲートとの間に形成された第４の絶縁膜を有することを
特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記第４のゲートと前記第５のゲートとの間に形成された第５の絶縁膜を有することを
特徴とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　基板上に形成された柱状半導体層と、
　前記柱状半導体層を囲む第１の絶縁物と、
　前記第１の絶縁物を取り囲む第１の仕事関数を有する金属からなる第１のゲートと、
　前記第１の絶縁物を取り囲む前記第１の仕事関数と異なる第２の仕事関数を有する金属
からなる第２のゲートと、
　前記第２のゲートは前記第１のゲートの下方に位置するのであって、
　前記第１の絶縁物を取り囲む第１の仕事関数を有する金属からなる第３のゲートと、を
有し、
　前記第３のゲートは前記第２のゲートの下方に位置するのであって、
　前記第１のゲートと前記第２のゲートと前記第３のゲートは電気的に接続することを特
徴とし、
　前記第１の仕事関数は、４．２ｅＶ以上であることを特徴とし、
　前記柱状半導体層の上部と下部にｎ型のソースもしくはドレインを有することを特徴と
する半導体装置。
【請求項１２】
　前記ソースもしくはドレインは拡散層からなることを特徴とする請求項１１に記載の半
導体装置。
【請求項１３】
　前記第２の仕事関数は、４．０ｅＶから４．２ｅＶの間であることを特徴とする請求項
１１に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のＳＧＴでは、ゲート長が短くなると、バリスティック伝導によりドレイン電流を
向上させることができることが報告されている（例えば、特許文献１を参照）。バリステ
ィック伝導とは、チャンネル長（ゲート長）がキャリアの平均自由工程より短くなると、
キャリアが散乱を受けることなく、ソースからドレインまで走行するようになる現象を示
す。
【０００３】
　しかしながら、従来のＳＧＴでは、シリコン柱径が５ｎｍのとき、ゲート長１０ｎｍ以
下になると、サブスレッショルドスイングが増大することが報告されている（例えば、特
許文献２を参照）。
【０００４】
　一方で、Ｓｉ／ＳｉＧｅ／Ｓｉ／ＳｉＧｅ、Ｓｉ／Ｇｅ／Ｓｉ／Ｇｅ、又はｎ－Ｓｉ／
ｐ－Ｓｉ／ｎ－Ｓｉ交互層のような、種々の交互半導体層を含む基板をエッチングし、半
導体ナノワイヤ中の埋め込み量子井戸又は超格子構造体を有する半導体ナノワイヤが報告
されている（例えば、特許文献３を参照）。しかしながら、Ｓｉ／ＳｉＧｅ／Ｓｉ／Ｓｉ
Ｇｅ、Ｓｉ／Ｇｅ／Ｓｉ／Ｇｅでは物質間に界面が存在し、欠陥の原因となる。また、ｎ
－Ｓｉ／ｐ－Ｓｉ／ｎ－Ｓｉでは、不純物の位置制御が難しい。また、不純物自体がキャ
リアの散乱の原因となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２００４３４号公報
【特許文献２】特開２００４－３５６３１４号公報
【特許文献３】特開２０１１－５１９７３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明は、金属と半導体との仕事関数差によって柱状半導体層に超格子もしく
は量子井戸構造を形成する構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の半導体装置は、基板上に形成された柱状半導体層と、前記柱状半導体層を囲む
第１の絶縁物と、前記第１の絶縁物を取り囲む第１の仕事関数を有する金属からなる第１
のゲートと、前記第１の絶縁物を取り囲む前記第１の仕事関数と異なる第２の仕事関数を
有する金属からなる第２のゲートと、前記第２のゲートは前記第１のゲートの下方に位置
するのであって、前記第１の絶縁物を取り囲む第１の仕事関数を有する金属からなる第３
