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(57)【要約】
改良ゲート構造を有する電子デバイスのための方法、シ
ステムおよび装置が記載される。電子デバイスは、少な
くとも１つのナノワイヤを含む。ゲート接点は、少なく
とも１つのナノワイヤの長さの一部分に沿って位置決め
される。誘電材料層は、ゲート接点と少なくとも１つの
ナノワイヤとの間にある。ソース接点およびドレイン接
点は、少なくとも１つのナノワイヤと接触している。ソ
ース接点またはドレイン接点の少なくとも一部分は、ナ
ノワイヤ長さに沿ってゲート接点と重複する。電子デバ
イスは、絶縁シェル層によって取り囲まれた半導体コア
を有するナノワイヤを含み得る。リング形状の第１のゲ
ート領域は、ナノワイヤの長さの一部分に沿ってナノワ
イヤを取り囲む。第２のゲート領域は、ナノワイヤと基
板との間のナノワイヤに沿って位置決めされる。ソース
接点とドレイン接点は、半導体コアの個々の剥き出た部
分でナノワイヤの半導体コアにカップルされる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子デバイスであって：
　少なくとも１つのナノワイヤ；
　該少なくとも１つのナノワイヤの長さの少なくとも一部分に沿って位置決めされたゲー
ト接点；
　該ゲート接点と該少なくとも１つのナノワイヤとの間の誘電性材料層；
　該少なくとも１つのナノワイヤと接触するソース接点；
　該少なくとも１つのナノワイヤと接触するドレイン接点；を備え、そして
　ここで、該ソース接点および該ドレイン接点の少なくとも一部分が、該少なくとも１つ
のナノワイヤの該長さの該一部分と重複する、電子デバイス。
【請求項２】
前記誘性電材料層が、前記少なくとも１つのナノワイヤの周りに形成されたシェル層であ
る、請求項１に記載の電子デバイス。
【請求項３】
前記電子デバイスが基板上に形成され、ここで、誘電性材料が該基板上に堆積され、前記
誘電性材料層を形成する、請求項１に記載の電子デバイス。
【請求項４】
前記少なくとも１つのナノワイヤが、複数の整列されたナノワイヤを備える、請求項１に
記載の電子デバイス。
【請求項５】
前記少なくとも１つのナノワイヤが、複数のランダムに配向されたナノワイヤを備える、
請求項１に記載の電子デバイス。
【請求項６】
基板をさらに備える請求項１に記載の電子デバイスであって、前記ソース接点および前記
ドレイン接点が該基板上に形成され、前記少なくとも１つのナノワイヤが該ソース接点お
よび該ドレイン接点上に堆積され、そして前記ゲート接点が前記少なくとも１つのナノワ
イヤ上の前記誘電性層上に形成される、電子デバイス。
【請求項７】
基板をさらに備える請求項１に記載の電子デバイスであって、前記ゲート接点が該基板上
に形成され、前記少なくとも１つのナノワイヤが該ゲート接点上に堆積され、そして前記
ソース接点および前記ドレイン接点が該少なくとも１つのナノワイヤ上に形成される、電
子デバイス。
【請求項８】
前記誘電性材料層が、前記ゲート接点上の前記少なくとも１つのナノワイヤの堆積の前に
該ゲート接点上に形成される、請求項７に記載の電子デバイス。
【請求項９】
前記電子デバイスが、トランジスターである、請求項１に記載の電子デバイス。
【請求項１０】
前記トランジスターが、電解効果トランジスター（ＦＥＴ）である、請求項１に記載の電
子デバイス。
【請求項１１】
電子デバイスであって：
　半導体ナノワイヤ；
　該ナノワイヤに接続されたドレイン接点およびソース接点；および
　該ナノワイヤの長さに沿って該ドレイン接点および該ソース接点の少なくとも１つと重
複する、該ナノワイヤに接続されるゲート接点を備える、電子デバイス。
【請求項１２】
前記ゲート接点と前記ナノワイヤとの間に位置決めされる誘電性材料をさらに備える、請
求項１１に記載の電子デバイス。
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【請求項１３】
複数の半導体ナノワイヤ；
　該複数の半導体ナノワイヤに接続されるドレイン接点およびソース接点；および
　該複数の半導体ナノワイヤの長さに沿って該ドレイン接点および該ソース接点の少なく
とも１つと重複する、該複数の半導体ナノワイヤに接続されるゲート接点を備える、電子
デバイス。
【請求項１４】
前記ゲート接点と前記複数の半導体ナノワイヤとの間に位置決めされる誘電性材料をさら
に備える、請求項１３に記載の電子デバイス。
【請求項１５】
前記複数の半導体ナノワイヤの各々のナノワイヤが、半導体コアおよび該半導体コアを取
り囲むシェル層を有し、ここで、該シェルが前記誘電性材料である、請求項１４に記載の
電子デバイス。
【請求項１６】
前記複数の半導体ナノワイヤが整列されている、請求項１３に記載の電子デバイス。
【請求項１７】
電子デバイスを製作するための方法であって：
　（ａ）基板上にナノワイヤを位置決めする工程であって、該ナノワイヤが半導体コアを
有し、絶縁性シェル層が該コアを取り囲み、そして導体層が該絶縁性シェル層を取り囲む
工程；
　（ｂ）該基板上の該ナノワイヤをエッチングする工程であって、該ナノワイヤの長さに
沿った第１の位置にある該ナノワイヤの周りの導体層のリング形状の第１の部分、および
該エッチングから反対の側の該ナノワイヤの長さに沿った導体層の第２の部分を除き、該
ナノワイヤから該導体層を除去する工程；
　（ｃ）該基板上の該ナノワイヤ上に誘電性材料を位置決めする工程；
　（ｄ）該ナノワイヤをエッチングする工程であって、該ナノワイヤの長さに沿った第２
の位置および第３の位置で、該誘電性材料、該絶縁性シェル層、および該コアの直径の部
分を除去し、ここで、該第２の位置および該第３の位置が第１の位置の反対側である工程
；および
　（ｅ）該第２の位置上にドレイン接点を、そして該第３の位置上にソース接点を形成す
る工程を包含する、方法。
【請求項１８】
工程（ａ）で堆積される前記ナノワイヤが、複数のナノワイヤで位置決めされ、ここで、
工程（ｂ）～（ｅ）が該複数のナノワイヤ上で実施され、前記電子デバイスを形成する、
請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
工程（ｂ）が：フォトレジスト材料を前記ナノワイヤに付与すること；
　該フォトレジスト材料を該ナノワイヤから、前記第１の位置を除いて除去すること；お
よび
　エッチングを用いる工程であって、前記リング形状の第１の部分および前記第２の部分
を除いて該ナノワイヤから導体層を除去することを包含する、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
工程（ｄ）が：
　フォトレジスト材料を前記ナノワイヤに付与すること；
　該フォトレジスト材料を該ナノワイヤから第２の位置および第３の位置で除去すること
；
　前記誘電性材料、絶縁性シェル層、および前記コアの直径の部分を、前記第２の位置お
よび第３の位置で該ナノワイヤから除去するためにエッチングを用いることを包含する、
請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
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工程（ｂ）が：反応性イオンエッチングを用いることを包含する、請求項１７に記載の方
法。
【請求項２２】
前記用いることが：イオンビームを調節するために、プラズマ電力、プラズマ圧力、およ
び基板バイアスの少なくとも１つを調整する、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
工程（ｃ）が：蒸着を用いることを包含する、請求項１７に記載の方法。
【請求項２４】
前記用いることが：化学的蒸着をもちいることを包含する、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
工程（ｃ）が：ガラスプロセス上のスピン、ポリマープロセス上のスピン、の少なくとも
１つを用いること、およびペレリンを付与することを包含する、請求項１７に記載の方法
。
【請求項２６】
工程（ｄ）が：プラズマ乾燥エッチングを用いることを包含する、請求項１７に記載の方
法。
【請求項２７】
前記用いることが：前記コアと前記誘電性材料との間のエッチ選択性を制御するためにガ
ス比およびガス圧の少なくとも１つを調整することを包含する、請求項２６に記載の方法
。
