
JP 2012-528020 A 2012.11.12

(57)【要約】
　ナノワイヤの沈着のための方法、システム、および装
置が提供されている。沈着システムは、閉鎖流路、入口
ポート、および電気信号源を備えている。上記入口ポー
トは、上記流路にナノワイヤを含む懸濁液を供給する。
上記電気信号源は、上記電極対に上記懸濁液からの少な
くとも１つのナノワイヤを付随させるための電場を生成
するために、上記流路中の上記電極対に接続されている
。上記沈着システムは、複数の溶液タイプを受容するよ
うに構成されていること、様々な電極の形状を有してい
ること、回転可能な流路を有していること、追加の導電
体を有していること、および他の側面を含んだ様々な他
の特徴を含んでいてもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナノ構造物を基板の表面に沈着させるための方法であって、
　ナノワイヤを基板に密着させることなく上記ナノワイヤを上記基板の電極に誘電泳動的
に固定させることが可能な特性を有する第１の溶媒を選択するステップと、
　上記ナノワイヤを上記基板に固着させることが可能な特性を有する第２の溶媒を選択す
るステップと、
　上記ナノワイヤが上記基板に固定されることを可能にするために、上記基板上に上記第
１の溶媒と上記ナノワイヤとを含む第１の懸濁液を流すステップと、
　上記ナノワイヤが上記基板に固着することを可能にするために、上記基板上に上記第２
の溶媒を含む第２の懸濁液を流すステップと、
　上記基板を乾燥させるステップと、
を含んでいる、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　上記第１の懸濁液を流す上記ステップに続いて上記基板を洗浄するステップを更に含ん
でいる、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　上記第１の溶媒がイソプロピルアルコールおよび水を含むように選択される、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　上記第１の溶媒がイソプロピルアルコールを含むように選択される、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　上記第１の溶媒および上記第２の溶媒の少なくとも１つが、水－アルコール混合物、無
極性溶媒、添加物、ｐＨ調整剤、および塩の少なくとも１つを含んでいる、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　上記第１の懸濁液からの少なくとも１つのナノワイヤを電極に付随させるために、上記
基板上の電極対である上記電極を用いて電場を生成するステップを更に含んでいる、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ナノ構造物を基板の表面に沈着させるための方法であって、
　第１の電極および第２の電極を有する電極対を備える基板の表面を第１の方向にて配置
するステップと、
　上記基板の上記表面上に複数のナノワイヤを含む懸濁液を流すステップと、
　上記電極対に上記懸濁液からの少なくとも１つのナノワイヤを付随させるために、上記
電極対を用いて電場を生成するステップと、
　過剰なナノワイヤを除去するために、上記第１の方向にて上記基板の上記表面を洗浄す
るステップと、
　上記基板を第２の方向に回転させるステップと、
　過剰なナノワイヤを除去するために、上記第２の方向にて上記基板の上記表面を洗浄す
るステップと、
を含んでいる、
ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　上記基板の上記表面は、流路の表面であり、
　上記懸濁液を流す上記ステップは、上記懸濁液を上記流路を通して上記基板の上記表面
上に流すステップを含んでいる、
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ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　上記電極対に上記懸濁液からの少なくとも１つのナノワイヤを付随させるために、上記
電極対を用いて電場を生成する上記ステップは、
　上記電極対に２１０ｍＶから２３０ｍＶの範囲における電圧を印加するステップを含ん
でいる、
ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　上記第１の電極および上記第２の電極の各々は、おおよそ２μｍの幅を有しており、
　上記第１の電極と上記第２の電極との間の間隔は、おおよそ８μｍであり、
　上記電極対に上記懸濁液からの少なくとも１つのナノワイヤを付随させるために、上記
電極対を用いて電場を生成する上記ステップは、
　上記電極対に１９０ｍＶｒｍｓから２７０ｍＶｒｍｓの範囲における交流電圧を印加す
るステップを含んでいる、
ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　ナノ構造物を沈着させるためのシステムであって、
　第１の電極および第２の電極を備える電極対を備える第１の表面を有する閉鎖流路と、
　上記流路に懸濁液の流れを供給するように構成されている入口ポートと、
を備えており、
　上記懸濁液は複数のナノワイヤを含んでおり、
　上記閉鎖流路は、上記懸濁液が上記第１の表面上に流れるための第１の方向にて配置さ
れることができ、
　上記電極対に上記懸濁液からの少なくとも１つのナノワイヤを付随させるために、上記
電極対を用いて電場を生成するように構成されている上記電極対に接続された電気信号源
と、
を更に備えており、
　上記入口ポートは、過剰なナノワイヤを除去するために、上記第１の方向にて上記閉鎖
流路の上記第１の表面を洗浄するための溶液を供給し、
　上記閉鎖流路は、第２の方向に回転できるように構成されており、
　上記入口ポートは、過剰なナノワイヤを除去するために、上記第２の方向にて上記閉鎖
流路の上記第１の表面を洗浄するための溶液を供給する、
ことを特徴とするシステム。
【請求項１２】
　第１の方向にて、重力によってナノワイヤを閉鎖流路を流れている上記懸濁液から上記
第１の表面に引き付けるように上記第１の表面が配置されている、
ことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　第２の方向にて、重力によってナノワイヤを上記第１の表面から上記閉鎖流路の中央部
に向けて引き離すように上記第１の表面が配置されている、
ことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　第２の方向にて、上記第１の表面は上記第１の方向に対して反転している、
ことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
　上記電気信号源は、上記懸濁液から少なくとも１つのナノワイヤを上記電極対に引き付
ける誘電泳動力を与えるために、上記電極対を用いて交流電場を生成するように構成され
ている、
ことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１６】
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　第１の方向にて、上記第１の表面は、第１の表面の近傍にあるナノワイヤが上記閉鎖流
路の長さを通過できるような期間、洗浄される、
ことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１７】
　上記第１の電極と上記第２の電極との間隔は、ナノワイヤの長さから５μｍを引いた長
さに略等しい、
ことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１８】
　第１の電極および第２の電極の各々は、おおよそ２μｍの幅を有している、
ことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１９】
　第１の電極および第２の電極の各々は、２μｍから３μｍの範囲内の幅を有している、
ことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項２０】
　標的パネルの表面上に複数の電極対を有する当該標的パネルを受容するように構成され
ている境界表面を備えており、
　各電極対は、少なくとも１つのナノワイヤを受容するように構成されており、
　所定の速度にて上記標的パネルを上記境界表面上にて輸送するように構成された輸送機
構と、
　各パネル処理領域が上記標的パネルの上記表面の一部に対してそれぞれの処理を実行す
るように構成されている複数のパネル処理領域と、
を更に備えており、
　上記輸送機構は、上記標的パネルを上記複数のパネル処理領域を通して輸送するように
構成されている、
ことを特徴とするナノ構造物の沈着装置。
【請求項２１】
　上記複数のパネル処理領域は、連続して配置されている、沈着領域、洗浄領域、乾燥領
域、および修復領域を含んでいる、
ことを特徴とする請求項２０に記載のナノ構造物の沈着装置。
【請求項２２】
　上記複数のパネル処理領域は、上記修復領域に続き連続して配置されている、第２の沈
着領域および第２の洗浄領域を更に含んでいる、
ことを特徴とする請求項２０に記載のナノ構造物の沈着装置。
【請求項２３】
　上記沈着領域は、
　　上記標的パネルの上記表面付近にナノワイヤインクを供給するように構成されている
ナノワイヤインク注入ポートと、
　　上記標的パネルの上記表面と上記境界表面との間に溶媒を供給するように構成されて
いる溶媒注入ポートと、
　　上記溶媒を除去するように構成されている溶媒除去ポートと、
を備えている、
ことを特徴とする請求項２１に記載のナノ構造物の沈着装置。
【請求項２４】
　上記沈着領域は、上記標的パネルの上記表面付近にナノワイヤ懸濁液を供給するように
構成されている複数のナノワイヤ注入ポートを備えている、
ことを特徴とする請求項２１に記載のナノ構造物の沈着装置。
【請求項２５】
　上記複数のナノワイヤ注入ポートは、ナノワイヤ注入ポートの第１の列およびナノワイ
ヤ注入ポートの第２の列を含んでおり、
　上記第１の列および上記第２の列は平行であり、



