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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　－ほぼ同等の寸法ＬＳＣ、ＷＳＣおよび同等の形状を有し、互いに電気的に分離され、
且つ半導体層（１０２）を形成する複数の途切れ途切れの半導体部分（１０４）であって
、前記半導体部分（１０４）の各々が、隣接する半導体部分（１０４）からほぼ一定の距
離ＥＳＣＨ、ＥＳＣＶだけ間隔を空けたところにあり、最大寸法ＬＳＣが別の半導体部分
（１０４）の最大寸法ＬＳＣにほぼ平行である細長い形状を有する、複数の途切れ途切れ
の半導体部分（１０４）と、
　－２つの電極（１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）を隔てる最大距離Ｌｃｈａ

ｎｎｅｌが前記半導体部分（１０４）のうちの１つの前記最大寸法ＬＳＣよりも小さくな
るように前記半導体層（１０２）と接触して配置された少なくとも２つの電極（１０８ａ
、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）と
を備え、
　前記半導体部分（１０４）の前記形状および寸法ＬＳＣ、ＷＳＣ、前記半導体部分（１
０４）間の間隔ＥＳＣＨ、ＥＳＣＶ、前記電極（１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８
ｄ）の形状および寸法ＬＳＤ、ＷＳＤ、ならびに前記半導体部分（１０４）に対する前記
電極（１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）のレイアウトは、前記半導体部分（１
０４）のうちの少なくとも１つが前記２つの電極（１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０
８ｄ）を互いに電気的に接続するようになされており、
　前記半導体部分（１０４）の前記最大寸法ＬＳＣが、前記電極（１０８ａ、１０８ｂ、
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１０８ｃ、１０８ｄ）の最大寸法ＷＳＤに対してほぼ垂直であり、前記電極（１０８ａ、
１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）が同等の形状および寸法ＷＳＤ、ＬＳＤを有し、
　前記半導体部分（１０４）は、前記電極（１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）
が配置され接触する前記半導体層（１０２）の主面に平行な面内に、平行ラインの規則的
なパターンに従って配置され、
　１つのライン上の前記半導体部分（１０４）間のスペースＥＳＣＨが、隣接するライン
の前記半導体部分（１０４）間の前記スペースに対して且つ前記ラインに平行な方向に沿
って、前記半導体部分（１０４）の前記最大寸法ＬＳＣをｎで割り算したものにほぼ等し
い距離Ｄだけオフセットされ、ここでは、ｎが１０と２０の間の実数であり、
　前記半導体部分（１０４）の前記最大寸法ＬＳＣが、前記２つの電極（１０８ａ、１０
８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）を隔てる前記最大距離Ｌｃｈａｎｎｅｌのｎ倍にほぼ等しく
、および／または前記電極（１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）の前記最大寸法
ＷＳＤが、前記半導体部分（１０４）の前記最小寸法ＷＳＣの約ｎ倍よりも大きい、マイ
クロエレクトロニックデバイス（１００）。
【請求項２】
　前記半導体部分（１０４）の各々がほぼ長方形の形状を有する、請求項１に記載のデバ
イス（１００）。
【請求項３】
　少なくとも１つのトランジスタ（１０６ａ、１０６ｂ）を備え、前記トランジスタ（１
０６ａ、１０６ｂ）の能動ゾーン（１１４ａ、１１４ｂ）が、前記２つの電極（１０８ａ
、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）を互いに電気的に接続する前記半導体部分（１０４）
のうちの前記少なくとも１つによって形成され、前記電極（１０８ａ、１０８ｂ、１０８
ｃ、１０８ｄ）が前記トランジスタ（１０６ａ、１０６ｂ）のソース電極およびドレイン
電極を形成する、請求項１または２に記載のデバイス（１００）。
【請求項４】
　複数のトランジスタ（１０６ａ、１０６ｂ）を備え、各トランジスタ（１０６ａ、１０
６ｂ）が、
　－前記トランジスタ（１０６ａ、１０６ｂ）のうちの１つの前記２つの電極（１０８ａ
、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）を隔てる前記最大距離Ｌｃｈａｎｎｅｌが前記半導体
部分（１０４）のうちの１つのほぼ前記最大寸法ＬＳＣよりも小さくなるように、前記半
導体層（１０２）と接触して配置されたソース電極およびドレイン電極を形成する少なく
とも２つの電極（１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）と、
　－前記トランジスタ（１０６ａ、１０６ｂ）の前記２つの電極（１０８ａ、１０８ｂ、
１０８ｃ、１０８ｄ）を一緒に電気的に接続する前記半導体部分（１０４）のうちの少な
くとも１つによって形成される能動ゾーン（１１４ａ、１１４ｂ）と
を備えたトランジスタ（１０６ａ、１０６ｂ）であり、
　－前記半導体部分（１０４）の前記最大寸法ＬＳＣが、前記電極（１０８ａ、１０８ｂ
、１０８ｃ、１０８ｄ）の前記最大寸法ＷＳＤに対してほぼ垂直であり、前記電極（１０
８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）が同等の形状および寸法ＷＳＤ、ＬＳＤを有し、
　－距離ＥＴＲが、前記半導体部分（１０４）の前記最大寸法ＬＳＣに平行な方向に沿っ
て、２つのトランジスタ（１０６ａ、１０６ｂ）の前記電極（１０８ｂ、１０８ｃ）を隔
て、前記距離ＥＴＲが前記半導体部分（１０４）のほぼ前記最大寸法ＬＳＣよりも大きく
、
　－２つのトランジスタ（１０６ａ、１０６ｂ）の前記電極（１０８ａ、１０８ｂ、１０
８ｃ、１０８ｄ）が、前記電極（１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）の前記最大
寸法ＷＳＤにほぼ平行な方向に沿って、前記半導体部分（１０４）のほぼ前記最小寸法Ｗ