【請求項２８】
前記調整することが：実質的に平坦な表面を生成するように前記コアおよび前記誘電性材
料のエッチ速度を実質的に等しくするために前記ガス比および前記ガス圧の少なくとも１
つを調整することを包含する、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
工程（ｅ）が：前記ドレイン接点およびソース接点をそれぞれ形成するために前記第２の
位置および第３の位置を金属化することを包含する、請求項１７に記載の方法。
【請求項３０】
基板上の電子デバイスであって：
　絶縁シェル層によって取り囲まれた半導体コアを有するナノワイヤ；
　該ナノワイヤの長さの部分に沿って該ナノワイヤを取り囲むリング形状の第１のゲート
領域；
　該ナノワイヤと該基板との間の該ナノワイヤの長さに沿って位置決めされる第２のゲー
ト領域；および
　該半導体コアの個々の剥き出た部分で該ナノワイヤの該半導体コアに接続されるソース
接点およびドレイン接点、を備える、電子デバイス。
【請求項３１】
基板上の電子デバイスであって：
　複数の整列されたナノワイヤであって、各々が絶縁シェル層によって取り囲まれた半導
体コアを有するナノワイヤ；
　該ナノワイヤの長さの一部分に沿って該ナノワイヤの各々を囲う第１のゲート領域；
　該ナノワイヤの各々と該基板との間の該ナノワイヤの各々の長さに沿って位置決めされ
る第２のゲート領域；および
　該半導体コアの個々の剥き出た部分で該ナノワイヤの各々の該半導体コアに接続される
ソース接点およびドレイン接点、を備える、電子デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の背景）
　（発明の分野）
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　本発明は、ナノワイヤを基礎にした電子デバイスにおけるゲート開閉形態に関する。
【背景技術】
【０００２】
　（背景技術）
　産業では、低コスト電子製品を開発することで、そして特に、低コストの大面積電子デ
バイスを開発することで興味が存在している。このような大面積電子デバイスの利用可能
性は、民事用途から軍事用途までの範囲の種々の技術領域を大刷新し得る。このようなデ
バイスの例示の適用は、アクティブマトリックス液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）およびその
他のタイプのマトリックスディスプレイ、スマートライブラリ、クレジッシカード、スマ
ートプライスおよび在庫タグ、セキュリティスクリーニング／監視またはハイウェイ交通
モニタニングシステム、大面積センサーアレイなどを含む。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従って、必要なのは、より高い性能の導体または半導体材料およびデバイス、低コスト
で高性能の電子デバイスおよび構成要素を生産するための方法およびシステムである。
【０００４】
　さらに、必要なのは、低プロセス温度を必要とするプラスチックおよびその他の基質に
適用され得る薄膜トランジスター（ＴＦＴ）のような高性能半導体デバイスである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　（発明の簡単な要旨）
　高性能電子デバイスを形成するための方法、システムおよび装置が記載される。例えば
、改良されたゲート構造を有する半導体デバイスのための方法、システム、および装置が
記載される。
【０００６】
　本発明の１つの局面では、電子デバイスは、１つ以上のナノワイヤを含む。ゲート接点
が、これらナノワイヤ（単数または複数）の長さの少なくとも一部分に沿って位置決めさ
れる。誘電性材料層が、このゲート接点とこれらナノワイヤとの間にある。ソース接点お
よびドレイン接点がこれらナノワイヤとともに形成される。このソース接点および／また
はドレイン接点の少なくとも一部分が、これらナノワイヤの長さに沿って上記ゲート接点
と重複する。
【０００７】
　本発明の別の局面では、二重ゲート構造を備えた電子デバイスが記載される。１つの局
面では、この二重ゲート構造は、前部ゲートおよび後部ゲート構造を含む。さらなる局面
において、ナノワイヤを取り囲むゲート構造を有する電子デバイスが記載される。
【０００８】
　１つの局面では、電子デバイスは、絶縁シェル層によって取り囲まれた半導体コアを有
するナノワイヤを含む。リング形状の第１のゲート領域は、このナノワイヤの長さの一部
分に沿ってこのナノワイヤを取り囲む。第２のゲート領域は、上記ナノワイヤと支持基板
との間のナノワイヤの長さに沿って位置決めされる。ソース接点およびドレイン接点が上
記半導体コアの個々の剥き出た部分で上記ナノワイヤの半導体コアに接続される。
【０００９】
　本発明のさらなる局面では、これらの電子デバイスを製作するための方法が記載される
。
【００１０】
　本発明の局面によれば、改良されたゲート構造を取り込む、ナノワイヤ、ナノロッド、
ナノ粒子、ナノリボン、およびナノチューブ形態および薄膜が、種々の新たな能力を可能
にする。複数の局面において、これらは：単一結晶基板からガラス基板およびプラスチッ
ク基板までの移動微小電子製品；一体化マクロ電子製品、微小電子製品およびデバイスレ
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ベルのナノ電子製品；および単一基板上の一体化する異なる半導体材料を含む。本発明の
これらの局面は、フラットパネルディスプレイからイメージセンサーアレイまで、広範な
範囲の現存する適用に衝撃を与え、そして計算、格納および通信、フラッシュメモリーデ
バイス、およびその他のタイプのメモリーデバイス、印刷デバイスなどのための、完全な
新規範囲の汎用の柔軟性のある、装着型の使い捨て可能な電子製品を可能にする。
【００１１】
　これらの目的およびその他の目的、利点および特徴は、本発明の以下の詳細な説明を考
慮して容易に明らかになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明は、ここで、添付の図面を参照して説明される。これらの図面では、同様の参照
番号は、同一または機能的に類似の要素を示す。さらに、参照番号の最も左の数字は、こ
の参照番号が最初に出現する図面を識別する。
【００１３】
　（発明の詳細な説明）
　（序論）
　本明細書中に示され、そして記載される特定の履行は、本発明の例であり、そしてそう
でなければ、いかなる様式においても、本発明の範囲を制限することは意図されないこと
を認識すべきである。実際、簡潔さのために従来の電子製品、製造、半導体デバイス、お
よびナノワイヤ（ＮＷ）技術、およびシステム（およびこのシステムの個々の作動構成要
素の構成要素）のその他の機能的局面は、本明細書中では詳細に説明されない。さらに、
簡潔さのために、本発明は、ナノワイヤ、および半導体トランジスターデバイスに関する
としてしばしば説明される。さらに、ナノワイヤの数およびこれらのナノワイヤの間隔は
、論議される特定の履行について提供されているが、これらの履行は、制限的であること
は意図されず、そして広範な範囲のナノワイヤの数および間隔がまた用いられ得る。ナノ
ワイヤがしばしば言及されるけれども、本明細書中で説明される技法はまた、ナノロッド
、およびナノリボンに適用可能であることが認識されるべきである。本明細書中に記載さ
れる製造技法は、任意の半導体デバイスタイプ、およびその他の電子構成要素タイプを生
成するために用いれら得ることがさらに認識されるべきである。さらに、これら技法は、
電気システム、光システム、消費者電子製品、産業電子製品、ワイヤレスシステム、宇宙
適用、または任意のその他の適用に適切であり得る。
【００１４】
　本明細書で用いられるとき、用語「ナノワイヤ」は、一般に、５００ｎｍより小さい、
そして好ましくは１００ｎｍより小さい少なくとも１つの断面寸法、そして１０より大き
い、好ましくは５０より大きい，そしてより好ましくは１００より大きいアスペクト比（
長さ：幅）を有する、任意の細長い導体または半導体材料（または本明細書中に記載され
るその他の材料）をいう。このようなナノワイヤの例は、公開された国際特許出願番号Ｗ
Ｏ０２／１７３６２、ＷＯ０２／４８７０１、およびＷＯ０１／０３２０８に記載される
ような半導体ナノワイヤ、カーボンナノチューブ、および同様の寸法のその他の細長い導