(5) JP 2012-528020 A 2012.11.12

10

20

30

40

50

　上記第１の列は、上記第２の列からオフセットを有して配置されている、
ことを特徴とする請求項２４に記載のナノ構造物の沈着装置。
【請求項２６】
　上記洗浄領域は、
　　上記標的パネルの上記表面付近からナノワイヤインクを除去するように構成されてい
るナノワイヤインク除去ポートと、
　　上記標的パネルの上記表面と上記境界表面との間に溶媒を供給するように構成されて
いる溶媒注入ポートと、
を備えている、
ことを特徴とする請求項２１に記載のナノ構造物の沈着装置。
【請求項２７】
　上記洗浄領域は、
　　上記標的パネルの上記表面付近からナノワイヤインクを除去するように構成されてい
る複数のナノワイヤインク除去ポートと、
　　上記標的パネルの上記表面と上記境界表面との間に溶媒を供給するように構成されて
いる複数の溶媒注入ポートと、
を備えており、
　上記複数のナノワイヤインク除去ポートは、ナノワイヤインク除去ポートの第１の列お
よびナノワイヤインク除去ポートの第２の列を備えており、
　上記第１の列および上記第２の列は平行であり、
　上記第１の列は、上記第２の列からオフセットを有して配置されており、
　少なくとも１つの上記溶媒注入ポートは、上記第１の列と上記第２の列との間に配置さ
れている、
ことを特徴とする請求項２１に記載のナノ構造物の沈着装置。
【請求項２８】
　上記境界表面と上記標的パネルの上記表面との間の第１の間隙が、おおよそ１ｍｍであ
り、
　上記ナノワイヤインク除去ポートと上記標的パネルの上記表面との間の第２の間隙が、
１０μｍから１００μｍの範囲内にある、
ことを特徴とする請求項２６に記載のナノ構造物の沈着装置。
【請求項２９】
　上記所定の速度は、１０ｍｍ／秒である、
ことを特徴とする請求項２０に記載のナノ構造物の沈着装置。
【請求項３０】
　ナノ構造物を沈着させるための方法であって、
　標的パネルの表面上に複数の電極対を有する当該標的パネルを境界表面にて受容するス
テップを含んでおり、
　各電極対は、少なくとも１つのナノワイヤを受容するように構成されており、
　上記標的パネルを所定の速度にて複数のパネル処理領域を通して上記境界表面上を輸送
するステップと、
　上記標的パネルを上記複数のパネル処理領域の各パネル処理領域にて処理するステップ
と、
を更に含んでおり、
　上記各パネル処理領域は、上記標的パネルの上記表面の一部に対してそれぞれの処理を
実行するように構成されている、
ことを特徴とする方法。
【請求項３１】
　ナノ構造物を沈着させるためのシステムであって、
　互いに対向している第１および第２の表面を有する閉鎖流路を備えており、
　上記第１の表面は、第１の電極および第２の電極を備えている第１の電極対を備えてお
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り、
　上記第２の表面は、第３の電極および第４の電極を備えている第２の電極対を備えてお
り、
　上記第１の電極対および第２の電極対を被覆している誘電性の材料と、
　複数のナノワイヤを含んでいる懸濁液の流れを上記流路に供給するよう構成されている
入口ポートと、
　上記懸濁液中の少なくとも１つのナノワイヤに、上記第１および上記第２の表面に対し
て垂直方向に実質的な力を掛けるために、上記第１および上記第２の電極対を用いて交流
電場を生成するように構成されている、上記第１および上記第２の電極対に接続されてい
る交流電気信号源と、
を更に備えている、
ことを特徴とするシステム。
【請求項３２】
　上記交流電場は、非対称である、
ことを特徴とする請求項３１に記載のシステム。
【請求項３３】
　上記交流電場は、上記交流電場の立ち下がり時間とは異なる立ち上がり時間を有する三
角形状の波形を有している、
ことを特徴とする請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
　上記交流電場は、第１の周期では高電圧レベルを有しつつ、第２の周期では低電圧レベ
ルを有する矩形状の波形を有しており、
　上記第１の周期は、上記第２の周期とは異なる、
ことを特徴とする請求項３３に記載のシステム。
【請求項３５】
　ナノ構造物を沈着するためのシステムであって、
　第１の電極および第２の電極を備えている電極対を備えている第１の表面を有している
閉鎖流路と、
　導電体と、
　複数のナノワイヤを含んでいる懸濁液の流れを上記流路に供給するよう構成されている
入口ポートと、
　上記懸濁液中の少なくとも１つのナノワイヤに、上記第１の表面に対して垂直方向に実
質的な力を掛けるために、上記電極対および上記導電体を用いて交流電場を生成するよう
に構成されている、上記電極対および上記導電体に接続されている交流電気信号源と、
を備えている、
ことを特徴とするシステム。
【請求項３６】
　上記導電体は、ワイヤ、ロッド、またはスクリーンである、
ことを特徴とする請求項３５に記載のシステム。
【請求項３７】
　ナノ構造物を基板の表面に沈着させるための方法であって、
　互いに対向している第１および第２の表面を有している閉鎖流路を通して複数のナノワ
イヤを含んでいる懸濁液を流すステップを含んでおり、
　上記第１の表面は、第１の電極および第２の電極を備えている第１の電極対を備えてお
り、
　上記第２の表面は、第３の電極および第４の電極を備えている第２の電極対を備えてお
り、
　上記懸濁液中の少なくとも１つのナノワイヤに、上記第１および上記第２の表面に対し
て垂直方向に実質的な力を掛けるために、上記第１および上記第２の電極対を用いて交流
電場を生成するステップを更に含んでいる、
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ことを特徴とする方法。
【請求項３８】
　ナノ構造物を基板の表面に沈着させるための方法であって、
　第１の電極および第２の電極を備えている電極対を備えている第１の表面を有している
閉鎖流路を通して複数のナノワイヤを含んでいる懸濁液を流すステップと、
　上記閉鎖流路に導電体を配置するステップと、
　上記懸濁液中の少なくとも１つのナノワイヤに、上記第１の表面に対して垂直方向に実
質的な力を掛けるために、上記電極対および上記導電体を用いて交流電場を生成するステ
ップと、
を含んでいる、
ことを特徴とする方法。
【請求項３９】
　ナノ構造物を沈着させるためのシステムであって、
　表面を有している基板と、
　上記表面上に同軸上に配置されている第１の電極および第２の電極を備えている電極対
と、
を備えており、
　上記第１の電極は、第１の端部を備えており、
　上記第２の電極は、第２の端部を備えており、
　上記第１の端部および上記第２の端部は、上記基板の上記表面上にて隣接して配置され
つつ第１の距離だけ離れており、
　上記電極対は、上記電極対に少なくとも１つのナノワイヤを付随させるための電場を生
成するために、電気信号を受信するように構成されており、
　上記第１の端部および上記第２の端部は、何れも正方形ではない形状である、
ことを特徴とするシステム。
【請求項４０】
　上記第１の端部および上記第２の端部は、何れも三角形状であり、
　上記第１の端部の頂点は、上記第２の端部から上記第１の距離だけ離れている、
ことを特徴とする請求項３９に記載のシステム。
【請求項４１】
　上記第１の端部および上記第２の端部は、何れも円形状である、
ことを特徴とする請求項３９に記載のシステム。
【請求項４２】
　上記基板の上記表面は、流路の表面であり、
　複数のナノワイヤを含んでいる懸濁液の流れを上記流路に供給するように構成されてい
る入口ポートと、
　上記電極対に上記懸濁液からの少なくとも１つのナノワイヤを付随させるための上記電
場を上記電極対を用いて生成するために、上記電気信号を供給するように構成されている
、上記電極対に接続された電気信号源と、
を含んでいる、
ことを特徴とする請求項３９に記載のシステム。
【請求項４３】
　上記電気信号は、おおよそ１０Ｖｐｐである、
ことを特徴とする請求項３９に記載のシステム。
【請求項４４】
　ナノ構造物を沈着させるための方法であって、
　懸濁液からの少なくとも１つのナノワイヤを電極対に付随させるための電場を上記電極
対を用いて生成するために、基板の表面上に同軸上に配置されている上記電極対の第１の
電極および第２の電極にて電気信号を受信するステップを備えており、
　上記第１の電極は、第１の端部を備えており、
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　上記第２の電極は、第２の端部を備えており、
　上記第１の端部および上記第２の端部は、上記基板の上記表面上にて隣接して配置され
つつ第１の距離だけ離れており、
　上記第１の端部および上記第２の端部は、何れも正方形ではない形状であり、
　上記基板の上記表面上に上記少なくとも１つのナノワイヤを固着させるステップを更に
備えている、
ことを特徴とする方法。
【請求項４５】
　ナノ構造物を沈着させるためのシステムであって、
　第１の表面を有している流路と、
　複数のナノワイヤを含んでいる懸濁液の流れを上記流路に供給するように構成されてい