のゲートと、を有し、前記第３のゲートは前記第２のゲートの下方に位置するのであって
、前記第１のゲートと前記第２のゲートと前記第３のゲートは電気的に接続することを特
徴とする。
【０００８】
　また、前記第１の絶縁物を取り囲む前記第１の仕事関数と異なる第２の仕事関数を有す
る金属からなる第４のゲートと、を有し、前記第４のゲートは前記第３のゲートの下方に
位置するのであって、前記第１のゲートと前記第２のゲートと前記第３のゲートと前記第
４のゲートは電気的に接続することを特徴とする。
【０００９】
　また、前記第１の絶縁物を取り囲む前記第１の仕事関数を有する金属からなる第５のゲ
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ートと、を有し、前記第５のゲートは前記第４のゲートの下方に位置するのであって、前
記第１のゲートと前記第２のゲートと前記第３のゲートと前記第４のゲートと前記第５の
ゲートは電気的に接続することを特徴とする。
【００１０】
　また、前記第２の仕事関数は、４．０ｅＶから４．２ｅＶの間であることを特徴とする
。
【００１１】
　また、前記第１の仕事関数は、４．２ｅＶ以上であることを特徴とする。
【００１２】
　また、前記第２の仕事関数は、５．０ｅＶから５．２ｅＶの間であることを特徴とする
。
【００１３】
　また、前記第１の仕事関数は、５．０ｅＶ以下であることを特徴とする。
【００１４】
　また、前記柱状半導体層の上部と下部にソースもしくはドレインを有することを特徴と
する。
【００１５】
　また、前記ソースもしくはドレインは拡散層からなることを特徴とする。
【００１６】
　また、前記第１のゲートと前記第２のゲートとの間に形成された第２の絶縁膜と、前記
第２のゲートと前記第３のゲートとの間に形成された第３の絶縁膜と、を有することを特
徴とする。
【００１７】
　また、前記第３のゲートと前記第４のゲートとの間に形成された第４の絶縁膜を有する
ことを特徴とする。
【００１８】
　また、前記第４のゲートと前記第５のゲートとの間に形成された第５の絶縁膜を有する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、金属と半導体との仕事関数差によって柱状半導体層に超格子もしくは
量子井戸構造を形成する構造を提供することができる。
【００２０】
　基板上に形成された柱状半導体層と、前記柱状半導体層を囲む第１の絶縁物と、前記第
１の絶縁物を取り囲む第１の仕事関数を有する金属からなる第１のゲートと、前記第１の
絶縁物を取り囲む前記第１の仕事関数と異なる第２の仕事関数を有する金属からなる第２
のゲートと、前記第２のゲートは前記第１のゲートの下方に位置するのであって、前記第
１の絶縁物を取り囲む第１の仕事関数を有する金属からなる第３のゲートと、を有し、前
記第３のゲートは前記第２のゲートの下方に位置するのであって、前記第１のゲートと前
記第２のゲートと前記第３のゲートは電気的に接続することを特徴とすることにより、
　例えば、柱状半導体層を柱状シリコン層とし、前記第１の仕事関数は、５．０ｅＶから
５．２ｅＶの間とし、前記第２の仕事関数は、４．０ｅＶから４．２ｅＶの間とすると、
ｐ型シリコンの仕事関数５．１５ｅＶの近傍であるため、柱状半導体層の第１のゲートと
第３のゲートに囲われた部分はｐ型シリコンとして機能し、ｎ型シリコンの仕事関数４．
０５ｅＶの近傍であるため、柱状半導体層の第２のゲートに囲われた部分はｎ型シリコン
として機能することにより、ｐ型シリコンとして機能する部分とｎ型シリコンとして機能
する部分とｐ型シリコンとして機能する部分とにより、金属と半導体との仕事関数差によ
って柱状半導体層に超格子もしくは量子井戸構造を形成することができる。
　このとき、金属と半導体との仕事関数差によって柱状半導体層に超格子もしくは量子井
戸構造を形成するから、ｐ型シリコンとして機能する部分とｎ型シリコンとして機能する