体または半導体構造を含む。
【００１５】
　本明細書で用いられるとき、用語「ナノロッド」は、一般に、ナノワイヤに類似である
が、ナノワイヤのそれより小さいアスペクト比（長さ：幅）を有する任意の細長い導体ま
たは半導体材料（または本明細書中に記載されるその他の材料）をいう。２つ以上のナノ
ロッドが、それらの長軸方向軸に沿ってカップルされ、その結果、これらカップルされた
ナノロッドが、接点または電極のような任意の２つ以上の点の間の途中のすべてにまたが
り得ることに注目のこと。あるいは、２つ以上のナノロッドは、それらの長軸方向軸に沿
って実質的に整列され得るが、一緒にカップルされず、その結果、これら２つ以上のナノ
ロッドの端部間には、小さなギャップが存在する。この場合には、電子が１つのナノロッ
ドからもう１つに、１つのナノロッドからもう１つにホップすることによって流れ得、こ
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の小さなギャップを横切る。これら２つ以上のナノロッドは実質的に整列され得、その結
果、それらは、電子が電極間を辿り得る経路を形成する。
【００１６】
　本明細書で用いられるとき、用語「ナノ粒子」は、一般に、ナノワイヤ／ナノロッドと
同様の導体または半導体材料（または本明細書中に記載されるその他の材料）をいうが、
１：１のアスペクト比を含む、ナノロッドのそれより小さいアスペクト比（長さ：幅）を
有する、２つ以上のナノ粒子が、一緒にカップルされ得、その結果、これらカップルされ
たナノ粒子が、接点または電極のような任意の２つ以上の点の間の途中のすべてにまたが
ることに注目のこと。あるいは、２つ以上のナノ粒子は、実質的に整列され得るが、一緒
にカップルされず、その結果、これらの間には、小さなギャップが存在する。この場合に
は、電子が１つのナノ粒子からもう１つに、１つのナノ粒子からもう１つにホップするこ
とによって流れ得、この小さなギャップを横切る。これら２つ以上のナノ粒子は実質的に
整列され得（例えば、化学的に、電荷／電場などによる）、その結果、それらは、電子が
電極間を辿り得る経路を形成する。「ナノ粒子」は、「量子ドット」として言及され得る
ことに注目のこと。
【００１７】
　本明細書中に記載される例示の履行は、主に、ＣｄＳおよびＳｉを用いるが、ナノワイ
ヤおよびナノリボンのためのその他のタイプの材料が用いられ得、例えば、Ｓｉ、Ｇｅ、
Ｓｎ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ｂ、Ｃ（ダイヤモンドを含む）、Ｐ、Ｂ－Ｃ、Ｂ－Ｐ（ＢＰ６）、Ｂ
－Ｓｉ、Ｓｉ－Ｃ、Ｓｉ－Ｇｅ、Ｓｉ－ＳｎおよびＧｅ－Ｓｎ、ＳｉＣ、ＢＮ／ＢＰ／Ｂ
Ａｓ、ＡｌＮ／ＡｌＰ／ＡｌＡｓ／ＡｌＳｂ、ＧａＮ／ＧａＰ／ＧａＡｓ／ＧａＳｂ、Ｉ
ｎＮ／ＩｎＰ／ＩｎＡｓ／ＩｎＳｂ、ＢＮ／ＢＰ／ＢＡｓ、ＡｌＮ／ＡｌＰ／ＡｌＡｓ／
ＡｌＳｂ、ＧａＮ／ＧａＰ／ＧａＡｓ／ＧａＳｂ、ＩｎＮ／ＩｎＰ／ＩｎＡｓ／ＩｎＳｂ
、ＺｎＯ／ＺｎＳ／ＺｎＳｅ／ＺｎＴｅ、ＣｄＳ／ＣｄＳｅ／ＣｄＴｅ、ＨｇＳ／ＨｇＳ
ｅ／ＨｇＴｅ、ＢｅＳ／ＢｅＳｅ／ＢｅＴｅ／ＭｇＳ／ＭｇＳｅ、ＧｅＳ、ＧｅＳｅ、Ｇ
ｅＴｅ、ＳｎＳ、ＳｎＳｅ、ＳｎＴｅ、ＰｂＯ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ、ＣｕＦ、
ＣｕＣｌ、ＣｕＢｒ、ＣｕＩ、ＡｇＦ、ＡｇＣｌ、ＡｇＢｒ、ＡｇＩ、ＢｅＳｉＮ２、Ｃ
ａＣＮ２、ＺｎＧｅＰ２、ＣｄＳｎＡｓ２、ＺｎＳｎＳｂ２、ＣｕＧｅＰ３、（Ｃｕ、Ａ
ｇ）（Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｔｌ、Ｆｅ）（Ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ）２、Ｓｉ３Ｎ４、Ｇｅ３Ｎ４

、Ａｌ２Ｏ３、（Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ）２（Ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ）３、Ａｌ２ＣＯ、およびこの
ような半導体の２つ以上の適切な組み合わせを含む。
【００１８】
　特定の局面では、上記半導体は、周期表のＩＩＩ族からのｐ－タイプドーパント；周期
表のＶ族からのｎ－タイプドーパント；Ｂ、ＡｌおよびＩｎからなる群から選択されるｐ
－タイプドーパント；Ｐ、ＡｓおよびＳｂからなる群から選択されるｎ－タイプドーパン
ト；周期表のＩＩ族からのｐ－タイプドーパント；Ｍｇ、Ｚｎ、ＣｄおよびＨｇからなる
群から選択されるｐ－タイプドーパント；周期表のＩＶ族からのｐ－タイプドーパント；
ＣおよびＳｉからなる群から選択されるｐ－タイプドーパント；またはＳｉ、Ｇｅ、Ｓｎ
、Ｓ、ＳｅおよびＴｅからなる群から選択されるｎ－タイプドーパントを含み得る。
【００１９】
　さらに、上記ナノワイヤまたはナノリボンは、カーボンナノチューブ、または導体また
は半導体有機ポリマー材料（例えば、ペンタセン、および遷移金属酸化物）から形成され
たナノチューブを含み得る。
【００２０】
　これ故、用語「ナノワイヤ」は、例示の目的のために本明細書中の説明を通じて言及さ
れているけれども、本明細書中の説明はまた、ナノチューブ（例えば、軸方向にそれを通
って形成される中空チューブを有するナノワイヤ様構造）の使用を包含することが意図さ
れる。ナノチューブは、単独またはナノワイヤと組み合わせて、ナノワイヤについて本明
細書中に記載されるように組み合わせ／ナノチューブの薄膜で形成され得、本明細書に記
載される性質および利点を提供する。



(8) JP 2008-517468 A 2008.5.22

10

20

30

40

50

【００２１】
　さらに、本発明のナノワイヤの薄膜は、「不均質」膜であり得ることが注記され、これ
は、半導体ナノワイヤおよび／またはナノチューブ、および／またはナノロッド、および
／またはナノリボン、および／または異なる組成および／または構造的特徴のそれらの任
意の組み合わせを取り込む。例えば、「不均質膜」は、変化する直径および長さをもつナ
ノワイヤ／ナノチューブ、変化する特徴を有する「不均質構造」であるナノチューブおよ
び／またはナノチューブを含み得る。
【００２２】
　本発明の文脈では、詳細な説明の焦点は、半導体基板上のナノワイヤ、ナノチューブ、
またはナノリボン薄膜の使用に関するけれども、これらのナノ構造が付着される基板は、
制限されないで：均一基板、例えば、シリコンまたはその他の半導体材料、ガラス、石英
、重合体などのような固体材料のウェーハ；大きな固体材料の剛直性シート、例えば、ガ
ラス、石英、ポリカーボネート、ポリスチレンなどのようなプラスチックを含む任意の材
料を含み得るか、またはさらなる要素、例えば、構造要素、組成要素などを含み得る。あ
るいは、ポリオレフィン、ポリアミドおよびその他、透明基板、またはこれらの特徴の組
み合わせのようなプラスチックのロールのような可撓性基板が採用され得る。例えば、こ
の基板は、最終的に所望のデバイスの一部であるその他の回路または構造要素を含み得る
。このような要素の特定の例は、ナノワイヤまたはその他のナノスケールの伝導性要素、
光および／または光電子要素（例えば、レーザー、ＬＥＤなど）、および構造要素（例え
ば、マイクロカンチレバー、ピット、ウェル、ポストなど）を含む、電気的接点、その他
のワイヤまたは導体経路のような電気回路要素を含む。
【００２３】
　実質的に「整列され」または「配向され」により、ナノワイヤのコレクションクまたは
集団中の大多数のナノワイヤの長軸方向軸が、単一方向の３０度内に配向されることが意
味される。大多数は、種々の実施形態で５０％より大きいナノワイヤの数であると考えら
れ得るが、ナノワイヤの６０％、７５％、８０％、９０％、またはその他の％が、そのよ
うに配向されている大多数であると考えられ得る。特定の好ましい局面では、大多数のナ
ノワイヤは、所望の方向の１０度以内に配向されている。さらなる実施形態では、大多数
のナノワイヤは、所望の方向のその他の数または範囲の度内に配向され得る。
【００２４】
　本明細書中でなされる空間の説明（例えば、「上」、「下」、「上方」、「下方」、「
上部」、「底」など）は、例示のみの目的のためであり、しかも、本発明のデバイスは、
任意の配向または様式で空間的に配列され得る。
【００２５】
　（重複するゲートを有する電子デバイス実施形態）