る入口ポートと、
　上記第１の表面上に第１の電極および第２の電極を備えている電極対と、
を備えており、
　上記電極対は、上記電極対に上記懸濁液の少なくとも１つのナノワイヤを付随させるた
めの第１の電場を生成するために、第１の電気信号を受信するように構成されており、
　上記流路の上記第１の表面から過剰なナノワイヤを引き付けるための第２の電場を生成
するために、第２の電気信号を受信するように構成されている少なくとも１つの導電体を
更に備えている、
ことを特徴とするシステム。
【請求項４６】
　上記少なくとも１つの導電体は、第３の電極、第２の電極対、複数のロッド、および電
極格子の少なくとも１つを備えている、
ことを特徴とする請求項４５に記載のシステム。
【請求項４７】
　上記第２の電場は、固定されたナノワイヤを上記電極対から除去してしまうほど強力で
はない引力を有するように構成されている、
ことを特徴とする請求項４５に記載のシステム。
【請求項４８】
　上記過剰なナノワイヤが上記流路から洗浄されるために、上記第２の電場は、上記過剰
なナノワイヤを上記流路の中央部における流体の流れに引き付けるように構成されている
、
ことを特徴とする請求項４５に記載のシステム。
【請求項４９】
　ナノ構造物を基板の表面に沈着させるための方法であって、
　第１の電極および第２の電極を備えている電極対を備えている第１の表面を有している
流路を通して複数のナノワイヤを含んでいる懸濁液を流すステップと、
　上記懸濁液の少なくとも１つのナノワイヤを上記電極対に付随させるために、上記電極
対を用いて交流電場を生成するステップと、
　過剰なナノワイヤを上記流路の上記第１の表面から引き付けるために、少なくとも１つ
の導電体を用いて第２の電場を生成するステップと、
を含んでいる、
ことを特徴とする方法。
【請求項５０】
　ナノ構造物を基板の表面に沈着させるための方法であって、
　流路の表面上に第１の電極および第２の電極を備えている電極対に関連した固定電圧の
動作ウィンドウを増大させるために、上記電極対の形状を形成するステップと、
　上記流路を通して複数のナノワイヤを含んでいる懸濁液を流すステップと、
　上記電極対にて上記懸濁液からの少なくとも１つのナノワイヤを固定させるための交流
電場を上記電極対を用いて生成するために、動作ウィンドウ内の値を有している電圧を上
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記電極対に印加するステップと、
を含んでいる、
ことを特徴とする方法。
【請求項５１】
　上記形成するステップは、上記第１の電極の厚さおよび上記第２の電極の厚さを減少さ
せるステップを含んでいる、
ことを特徴とする請求項５０に記載の方法。
【請求項５２】
　上記形成するステップは、低誘電率膜、第１の電極、および第２の電極を備えているダ
マスク構造を上記流路の上記表面上に形成するステップを含んでおり、
　上記低誘電率膜は、上記第１の電極および上記第２の電極の表面と同一平面を成してい
る表面を有している、
ことを特徴とする請求項５０に記載の方法。
【請求項５３】
　上記形成するステップは、上記第１の電極と上記第２の電極との間の間隙を増大させる
ステップを含んでいる、
ことを特徴とする請求項５０に記載の方法。
【請求項５４】
　上記形成するステップは、上記第１の電極の幅および上記第２の電極の幅を減少させる
ステップを含んでいる、
ことを特徴とする請求項５０に記載の方法。
【請求項５５】
　上記形成するステップは、第１の電極対と第２の電極対との間隔を増大させるステップ
を含んでいる、
ことを特徴とする請求項５０に記載の方法。
【請求項５６】
　上記形成するステップは、１本のナノワイヤを上記電極対に固定させるための上記動作
ウィンドウを増大させるために、上記電極対の上記形状を形成するステップを含んでいる
、
ことを特徴とする請求項５０に記載の方法。
【請求項５７】
　上記形成するステップは、２本のナノワイヤを上記電極対に固定させるための上記動作
ウィンドウを増大させるために、上記電極対の上記形状を形成するステップを含んでいる
、
ことを特徴とする請求項５０に記載の方法。
【請求項５８】
　上記形成するステップは、第１の電極対に関連した最少固定電圧を第２の形状を有する
第２の電極対に関連した最少固定電圧に一致させるための第１の形状を有するように、上
記電極対を形成するステップを含んでいる、
ことを特徴とする請求項５０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナノ構造物に関する。より具体的には、ナノ構造物の沈着方法および沈着シ
ステム、ならびに電気デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ナノワイヤ等のナノ構造物は、全ての新世代電子デバイスを促進させる可能性を秘めて
いる。ナノ構造物に基づいた、この新たに現れた新世代電子デバイスにとって、基板のよ
うな様々な表面へのナノ構造物の効率的な配列および沈着が主要な課題となっている。電
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場を用いると、液体中に懸濁しているナノワイヤを配列させることができるが、現行の沈
着技術では、表面積が大きい基板へ拡張するうえで厳しい制限を課してしまう。同様に、
集積回路、ダイス、および光学コンポーネント等の電子デバイスを沈着させる現行の技術
は、表面積が大きい基板には十分に拡張し得ない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ナノ構造物に対応した電子デバイスのアレイの生産に適した、ナノ構造物および他の電
子デバイスの高品質な沈着を実現できるシステムおよび方法が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　ナノ構造物の沈着に関する方法、システム、および装置が提供されている。ナノ構造物
の電極への沈着のための技術が提供されており、１つのナノ構造物の電極対への沈着、２
つのナノ構造物の電極対への沈着、および／または、他の所望の数量のナノ構造物の電極
対への沈着を含んでいる。更に、ナノ構造物は、何れの数量の電極対に沈着されてもよく
、１つの電極対および基板パネル上のアレイに形成された複数の電極対を含んでいる。
【０００５】
　例えば、第１の実施例において、基板の表面へのナノ構造物の沈着のための技術が提供
されている。ナノワイヤを基板上に密着させずに、上記基板の電極上にナノワイヤを誘電
泳動的に固定可能な特性を有する第１の溶媒が選択される。上記ナノワイヤを上記基板上
に固着可能な特性を有する第２の溶媒が選択される。上記ナノワイヤを上記基板上に固定
させるために、第１の溶媒および上記ナノワイヤを含んでいる第１の懸濁液が上記基板上
に流される。上記ナノワイヤを上記基板上に固着させるために、第２の溶媒を含んでいる
第２の懸濁液が上記基板上に流される。上記基板が乾燥される。
【０００６】
　他の実施例において、基板の表面へのナノ構造物の沈着のための技術が提供されている
。基板の表面が第１の方向にて配置される。上記表面は、第１の電極および第２の電極を
含む電極対を備えている。複数のナノワイヤを含む懸濁液が上記基板の上記表面上に流さ
れる。上記懸濁液からの少なくとも１つのナノワイヤを上記電極対に付随させるために、
上記電極対を用いて電場が生成される。過剰なナノワイヤを除去するために、第１の方向
において上記基板の上記表面が洗浄される。上記基板が第２の方向へと回転される。過剰
なナノワイヤを除去するために、第２の方向において上記基板の上記表面が洗浄される。
【０００７】
　他の実施例において、沈着システムは、閉鎖流路、入口ポート、および電気信号源を備
えている。上記閉鎖流路は、第１の電極および第２の電極を備える電極対を備える第１の
表面を有している。入口ポートは、上記流路に懸濁液の流れを供給するように構成されて
いる。上記懸濁液は、複数のナノワイヤを含んでいる。上記閉鎖流路は、上記懸濁液が上
記第１の表面上に流れるための第１の方向にて配置されることができる。電気信号源は、
上記電極対に上記懸濁液からの少なくとも１つのナノワイヤを付随させるために、上記電
極対を用いて電場を生成するように構成されている上記電極対に接続されている。上記入
口ポートは、過剰なナノワイヤを除去するために、上記第１の方向にて上記閉鎖流路の上
記第１の表面を洗浄するための溶液を供給する。上記閉鎖流路は、第２の方向に回転でき
るように構成されている。上記入口ポートは、過剰なナノワイヤを除去するために、上記
第２の方向にて上記閉鎖流路の上記第１の表面を洗浄するための溶液を供給する。
【０００８】
　他の実施例において、ナノ構造物の沈着システムが提供されている。上記システムは、
境界表面、輸送機構、および複数のパネル処理段階または領域を備えている。上記境界表
面は、標的パネルの表面上に複数の電極対を有する当該標的パネルを受容するように構成
されている。各電極対は、少なくとも１つのナノワイヤを受容するように構成されている
。上記輸送機構は、所定の速度にて上記標的パネルを上記境界表面上にて輸送するように