ＳＣよりも大きな距離ＥＣＯだけオフセットされる、
請求項１から３のいずれか一項に記載のデバイス（１００）。
【請求項５】
　前記トランジスタまたは各トランジスタ（１０６ａ、１０６ｂ）は同様に、前記トラン
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ジスタ（１０６ａ、１０６ｂ）の前記能動ゾーン（１１４ａ、１１４ｂ）に面して配置さ
れたゲート絶縁膜（１１８ａ、１１８ｂ）およびゲート（１１６ａ、１１６ｂ）を含む、
請求項３または４に記載のデバイス（１００）。
【請求項６】
　マイクロエレクトロニックデバイス（１００）を作成する方法であって、
　－ほぼ同等の寸法ＬＳＣ、ＷＳＣおよび形状を有し、互いに電気的に分離され、且つ半
導体層（１０２）を形成する複数の途切れ途切れの半導体部分（１０４）を作るステップ
であり、各半導体部分（１０４）が、隣接する半導体部分（１０４）からほぼ一定の距離
ＥＳＣＨ、ＥＳＣＶだけ間隔を空けられ、最大寸法ＬＳＣが別の半導体部分（１０４）の
最大寸法ＬＳＣにほぼ平行である細長い形状を有する、複数の途切れ途切れの半導体部分
（１０４）を作るステップと、
　－２つの電極（１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）を隔てる最大距離Ｌｃｈａ

ｎｎｅｌが前記半導体部分（１０４）のうちの１つのほぼ前記最大寸法ＬＳＣよりも小さ
くなるように前記半導体層（１０２）と接触して配置された少なくとも２つの電極（１０
８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）を作るステップと
を少なくとも含み、
　前記半導体部分（１０４）の前記形状および寸法ＬＳＣ、ＷＳＣ、前記半導体部分（１
０４）間の間隔ＥＳＣＨ、ＥＳＣＶ、前記電極（１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８
ｄ）の形状および寸法ＬＳＤ、ＷＳＤ、ならびに前記半導体部分（１０４）に対する前記
電極（１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）のレイアウトは、前記半導体部分（１
０４）のうちの少なくとも１つが前記２つの電極（１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０
８ｄ）を互いに電気的に接続するようになされており、
　前記半導体部分（１０４）の前記最大寸法ＬＳＣが、前記電極（１０８ａ、１０８ｂ、
１０８ｃ、１０８ｄ）の最大寸法ＷＳＤに対してほぼ垂直であり、前記電極（１０８ａ、
１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）が同等の形状および寸法ＷＳＤ、ＬＳＤを有し、
　前記半導体部分（１０４）は、前記電極（１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）
が配置され接触する前記半導体層（１０２）の主面に平行な面内に、平行ラインの規則的
なパターンに従って配置され、
　１つのライン上の前記半導体部分（１０４）間のスペースＥＳＣＨが、隣接するライン
の前記半導体部分（１０４）間の前記スペースに対して且つ前記ラインに平行な方向に沿
って、前記半導体部分（１０４）の前記最大寸法ＬＳＣをｎで割り算したものにほぼ等し
い距離Ｄだけオフセットされ、ここでは、ｎが１０と２０の間の実数であり、
　前記半導体部分（１０４）の前記最大寸法ＬＳＣが、前記２つの電極（１０８ａ、１０
８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）を隔てる前記最大距離Ｌｃｈａｎｎｅｌのｎ倍にほぼ等しく
、および／または前記電極（１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）の前記最大寸法
ＷＳＤが、前記半導体部分（１０４）の前記最小寸法ＷＳＣの約ｎ倍よりも大きい、方法
。
【請求項７】
　前記半導体部分（１０４）が、スクリーンプリンティング、スタンピングもしくはヘリ
オグラフィタイプの半導体堆積ステップを使用して、または前記半導体の層を堆積するス
テップに続いて前記半導体層のレーザによるもしくはフォトリソグラフィによるもしくは
スタンピングによるアブレーションステップを使用して作られる、請求項６に記載の方法
。
【請求項８】
　半導体部分（１０４）が基板（１１２）上に最初に作られ、前記電極（１０８ａ、１０
８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）が前記半導体部分（１０４）上に次に作られる、または前記
電極（１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）が基板（１１２）上に最初に作られ、
前記半導体部分（１０４）が前記電極（１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ）上に
次に作られる、請求項６または７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】