　本発明の実施形態は、重複するゲート形態を有する電子デバイスについてこのセクショ
ンに提供される。これらの実施形態は、例示目的のために提供され、そして制限するので
はない。本発明のさらなる作動および構造の実施形態は、本明細書中の記載から当業者に
明らかである。これらのさらなる実施形態は、本発明の範囲および思想の中にある。
【００２６】
　例えば、本発明の実施形態は、金属酸化物半導体ＦＥＴ（ＭＯＳＦＥＴ）を含む電界効
果トランジスター（ＦＥＴ）のようなトランジスターに適用される。ＦＥＴは、第１の端
子と第２の端子との間の電流が第３の端子で制御される３端子デバイスである。例えば、
電圧が第３の端子で付与され得、電流を制御する。１つの実施形態では、この第１の端子
および第２の端子は、「ソース」および「ドレイン」端子であり、そしてこの第３の端子
は、「ゲート」端子であり得る。１つの実施形態では、この３つの端子は、半導体材料中
またはその上に形成される。
【００２７】
　ＭＯＳＦＥＴ実施形態では、金属ゲート電極は、代表的には、絶縁体材料によって半導
体材料から分離されている。上記ソースおよびドレインに対応する半導体材料の領域は、
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代表的には、ベース半導体材料から異なってドープされる。例えば、このソースおよびド
レイン領域は「ｎ」ドープされ、その一方、ベース半導体材料は「ｐ」ドープされる（す
なわち、「ｎ－チャネル」デバイス）。あるいは、上記ソース領域およびドレイン領域は
、「ｐ」ドープされ、その一方、上記ベース半導体材料は、「ｎ」ドープされる（すなわ
ち、「ｐ－チャネル」デバイス）。ゲートで付与された電圧は、枯渇領域を形成し、そし
てチャネル領域と呼ばれる可動性キャリアを含む薄い表面領域をさらに生成する。ｎ－チ
ャネルデバイスは、大多数のキャリアのための電子を有し、その一方、ｐ－チャネルデバ
イスは、大多数のキャリアのためのホールとしてである。このチャネル領域の形成は、上
記ソースとドレインとの間で電流が流れることを可能にする。
【００２８】
　本発明の実施形態によれば、ゲート接点は、ナノワイヤ（または複数のナノワイヤ）の
ソースおよび／またはドレイン領域と重複される。この形態は、形成されるべき内在的お
よび低ドープ半導体ナノワイヤに対し、改良されたオーム（低抵抗）接点を可能にする。
【００２９】
　金属と半導体との間にオーム接点を作製する従来のアプローチは、金属が半導体と接触
する領域中にドーパントを移植することである。このようなドーピングは、例えば、接点
抵抗性および／またはシリーズ抵抗性を減少し得る。
【００３０】
　ナノワイヤに対し、（例えば、４０ｎｍより小さいような）浅い接続部を有するために
、ドーピングの間に、非常に低いドーパントエネルギーが用いられなければならない。そ
うでなければ、より高いエネルギーのイオンが、ナノワイヤを貫通し得、そして熱アニー
リングプロセスが、ナノワイヤの小さなサイズおよびシード結晶構造の利用可能性のため
に修復され得ない結晶構造損傷を引き起こす。
【００３１】
　本発明の実施形態は、ＦＥＴ構造のチャネル領域を調整するためのみならず、ＦＥＴナ
ノワイヤのソース領域およびドレイン領域をまた「作動（ターンオン）」する。これは、
関与するナノワイヤの小さい寸法（例えば、１００ｎｍ以下）のために可能である。ナノ
ワイヤは、ゲート電場の影響の下で蓄積／反転されるが、ドレインからソースへのバイア
スもまた、キャリア濃度に影響する。これは、ナノワイヤの小直径（例えば、１００ｎｍ
以下）が、キャリアが拡散によってこれらの小距離の上をナノワイヤ内の周りで移動する
ことを可能にするからである。このナノワイヤの内在的性質は、ドレインおよびソース接
点（例えば、金属）への接続を乏しくし、本発明と組み合わせた重複するゲートバイアス
の非存在下で、この電子デバイスを遮断さえする。ドレイン領域およびソース領域の重複
を備えた単一のゲートは、それがナノワイヤＦＥＴのチャネル領域内で行うのとほぼ同じ
様式でキャリア濃度を調整する。結果として、ドレイン領域およびソース領域への接点は
、ドープされなければならないことはない。これは、（例えば、シリコン中のキャリアの
拡散長さと比較して）小ナノワイヤ直径、およびキャリアがこのナノワイヤのゲート側か
らソースまで、および／またはナノワイヤのドレイン側まで拡散し、チャネルに対して延
長を形成する能力によって容易にされる。
【００３２】
　本発明は、ナノワイヤを基礎にしたトランジスターを含む、多くのタイプのナノワイヤ
を基礎にした電子デバイスに適用可能である。例えば、この形態を用いるＦＥＴ実施形態
では、上記ゲート接点は、ソースおよびドレイン接点で荷電蓄積または反転を引き起こし
、その一方、また、（ナノワイヤを通る）チャネルコンダクタンスを調整する。
【００３３】
　１つの実施形態では、ゲート金属は、上記ソース接点およびドレイン接点が位置される
表面の反対の表面上で、ナノワイヤのソース領域および／またはドレイン領域と重複され
る。しかし、本明細書中の教示から当業者によって理解され得るように、本発明によれば
、その他のゲートおよびソース／ドレイン配列もまた可能である。
【００３４】
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　これらの実施形態は、以下を含む多くの利点を提供する：
　１．ナノワイヤの接点領域のドーピングインプラントの必要性をなくする：および
　２．ゲートの「オフ」－状態（例えば、ここでは、チャネルが相対的に非伝導性である
）への調整はまた、ソース領域およびドレイン領域を遮断し、閾値以下の漏れ（「オフ」
－状態漏れ）が、実質的に減少される。
【００３５】
　図１は、基板１０２上のナノワイヤを基礎にした例示の電子デバイス１００を示す。図
１中の電子デバイスは、トランジスターである。図１に示されるように、電子デバイス１
００は、ドレイン接点１０４、ソース接点１０６、ナノワイヤ１０８、ゲート接点１１０
、および誘電性材料層１１２を有する。電子デバイス１００は、従来の電子デバイスであ
る。なぜなら、ドレイン接点１０４およびソース接点１０６のいずれも、ナノワイヤ１０
８の長さ１２０に沿ってゲート接点１１０と重複しないからである。それ故、電子デバイ
ス１００は、上記に記載のような欠陥を被る。
【００３６】
　図２Ａおよび２Ｂは、本発明の実施形態による、基板１０２上の例示のナノワイヤを基
礎にした電子デバイスを示す。図２Ａは、ドレイン電極または接点１０４、ソース電極ま
たは接点１０６、ナノワイヤ１０８、ゲート電極または接点２１０、および誘電性材料層
１１２を有する電子デバイス２００を示す。
【００３７】
　図２Ａに示されるように、ゲート接点２１０は、ナノワイヤ１０８の長さ２１２に沿っ
て位置決めされる。代替の実施形態では、ゲート接点２１０は、ナノワイヤ１０８の長さ
２１２の任意の一部分に沿って形成され得る。例えば、図３は、ナノワイヤ１０８の全長
より少ない部分３０２に沿って位置決めされるゲート接点２１０を示す。
【００３８】
　誘電性材料層１１２は、ゲート接点２１０とナノワイヤ１０８とに間に位置決めされる
。誘電性材料層１１２は、ゲート誘電体として機能し、そして有機または無機を含む任意
のタイプの誘電性材料であり得、そしてスピンされるか、スパッターされるか、または化
学的蒸着（ＣＶＤ）、ｅ－ビーム蒸発のような任意のその他の薄膜堆積方法により付与さ
れるか、または本明細書中いずれかで記載もしくは参照される、またはその他の公知の任
意のその他の様式で付与される。１つの実施形態では、上記誘電性材料は、チャネル領域
で窪みにされ得、このチャネル領域でより良好なカップリング効率を与える。
【００３９】
　ドレイン接点１０４は、ナノワイヤ１０８と接触している。図２Ａに示されるように、
ドレイン接点１０４は、ゲート接点２１０と重複する。換言すれば、ドレイン接点１０４
は、それに沿ってゲート接点２１０が位置決めされるナノワイヤ１０８の一部分と重複す
る。ソース接点１０６は、ナノワイヤ１０８と接触している。図２Ａに示されるように、
ソース接点１０６は、ゲート接点２１０と重複する。換言すれば、ソース接点１０６は、
ゲート接点２１０がそれに沿って位置決めされるナノワイヤ１０８の一部分と重複する。
【００４０】
　図２Ａおよび２Ｂに示されるように、ドレイン接点１０４およびソース接点１０６の全
長は、ナノワイヤ１０８の長さ２１２と重複する。あるいは、図３に示されるように、ソ