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構成されている。各パネル処理領域が、上記標的パネルの上記表面の一部に対してそれぞ
れの処理を実行するように構成されている。上記輸送機構は、上記標的パネルを上記複数
のパネル処理領域を通して輸送するように構成されている。
【０００９】
　他の実施例において、ナノ構造物の沈着のための技術が提供されている。標的パネルの
表面上に複数の電極対を有する上記標的パネルが境界表面にて受容される。各電極対は、
少なくとも１つのナノワイヤを受容するように構成されている。上記標的パネルは、所定
の速度にて複数のパネル処理段階または領域を通して上記境界表面上を輸送される。上記
標的パネルは、上記複数のパネル処理領域の各パネル処理領域にて処理される。各パネル
処理領域は、上記標的パネルの上記表面の一部に対してそれぞれの処理を実行するように
構成されている。
【００１０】
　他の実施例において、沈着システムは、閉鎖流路、誘電性の材料、入口ポート、および
交流電気信号源を備えている。上記閉鎖流路は、互いに対向している第１および第２の表
面を有している。上記第１の表面は、第１の電極および第２の電極を備えている第１の電
極対を備えている。上記第２の表面は、第３の電極および第４の電極を備えている第２の
電極対を備えている。上記誘電性の材料は、上記第１の電極対および第２の電極対を被覆
している。上記入口ポートは、懸濁液の流れを上記流路に供給するよう構成されている。
上記懸濁液は、複数のナノワイヤを含んでいる。上記交流電気信号源は、上記第１および
上記第２の電極対に接続されており、上記懸濁液中の少なくとも１つのナノワイヤに、上
記第１および上記第２の表面に対して垂直方向に実質的な力を掛けるために、上記第１お
よび上記第２の電極対を用いて交流電場を生成するように構成されている。
【００１１】
　他の実施例において、沈着システムは、閉鎖流路、導電体、入口ポート、および交流電
気信号源を備えている。上記閉鎖流路は、第１の表面を有している。上記第１の表面は、
第１の電極および第２の電極を備えている電極対を備えている。入口ポートは、懸濁液の
流れを上記流路に供給するよう構成されている。上記懸濁液は、複数のナノワイヤを含ん
でいる。交流電気信号源は、上記電極対および上記導電体に接続されており、上記懸濁液
中の少なくとも１つのナノワイヤに、上記第１の表面に対して垂直方向に実質的な力を掛
けるために、上記電極対および上記導電体を用いて交流電場を生成するように構成されて
いる。
【００１２】
　他の実施例において、基板の表面へのナノ構造物の沈着のための技術が提供されている
。互いに対向している第１および第２の表面を有している閉鎖流路を通して複数のナノワ
イヤを含んでいる懸濁液が流される。上記第１の表面は、第１の電極および第２の電極を
備えている第１の電極対を備えており、上記第２の表面は、第３の電極および第４の電極
を備えている第２の電極対を備えている。上記懸濁液中の少なくとも１つのナノワイヤに
、上記第１および上記第２の表面に対して垂直方向に実質的な力を掛けるために、上記第
１および上記第２の電極対を用いて交流電場が生成される。
【００１３】
　他の実施例において、基板の表面へのナノ構造物の沈着のための技術が提供されている
。第１の表面を有している閉鎖流路を通して複数のナノワイヤを含んでいる懸濁液が流さ
れる。上記第１の表面は、第１の電極および第２の電極を備えている電極対を備えている
。導電体が上記閉鎖流路に配置される。上記懸濁液中の少なくとも１つのナノワイヤに、
上記第１の表面に対して垂直方向に実質的な力を掛けるために、上記電極対および上記導
電体を用いて交流電場を生成される。
【００１４】
　他の実施例において、沈着システムは、表面および電極対を有している基板を備えてい
る。上記電極対は、上記表面上に同軸上に配置されている第１の電極および第２の電極を
備えている。上記第１の電極は、第１の端部を備えており、上記第２の電極は、第２の端
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部を備えている。上記第１の端部および上記第２の端部は、上記基板の上記表面上にて隣
接して配置されつつ第１の距離だけ離れている。上記電極対は、上記電極対に少なくとも
１つのナノワイヤを付随させるための電場を生成するために、電気信号を受信するように
構成されている。上記第１の端部および上記第２の端部は、何れも正方形ではない形状で
あり、上記電極対上のナノワイヤの位置を向上させつつガイドするように構成されている
。
【００１５】
　他の実施例において、ナノ構造物の沈着のための技術が提供されている。懸濁液からの
少なくとも１つのナノワイヤを電極対に付随させるための電場を上記電極対を用いて生成
するために、基板の表面上に同軸上に配置されている上記電極対の第１の電極および第２
の電極にて電気信号が受信される。上記第１の電極は、第１の端部を備えており、上記第
２の電極は、第２の端部を備えている。上記第１の端部および上記第２の端部は、上記基
板の上記表面上にて隣接して配置されつつ第１の距離だけ離れている。上記第１の端部お
よび上記第２の端部は、何れも正方形ではない形状であり、上記電極対上のナノワイヤの
位置を向上させつつガイドするように構成されている。上記少なくとも１つのナノワイヤ
が上記基板の上記表面上に固着される。
【００１６】
　他の実施例において、沈着システムは、第１の表面を有している流路、入口ポート、電
極対、および少なくとも１つの導電体を備えている。上記入口ポートは、懸濁液の流れを
上記流路に供給するように構成されている。上記懸濁液は、複数のナノワイヤを含んでい
る。上記電極対は、上記第１の表面上に第１の電極および第２の電極を備えている。上記
電極対は、上記電極対に上記懸濁液の少なくとも１つのナノワイヤを付随させるための第
１の電場を生成するために、第１の電気信号を受信するように構成されている。上記少な
くとも１つの導電体は、上記流路の上記第１の表面から過剰なナノワイヤを引き付けるた
めの第２の電場を生成するために、第２の電気信号を受信するように構成されている。
【００１７】
　他の実施例において、基板の表面へのナノ構造物の沈着のための技術が提供されている
。第１の表面を有している流路を通して複数のナノワイヤを含んでいる懸濁液が流される
。上記第１の表面は、第１の電極および第２の電極を備えている電極対を備えている。上
記懸濁液の少なくとも１つのナノワイヤを上記電極対に付随させるために、交流電場が上
記電極対を用いて生成される。過剰なナノワイヤを上記流路の上記第１の表面から引き付
けるために、第２の電場が少なくとも１つの導電体を用いて生成される。
【００１８】
　他の実施例において、基板の表面へのナノ構造物の沈着のための技術が提供されている
。電極対に関連した固定電圧の動作ウィンドウを増大させるために、上記電極対の形状が
形成される。上記電極対は、流路の表面上に第１の電極および第２の電極を備えている。
上記流路を通して複数のナノワイヤを含んでいる懸濁液が流される。上記電極対にて上記
懸濁液からの少なくとも１つのナノワイヤを固定させるための交流電場を上記電極対を用
いて生成するために、動作ウィンドウ内の値を有している電圧が上記電極対に印加される
。
【００１９】
　本発明に係る様々な実施形態の構造および動作と同様に、本発明に係る更なる実施形態
、特徴、および利点が、以下に添付の図面を参照しながら詳細に記述されている。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　本発明は、添付の図面を参照しながら記述されている。図面において、同様の符号は同
一のまたは機能的に同様の構成要素を表す。構成要素が最初に出現する図面は、対応する
符号における最も左の桁によって表されている。
【図１Ａ】１本の単結晶半導体ナノワイヤの図である。
【図１Ｂ】コア－シェル（ＣＳ）構造に従ってドープされたナノワイヤの図である。
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【図１Ｃ】コア－シェル－シェル（ＣＳＳ）構造に従ってドープされたナノワイヤの図で
ある。
【図２】一実施形態例に従ったナノ構造物の沈着システムのブロック図である。
【図３】一実施形態例に従ったナノ構造物の沈着のためのステップの例を提供しているフ
ローチャートである。
【図４】実施形態例に従った、沈着フェーズにおける図２のナノ構造物の沈着システムの
ブロック図である。
【図５】実施形態例に従った、図４とは異なる沈着フェーズにおける図２のナノ構造物の
沈着システムのブロック図である。
【図６】一実施形態例に従ったナノワイヤ溶液流システムのブロック図である。
【図７】一実施形態例に従った沈着システムのための電場生成システムである。
【図８】一実施形態例に従った、ナノワイヤを電極対に付随させるために電場が生成され
る沈着システムである。
【図９】一実施形態例に従った、付随ナノワイヤを伴った図８の沈着システムである。
【図１０】一実施形態例に従った、沈着システムにおけるナノワイヤに印加される力を示
している。