(4) JP 5878520 B2 2016.3.8

10

20

30

40

50

【技術分野】
【０００１】
　本発明は、途切れ途切れの半導体部分を備えたマイクロエレクトロニックデバイスに関
係し、特に、能動ゾーンとしてかかる途切れ途切れの半導体部分から形成された１つまた
は複数のトランジスタを備えたマイクロエレクトロニックデバイスに関係する。
【０００２】
　本発明は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の分野、とりわけ有機薄膜トランジスタ（ＯＦ
ＥＴまたはＯＴＦＴ）の分野に特に適合する。
【背景技術】
【０００３】
　例えば、有機材料に基づいた薄い半導体層を含む薄膜トランジスタなどの薄膜デバイス
を製造することは、電気的なソースコンタクトおよびドレインコンタクトを形成する電極
を形成することができるように、また、得られるトランジスタが小さな電流Ｉｏｆｆ（Ｖ

ＧＳ＝０およびＶＤＳ＝Ｖａｌｉｍに対するＩＤＳに対応する電流）ならびに最小の可能
な寄生容量を有するようにこの半導体層を成形することを意味する。
【０００４】
　半導体層を堆積するために使用する装置は、半導体層を成形することができるようにア
ライメントシステムを持たなければならない。このタイプのアライメント装置は、例えば
、通常は貧弱なアライメント精度性能を有するロールツーロール処理装置などの従来型の
印刷装置から得られる。
【０００５】
　この貧弱なアライメント精度のために、これらの薄膜トランジスタは、最小装置アライ
メント許容誤差よりも大きな（寸法上の）余裕でサイズを決められ、これがこれらのトラ
ンジスタについて得ることができる集積密度を著しく制限する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の１つの目的は、新しい半導体デバイスおよびその半導体デバイスを作る新しい
方法を提案することであり、その構造は、先行技術に従って薄膜半導体デバイスを作ると
きに適用するアライメントステップを省略することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的を実現するために、本発明は、
　－同等の寸法ＬＳＣ、ＷＳＣおよび同等の形状を有し、互いに電気的に分離され、且つ
半導体層を形成する複数の途切れ途切れの半導体部分であって、半導体部分の各々が、隣
接する半導体部分からほぼ一定の距離ＥＳＣＨ、ＥＳＣＶだけ間隔を空けたところにある
、複数の途切れ途切れの半導体部分と、
　－２つの電極を隔てる最大距離Ｌｃｈａｎｎｅｌが半導体部分のうちの１つの最大寸法
ＬＳＣよりも小さくなるように半導体層と接触してまたは隣接して設置された少なくとも
２つの電極と
を備え、
　半導体部分の形状および寸法ＬＳＣ、ＷＳＣ、半導体部分間の間隔ＥＳＣＨ、ＥＳＣＶ

、電極の形状および寸法ＬＳＤ、ＷＳＤ、ならびに半導体部分に対する電極のレイアウト
は、半導体部分のうちの少なくとも１つが２つの電極を互いに電気的に接続するようにな
されている、
マイクロエレクトロニックデバイスを提案する。
【０００８】
　これゆえに、本発明は、例えば、一様に分散され、以下のように大きさを決められ間隔
を空けられた小さな半導体部分のセットの形式に半導体デバイスの半導体層を作ることを
提案する。すなわち、これらの半導体部分に対する特定のアライメントを用いずにこれら
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の半導体部分と接触するデバイスの少なくとも２つの電極を用いて得られる統計的な結果
として、例えば、デバイスの１つまたは複数の能動ゾーンがその上に形成される少なくと
も１つの半導体表面が電極に対して「セルフアライン」され、つまり、２つの電極間の電
気伝導を設定することが可能であるように、大きさが決められ間隔が空けられる。したが
って、半導体部分のうちの少なくとも１つが、半導体部分に対する電極のアライメントを
何も必要とせずに２つの電極間の電気伝導を設定することが可能であるように、かかるデ
バイスを作ることができる。
【０００９】
　その上、半導体部分が初期に互いに電気的に分離され、各デバイスの電極だけが１つま
たは複数の半導体部分によって互いに電気的に接続されることが与えられると、デバイス
の電極間の適切な最小スペースを選択することによって、互いに自動的に電気的に分離さ
れ互いに隣接する複数の半導体デバイス、例えば、トランジスタを作るために、かかる半
導体層を使用することができる。
【００１０】
　都合のよいことに、半導体層を薄い層とすることができ、言い換えると、半導体が有機
材料であるときには、約１００ｎｍ以下の層、または半導体が無機材料であるときには、
約１００ｎｍもしくは数十ナノメートル以下、例えば、約５０ｎｍとすることができる。
【００１１】
　請求項１に規定されるようなデバイスは、デバイスの電気的な特性について小さなばら
つきを有するというもう１つの利点を有し、その理由は、２つの電極を電気的に接続する
は半導体部分の数に関するばらつきがやはり小さいためである。
【００１２】
　各半導体部分は、最大寸法ＬＳＣが、別の半導体部分の最大寸法ＬＳＣにほぼ平行であ
る細長い形状または横長の形状を有する。
【００１３】
　有利な一実施形態によれば、半導体部分の各々は、ほぼ長方形の形状を有することがで
きる。
【００１４】
　半導体部分を、平行ラインの規則的なパターンに従って電極が配置され接触する半導体
層の主面に平行な面内に配置することができる。パターンのそのようなものの特有の利点
は、半導体部分の複数のラインから形成することができるパターンの反復によって容易に
行うことができることであり、このパターンを１回または数回繰り返す。
【００１５】
　このケースでは、１つのライン上の半導体部分間のスペースＥＳＣＨを、隣接するライ
ンの間のスペースと相対的に且つラインに平行な方向に沿って、ｎで割り算した半導体部
分のほぼ最大寸法ＬＳＣに等しい距離Ｄだけオフセットすることができ、ここでは、ｎが
１よりも大きな実数である。したがって、得られる結果は、前記ラインの規則的な繰返し
パターンを形成する半導体部分のライン毎のオフセットである。
【００１６】
　このケースでは、半導体部分の最大寸法ＬＳＣを、２つの電極を隔てる最大距離Ｌｃｈ