ース接点１０６の一部分３０６はゲート接点２１０と重複し、そしてドレイン接点１０４
の一部分３０４はゲート接点２１０と重複する。１つの実施形態では、ドレイン接点１０
４およびソース接点１０６のいずれかまたは両方の、ゲート接点２１０との重複の量は、
無駄なキャパシタンス（単数または複数）を減少するために最小にされる。
【００４１】
　ゲート接点２１０との重複のため、ドレイン接点１０４およびソース接点１０６に隣接
するナノワイヤ１０８の領域は、オーム接点を生成するためにドープされる必要はない。
ゲート接点２１０は、この重複に起因して、これらの領域におけるキャリア濃度を調整す
るために用いられ得、ナノワイヤ１０８のソース領域およびドレイン領域を「開ける（タ
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ーンオン）」。
【００４２】
　ゲート接点２１０、ドレイン接点１０４、およびソース接点１０６は、有機（導電性ポ
リマー）または無機（例えば、金属または金属／合金の組み合わせ）を含む任意の適切な
伝導性材料であり得、そして塗布され得、エレクトロポレーションされ得、蒸発され得、
スパッターされ得、スピンされ得、または本明細書のいずれかで記載もしくは参照され、
またはそうでなければ公知のように付与される。
【００４３】
　ドレイン接点１０４とソース接点１０６との間のスペース２２０は、存在するとき、充
填され得るか、または充填されないことに注目のこと。例えば、スペース２２０は、空気
、絶縁性材料、ナノワイヤ１０８を基板１０２に付着する接着剤、または当業者に公知で
あり得る任意のその他の適切な材料を含み得る。
【００４４】
　電子デバイス２００は従来プロセスを用いて形成され得、そして任意の順序で形成され
得る。例えば、図２Ａに示されるように、ソース接点１０４およびドレイン接点１０６は
、基板１０２上に形成される。ナノワイヤ１０８は、ソース接点１０４およびドレイン接
点１０６上に堆積またはそうでなければ位置決めされる。誘電性材料１１２は、ナノワイ
ヤ１０８上に形成される。ゲート接点２１０は、誘電性材料層１１２上に形成される。
【００４５】
　あるいは、ゲート接点２１０は、電子デバイス２００のための基板上に形成され得る。
例えば、図２Ｂに示されるように、ゲート接点２１０は、基板１０２上に形成される。誘
電性材料層１１２は、ゲート接点２１０上に形成される。ナノワイヤ１０８は、誘電性材
料層１１２上に堆積されるか、またはそうでなければ位置決めされる。ソース接点１０６
およびドレイン接点１０４は、ナノワイヤ１０８上に形成される。
【００４６】
　ＦＥＴとしての電子デバイス２００の作動の間に、ナノワイヤ１０８は、ソース接点１
０６とドレイン接点１０４との間のチャネルとして機能する。実施形態では、１つ以上の
さらなるゲート接点、グローバルまたはローカル、が、電子デバイス２００中に形成され
得、性能を増大する。例えば、図４に示されるように、第２のゲート接点が、１つの実施
形態によれば、電子デバイス２００中に存在し得る。第２のゲート４０２は、第１のゲー
ト接点２１０にカップルされ得るか、または絶縁され得る。図４に示される形態では、第
２のゲート接点４０２は、「後方」ゲートと称され得、その一方、第１のゲート接点２１
０は、「前方」ゲートと称され得る。第２のゲート接点４０２は、チャネルコンダクタン
スを改善し得る。図４に示される以外の複数ゲート形態がまた、本明細書の教示から当業
者に理解され得るように、本発明の実施形態に適用可能である。
【００４７】
　図５および６は、図２Ａおよび２Ｂの電子デバイス２００の例示の作動を示す。図５お
よび６の例では、ナノワイヤ１０８は、ｐ－タイプ半導体材料である。代替の実施形態で
は、ナノワイヤ１０８は、ｎ－タイプであり得る。例えば、図５は、ゲート接点２１０と
カップルされた第１の負電圧信号５０２、およびドレイン接点１０４に印加された第２の
負電圧信号５０４を示す。ソース接点１０６は、接地またはその他の電圧または電位にカ
ップルされ得る。図５の例に示されるように、ゲート接点２１０への負電圧の印加は、ゲ
ート接点２１０の近傍のナノワイヤ１０８における正電荷５１０を蓄積させ、ドレイン接
点１０４の近傍に蓄積するさらなる正電荷とともにチャネルを形成する。図６に示される
電子デバイス２００は、図５に示される電子デバイス２００と類似の様式で作動する。
【００４８】
　図２Ａおよび２Ｂに示されるような実施形態では、誘電性材料層１１２が堆積される。
例えば、図７Ａは、電子デバイス２００の端面図を示し、ここでは、誘電性材料層１１２
は、基板１０２上のゲート接点２１０上に形成される。別の実施形態では、誘電性材料層
１１２は、ナノワイヤ１０８のシェル層であり得る。例えば、図７Ｂは、本発明の実施形
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態による、コア－シェルナノワイヤ７０２を有する電子デバイス２００を示す。ナノワイ
ヤ７０２は、シェル層７０６によって取り囲まれた半導体コア７０４を有する。シェル層
７０６は、ナノワイヤ７０２の表面中に形成されるか、またはそれに付与される誘電性材
料である。図７Ｂの例示の実施形態では、コア－シェルナノワイヤ７０２は、ゲート接点
２１０上に堆積され、そしてドレイン接点１０４（およびソース接点１０６、図７Ｂには
示されていない）は、ナノワイヤ７０２上に形成される。シェル層７０６は、図７Ｂの電
子デバイス２００のために誘電性材料層１１２として機能する。あるいは、ゲート接点２
１０は、ナノワイヤ７０２上に形成され得、そしてドレイン接点１０４（およびソース接
点１０６）は、基板１０２上に形成され得る。
【００４９】
　図７Ｂに示される実施形態では、シェル層７０６の一部分は存在せず、その結果、ドレ
イン接点１０４（およびソース接点１０６）は、コア７０４と接触され得る。例えば、図
７Ｃは、本発明の例示の実施形態による、図７Ｂの電子デバイス２００の側方断面図を示
す。図７Ｃに示されるように、ナノワイヤ７０２の端部７０８および７１０におけるシェ
ル層７０６の一部分７１２および７１４は、ドレイン接点１０４およびソース接点１０６
のためにコア７０４を剥き出すようにパターン化／除去され得る。
【００５０】
　複数の実施形態では、電子デバイスは、任意の数の１つ以上のナノワイヤを有して形成
され得ることに注目のこと。例えば、複数のナノワイヤは、薄膜に成形され、そして電子
デバイスで用いられる。複数のナノワイヤが用いられるとき、これらナノワイヤは、整列
され得るか、または整列されない（例えば、ランダムに配列される）。
【００５１】
　例えば、図７Ｄは、本発明の例示の実施形態による、複数の整列されたナノワイヤ１０
８ａ～１０８ｄを有する電子デバイス７５０の断面端面図を示す。図７Ｄの例に示される
ように、複数のナノワイヤ１０８ａ～ｄは、誘電性材料層１１２上に堆積される。さらに
、複数のナノワイヤ１０８ａ～ｄは、共通のドレイン接点１０４（そして図７Ｄには示さ
れていないが、共通のソース接点１０６）を有する。
【００５２】
　あるいは、この複数のナノワイヤは、コア－シェルナノワイヤであり得る。例えば、図
７Ｅは、本発明の例示の実施形態による、複数の整列されたコア－シェルナノワイヤ７０
２ａ～７０２ｃを有する電子デバイス７６０の断面端面図を示す。図７Ｅの例に示される
ように、複数のナノワイヤ７０２ａ～ｃは、その上に形成された共通のドレイン接点１０
４（そして図７Ｄには示されていないが、共通のソース接点１０６）を有する。ドレイン
接点１０４は、ナノワイヤ７０２ａ～ｃのコア７０４ａ～ｃの剥き出た部分と接触して示
される。さらに、複数のナノワイヤ１０８ａ～ｄは、ゲート接点２１０上に堆積される。
【００５３】
　電子デバイス７５０は、それに代わって基板１０２上に形成されたドレイン接点１０４
およびソース接点１０６を有し得、そして複数のナノワイヤ上に形成されたゲート接点２
１０を有するか、またはその他の様式の形態とされ得ることに注目のこと。
【００５４】
　図８は、本発明の例示の実施形態による、電子デバイスを製作するための例示の工程を
提供するフローチャート８００を示す。その他の構造的および作動実施形態は、以下の論
議に基づき当業者に明らかである。図８に示される工程は、必ずしも示される順序で生じ
なければならないことはない。図８の工程を以下に詳細に説明する。
【００５５】
　フローチャート８００は、工程８０２で始まる。工程８０２では、少なくとも１つのナ