【図１１】一実施形態に従った、ナノ構造物の沈着のための処理を提供しているフローチ
ャートである。
【図１２Ａ】一実施形態例に従った反転可能なナノワイヤ溶液流システムのブロック図で
ある。
【図１２Ｂ】一実施形態例に従った反転可能なナノワイヤ懸濁液容器の一部の側面図であ
る。
【図１２Ｃ】一実施形態例に従った、図１２Ｂに対し反対の方向における図１２Ｂの容器
である。
【図１３】一実施形態に従った、ナノ構造物の沈着のための処理を提供するフローチャー
トである。
【図１４】容器の壁からの距離に対する速度のプロットである。
【図１５】一実施形態例に従って実現されてもよい洗浄時間の減少を示すプロットである
。
【図１６】一実施形態例に従った、洗浄に先立つ反転洗浄テストにおける基板上の電極図
である。
【図１７】一実施形態例に従った、洗浄が実行された後の図１６の基板の図である。
【図１８】通常の構成において洗浄されたウェハの基板上のナノワイヤの画像である。
【図１９】一実施形態例に従った、反転構成において洗浄されたウェハの基板上のナノワ
イヤの画像である。
【図２０】一実施形態例に従った、基板上に形成された電極対である。
【図２１】実施形態に従った、電極の幅の様々な値に対する電極電圧の様々なウィンドウ
のプロットである。
【図２２】一実施形態例に従った、０本、１本、および２本のナノワイヤが沈着する発生
率のプロットである。
【図２３】電極電圧ウィンドウにおいて、１本のナノワイヤが高い発生率を伴って電極に
沈着される沈着分布のプロットである。
【図２４】一実施形態例に従った、ナノワイヤの沈着の振る舞いに関連するプロットであ
る。
【図２５】一実施形態例に従った、電極の幅の範囲に対する１本のナノワイヤの沈着の振
る舞いに関連するプロットである。
【図２６】一実施形態例に従った、電極の幅の範囲に対する１本のナノワイヤの沈着の振
る舞いに関連するプロットである。
【図２７】一実施形態に例に従った、電極の幅の効果を示している、ナノワイヤの沈着の
振る舞いに関連するプロットである。
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【図２８】一実施形態に例に従った、電極の幅の効果を示している、ナノワイヤの沈着の
振る舞いに関連するプロットである。
【図２９】一実施形態例に従った電極の幅に対する臨界電圧のプロットである。
【図３０】一実施形態例に従った電極電圧に対する１本のナノワイヤの処理ウィンドウ（
ＳＮＰＷ）のプロットである。
【図３１】一実施形態に従った、ナノ構造物の沈着システムのブロック図である。
【図３２】一実施形態に従った、図３１の沈着システムを用いてナノ構造物が沈着されて
もよいパネル例である。
【図３３】一実施形態例に従った、図３１の沈着システムのパネル処理領域のブロック図
である。
【図３４】処理時間を減少するために拡張された現行の沈着システムである。
【図３５】一実施形態例に従った沈着セルである。
【図３６】一実施形態に従った、ナノ構造物の沈着のための処理を提供しているフローチ
ャートである。
【図３７】一実施形態例に従った、複数のパネル処理領域を含んでいる沈着システムであ
る。
【図３８】線形処理によるせん断を示しており、境界表面に対する標的パネルの動きがせ
ん断を形成しつつ速度プロファイルに影響を与えている。
【図３９】実施形態に従ったナノワイヤの沈着技術例の側面図である。
【図４０】実施形態に従ったナノワイヤの沈着技術例の側面図である。
【図４１】一実施形態に従ったナノワイヤ洗浄技術例の側面図である。
【図４２】実施形態に従ったナノワイヤ洗浄技術例の側面図である。
【図４３】実施形態に従ったナノワイヤ洗浄技術例の側面図である。
【図４４】一実施形態例に従った、基板およびカバーを備えている閉鎖流路の側面図であ
る。
【図４５】一実施形態に従った、ナノ構造物の沈着のための処理を提供するフローチャー
トである。
【図４６】沈着の実施形態例において用いられてもよい交流波形である。
【図４７】沈着の実施形態例において用いられてもよい交流波形である。
【図４８】一実施形態例に従った、ＳＬＡマトリクスについての変形例のラベルに対する
動作ウィンドウのプロットの一例であり、電極の厚さの効果を表す。
【図４９】一実施形態例に従った、電極の厚さに対する動作ウィンドウのプロットである
。
【図５０】一実施形態例に従った、電極の厚さに対する動作ウィンドウのプロットである
。
【図５１】一実施形態例に従った、電極の幅に対する動作ウィンドウのプロットの一例で
ある。
【図５２】実施形態例に従った、固定電圧での電極の間隙（電極端部間の距離）、電極の
幅、および電極の厚さの効果を表すプロットである。
【図５３】実施形態例に従った、固定電圧での電極の間隙（電極端部間の距離）、電極の
幅、および電極の厚さの効果を表すプロットである。
【図５４】実施形態例に従った、固定電圧での電極の間隙（電極端部間の距離）、電極の
幅、および電極の厚さの効果を表すプロットである。
【図５５】実施形態例に従った、固定電圧での電極の間隙（電極端部間の距離）、電極の
幅、および電極の厚さの効果を表すプロットである。
【図５６】実施形態例に従った、固定電圧での電極の間隙（電極端部間の距離）、電極の
幅、および電極の厚さの効果を表すプロットである。
【図５７】一実施形態例に従った、基板上に形成された電極対である。
【図５８】一実施形態例に従った、基板上に形成された、丸い電極の先端を伴う電極対で
ある。
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【図５９】一実施形態例に従った、丸い電極の先端および複数の電極対の各々に固定され
たナノワイヤを伴う電極回路構成である。
【図６０】一実施形態例に従った、基板上の形成された、三角形状の電極の先端を伴う電
極対である。
【図６１】一実施形態例に従った、三角形状の電極の先端および複数の電極対の各々に固
定されたナノワイヤを伴う電極回路構成である。
【図６２】実施形態例に従った、ナノ構造物の沈着のためのステップの例を提供するフロ
ーチャートである。
【図６３】実施形態例に従った、ナノ構造物の沈着のためのステップの例を提供するフロ
ーチャートである。
【図６４】一実施形態例に従った、ナノ構造物の沈着のためのシステムである。
【図６５】誘電泳動（ＤＥＰ）技術に従って組み立てられた電子デバイスの図である。
【図６６】誘電泳動（ＤＥＰ）技術に従って組み立てられた電子デバイスの図である。
【図６７】一実施形態例に従った、電場指向アセンブリの原理の一例を表す沈着システム
である。
【図６８】一実施形態例に従った、電極対の連続取込画像であり、誘電泳動力を用いたナ
ノワイヤの捕獲を表す。
【図６９】一実施形態例に従った、電極対の連続取込画像であり、誘電泳動力を用いたナ
ノワイヤの捕獲を表す。
【図７０】一実施形態例に従った、電極対の連続取込画像であり、誘電泳動力を用いたナ
ノワイヤの捕獲を表す。
【図７１】一実施形態例に従った、電極対の連続取込画像であり、誘電泳動力を用いたナ
ノワイヤの捕獲を表す。
【図７２】一実施形態例に従った、電極対の連続取込画像であり、誘電泳動力および自己
制限式アセンブリを用いたナノワイヤの捕獲を表す。
【図７３】一実施形態例に従った、電極対の連続取込画像であり、誘電泳動力および自己
制限式アセンブリを用いたナノワイヤの捕獲を表す。
【図７４】一実施形態例に従った、電極対の連続取込画像であり、誘電泳動力および自己
制限式アセンブリを用いたナノワイヤの捕獲を表す。
【図７５】一実施形態例に従った、電極対の連続取込画像であり、誘電泳動力および自己
制限式アセンブリを用いたナノワイヤの捕獲を表す。
【図７６】一実施形態例に従った、電極対の連続取込画像であり、誘電泳動力および自己
制限式アセンブリを用いたナノワイヤの捕獲を表す。
【図７７】一実施形態例に従った、距離に対する相互作用力平衡のプロットである。
【図７８】一実施形態例に従った、電圧に対する０本、１本、および２本のナノワイヤの
沈着の発生率のプロットである。
【図７９】一実施形態例に従った、臨界固定電圧に対する流速度のプロットである。
【図８０】一実施形態例に従った、ナノワイヤの沈着のための閉鎖セルシステムの画像で
ある。
【図８１】一実施形態例に従った、図８０の閉鎖セルシステムの断面ブロック図である。
【図８２】一実施形態例に従った、図８０の閉鎖セルシステムの位置Ｘに対する速度のプ
ロットである。
【図８３】一実施形態例に従った、複数の電極アレイを備えている表面を有するウェハで
ある。
【図８４】一実施形態例に従った、ナノワイヤが沈着された、基板上の電極対である。
【図８５】一実施形態例に従った、配列オフセットに対する累積率のプロットである。
【図８６】実施形態例に従った、ナノワイヤトランジスタの電気的な特性を表すプロット
である。
【図８７】実施形態例に従った、ナノワイヤトランジスタの電気的な特性を表すプロット
である。
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【図８８】実施形態例に従った、ナノワイヤトランジスタの電気的な特性を表すプロット
である。
【００２１】
　本発明は、添付の図面を参照しながら記述されている。図面におてい、同様の符号は、