ａｎｎｅｌのｎ倍にほぼ等しくすることができ、および／または電極の最大寸法ＷＳＤを
、半導体部分の最小寸法ＷＳＣの約ｎ倍よりも大きくすることができる。
【００１７】
　半導体部分の最大寸法ＬＳＣが、電極の最大寸法ＷＳＤに対してほぼ垂直であり、電極
は、おそらく同等の形状および寸法ＷＳＤ、ＬＳＤを有する。
【００１８】
　デバイスは、少なくとも１つのトランジスタを含むことができ、そのトランジスタの能
動ゾーンを、２つの電極を互いに電気的に接続する半導体部分のうちの前記少なくとも１
つによって形成することができ、前記電極がトランジスタのソース電極およびドレイン電
極を形成する。
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【００１９】
　デバイスは、複数のトランジスタを備え、各トランジスタは、おそらく、
　－トランジスタのうちの１つの２つの電極を隔てる最大距離Ｌｃｈａｎｎｅｌが半導体
部分のうちの１つのほぼ最大寸法ＬＳＣよりも小さくなるように半導体層と接触して配置
されたソース電極およびドレイン電極を形成する少なくとも２つの電極と、
　－前記トランジスタの２つの電極を一緒に電気的に接続する半導体部分のうちの少なく
とも１つによって形成される能動ゾーンと
を備え、
　－半導体部分の最大寸法ＬＳＣを、電極の最大寸法ＷＳＤに対してほぼ垂直にすること
ができ、電極がおそらく同等の形状および寸法ＷＳＤ、ＬＳＤを有し、
　－距離ＥＴＲが、半導体部分の最大寸法ＬＳＣに平行な方向に沿って、２つのトランジ
スタの電極を隔て、距離ＥＴＲを半導体部分のほぼ最大寸法ＬＳＣよりも大きくすること
ができ、
　－２つのトランジスタの電極を、電極の最大寸法ＷＳＤにほぼ平行な方向に沿って、半
導体部分のほぼ最小寸法ＷＳＣよりも大きな距離ＥＣＯだけオフセットすることができる
。
【００２０】
　トランジスタまたは各トランジスタが、前記トランジスタの能動ゾーンに面して配置さ
れたゲート絶縁膜およびゲートをやはり含むことができる。
【００２１】
　半導体部分が、少なくとも１つの有機半導体を含むことができる。
【００２２】
　本発明は、マイクロエレクトロニックデバイスを作る方法に関係し、
　－同等の寸法ＬＳＣ、ＷＳＣおよび形状を有し、互いに電気的に分離され、且つ半導体
層を形成する複数の途切れ途切れの半導体部分を作るステップであって、各半導体部分が
、隣接する半導体部分からほぼ一定の距離ＥＳＣＨ、ＥＳＣＶだけ間隔を空けて設けられ
、
　－２つの電極を隔てる最大距離Ｌｃｈａｎｎｅｌが半導体部分のうちの１つのほぼ最大
寸法ＬＳＣよりも小さくなるように半導体層と接触する少なくとも２つの電極を作るステ
ップと
を少なくとも含み、
　半導体部分の形状および寸法ＬＳＣ、ＷＳＣ、半導体部分間のスペースＥＳＣＨ、ＥＳ