ノワイヤが基板上に位置決めされる。例えば、１つ以上の任意の数のナノワイヤが位置決
めまたは堆積され得る。例えば、図７Ａおよび７Ｂは、例示の単一のナノワイヤの実施形
態に関し、そして図７Ｄおよび７Ｅは、複数のナノワイヤが存在する例示の実施形態に関
する。図７Ａに示されるナノワイヤ１０８のような、そして／または図７Ｂに示されるナ
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ノワイヤ７０２のようなナノワイヤが用いられ得る。任意のタイプの基板が、基板１０２
として用いられ得、可撓性基板および剛直性基板、ならびに小面積基板および大面積基板
を含む。
【００５６】
　工程８０４では、ゲート接点が形成される。このゲート接点は、少なくとも１つのナノ
ワイヤの長さの少なくとも一部分に沿って位置決めされ、そして誘電性材料層によって少
なくとも１つのナノワイヤから分離される。例えば、このゲート接点は、（図２Ａに示さ
れるように）ナノワイヤの位置決め後に形成されるか、または（図２Ｂに示されるように
）ナノワイヤの位置決め前に形成されるゲート接点２１０であり得る。
【００５７】
　工程８０６では、ドレイン接点およびソース接点は、少なくとも１つのナノワイヤと接
触して形成され、ここで、このソース接点およびドレイン接点の１つまたは両方は、ゲー
ト接点と重複する。例えば、このドレイン接点およびソース接点は、図２Ａまたは２Ｂに
示されるようなドレイン接点１０４およびソース接点１０６である。図２Ａおよび２Ｂに
示されるように、ドレイン接点１０４およびソース接点１０６は、ゲート接点２１０と完
全に重複する。あるいは、図３に示されるように、ソース接点１０６およびドレイン接点
１０４の一部分が、ゲート接点２１０と重複する。代替の実施形態では、唯一のドレイン
接点１０４およびソース接点１０６が、ナノワイヤの長さに沿ってゲート接点２１０と重
複する。
【００５８】
　（非対称二重ゲートのナノワイヤを基礎にしたトランジスター実施形態）
　本発明の実施形態は、このセクションでは、非対称ゲート形態を有する電子デバイスに
ついて提供される。これらの実施形態は、例示の目的のために提供され、そして制限する
のではない。本発明のさらなる作動的および構造的実施形態は、本明細書中の記載から当
業者に明らかである。これらのさらなる実施形態は、本発明の範囲および思想の中にある
。
【００５９】
　本発明の実施形態によれば、非対称二重ゲート形態が、トランジスターのようなナノワ
イヤを基礎にする電子デバイスの駆動能力を増加するために形成される。非対称二重ゲー
ト形態を有するナノワイヤＦＥＴを作製する実施形態が、例示の目的で本明細書中に記載
される。
【００６０】
　本発明の非対称二重ゲート形態は、高性能電子デバイスを提供し、そしてドーピングプ
ロセスをなくすことによって電子デバイス製作プロセスを単純にする。このようなドーピ
ングプロセスは、代表的には、イオン移植、および高温拡散／アニーリングプロセスを必
要とする。本発明の実施形態による製作プロセスは、非常に低い温度のプロセス（例えば
、１００℃より低い）を用いて履行され得る。電子デバイス実施形態は、ガラス、プラス
チック、ステンレス鋼、セラミック、またはその他の材料もしくはデバイスを含む、任意
のサイズおよび形状（例えば、ロール～ロールプラスチック電子製品）を備えた低温基板
（例えば、高温プロセスで持続することができない）を含む、任意の基板タイプ上に形成
され得る。
【００６１】
　二重ゲートおよびナノワイヤ中の可能な完全枯渇チャネルの利点を採用することにより
、高性能デバイスが、非常に低いコストで生成され得る。初期デバイスモデリングおよび
実際のデバイスの試験は、優れたデバイス性能を示す。例えば、電流駆動能力は、非二重
ゲートデバイスと比較して、本発明の二重ゲートを用いて２倍以上であり得る。
【００６２】
　図９は、本発明の実施形態による、例示の非対称二重ゲート形態を有する電子デバイス
９００の断面図を示す。図９に示されるように、電子デバイス９００は、基板９２０上に
形成される。電子デバイス９００は、絶縁シェル層９０６（例えば、適合被覆）によって
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取り囲まれる半導体コア９０４を有するナノワイヤ９０２、リング形状の第１のゲート領
域９０８、第２のゲート領域９１０、ソース接点９１２、およびドレイン接点９１４を含
む。
【００６３】
　以下にさらに記載されるように、リング形状の第１のゲート領域９０８は、ナノワイヤ
９０２の長さ９１８の一部分９１６に沿ってナノワイヤ９０２を取り囲む。第２のゲート
領域９１０は、ナノワイヤ９０２と基板９２０との間のナノワイヤ９０２の長さ９１８に
沿って位置決めされる。
【００６４】
　ソース接点９１２とドレイン接点９１４は、半導体コア９０４の個々の剥き出た部分９
２２および９２４でナノワイヤ９０２の半導体コア９０４にカップルされる。図９の例で
は、ソース接点９１２およびドレイン接点９１４は、第２のゲート領域９１０の側とは反
対のナノワイヤ９０２の側（例えば、図９に示される上側面）に位置決めされる。
【００６５】
　誘電性材料９２６は、ソース接点９１２とドレイン接点９１４を、リング形状のゲート
領域９０８から分離する。
【００６６】
　電子デバイス９００は、本発明の実施形態による、種々のプロセスに従って形成され得
る。図１０は、本発明の実施形態による、電子デバイス９００を製作するための例示の工
程を提供するフローチャート１０００を示す。その他の構造的および作動的実施形態は、
以下の論議に基づき、当業者に明らかである。図１０に示される工程は、必ずしも、示さ
れる順序で生じなければならないことはない。図１０の工程は、図１１～２１に関して以
下に詳細に説明される。図１１～２１は、本発明の実施形態による、例示の製作プロセス
間の電子デバイス９００の種々の図を示す。
【００６７】
　フローチャート１０００は、工程１００２で始まる。工程１００２では、ナノワイヤが
、基板上に位置決めされる（例えば、堆積される）。例えば、このナノワイヤは、図１３
に示されるように、基板９２０上に位置決め（例えば、成長される、堆積される、など）
ナノワイヤ９０２である。図１１は、ナノワイヤ９０２の例示の断面図を示し、そして図
１２は、ナノワイヤ９０２の例示の斜視図を示す。図１１および１２に示されるような実
施形態では、ナノワイヤ９０２は、半導体コア９０４、コア９０４を取り囲む絶縁シェル
層９０６、および絶縁シェル層９０６を取り囲む伝導層１１０２を有する。伝導層１１０
２は、ナノワイヤ９０２の周りに形成される適合被覆である。例えば、多結晶シリコン（
ポリ－Ｓｉ）またはＧｅが伝導層１１０２として用いられ得るか、または別の有機（例え
ば、導電性ポリマーなど）または無機材料（例えば、ドープされたＳｉ、Ｇｅなど）また
は金属／合金の組み合わせを含む、金属（例えば、Ｗ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｎｉ、Ｔｉな
ど）のようなその他の伝導性材料が用いられ得る。伝導層１１０２は、プラズマ増大ＣＶ
Ｄ（ＰＥＣＶＤ）、低圧ＣＶＤ（ＬＰＣＶＤ）、原子層堆積（ＡＬＤ）、または急速熱Ｃ
ＶＤなどのような化学的蒸着（ＣＶＤ）技法により、物理的蒸着（ＰＶＤ）（例えば、ス
パッタリング、ｅ－蒸発）により、そしてスピンコーティング、蒸気コーティング、浸漬
コーティングなどのようなその他の薄膜プロセッシング法によって形成され得る。絶縁シ
ェル層９０６は、ＳｉＯ、ＳｉＮ、ＳｉＯＮ、ＳｉＣ、ＡｌＯ、ＡｌＮなど、ポリマー材
料、またはその他の絶縁材料のような、任意の種々の誘電性材料から形成され得る。例示
の目的のために提供される例示の実施形態では、伝導層１１０２は、１０００Åの厚みを
有し、シェル層９０６（例えば、ＳｉＯから作製される）は、１００Åの厚みを有し、そ
してコア９０４（例えば、シリコンのとき）は、５００Åの直径を有する。図９および１
１～２２に示される、コア９０４、シェル層９０６、伝導層１１０２などの相対寸法は、
必ずしも比例して正確ではなく、それらは例証の容易さのために示されていることに注目
のこと。
【００６８】
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　１つの実施形態では、フローチャート１０００は、シェル層９０６がコア９０４中／上