同一のまたは機能的に同様の構成部材を表す。また、符号の最も左の桁は、符号が最初に
出現する図面を表す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　〔Ｉ．導入部〕
　本明細書において特定の実施形態が記載されているが、これは本発明の実施例であり、
とりわけ本発明の範疇を限定するものではない。実際、簡略のために、従来のエレクトロ
ニクス、製造、半導体デバイス、およびナノワイヤ（ＮＷ）、ナノロッド、ナノチューブ
、およびナノリボンの技術、およびシステムの他の機能的な態様（およびシステムの独立
動作コンポーネントのコンポーネント）は、本明細書においては詳述されていない。更に
、簡略のために、本発明は、ナノワイヤに関連して記載されていることが多い。
【００２３】
　ナノワイヤが多く記載されているが、本明細書に記載の技術は、ナノロッド、ナノチュ
ーブ、ナノテトラポッド、ナノリボン、および／またはこれらを組み合わせたもののよう
な他のナノ構造物にも適用可能である。また、本明細書に記載の製造技術は、何れの半導
体デバイスタイプおよび他の電子コンポーネントタイプを製造するためにも用いられうる
。更に、本明細書に記載の技術は、電気システム、光学システム、家庭用電化製品、工業
電子装置、および無線システムへの応用、宇宙への応用、または他の何れの応用にも適用
できる。
【００２４】
　本明細書にて用いられているように、「アスペクト比」とは、ナノ構造物の第２および
第３の軸の長さの平均値により除算されたナノ構造物の第１の軸の長さのことである。こ
こで、第２および第３の軸は、互いの長さが略同等である２つの軸である。例えば、完全
なロッドのアスペクト比は、長軸に対して垂直な（直行した）断面の直径により除算され
た長軸の長さである。
【００２５】
　ナノ構造物に関して用いられる際の「ヘテロ構造」という用語は、少なくとも２つの異
なるおよび／または区別できる種類の材料を特徴とするナノ構造物を表す。典型的に、ナ
ノ構造物の第１の領域は第１の材料タイプを含んでおり、ナノ構造物の第２の領域は第２
の材料タイプを含んでいる。所定の実施形態において、ナノ構造物は第１の材料でできた
コアおよび第２の（または第３等の）材料でできた少なくとも１つのシェルを備えている
。ここで、異種の材料タイプが、ナノワイヤの長軸、例えば、分岐ナノ結晶のアームの長
軸またはナノ結晶の中央の長軸の周囲に放射状に配置されている。シェルがシェルである
と見なされるために、または、ナノ構造物がヘテロ構造であると見なされるために、シェ
ルは隣接する材料を完全に覆う必要はない。例えば、微小なアイランド状の第２の材料に
より覆われた第１の材料でできたコアを特徴とするナノ結晶は、ヘテロ構造である。他の
実施形態では、異種の材料タイプは、ナノ構造物内の異なる位置に配置されている。例え
ば、材料タイプは、ナノワイヤの主軸（長軸）に沿って、または、分岐ナノ結晶のアーム
の長軸に沿って配置されてもよい。ヘテロ構造内の異なる領域は、全く異種の材料を含ん
でいてもよいし、基準となる材料を含んでいてもよい。
【００２６】
　本明細書にて用いられているように、「ナノ構造物」とは、５００ｎｎ未満（例えば、
２００ｎｎ未満、１００ｎｎ未満、５０ｎｎ未満、または更に小さく２０ｎｎ未満）の大
きさを伴う少なくとも１つの領域または特徴的な大きさを有する構造物である。典型的に
、当該領域または特徴的な大きさは、当該構造物の最短の軸に沿っている。そのような構
造物の例には、ナノワイヤ、ナノロッド、ナノチューブ、分岐ナノ結晶、ナノテトラポッ
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ド、トライポッド、バイポッド、ナノ結晶、ナノドット、量子ドット、ナノ粒子、分岐テ
トラポッド（例えば、無機デンドリマ）のようなものが挙げられる。ナノ構造物は、材料
の特性において略同種であってもよく、所定の実施形態においては、他種（例えば、ヘテ
ロ構造）であってもよい。例えば、ナノ構造物は、略結晶、略単結晶、多結晶、アモルフ
ァス、またはこれらの組み合わせであってもよい。１つの側面においては、ナノ構造物の
３つの大きさがそれぞれ、５００ｎｎ未満（例えば、約２００ｎｎ未満、約１００ｎｎ未
満、約５０ｎｎ未満、または更に小さく約２０ｎｎ未満）の大きさである。
【００２７】
　本明細書にて用いられているように、「ナノワイヤ」とは、一般に、少なくとも１つの
断面の大きさが５００ｎｎ未満、好ましくは約１００ｎｎ以下であり、アスペクト比（長
さ対幅）が１０よりも大きい、好ましくは５０よりも大きい、より好ましくは１００より
も大きい、細長い導電性の材料または半導電性の材料（または、本明細書に記載の他の材
料）であれば任意のものを表す。本発明に係る方法およびシステムを実行するにあたり使
用するナノワイヤは、例として１０ミクロンオーダーの長さ（例えば、約１０、２０、３
０、４０、および５０ミクロン等）および約１００ｎｎの半径を有している。
【００２８】
　本発明に係るナノワイヤは、材料の特性において略同種であってもよく、所定の実施形
態においては、他種（例えば、ナノワイヤへテロ構造）であってもよい。ナノワイヤは、
本質的にどの適切な材料から製造されてもよく、例えば、ナノ構造物は、略結晶、略単結
晶、多結晶、アモルファスであってもよい。ナノワイヤは、ばらつきのある直径を有して
いてもよく、また、略均一の直径、すなわち、（ａ）ばらつきが最大である領域において
、および、（ｂ）少なくとも５ｎｍ（例えば、少なくとも１０ｎｍ、少なくとも２０ｎｍ
、または、少なくとも５０ｎｍ）の直線的な長さにおいて、約２０％未満（例えば、約１
０％未満、約５％未満、または約１％未満）のばらつきを示す直径を有していてもよい。
典型的に、直径は、ナノワイヤの端部から離れて（例えば、ナノワイヤの中央部２０％、
４０％、５０％、または８０％に亘り）算出される。ナノワイヤは、長軸の全長または一
部に亘り、直線状であっても、例えば、湾曲したり折れ曲がったりしていてもよい。所定
の実施形態において、ナノワイヤまたはナノワイヤの一部は、２次元および３次元の量子
閉じ込めを示してもよい。本発明に係るナノワイヤは、特にカーボンナノチューブを含ま
なくてもよく、また所定の実施形態において、「ウィスカ」または「ナノウィスカ」を含
まなくてもよく、特に１００ｎｎよりも大きい直径または約２００ｎｎよりも大きい直径
を有する「ウィスカ」を含まなくてもよい。
【００２９】
　そのようなナノワイヤの例には、国際公開第０２／１７３６２号パンフレット、国際公
開第０２／４８７０１号パンフレット、および、国際公開第０１／０３２０８号パンフレ
ットに記載されている半導体ナノワイヤ、カーボンナノチューブ、および同様の大きさを
伴う他の細長い導電性または半導電性の構造物が含まれ、これらは参照により本明細書に
組み込まれるものとする。
【００３０】
　本明細書にて用いられているように、「ナノロッド」とは、一般に、ナノワイヤと同等
の細長い導電性または半導電性の材料（または、本明細書に記載の他の材料）を表すが、
ナノロッドのアスペクト比（長さ対幅）はナノワイヤのアスペクト比よりも小さい。２つ
以上のナノロッドは自身の長手方向の軸に沿って互いに結合されてもよく、結合されたナ
ノロッドは、電極間に架かる。また、２つ以上のナノロッドは、実質的に自身の長手方向
の軸に沿って配列されるが互いに結合されなくてもよく、２つ以上のナノロッドの端部間
において小さな間隙が存在する。この場合、電子が小さな間隙を横切ろうと一方のナノロ
ッドから他方のナノロッドにホッピングすることにより、電子が一方のナノロッドから他
方のナノロッドに移動する。２つ以上のナノロッドは、実質的に電子が電極間を移動でき
るパスを形成するように配列されてもよい。
【００３１】
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　ナノワイヤ、ナノロッド、ナノチューブ、およびナノリボンには、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、Ｇｅ－Ｓｎ、ＳｉＣ、ＢＮ、ＢＰ、ＢＡｓ
、ＡｌＮ、ＡｌＰ、ＡｌＡｓ、ＡｌＳｂ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、ＩｎＮ
、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＩｎＳｂ、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳ
ｅ、ＣｄＴｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＢｅＳ、ＢｅＳｅ、ＢｅＴｅ、ＭｇＳ、Ｍ
ｇＳｅ、ＧｅＳ、ＧｅＳｅ、ＧｅＴｅ、ＳｎＳ、ＳｎＳｅ、ＳｎＴｅ、ＰｂＯ、ＰｂＳ、
ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ、ＣｕＦ、ＣｕＣｌ、ＣｕＢｒ、ＣｕＩ、ＡｇＦ、ＡｇＣｌ、ＡｇＢ
ｒ、ＡｇＩ、ＢｅＳｉＮ２、ＣａＣＮ２、ＺｎＧｅＰ２、ＣｄＳｎＡｓ２、ＺｎＳｎＳｂ