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部分との間に界面は存在しないため、欠陥を減少させることができる。また、不純物を用
いていないため、不純物の位置制御は不要であるし、不純物によるキャリアの散乱を抑制
することができる。
【００２１】
　また、前記第１の絶縁物を取り囲む前記第１の仕事関数と異なる第２の仕事関数を有す
る金属からなる第４のゲートと、前記第４のゲートは前記第３のゲートの下方に位置する
のであって、前記第１のゲートと前記第２のゲートと前記第３のゲートと前記第４のゲー
トは電気的に接続することを特徴とし、前記第１の絶縁物を取り囲む前記第１の仕事関数
を有する金属からなる第５のゲートと、を有し、前記第５のゲートは前記第４のゲートの
下方に位置するのであって、前記第１のゲートと前記第２のゲートと前記第３のゲートと
前記第４のゲートと前記第５のゲートは電気的に接続することを特徴とし、第１の仕事関
数によるゲートと第２の仕事関数によるゲートが柱状半導体層を繰り返し取り囲むことに
より、柱状半導体層内に超格子を形成することができる。
【００２２】
　また、前記第１のゲートと前記第２のゲートとの間に形成された第２の絶縁膜と、前記
第２のゲートと前記第３のゲートとの間に形成された第３の絶縁膜と、を有することを特
徴とし、前記第３のゲートと前記第４のゲートとの間に形成された第４の絶縁膜を有する
ことを特徴とし、前記第４のゲートと前記第５のゲートとの間に形成された第５の絶縁膜
を有することを特徴とすることにより、各ゲートを絶縁膜により分離することで、第１の
仕事関数を有する金属と第２の仕事関数を有する金属が混じることを抑制し、また、第１
の仕事関数を有する金属と第２の仕事関数を有する金属により化合物が形成されることを
抑制することができる。
【００２３】
　また、基板上に形成された柱状半導体層と、前記柱状半導体層を囲む第１の絶縁物と、
前記第１の絶縁物を取り囲む第１の仕事関数を有する金属からなる第１のゲートと、前記
第１の絶縁物を取り囲む前記第１の仕事関数と異なる第２の仕事関数を有する金属からな
る第２のゲートと、前記第２のゲートは前記第１のゲートの下方に位置するのであって、
前記第１の絶縁物を取り囲む第１の仕事関数を有する金属からなる第３のゲートと、を有
し、前記第３のゲートは前記第２のゲートの下方に位置するのであって、前記第１のゲー
トと前記第２のゲートと前記第３のゲートは電気的に接続することを特徴とし、前記柱状
半導体層の上部と下部にソースもしくはドレインを有することを特徴とし、
　例えば、柱状半導体層を柱状シリコン層とし、ソースもしくはドレインをｎ型とし、第
１のゲートと第３のゲートの高さをバリスティック伝導が起こる程度の高さとし、前記第
２の仕事関数は４．０ｅＶから４．２ｅＶの間とし、前記第１の仕事関数を前記第２の仕
事関数以上の仕事関数とすると、柱状半導体層の第１のゲートと第３のゲートに囲われた
部分はトランジスタのチャネルとして機能し、ｎ型シリコンの仕事関数４．０５ｅＶの近
傍であるため、柱状半導体層の第２のゲートに囲われた部分はｎ型シリコンとして機能す
ることにより、チャネルとして機能する部分とｎ型シリコンとして機能する部分とチャネ
ルとして機能する部分とにより、バリスティック伝導を有するトランジスタを２個直列す
ることにより、バリスティック伝導を有し且つゲート長が長いトランジスタを可能とする
。
【００２４】
　また、前記第１の絶縁物を取り囲む前記第１の仕事関数と異なる第２の仕事関数を有す
る金属からなる第４のゲートと、前記第４のゲートは前記第３のゲートの下方に位置する
のであって、前記第１のゲートと前記第２のゲートと前記第３のゲートと前記第４のゲー
トは電気的に接続することを特徴とし、前記第１の絶縁物を取り囲む前記第１の仕事関数