ＣＶ、電極の形状および寸法ＬＳＤ、ＷＳＤ、ならびに半導体部分に対する電極の配置は
、半導体部分の少なくとも１つが２つの電極を互いに電気的に接続するようになされてい
る。
【００２３】
　半導体部分を、スクリーンプリンティング、スタンピングもしくはヘリオグラフィタイ
プの半導体堆積ステップを使用して、または前記半導体の層を堆積するステップに続いて
半導体層のレーザによるもしくはフォトリソグラフィによるもしくはスタンピングによる
アブレーションステップを使用して作ることができる。
【００２４】
　半導体部分を基板上に最初に作ることができ、電極を半導体部分上に次に作る。一変形
形態では、電極を基板上に最初に作ることができ、半導体部分を電極上に次に作ることが
できる。
【００２５】
　本発明は、添付した図面を参照して、純粋に指針として与えられ、決して限定的ではな
い例の実施形態の説明を読んだ後で良く理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の特定の実施形態によるマイクロエレクトロニックデバイスの素子の一部
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の図式的な上面図である。
【図２】本発明の特定の実施形態によるマイクロエレクトロニックデバイスの素子の一部
の図式的な上面図である。
【図３】本発明の特定の実施形態によるマイクロエレクトロニックデバイスの素子の一部
の図式的な上面図である。
【図４】本発明の１つの特定の実施形態によるマイクロエレクトロニックデバイスの図式
的な断面図である。
【図５】本発明の１つの特定の実施形態によるマイクロエレクトロニックデバイスの図式
的な断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下に説明する異なる図の同一の部品、同等な部品または等価な部品は、異なる図の間
での比較を容易にするために同じ参照番号を有する。
【００２８】
　図をより容易に読み取れるようにするために、図に示した異なる部品をすべて同じ縮尺
で示す必要は必ずしもない。
【００２９】
　様々な可能な選択肢（変形形態および実施形態）を、相互に排他的でないとして理解し
なければならず、これらを一緒に組み合わせることができる。
【００３０】
　複数の途切れ途切れの半導体部分１０４によって形成された半導体層１０２を含むマイ
クロエレクトロニックデバイス１００を図式的且つ部分的に示す図１を参照して始める。
【００３１】
　これらの途切れ途切れの半導体部分１０４は、図１の例では長方形形状をすべてが有し
、異なる部分の寸法は同等である。部分１０４が途切れ途切れであること、言い換えると
これらが互いに接触していないことを考えると、部分１０４は、互いに電気的に分離され
る。
【００３２】
　図１は、半導体部分１０４が（Ｘ、Ｙ）平面内で長方形の別々の規則的なパターンを形
成し、半導体部分１０４の互いにすべてが平行なラインを形成することを示す。さらにそ
の上、半導体部分１０４を隔てるスペースは、すべての半導体部分１０４間でほぼ一定の
寸法を有する。変形形態として、半導体部分１０４は、一様に分布したままで長方形以外
の形状を有することができる。
【００３３】
　隣接するライン内の半導体部分１０４は、（Ｙ軸に沿って）互いに上方に垂直に整列し
ていない。隣接するライン内の半導体部分１０４は、（Ｘ軸に沿って）水平方向にオフセ
ットする。その上、この水平方向のオフセットに規則性がある。部分１０４によって形成
されるパターンは、互いに上方に配列した半導体部分のラインのいくつかの同等のグルー
プから成る。したがって、図１の例では、半導体部分１０４のセットによって形成される
パターンが互いに上方に配列した４つのラインの同等のグループから成ることを理解する
ことができる。言い換えると、ラインのうちの１つの中の半導体部分１０４は、その４ラ
イン下方のライン内の半導体部分１０４およびその４ライン上方のライン内の半導体部分
１０４と（Ｙ軸に沿って）垂直に整列している。
【００３４】
　層１０２内に半導体部分１０４によって形成される別の一例のパターンを図２に示す。
この例では、半導体部分１０４がライン毎に距離Ｄだけ水平方向にオフセットしているこ
とを理解することができる。その上、この例では、１つのラインの半導体部分１０４が、
このラインの５ライン上方および下方のライン内の半導体部分１０４と（Ｙ軸に沿って）
垂直に整列している。
【００３５】
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　このオフセットＤがライン毎に同じであることを考えると、結果は、したがって、
　　　ＬＳＣ＋ＥＳＣＨ＝ｎ＊Ｄ
ここでは、ＬＳＣは、半導体部分１０４の長さ（より一般的には最大寸法）であり、
ＥＳＣＨは、２つの半導体部分１０４間の水平方向のスペース、言い換えると、同じライ
ン内の２つの隣接する半導体部分１０４を隔てる距離であり、
ｎは、繰返しステップを形成する半導体部分１０４の数であり、１よりも大きい。
【００３６】
　図２の例では、半導体部分１０４のラインの最初の配置が、５ライン離れて設けられて
いるために、ｎ＝５である。
【００３７】
　図２の例ではＥＳＣＶで記された半導体部分１０４の２つのライン間のスペースを、２
つの半導体部分１０４間の水平方向のスペースとほぼ同じにすることができ、その結果、
ＥＳＣＶ＝ＥＳＣＨである。
【００３８】
　図１および図２の例における半導体部分１０４はそれぞれ長方形であるが、これらの部
分は、別の形状を有することができる、しかし都合よくは、横長の形状または細長い形状
を有する。
【００３９】
　途切れ途切れの半導体部分１０４の一部は、マイクロエレクトロニックデバイス１００