２、ＣｕＧｅＰ３、ＣｕＳｉ２Ｐ３、（Ｃｕ，Ａｇ）（Ａｌ，Ｇａ，Ｉｎ，Ｔｌ，Ｆｅ）
（Ｓ，Ｓｅ，Ｔｅ）２、Ｓｉ３Ｎ４、Ｇｅ３Ｎ４、Ａｌ２Ｏ３、（Ａｌ，Ｇａ，Ｉｎ）２

（Ｓ，Ｓｅ，Ｔｅ）３、Ａｌ２ＣＯ、およびこれらの半導体材料の２つ以上からなる適切
な組み合わせから選択された半導体材料を含んでいる幅広いタイプの材料が用いられても
よい。
【００３２】
　ナノワイヤは、金、ニッケル、パラジウム、イリジウム、コバルト、クロム、アルミ、
チタン、スズ等の金属、金属合金、ポリマー、導電性ポリマー、セラミック、および／ま
たはこれらの組み合わせのような他の材料から形成されてもよい。現在知られている他の
導電性または半導電性の材料、または、今後開発される導電性または半導電性の材料が用
いられてもよい。
【００３３】
　所定の態様において、半導体は、
（ｉ）周期律表のＩＩＩ族からのｐ型ドーパントまたは周期律表のＶ族からのｎ型ドーパ
ント、つまり、Ｂ、Ａｌ、およびＩｎからなるグループから選択されたｐ型ドーパントま
たはＰ、Ａｓ、およびＳｂからなるグループから選択されたｎ型ドーパント
（ｉｉ）周期律表のＩＩ族からのｐ型ドーパント、つまり、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｃｄ、およびＨ
ｇからなるグループから選択されたｐ型ドーパント
（ｉｉｉ）周期律表のＩＶ族からのｐ型ドーパント、つまり、ＣおよびＳｉからなるグル
ープから選択されたｐ型ドーパントまたはＳｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｓ、Ｓｅ、およびＴｅから
なるグループから選択されたｎ型ドーパント
からなるグループからのドーパントを含んでいてもよい。現在知られている他のドーパン
ト材料、または、今後開発されるドーパント材料が用いられてもよい。
【００３４】
　更に、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電性または半導
電性の有機ポリマー材料（例えば、ペンタセンおよび遷移金属酸化物）により形成された
ナノチューブを含んでいてもよい。
【００３５】
　これ以降、本明細書における記載を通して、「ナノワイヤ」という用語は、説明をする
目的のために用いられているが、本明細書における記載は、ナノチューブ（例えば、自身
を通って軸方向に形成された凹状チューブを有するナノワイヤ状の構造）の使用も包括し
ている。ナノチューブは、本明細書に記載されている特性および利点を提供するために、
本明細書におけるナノワイヤと同様にナノチューブの薄膜／ナノチューブの組み合わせに
より形成されてもよく、ナノチューブ単体、または、ナノワイヤとの組み合わせにより形
成されてもよい。
【００３６】
　本明細書における空間の表現（例えば、「上方に」、「下方に」、「上に」、「下に」
、「上部に」、「下部に」、「垂直に」、「水平に」等）は、説明のためにのみ用いられ
ており、本発明に係るデバイスは、何れの方向または態様によって空間的に配列されても
よい。
【００３７】
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　図１Ａは、単一結晶の半導体ナノワイヤコア（これ以降、「ナノワイヤ」と呼ぶ）１０
０の図である。図１Ａは、均一にドープされた単一結晶のナノワイヤであるナノワイヤ１
００を示している。そのような単一結晶のナノワイヤは、然るべき制御された方法により
ｐ型半導体およびｎ型半導体の何れか一方にドープされてもよい。ナノワイヤ１００のよ
うなドープされたナノワイヤは、改善された電子的特性を示す。例えば、そのようなナノ
ワイヤは、バルクを有する単一結晶の材料と同程度の電荷移動レベルを有するようにドー
プされてもよい。
【００３８】
　図１Ｂは、ナノワイヤコアの周囲にシェル１１２を伴うコア－シェル構造を有するナノ
ワイヤ１１０を示している。ナノワイヤの外層を形成することにより、例えば、ナノワイ
ヤのパッシベーションアニーリングをすることにより、および／または、ナノワイヤを伴
うコア－シェル構造を用いることにより、表面における分散は低減される。酸化物被膜の
ような絶縁層は、シェル層としてナノワイヤ上に形成されてもよい。更に、例えば、酸化
物被膜を有するシリコンナノワイヤにとって、水素（Ｈ2）中におけるナノワイヤのアニ
ールは、表面状態を非常に低減させる。本実施形態において、コア－シェル結合は、以下
の制限を満足するように構成されている。
（１）伝導電荷がコア中に閉じ込められるように、シェルのエネルギーレベルはコアのエ
ネルギーレベルよりも高い。
（２）コアおよびシェルの材料がうまく格子整合しており、表面準位および表面電荷が少
ない。
図１Ｃに示されているような、単一結晶の半導体コア、ゲート誘電体の内部シェル、およ
び共形ゲートの外部シェルを備えるために、より複雑な他のナノワイヤのコア－シェル構
造が用いられてもよい。図１Ｃは、ナノワイヤコアの周囲に内部シェル１１２および外部
シェル１１６を伴うコア－シェル－シェル構造を有するナノワイヤ１１４を示している。
これは、例えば、外部ゲートのシェルとして、Ｓｉ／ＳｉＯxの（上述された）コア－シ
ェル構造の周囲にＴａＡｌＮ、ＷＮ、または高ドープされたアモルファスシリコンを沈着
させることにより実現されてもよい。
【００３９】
　絶縁シェルの価電子帯は、ｐ型にドープされたワイヤのコアの価電子帯より低くてもよ
い。またはシェルの伝導帯は、ｎ型にドープされたワイヤのコアより高くてもよい。一般
に、コアのナノ構造物は、いかなる金属材料または半導体材料から形成されてもよく、コ
ア上に沈着した１つ以上のシェル層は同種の材料または異種の材料から形成されてもよい
。例えば、第１のコア材料は、ＩＩ－ＩＶ族半導体のグループ、ＩＩＩ－Ｖ族半導体グル
ープ、ＩＶ族半導体グループ、およびこれらの合金からなるグループから選択された第１
の半導体を含んでいてもよい。同様に、１つ以上のシェル層の第２の材料は、酸化物層、
例えば、第１のコア材料は、ＩＩ－ＩＶ族半導体のグループ、ＩＩＩ－Ｖ族半導体グルー
プ、ＩＶ族半導体グループ、およびこれらの合金からなるグループから選択された第１の
半導体と同一または異なる第２の半導体を含んでいてもよい。例えば、半導体は、ＣｄＳ
ｅ、ＣｄＴｅ、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＣｄＳ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＨｇＴｅ、Ｇ
ａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、ＩｎＳｂ、Ｓｉ、Ｇｅ、ＡｌＡｓ、ＡｌＳｂ、Ｐｂ
Ｓｅ、ＰｂＳ、ＰｂＴｅを含んでいるが、これに限定されるものではない。上述のように
、金、クロム、スズ、ニッケル、アルミ等、およびこれらの合金のような金属材料がコア
材料として用いられてもよく、二酸化シリコンまたは他の絶縁材料のような適切なシェル
材料を用いて金属コアが被覆されてもよい。より複雑なコア－シェル－シェルナノワイヤ
構造物を形成させるために、この二酸化シリコンや他の絶縁材料のような適切なシェル材
料は、上述の材料によりできた１つ以上の追加のシェル層により順々に覆われてもよい。
【００４０】
　ナノ構造物は、違った材料に用いることのできる数多くの適切な方法の何れかによって
生成されてもよく、ナノ構造物のサイズは、違った材料に用いることのできる数多くの適
切な方法の何れかにより制御されてもよい。例えば、様々な混合物によるナノ結晶の合成