に形成される工程を含み得る。フローチャート１０００はまた、伝導層１１０２がシェル
層９０６上に形成される工程を含み得る。
【００６９】
　工程１００４では、ナノワイヤは、このエッチングから反対の側面上のナノワイヤの長
さに沿った伝導層の第１の部分、およびナノワイヤの長さに沿った第１の位置でこのナノ
ワイヤの周りの伝導層のリング形状の第２の部分を除いて、基板上でエッチングされる。
例えば、図１４は、本発明の実施形態による、ナノワイヤ９０２の例示のエッチングを示
す。伝導層１１０２の一部分は、任意の様式でナノワイヤ９０２から選択的にエッチング
され得る。図１４の例に示されるように、フォトレジスト材料１４０２は、ナノワイヤ９
０２上でパターン化され得、除去されるべきでないナノワイヤ９０２上の伝導層１１０２
の部分を保護する。フォトリソグラフィープロセスが、例えば、用いられ得る。図１４に
示されるように、ナノワイヤ９０２は、エッチング供給源（例えば、化学的エッチング材
料、レーザー光など）に曝されるか、または処理され得、伝導層１１０２の非保護部分を
除去する。任意のタイプの適切な材料除去プロセスが用いられ得る。例えば、反応性イオ
ンエッチング（ＲＩＥ）またはその他のエッチング技法が用いられ得る。例えば、ＲＩＥ
エッチングプロセスでは、プラズマ電力、圧力、エッチングガス組成物、および／または
基板バイアスが、イオンビームが表面により直接向かうように調整され得る。また、伝導
層１５０２と下にある絶縁シェル９０６との間の高いエッチング選択性が、伝導層１５０
２エッチングの間に絶縁層９０６のエッチングが最小になるように用いられる。これは、
例えば、上記のようにエッチングプロセスを調整することによって達成され得る。
【００７０】
　伝導層１１０２の一部分のこの除去は、電子デバイス９００のための初期ゲート構造を
形成する。図１５は、初期ゲート構造を備えたナノワイヤ９０２の例示の断面図を示し、
そして図１６は、その例示の斜視図を示す。図１５および１６に示されるように、この初
期ゲート構造は、伝導層１１０２のリング形状の第１の領域または部分１５０２、および
伝導層１１０２の第２の領域または部分１５０４を含む。電子デバイス９００のために、
リング形状の第１の部分１５０２は、第１の「前方」ゲートを形成し、そして第２の部分
１５０４は、第２の「後方」ゲートを形成する。伝導層１１０２のリング形状の第１の部
分１５０２は、ナノワイヤ９０２の長さ９１８に沿った第１の位置１５０６（？）でナノ
ワイヤ９０２の周りに位置決めされる。リング形状の第１の部分１５０２は、上記のよう
にフォトレジスト材料１４０２によって、またはその他の手段によって形状にされる。伝
導層１１０２の第２の部分１５０４は、ナノワイヤ９０２の長さ９１８に沿って位置決め
される。第２の部分１５０４は、エッチング供給源（例えば、光１４０２）とは反対の側
面上の伝導層１１０２中に形成される。なぜなら、コア９０４およびシェル層９０６は、
エッチング供給源がナノワイヤ９０２の下の材料に影響することをブロックするからであ
る。
【００７１】
　図１６に示されるような実施形態では、リング形状の第１の部分１５０２は、ナノワイ
ヤ９０２を完全に取り囲む。あるいは、第１の部分１５０２は、ナノワイヤ９０２を部分
的に取り囲むように形成され得る。換言すれば、第１の部分１５０２が、半円またはその
他の一部のような部分円である実施形態では、それは、ナノワイヤ９０２の完全な周縁の
周りに延びない。リング形状の第１の部分１５０２は、特定の適用によって要求されるよ
うに、ナノワイヤ９０２に沿った任意の幅を有して形成され得ることに注目のこと。
【００７２】
　１つの実施形態では、随意のドーピング工程が実施され得、所望であれば、ソース領域
およびドレイン領域をドープする。任意のドーピング技法が用いられ得る。例えば、この
ドーピングは、熱拡散、イオン移植、レーザー誘導ドーピング、プラズマイオン浸漬、ま
たはプラズマイオンシャワーを用いて実施され得、次いで、迅速熱アニーリング（ＲＴＡ
）およびレーザーアニーリングなどが続く。
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【００７３】
　工程１００６では、誘電性材料が基板上のナノワイヤ上に体積される。例えば、誘電性
材料が堆積され、図１７および１８に示されるような誘電材料層１７０２を形成する。図
１７は、側方断面図を示し、そして図１８は、ナノワイヤ９０２の端面図を示す。誘電材
料層１７０２は、最終的なゲート接点とドレイン／ソース接点との間の絶縁体の基礎とし
て用いられる。任意のタイプの誘電材料堆積プロセスが用いられ得、化学的蒸着（ＣＶＤ
）、または原子層堆積（ＡＬＤ）のような蒸着を含む。層１７０２のための誘電材料は、
任意のタイプの誘電材料であり得、ＳｉＯ２、ＳｉＮ、Ａｌ２Ｏ３、ＡｌＮ、または本明
細書中のいずれかで記載もしくは参照され、またはその他の公知のその他の誘電材料を含
む。あるいは、その他の堆積技法および材料が用いられ得、ガラス上のスピン、ポリマー
上のスピン（例えば、ポリイミド、ＢＣＢ、ＳＵ８）、およびペレリンを含む。１つの実
施形態では、これらの材料は、ナノワイヤ上に一致して被覆され、そして平坦化される。
【００７４】
　工程１００８では、ナノワイヤはエッチングされて、上記誘電材料、上記絶縁シェル層
、およびコアの直径の部分を、ナノワイヤから、このナノワイヤに沿った第２の位置およ
び第３の位置で除去する。例えば、図１９に示されるように、フォトレジスト材料１９０
２は、誘電材料層１７０２上でパターン化され得、誘電材料層１７０２、シェル層９０６
、およびコア９０４のどの部分が除去されべきかを制御する。フォトリソグラフィープロ
セスが、例えば、用いられ得る。図１９に示されるように、ナノワイヤ９０２は、エッチ
ング供給源１９０４（例えば、化学的エッチング材料、反応性イオンエッチングなど）に
曝されるか、または処理され、誘電材料層１７０２、シェル層９０６、およびコア９０４
の保護されない部分を除去する。図１９に示される第１の位置１９１０および第２の位置
１９２０は、フォトレジスト材料１９０２によって保護されない。それ故、図２０の側方
断面図に示されるように、誘電材料層１７０２、シェル層９０６、およびコア９０４が第
１の位置１９１０および第２の位置１９２０で除去され、コア９０４の部分９２２および
９２４を剥き出す。図２１は、コア９０４の部分９２２を剥き出すように、第１の位置１
９１０で除去された誘電材料層１７０２、シェル層９０６、およびコア９０４を示す端面
断面図を示す。図２０に示されるように、誘電材料層１７０２の誘電材料９２６は、リン
グ形状の第１の部分１５０２を覆う。
【００７５】
　あるいは、平坦化プロセスのような、その他の材料除去／エッチング技法が用いられ得
、第１の位置１９１０および第２の位置１９２０における、誘電材料層１７０２、シェル
層９０６、およびコア９０４を除去する。例えば、プラズマ乾燥エッチングのようなエッ
チングが実施され得る。このプロセスは、ガス比率および／またはガス圧を変えることに
よって調整され得、コア９０４の材料（例えば、シリコン）と誘電材料層１７０２と間の
エッチング選択性が実質的に等しく、接触領域における平面（例えば、第１および第２の
剥き出た部分９２２および９２４）を、図２１に示されるように実質的に平坦かつ平滑に
する。いくつかの実施形態では、シリコンコアと誘電性材料との間の非常に高いエッチン
グ選択性が望ましく、これは、ポリマーを基礎にする材料が、例えば、誘電材料として用
いられるとき実現され得る。
【００７６】
　上記に記載のように、１つの実施形態では、いくらかのコア９０４が工程１００８の間
に除去される。例えば、コア９０４の直径の１／４～１／３が、または任意のその他の量
が除去され得る。別の実施形態では、工程１００８の間に、誘電材料層１７０２およびシ
ェル層９０６かエッチングされ、コア９０４から材料を除去することなくコア９０４の表
面を剥き出す。
【００７７】
　工程１０１０では、ドレイン接点が第２の位置上に形成され、そしてソース接点が第３
の位置上に形成される。例えば、図９に示されるように、ソース接点９１２およびドレイ
ン接点９１４は、第１の剥き出た位置９２２および第２の剥き出た位置９２４中に形成さ
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れる。例えば、金属堆積／金属化が、ソース接点９１２およびドレイン接点９１４を形成