の能動ゾーンを形成し、マイクロエレクトロニックデバイス１００の電極と接触する。
【００４０】
　図１の例では、マイクロエレクトロニックデバイス１００は、２つのトランジスタ１０
６ａ、１０６ｂを含み、それぞれ１０８ａ、１８０８ｂ、および１０８ｃ、１０８ｄと参
照される２つの電極を各々が含む。これらの電極１０８ａ～１０８ｄは、トランジスタ１
０６ａ、１０６ｂのソース電極およびドレイン電極に対応し、半導体部分１０４によって
形成される半導体層１０２と接触して配置される。これらの電極１０８ａ～１０８ｄの各
々は、半導体部分１０４の長さにほぼ垂直である長さ（最大寸法）を有する形状がほぼ長
方形である。
【００４１】
　さらにその上、各トランジスタ１０６ａ、１０６ｂの２つの電極１０８ａ、１８０８ｂ
および１０８ｃ、１０８ｄは、互いに、ＬＳＣよりも小さくトランジスタチャネルの長さ
に対応する距離Ｌｃｈａｎｎｅｌに等しい間隔のところにある。したがって、トランジス
タ１０６ａ、１０６ｂのうちの１つの２つの電極１０８ａ、１８０８ｂ、または１０８ｃ
、１０８ｄと接触している半導体部分１０４は、それゆえ、これらの２つの電極間の電気
的な伝導経路を形成することができる。それゆえに、これらの半導体部分１０４は、トラ
ンジスタの能動ゾーン（ソース＋ドレイン＋チャネル）を形成する。図１の例では、トラ
ンジスタ１０６ａ、１０６ｂの能動ゾーンの各々が、前記トランジスタの２つの電極１０
８ａ、１８０８ｂ、または１０８ｃ、１０８ｄと接触している９個の半導体部分１０４に
よって形成される。
【００４２】
　半導体部分１０４および電極１０８ａ～１０８ｄがＬｃｈａｎｎｅｌ＜ＬＳＣになるよ
うな大きさに形成され、各電極１０８ａ～１０８ｄの長さが半導体部分１０４の長さに対
してほぼ垂直であるように電極１０８ａ～１０８ｄが設置されることを考え、電極１０８
ａ～１０８ｄの位置とは無関係に、１つまたは複数の半導体部分１０４が各トランジスタ
１０６ａ、１０６ｂの２つの電極１０８ａ、１８０８ｂおよび１０８ｃ、１０８ｄと接触
する必要があり、トランジスタ１０６ａ、１０６ｂの能動ゾーンを形成することを考える
と、半導体層１０２に対して電極１０８ａ～１０８ｄの何らかの事前のアライメントを行
わずに、半導体部分１０４によって形成される層１０２上の任意の場所に電極１０８ａ～
１０８ｄを作ることが、これゆえ可能である。
【００４３】
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　２つのトランジスタ１０６ａ、１０６ｂ間の水平方向の間隔に対応するトランジスタ１
０６ａ、１０６ｂに最も近い電極１０８ａ～１０８ｄ間の（図１の例では、電極１０８ｂ
と１０８ｃとの間の）距離ＥＴＲを、トランジスタ１０６ａ、１０６ｂ間の短絡を防止す
るために、半導体部分１０４の長さＬＳＣよりも大きくなるように選択する。したがって
、条件ＥＴＲ＞ＬＳＣを尊重することによって、半導体層１０２上のトランジスタ１０６
ａ、１０６ｂの位置とは無関係に、半導体部分１０４のどれもが、各トランジスタ１０６
ａ、１０６ｂの最も近い電極と短絡しない。
【００４４】
　ＷＳＤと記した電極１０８ａ～１０８ｄの長さを、ＷＳＤ＞＞ＷＳＣであるようにまた
はＷＳＤ＞ｎ．ＷＳＣであるように好ましくは選択する、ここでは、ＷＳＣは、半導体部
分１０４の幅に対応する、またはより一般的には、半導体部分１０４が長方形形状以外の
形状を有することができることを考えて部分１０４の最小寸法に対応する。電極１０８ａ
～１０８ｄが半導体層１０２に対してアライメントを行わずに作られることを考えると、
条件ＷＳＤ＞＞ＷＳＣまたはＷＳＤ＞ｎ．ＷＳＣを尊重することは、半導体部分１０４か
ら作られる異なるトランジスタの能動ゾーンを形成する半導体部分１０４の数の小さな統
計的ばらつきという結果をもたらす、それゆえ、これらの異なるトランジスタ間での電流
ＩＯＮの小さなばらつきという結果をもたらすことができる。これゆえに、半導体部分１
０４によって形成されるパターンの数ｎが増加するにつれて、ばらつきが減少することを
、理解することができる。
【００４５】
　得ることができるトランジスタの密度は、２つのトランジスタ間の間隔ＥＴＲに、それ
ゆえ、（ＥＴＲ＞ＬＳＣであるために）ＬＳＣの値に依存する。
【００４６】
　このために、パラメータｎは、マイクロエレクトロニックデバイス１００の素子の特性
のばらつきとこれらの素子の密度との間の妥協を制御するパラメータである。
【００４７】
　トランジスタ１０６ａ、１０６ｂは、また、接続配線、すなわち電極１０８ａ～１０８
ｄに電気的に接続され半導体層１０２上に形成された電気配線１１０を含む。かかる電気
配線１１０を、例えば、図３に示す。これらの電気配線１１０が他のコンタクトもしくは
電気配線および／または隣接するトランジスタの他の電極の上方または下方に設置される
ように、これらの電気配線１１０が半導体層１０２上を延伸できることを考えると、２つ
の別々のトランジスタの２つの導電性要素間のスペースに対応する距離ＥＣＯがＷＳＣよ
りも大きくなるように、言い換えると、半導体部分１０４の幅よりも大きくなるように、
これらの配線１１０を配置する。したがって、条件ＥＣＯ＞ＷＳＣを尊重することによっ
て、他方の電気的に導電性の要素の上方に一方が設置された２つの電気的に導電性の要素
（電気配線または電極）のうちの一方と接触している半導体部分１０４が、２つの要素の
うちの他方と接触しないことを保証する。
【００４８】
　したがって、マイクロエレクトロニックデバイス１００の能動ゾーンに対して何らかの
特定のアライメントを用いずに電極１０８ａ～１０８ｄを作ることが可能である。
【００４９】
　本明細書において説明する例では、２つのトランジスタ１０６ａ、１０６ｂは、同じタ