を有する金属からなる第５のゲートと、を有し、前記第５のゲートは前記第４のゲートの
下方に位置するのであって、前記第１のゲートと前記第２のゲートと前記第３のゲートと
前記第４のゲートと前記第５のゲートは電気的に接続することを特徴とし、第１の仕事関
数によるゲートと第２の仕事関数によるゲートが柱状半導体層を繰り返し取り囲むことに
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より、バリスティック伝導を有するトランジスタを２個以上直列することにより、バリス
ティック伝導を有し且つゲート長が長いトランジスタを可能とする。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】（Ａ）は本発明に係る半導体装置の鳥瞰図である。（Ｂ）は（Ａ）のＸ－Ｘ’面
での断面図である。
【図２】（Ａ）は本発明に係る半導体装置の鳥瞰図である。（Ｂ）は（Ａ）のＸ－Ｘ’面
での断面図である。
【図３】（Ａ）は本発明に係る半導体装置の鳥瞰図である。（Ｂ）は（Ａ）のＸ－Ｘ’面
での断面図である。
【図４】（Ａ）は本発明に係る半導体装置の鳥瞰図である。（Ｂ）は（Ａ）のＸ－Ｘ’面
での断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施形態に係る、半導体装置を、図１、図２を参照しながら説明する。
本実施例の半導体層は、シリコン層であることが好ましい。また、半導体層は、Ｇｅ、Ｃ
といったＩＶ族の半導体としてもよい。また、半導体層はＩＩＩ族とＩＶ族の化合物半導
体としてもよい。
【００２７】
　基板１０１上に形成された柱状半導体層１０２と、前記柱状半導体層１０２を囲む第１
の絶縁物１０３と、前記第１の絶縁物１０３を取り囲む第１の仕事関数を有する金属から
なる第１のゲート１０４と、前記第１の絶縁物１０３を取り囲む前記第１の仕事関数と異
なる第２の仕事関数を有する金属からなる第２のゲート１０５と、前記第２のゲート１０
５は前記第１のゲート１０４の下方に位置するのであって、前記第１の絶縁物１０３を取
り囲む第１の仕事関数を有する金属からなる第３のゲート１０６と、を有し、前記第３の
ゲート１０６は前記第２のゲート１０５の下方に位置するのであって、前記第１のゲート
１０４と前記第２のゲート１０５と前記第３のゲート１０６は電気的に接続することを特
徴とする。
【００２８】
　第１の絶縁物１０３はゲート絶縁膜として機能する。第１の絶縁物１０３は酸化膜、窒
化膜、酸窒化膜、高誘電体膜のどれか、もしくは酸化膜、窒化膜、酸窒化膜、高誘電体膜
のどれか一つを少なくとも含むことが好ましい。
【００２９】
　第１のゲート１０４の下に第２のゲート１０５が接触し、第２のゲート１０５の下に第
３のゲート１０６が接触していることで、前記第１のゲート１０４と前記第２のゲート１
０５と前記第３のゲート１０６が電気的に接続している。
【００３０】
　前記第１の絶縁物１０３を取り囲む前記第１の仕事関数と異なる第２の仕事関数を有す
る金属からなる第４のゲート１０７と、を有し、前記第４のゲート１０７は前記第３のゲ
ート１０６の下方に位置するのであって、前記第１のゲート１０４と前記第２のゲート１
０５と前記第３のゲート１０６と前記第４のゲート１０７は電気的に接続することを特徴
とする。
【００３１】
　前記第１の絶縁物１０３を取り囲む前記第１の仕事関数を有する金属からなる第５のゲ
ート１０８と、を有し、前記第５のゲート１０８は前記第４のゲート１０７の下方に位置
するのであって、前記第１のゲート１０４と前記第２のゲート１０５と前記第３のゲート
１０６と前記第４のゲート１０７と前記第５のゲート１０８は電気的に接続することを特
徴とする。
【００３２】
　第３のゲート１０６の下に第４のゲート１０７が接触し、第４のゲート１０７の下に第