するめに実施され得る。フォトレジストが、金属化されるべきでない領域を覆うために用
いられ得、そしてこのフォトレジストは、例えば、次に除去され得る。
【００７８】
　従って、１つの実施形態では、電子デバイス９００は、フローチャート１０００のプロ
セスによって形成され得る。伝導層１１０２から形成されるリング形状の第１の部分１５
０２は、電子デバイス９００のリング形状の第１のゲート領域９０８である。伝導層１１
０２から形成される第２の部分１５０４は、第２のゲート領域９１０である。
【００７９】
　１つの実施形態では、工程１００２で位置決めされたナノワイヤは、複数のナノワイヤ
とともに位置決めされる。このような実施形態では、工程１００４、１００６、１００８
、および１０１０はね複数のナノワイヤに対して実施され得、電子デバイスを形成する。
それ故、ナノワイヤ９０２に類似する複数のナノワイヤが、整列され、または整列されず
に位置決めされ得、電子デバイスを形成する。例えば、図２２は、電子デバイス２２００
の一部分の端面断面図を示し、これは、複数の電子デバイス９００ａ～ｃを含む。電子デ
バイス９００ａ～ｃの各々は、個々のリング形状の第１のゲート領域９０８ａ～ｃおよび
第２のゲート領域９１０ａ～ｃを有することに注目のこと。これらのゲートは、基板９２
０のトレース／回路を通じて、またはその他で、一緒に電気的にカップルされ得る。さら
に、共通ソース接点９１２は、電子デバイス９００ａ～ｃの各コアにカップルされ得る。
【００８０】
　電子デバイス構造およびその製作のためのプロセスについての上記の説明はまた、薄膜
トランジスターを基礎にしたアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）およびポリシリコン（ポ
リ－Ｓｉ）に適用され得ることに注目のこと。
【００８１】
　図２３は、本発明のｎ－チャネルデバイス実施形態についてのシミュレーション結果の
プロット２３００を示す。プロット２３００は、後方ゲート電圧が変化されるとき（例え
ば、第２のゲート領域９１０に付与される電圧、Ｖｈａｎｄｌｅ）、ドレイン電流Ｉｄ（
Ｙ－軸）（例えば、図９のドレイン接点９１４で測定された電流）のゲート電圧（Ｘ－軸
）（例えば、リング形状の第１のゲート領域９０８に付与される電圧）に対する種々のプ
ロットを示す。図２３では、この後方ゲート電圧は、ステップ：－５Ｖ、０Ｖ、１Ｖ、３
Ｖ、および５Ｖで変動される。
【００８２】
　プロット２３００は、この後方ゲート電圧が、０ボルトから上方に変動されるとき（す
なわち、Ｖｈａｎｄｌｅ≠０）、ドレイン電流が劇的に増加されることを示す。それ故、
第２のゲート領域９０８のような後方ゲートの使用は、増加した電流容量を可能にする。
【００８３】
　図２４は、実際のｐ－チャネルデバイスからの結果のプロット２４００を示し、図２３
のシミュレーションと類似の結果を示す。プロット２４００では、０Ｖと－１００Ｖの後
方ゲート電圧が用いられる。プロット２４００に示されるように、非ゼロ後方ゲート電圧
は、増加した電流容量を提供する（すなわち、プロット２４００では約３×より多い電流
）。
【００８４】
　従って、本発明の実施形態は、以下を含む多くの利点を提供する：
　Ａ．高電流駆動能力；
　Ｂ．低シリーズ抵抗性；
　Ｃ．ドーピングなしのオーム抵抗；および
　Ｄ．ナノワイヤ適用には、性能を犠牲にすることなく、完全に低い製作／アセンブリ環
境温度（例えば、Ｔ＜２００゜）が可能である。
【００８５】
　（結論）
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　本発明の種々の実施形態が上記に記載されているが、それらは例示によってのみ提示さ
れ、そして制限ではないことが理解されるべきである。当業者には、形態および詳細にお
ける種々の変更が、本発明の思想および範囲から逸脱することなくその中でなされ得るこ
とは明らかである。それ故、本発明の広さ、および範囲は、上記に記載の例示の実施形態
のいずれによっても制限されるべきではなく、添付の請求項およびそれらの等価物に従っ
てのみ規定されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
　本明細書中に援用され、そして明細書の一部を形成する添付の図面は、本発明を示し、
そしてその説明とともに、本発明の原理を説明するために供され、そして当業者が本発明
を作製し、そして用いることを可能にする。
【図１】図１は、基板上のナノワイヤを基礎にする電子デバイスの例を示す。
【図２】図２Ａおよび２Ｂは、本発明の実施形態による、重複ゲート構造をもつ例示のナ
ノワイヤを基礎にした電子デバイスを示す。
【図３】図３は、ナノワイヤの長さの一部分にまたがるゲート接点を示す。
【図４】図４は、本発明の実施形態による、二重ゲートを有する電子デバイスを示す。
【図５】図５は、本発明の実施形態による、図２Ａおよび２Ｂのナノワイヤを基礎にした
電子デバイスの例示の作動を示す。
【図６】図６は、本発明の実施形態による、図２Ａおよび２Ｂのナノワイヤを基礎にした
電子デバイスの例示の作動を示す。
【図７Ａ】図７Ａは、本発明の例示の実施形態による、図２Ｂのナノワイヤを基礎にした
電子デバイスの端面図を示す。
【図７Ｂ】図７Ｂは、本発明の実施形態による、コア－シェルナノワイヤを含む電子デバ
イスを示す。
【図７Ｃ】図７Ｃは、本発明の例示の実施形態による、図７Ｂの電子デバイスの側方断面
図を示す。
【図７Ｄ】図７Ｄは、本発明の例示の実施形態による、複数のナノワイヤを含む電子デバ
イスの端面図である。
【図７Ｅ】図７Ｅは、本発明の例示の実施形態による、複数のナノワイヤを含む電子デバ
イスの端面図である。
【図８】図８は、本発明の例示の実施形態による、図２Ａおよび２Ｂに示されるような電
子デバイスを製作するための例示の工程を提供するフローチャートを示す。
【図９】図９は、本発明の実施形態による、例示の非対称二重ゲート形態を有する電子デ
バイスの断面図を示す。
【図１０】図１０は、本発明の例示の実施形態による、図９の電子デバイスを製作するた
めの例示の工程を提供するフローチャートを示す。
【図１１】図１１は、本発明の実施形態による、例示の製作プロセスの間の図９の電子デ
バイスの種々の図を示す。
【図１２】図１２は、本発明の実施形態による、例示の製作プロセスの間の図９の電子デ
バイスの種々の図を示す。
【図１３】図１３は、本発明の実施形態による、例示の製作プロセスの間の図９の電子デ
バイスの種々の図を示す。
【図１４】図１４は、本発明の実施形態による、例示の製作プロセスの間の図９の電子デ
バイスの種々の図を示す。
【図１５】図１５は、本発明の実施形態による、例示の製作プロセスの間の図９の電子デ
バイスの種々の図を示す。
【図１６】図１６は、本発明の実施形態による、例示の製作プロセスの間の図９の電子デ
バイスの種々の図を示す。
【図１７】図１７は、本発明の実施形態による、例示の製作プロセスの間の図９の電子デ
バイスの種々の図を示す。
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【図１８】図１８は、本発明の実施形態による、例示の製作プロセスの間の図９の電子デ
バイスの種々の図を示す。
【図１９】図１９は、本発明の実施形態による、例示の製作プロセスの間の図９の電子デ
バイスの種々の図を示す。
【図２０】図２０は、本発明の実施形態による、例示の製作プロセスの間の図９の電子デ
バイスの種々の図を示す。
【図２１】図２１は、本発明の実施形態による、例示の製作プロセスの間の図９の電子デ
バイスの種々の図を示す。
【図２２】図２２は、本発明の例示の実施形態による、各々が非対称二重ゲートを有する
複数のナノワイヤを有する電子デバイスを示す。
【図２３】図２３は、本発明の例示の実施形態により、非対称ゲート構造を備えた電子デ
バイスについてシミュレーション結果のプロットを示す。
【図２４】図２４は、本発明の例示の実施形態による、非対称ゲート構造を備えた電子デ
バイスについて実際の作動結果のプロットを示す。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】
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【図７Ｃ】

【図７Ｄ】

【図７Ｅ】
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