イプである、例えば、両方ともｎドープまたはｐドープである。しかしながら、２つのト
ランジスタ１０６ａ、１０６ｂを異なるタイプのトランジスタとすることができることが
、やはり可能であり、このようにして、おそらくＣＭＯＳデバイスを形成する。異なるタ
イプのドーピング（例えば、ｎおよびｐ）を用いてドープした半導体ゾーンを堆積するこ
とによって、または１つのトランジスタ内でまたは２つのトランジスタ間で異なる電極材
料を堆積することによってのいずれかで、かかるデバイスを得ることができる。
【００５０】
　マイクロエレクトロニックデバイス１００の第１の実施形態の断面図を示す図４をここ
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で参照する。
【００５１】
　マイクロエレクトロニックデバイス１００は、例えば、ガラスまたは任意の他の絶縁性
材料または絶縁性膜によって覆われた任意の材料から成る基板１１２を含み、その上に半
導体層１０２を形成する半導体部分１０４が設けられる。半導体部分１０４は、有機また
は無機のどちらかの任意の半導体材料を含むことができる。半導体部分１０４が有機材料
から成るときには、この材料を、例えば、ペンタセンまたはポリ（トリアリルアミン）と
することができる。半導体部分１０４が無機材料から成るときには、この材料を、例えば
、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、非晶質シリコンまたはポリシリコンとすることができる。電極１
０８ａ～１０８ｄは、半導体部分１０４上に作られ、電気的導電性材料、例えば、金など
の金属から構成される。
【００５２】
　図４において破線によって範囲を定めた部分１０４のゾーン１１４ａ、１１４ｂは、ト
ランジスタ１０６ａ、１０６ｂの能動ゾーンを形成する。
【００５３】
　半導体部分１０４および電極１０８ａ～１０８ｄは、例えば、ＳｉＯ２、Ｓｉ３Ｎ４ま
たは、ポリスチレンもしくはＣＹＴＯＰ（登録商標）などのフッ素化ポリマ（ｆｌｕｏｒ
ｉｄｅ　ｐｏｌｙｍｅｒ）などの絶縁性ポリマから成る誘電体層１１５によって覆われ、
その上に、例えば、金、銀、もしくは金属粉インクなどの金属またはポリシリコンから成
るトランジスタ１０６ａ、１０６ｂのゲート１１６ａ、１１６ｂが作られる。ゲート１１
６ａ、１１６ｂと能動ゾーン１１４ａ、１１４ｂとの間の誘電体層１１５の部分１１８ａ
、１１８ｂは、トランジスタ１０６ａ、１０６ｂのゲート絶縁膜を形成する。
【００５４】
　この第１の例の実施形態の一変形形態では、電極１０８ａ～１０８ｄを基板１１２に直
接または接触させて配置することができ、半導体部分１０４が電極１０８ａ～１０８ｄを
覆うように、半導体部分１０４を次に形成することができる。このケースでは、半導体部
分１０４が、誘電体層１１５によって覆われ、この上にゲート１１６ａ、１１６ｂを設置
する。
【００５５】
　マイクロエレクトロニックデバイス１００の第２の例の実施形態の断面図を示す図５を
ここで参照する。
【００５６】
　図４の第１の例の実施形態とは違って、ゲート１１６ａ、１１６ｂを、基板１１２と接
触させて最初に設置する。これらのゲート１１６ａ、１１６ｂを、誘電体層１１５によっ
て覆う。電極１０８ａ～１０８ｄを、次に誘電体層１１５上に作る。
【００５７】
　最後に、半導体部分１０４を、誘電体層１１５上および電極１０８ａ～１０８ｄ上に作
る。
【００５８】
　この第２の例の実施形態の１つの変形形態では、半導体部分１０４を誘電体層１１５と
接触させて設置し、電極１０８ａ～１０８ｄを次に半導体部分１０４上に作ることが可能
である。
【００５９】
　上に説明した例では、マイクロエレクトロニックデバイス１００は、複数のトランジス
タを含む。しかしながら、マイクロエレクトロニックデバイス１００がトランジスタの代
わりに、各々が少なくとも２つの電極を含む別の電子部品、例えば、ダイオードを含むこ
とが、十分に可能である。
【００６０】
　途切れ途切れの半導体部分１０４を含む半導体層１０２を作るために、様々な製造技術
を使用することができる。使用する技術の選択を、特に半導体部分１０４の寸法に応じて
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行う。
【００６１】
　したがって、１μｍ程度以上または一般的には約１０μｍよりも小さい幅ＷＳＣを有す
る半導体部分１０４について、これらの部分１０４を、ナノインプリントリソグラフィに
よってもしくはスタンピングによってまたは完全な半導体層の堆積に続いてこの層のレー
ザアブレーションもしくはフォトリソグラフィによって都合よく作ることができる。約１
０μｍ以上の幅ＷＳＣを有する半導体部分１０４について、これらの部分１０４をヘリオ
グラフィ（ｈｅｌｉｏｇｒａｐｈｙ）によってまたは前に述べた技術によって都合よく作
ることができる。
【００６２】
　半導体デバイス１００の素子の電気的な特性についての小さなばらつき（約１０％）を
得るために、数ｎを、比較的大きく、例えば、１０程度、または１０と２０との間で選択
することができる。したがって、１０に等しい数ｎおよび約１μｍに等しい幅ＷＳＣを用
いて、電極の長さＷＳＤを、約１０μｍよりも大きくなるように選択する。
【００６３】
　例えば、チャネル長Ｌｃｈａｎｎｅｌは、約５μｍに等しい。このケースでは、部分１
０４の長さＬＳＣは、例えば、約ｎ＊Ｌｃｈａｎｎｅｌに等しく、言い換えると、約５０
μｍに等しい。このために、トランジスタ間のスペースＥＴＲを、５０μｍよりも大きく
なるように、例えば、約６０μｍに等しくなるように選択する。
【００６４】
　半導体部分１０４間の電気的な絶縁が十分に維持されるならば、半導体部分間の寸法Ｅ