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５のゲート１０８が接触していることで、前記第３のゲート１０６と前記第４のゲート１
０７と前記第５のゲート１０８が電気的に接続している。
【００３３】
　図２には、図１に加えて、柱状半導体層１０２の上部と下部にソースもしくはドレイン
１０９、１１０を有する構造が示される。柱状半導体層１０２の上部と下部にソースもし
くはドレイン１０９、１１０を有することにより、トランジスタ動作を行うことができる
。前記ソースもしくはドレイン１０９、１１０は拡散層としてもよい。
【００３４】
　前記第２の仕事関数は、４．０ｅＶから４．２ｅＶの間であることが好ましい。ｎ型シ
リコンの仕事関数４．０５ｅＶの近傍であるため、第２の仕事関数を有する第２のゲート
１０５と第４のゲート１０７に囲まれた柱状半導体層の部分は、柱状半導体層がシリコン
であるとき、ｎ型シリコンとして機能する。例えば、タンタルとチタンの化合物（ＴａＴ
ｉ）や窒化タンタル（ＴａＮ）が好ましい。
【００３５】
　また、前記第１の仕事関数は、４．２ｅＶ以上であることが好ましい。第１の仕事関数
が４．２ｅＶ以上であると、第１の仕事関数を有するゲート（第１のゲート１０４、第３
のゲート１０６、第５のゲート１０８）によりチャネルが形成されるトランジスタをｎ型
のエンハンスメント型として動作することができる。例えば、ミッドギャップの仕事関数
を持つ金属や、ルテニウム（Ｒｕ）や窒化チタン（ＴｉＮ）が好ましい。
【００３６】
　また、第１のゲート１０４と第３のゲート１０６の高さをバリスティック伝導が起こる
程度の高さとすると、バリスティック伝導を有するトランジスタを２個直列することによ
り、バリスティック伝導を有し且つゲート長が長いトランジスタを可能とする。
【００３７】
　また、第１のゲート１０４と第３のゲート１０６と第５のゲート１０８の高さをバリス
ティック伝導が起こる程度の高さとすると、バリスティック伝導を有するトランジスタを
２個以上直列することにより、バリスティック伝導を有し且つゲート長が長いトランジス
タを可能とする。
【００３８】
　また、第１のゲート１０４と第３のゲート１０６と第５のゲート１０８の高さは同じで
あることが好ましい。また、第２のゲート１０５と第４のゲート１０７の高さは同じであ
ることが好ましい。第１のゲート１０４と第３のゲート１０６と第５のゲート１０８の高
さは同じであり、第２のゲート１０５と第４のゲート１０７の高さは同じであると、金属
と半導体との仕事関数差によって柱状半導体層１０２に周期ポテンシャルを形成すること
ができる。
【００３９】
　また、第１の仕事関数が５．０ｅＶから５．２ｅＶの間であるとき、ｐ型シリコンの仕
事関数５．１５ｅＶの近傍であるため、第１のゲートと第３のゲートと第５のゲートに囲
まれた柱状半導体層１０２の部分は、ｐ型シリコンとして機能する。例えば、ルテニウム
（Ｒｕ）や窒化チタン（ＴｉＮ）が好ましい。
【００４０】
　このとき、ｐ型シリコンとして機能する部分とｎ型シリコンとして機能する部分とによ
り、金属と半導体との仕事関数差によって柱状半導体層１０２に超格子もしくは量子井戸
構造を形成することができる。
【００４１】
　上記のように、第１の仕事関数によるゲートと第２の仕事関数によるゲートが柱状半導
体層１０２を繰り返し取り囲むことにより、柱状半導体層１０２内に超格子を形成するこ
とができる。
【００４２】
　このとき、金属と半導体との仕事関数差によって柱状半導体層１０２に超格子もしくは
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量子井戸構造を形成するから、ｐ型シリコンとして機能する部分とｎ型シリコンとして機
能する部分との間に界面は存在しないため、欠陥を減少させることができる。また、不純
物を用いていないため、不純物の位置制御は不要であるし、不純物によるキャリアの散乱
を抑制することができる。
【００４３】
　また、前記第２の仕事関数は、５．０ｅＶから５．２ｅＶの間であることが好ましい。
ｐ型シリコンの仕事関数５．１５ｅＶの近傍であるため、第２の仕事関数を有する第２の
ゲート１０５と第４のゲート１０７に囲まれた柱状半導体層１０２の部分は、柱状半導体
層１０２がシリコンであるとき、ｐ型シリコンとして機能する。例えば、ルテニウム（Ｒ
ｕ）や窒化チタン（ＴｉＮ）が好ましい。
【００４４】
　また、前記第１の仕事関数は、５．０ｅＶ以下であることが好ましい。第１の仕事関数
が５．０以下であると、第１の仕事関数を有するゲート（第１のゲート１０４、第３のゲ
ート１０６、第５のゲート１０８）によりチャネルが形成されるトランジスタをｐ型のエ
ンハンスメント型として動作することができる。例えば、ミッドギャップの仕事関数を持
つ金属や、タンタルとチタンの化合物（ＴａＴｉ）や窒化タンタル（ＴａＮ）が好ましい
。
【００４５】
　また、第１の仕事関数が４．０ｅＶから４．２ｅＶの間であるとき、ｎ型シリコンの仕
事関数４．０５ｅＶの近傍であるため、第１のゲートと第３のゲートと第５のゲートに囲
まれた柱状半導体層の部分は、ｎ型シリコンとして機能する。例えば、タンタルとチタン
の化合物（ＴａＴｉ）や窒化タンタル（ＴａＮ）が好ましい。
【００４６】
　また、図３、図４に示すように、前記第１のゲート１０４と前記第２のゲート１０５と
の間に形成された第２の絶縁膜２１１と、前記第２のゲート１０５と前記第３のゲート１
０６との間に形成された第３の絶縁膜２１２と、を有してもよい。
【００４７】
　また、前記第３のゲート１０６と前記第４のゲート１０７との間に形成された第４の絶
縁膜２１３を有してもよい。
【００４８】
　また、前記第４のゲート１０７と前記第５のゲート１０８との間に形成された第５の絶
縁膜２１４を有してもよい。
【００４９】
　第２の絶縁膜２１１、第３の絶縁膜２１２、第４の絶縁膜２１３、第５の絶縁膜２１４
は、酸化膜、窒化膜、酸窒化膜、高誘電体膜のどれか、もしくは酸化膜、窒化膜、酸窒化
膜、高誘電体膜のどれか一つを少なくとも含むことが好ましい
【００５０】
　各ゲート１０４、１０５、１０６、１０７、１０８を絶縁膜２１１、２１２、２１３、
２１４により分離することで、第１の仕事関数を有する金属と第２の仕事関数を有する金
属が混じることを抑制し、また、第１の仕事関数を有する金属と第２の仕事関数を有する
金属により化合物が形成されることを抑制することができる。
【００５１】
　このとき、各ゲート１０４、１０５、１０６、１０７、１０８をコンタクトや配線を用
いて電気的に接続する必要がある。
【００５２】
　なお、本発明は、本発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施形態及び
変形が可能とされるものである。また、上述した実施形態は、本発明の一実施例を説明す
るためのものであり、本発明の範囲を限定するものではない。
【００５３】
　例えば、上記実施例において、ｐ型（ｐ+型を含む。）とｎ型（ｎ+型を含む。）とをそ
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れぞれ反対の導電型とした半導体装置も当然に本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００５４】
１０１．基板
１０２．柱状半導体層
１０３．第１の絶縁物
１０４．第１のゲート
１０５．第２のゲート
１０６．第３のゲート
１０７．第４のゲート
１０８．第５のゲート
１０９．ソースもしくはドレイン
１１０．ソースもしくはドレイン
２１１．第２の絶縁膜
２１２．第３の絶縁膜
２１３．第４の絶縁膜
２１４．第５の絶縁膜

【図１】 【図２】
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