ＳＣＨおよびＥＳＣＶを、可能な限り小さくなるように選択することができる。これらの
寸法を、部分１０４がヘリオグラフィによって作られるときには、マイクロメートル程度
とすることができ、または部分１０４がスタンピングによって作られるときには、約１０
０ｎｍ程度とすることができ、または部分１０４がフォトリソグラフィによってまたはレ
ーザアブレーションによって作られるときには、数十ナノメートル程度とすることができ
る。一般に、実現することができる最小寸法は、半導体層１０２を作るために使用する技
術に依存する。
【００６５】
　上に与えられた寸法は、半導体デバイス１００の製造がアライメントステップを必要と
しないという理由で、半導体層１０２から作られる電子素子の集積密度を増加させること
ができるという事実を明確に説明する。したがって、上に述べたように、トランジスタの
うちの１つのチャネル長を、約５μｍに等しくすることができ、この寸法は、アライメン
トステップが必要であり一般慣行に従って作ったトランジスタのチャネル長よりもはるか
に小さい。例えば、上に与えた例では約１０μｍに等しい電極の長さＷＳＤは、アライメ
ントステップが必要であり、通常約１ｍｍに等しいトランジスタの電極の長よりも、やは
りはるかに小さい。
【符号の説明】
【００６６】
　　１００　マイクロエレクトロニックデバイス
　　１０２　半導体層
　　１０４　途切れ途切れの半導体部分
　　１０６ａ、１０６ｂ　トランジスタ
　　１０８、１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ　電極
　　１１０　配線
　　１１２　基板
　　１１４ａ、１１４ｂ　能動ゾーン
　　１１５　誘電体層
　　１１６ａ、１１６ｂ　ゲート
　　１１８ａ、１１８ｂ　誘電体層の部分
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　　Ｄ　オフセット距離
　　ＥＣＯ　２つのトランジスタの電極間のオフセット距離
　　ＥＳＣＨ　半導体部分間の間隔
　　ＥＳＣＶ　半導体部分間の間隔
　　ＥＴＲ　最も近い電極間の距離
　　Ｌｃｈａｎｎｅｌ　チャネル長
　　ＬＳＣ　半導体部分の寸法
　　ＬＳＤ　電極の寸法
　　ＷＳＣ　半導体部分の寸法
　　ＷＳＤ　電極の寸法
　　Ｘ　Ｘ軸
　　Ｙ　Ｙ軸
　　Ｚ　Ｚ軸

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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