(20) JP 2012-528020 A 2012.11.12

10

20

30

40

50

が、例えば、
・Peng et al. (2000) "Shape Control of CdSe Nanocrystals" Nature 404 59-61
・Puntes et al (2001) "Colloidal nanocrystal shape and size control:The case of 
cobalt" Science 291, 2115-2117
・米国特許第６，３０６，７３６号明細書（２００１年１０月２３日公開）、Alivisatos
ら著、表題「Process for forming shaped group III-V semiconductor nanocrystals an
d product formed using process」
・米国特許第６，２２５，１９８号明細書（２００１年５月１日公開）、Alivisatosら著
、表題「Process for forming shaped group II-IV semiconductor nanocrystals and pr
oduct formed using process」
・米国特許第５，５０５，９２８号明細書（１９９６年４月９日公開）、Alivisatosら著
、表題「Preparation of III-V semiconductor nanocrystals」
・米国特許第５，７５１，０１８号明細書（１９９８年５月１２日公開）、Alivisatosら
著、表題「Semiconductor nanocrystals covalently bound to solid inorganic surface
s using self-assembled monolayers」
・米国特許第６，０４８，６１６号明細書（２０００年４月１１日公開）、Gallagherら
著、表題「Encapsulated quantum sized doped semiconductor particles and method of
 manufacturing same」
・米国特許第５，９９０，４７９号明細書（１９９９年１１月２３日公開）、Weissら著
、表題「Organo luminescent semiconductor nanocrystal probes biological applicati
ons and process for making and using such probes」
に記載されている。
【００４１】
　制御された直径を有するナノワイヤを含んでいる、様々なアスペクト比を有するナノワ
イヤの成長は、例えば、
・Gudiksen et al. (2000) "Diameter-selective synthesis of semiconductor nanowire
s" J. Am. Chem. Soc. 122, 8801-8802
・Cui et al. (2001) "Diameter-controlled synthesis of single-crystal silicon nan
owires" Appl. Phys. Lett. 78, 2214-2216
・Gudiksen et al. (2001) "Synthetic control of the diameter and length of single
 crystal semiconductor nanowirews" J. Phys. Chem. B 105, 4062-4064
・Morales et al. (1998) "A laser ablation method for the synthesis of crystallin
e semiconductor nanowires" Science 279, 208-211
・Duan et al. (2000) "General synthesis of compound semiconductor nanowires" Adv
. Mater. 12, 298-302
・Cui et al. (2000) "Doping and electrical transport in silicon nanowires" J. Ph
ys. Chem. B 104, 5213-5216
・Peng et al. (2000) "Shape Control of CdSe Nanocrystals" Nature 404 59-61
・Puntes et al (2001) "Colloidal nanocrystal shape and size control:The case of 
cobalt" Science 291, 2115-2117
・米国特許第６，３０６，７３６号明細書（２００１年１０月２３日公開）、Alivisatos
ら著、表題「Process for forming shaped group III-V semiconductor nanocrystals an
d product formed using process」
・米国特許第６，２２５，１９８号明細書（２００１年５月１日公開）、Alivisatosら著
、表題「Process for forming shaped group II-IV semiconductor nanocrystals and pr
oduct formed using process」
・米国特許第６，０３６，７７４号明細書（２０００年３月１４日公開）、Lieberら著、
表題「Method of producing metal oxide nanorods」
・米国特許第５，８９７，９４５号明細書（１９９９年４月２７日公開）、Lieberら著、
表題「Metal oxide nanorods」
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・米国特許第５，９９７，８３２号明細書（１９９９年１２月７日公開）、Lieberら著、
表題「Preparation of carbide nanorods」
・Urbau et al. (2002) "Synthesis of single-crystalline perovskite nanowires comp
osed of barium titanate and strontium titanate" J. Am. Chem. Soc. 124, 1186
・Yun et al. (2002) "Ferroelectric Properties of Individual Barium Titanate Nano
wires Investigated by Scanned Probe Microscopy" Nano Letters 2, 447
に記載されている。
【００４２】
　分岐ナノワイヤ（例えば、ナノテトラポッド、トライポッド、バイポッド、および分岐
テトラポッド）の成長は、例えば、
24.Jun et al. (2001) "Controlled synthesis of multi-armed CdS nanorod architectu
res using monosurfactant system" J. Am. Chem. Soc. 123, 5150-5151
25.Manna et al. (2001) "Synthesis of Soluble and Processable Rod-, Arrow-, Teard
rop-, and Tetrapod-Shaped CdSe Nanocrystals" J. Am. Chem. Soc. 122, 12700-12706
に記載されている。
【００４３】
　ナノ粒子の合成は、例えば、
・米国特許第５，６９０，８０７号明細書（１９９７年１１月２５日公開）、Clark Jr.
ら著、表題「Method for producing semiconductor particles」
・米国特許第６，１３６，１５６号明細書（２０００年１０月２４日公開）、El-Shallら
著、表題「Nanoparticles of silicon oxide alloys」
・米国特許第６，４１３，４８９号明細書（２００２年７月２日公開）、Yingら著、表題
「Synthesis of nanometer-sized particles by reverse micelle mediated techniques
」
・Liu et al. (2001) "Sol-Gel Synthesis of Free-Standing Ferroelectric Lead Zirco
nate Titanate Nanoparticles" J. Am. Chem. Soc. 123, 4344
に記載されている。ナノ粒子の合成は、ナノ結晶、ナノワイヤ、および分岐ナノワイヤの
成長に関する上記引用文献にもまた記載されており、引用文献における結果としてのナノ
構造物は約１．５未満のアスペクト比を有している。
【００４４】
　ナノ構造を有するコア－シェル型ヘテロ構造物、すなわち、ナノ結晶およびナノワイヤ
（例えば、ナノロッド）コア－シェル型ヘテロ構造物の合成は、例えば、
・Peng et al. (1997) "Epitaxial growth of highly luminescent CdSe/CdS core/shell
 nanocrystals with photostability and electronic accessibility" J. Am. Chem. Soc
. 119, 7019-7029
・Dabbousi et al. (1997) "(CdSe)ZnS core-shell quantum dots: Synthesis and chara
cterization of a size series of highly luminescent nanocrysallites" J. Phys. Che
m. B 101, 9463-9475
・Manna et al. (2002) "Epitaxial growth and photochemical annealing of graded Cd
S/ZnS shells on colloidal CdSe nanorods" J. Am. Chem. Soc. 124, 7136-7145
・Cao et al. (2000) "Growth and properties of semiconductor core/shell nanocryst
als with InAs cores" J. Am. Chem. Soc. 122, 9692-9702
に記載されている。同様の方法が、他のコア－シェル型ナノ構造物の成長に適用されても
よい。
【００４５】
　異種の材料が、ナノワイヤの長軸に沿って異なる位置に配置されているナノワイヤ型ヘ
テロ構造物の成長は、例えば、
・Gudiksen et al. (2002) "Growth of nanowire superlattice structure for nanoscal
e photonics and electronics" Nature 415 617-620
・Bjork et al. (2002) "One-dimensional steeplechase for electrons realized" Nano
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 Letters 2, 86-90
・Wu et al. (2002) "Block-by-block growth of single-crystalline Si/SiGe superlat
tice nanowires" Nano Letters 2, 83-86
・米国特許出願公開第６０／３７０，０９５号明細書（２００２年４月２日公開）、Empe
docles著、表題「Nanowire heterostructures for encoding information」
に記載されている。同様の方法が、他のヘテロ構造物の成長に適用されてもよい。
【００４６】
　〔ＩＩ．ナノ構造物の沈着のための実施形態例〕
　このセクションでは、ナノワイヤのようなナノ構造物および電子デバイスを表面に適用
するための実施形態が記載されている。本実施形態は「ナノワイヤ」という用語の下で記
載されることが多いが、このような記載は説明のために記載されているのであり、このよ
うな実施形態は他のナノ構造物タイプ（例えば、ナノチューブ等）および電子デバイスに
適用可能である。
【００４７】
　実施形態において、沈着表面上の電極対のごく近傍に１つ以上のナノワイヤが供給され
る。電極対に電圧が印加されることにより、ナノワイヤは電極対に付随するようになる。
その後、ナノワイヤは、電極対から標的表面に沈着されてもよく、また、更なる処理のた
めに沈着表面上に残存していてもよい。
【００４８】
　本明細書を通して用いられている「配置」という用語は、ナノワイヤ（および他のナノ
構造物）の表面への、例えば、電極対への「沈着」または「連結」だけでなく「配列」お
よび「結合」をも表す。「配置」という用語は、配列されているナノワイヤおよび配列さ
れていないナノワイヤの何れをも含んでいる。本明細書を通して用いられている「配列さ
れた」という用語は、略平行であるナノワイヤ、または、互いに同一方向または略同一方
向に方向付けされているナノワイヤを表す（例えば、ナノワイヤは同一方向に配列または
互いに４５度以内に配列されている）。本発明に係るナノワイヤは、全てが互いに略平行
でありつつ、（他の実施形態では、電極に対して平行であるが）電極対の各電極に対して
略垂直であるように（例えば、両電極を通る軸に対して平行であるように）配列されてい
る。電極対上へのナノワイヤの配置は、ナノワイヤが電極対に架かるようにナノワイヤを
配置することを含む。電極対の２つの電極間の距離よりもナノワイヤが長い実施形態では
、ナノワイヤは電極を越えて延伸してしまう。
【００４９】
　本明細書に記載の実施形態にて用いられているナノワイヤを供給する技術は、当業者に
はよく知られている。例えば、一実施形態では、ナノワイヤが懸濁液中に供給されてもよ
い。懸濁液とは、複数のナノワイヤが液体中に懸濁しているものである。一実施形態では
、当該液体は、水または水溶液のような水性の媒体、イオン（塩を含む）、および他のコ
ンポーネント（例えば、界面活性剤）である。ナノワイヤ懸濁液を作り上げるための適切
な液体の他の例として、有機溶媒、無機溶媒、アルコール（例えば、イソプロピルアルコ
ール（ＩＰＡ））、およびこれらの組み合わせが挙げられるが、これに限定されるもので
はない。
【００５０】
　本明細書にて用いられているように、ナノワイヤを供給する際の「電極対のごく近傍に
」という語句は、ナノワイヤが電極により生成された電場により操作されるように供給さ
れる、または、配置されることを表す。これは、ナノワイヤが電極に付随できるような電
極対からの距離である。実施形態例では、ナノワイヤは、電極対のごく近傍にあるように
、電極対から１０ミリメートルも離れないように供給される。他の実施形態例では、ナノ
ワイヤは、電極対のごく近傍にあるように、電極対から１００μｍ、５０μｍ、または１
μｍも離れないように供給される。
【００５１】
　実施形態において、ナノ構造物を配列および／または沈着するためのシステムおよび／
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または装置が提供される。例えば、図２は、一実施形態例に係るナノ構造物の沈着システ
ム２００を示している。図２に示されているように、沈着システム２００は、溶液２０２
、ナノ構造物２０４、および標的基板２１２を備えている。基板２１２は、ナノ構造物２
０４を受容するための、「標的表面」と表される表面２１０を備えている。電極対２０８
は表面２１０上に配置されている。ナノ構造物２０４は、溶液２０２の中に存在している
。ナノ構造物２０４は、溶液２０２から表面２１０にある電極対２０８により受容され、
ナノ構造物２０４は、ナノ構造インク（例えば、ナノワイヤインク）およびナノ構造懸濁
液（例えば、ナノワイヤ懸濁液）等であってもよい。ナノ構造物２０４は、１つ以上のナ
ノワイヤを含め、本明細書にて記載されているいかなるナノ構造物タイプを含んでいても
よい。沈着システム２００のコンポーネントに関する更なる説明は、以下に記載されてい
る。
【００５２】
　図３は、実施形態例に係るナノ構造物を沈着するためのステップの例を提供しているフ
ローチャート３００を示している。例えば、フローチャート３００に従うと、ナノ構造物
２０４は溶液２０２から表面２１０に沈着される。説明のために、フローチャート３００
は、実施形態の様々なブロック図を示している図２、４、および５に関連させて以下に記
載されている。以下の記述に基づけば、他の構造的および動作的な実施形態は当業者には
明白である。
【００５３】
　フローチャート３００は、ステップ３０２と共に開始する。ステップ３０２では、少な
くとも１つのナノ構造物が電極対のごく近傍に供給される。例えば、図２に示されている
ようにナノ構造物２０４は、電極対２０８のごく近傍に供給される。例えば、ナノ構造物
２０４は、ナノ構造物２０４が電極対２０８のごく近傍に配置されるために溶液２０２中
に存在しており、電極対２０８の上方（または下方）を移動し、電極対２０８に接触する
。また、ナノ構造物２０４は、他の方法により電極対２０８のごく近傍に供給されてもよ
い。
【００５４】
　ステップ３０４では、１つ以上のナノ構造物を電極に付随させるために、電場が電極対
の電極により生成される。例えば、電場を生成させるために、電位が電極対２０８に結合
される。電極対２０８により生成された電場は、電極対２０８のごく近傍に配置されてい
るナノ構造物２０４を電極対２０８に付随させるために用いられる。図４に示されている
ように、ナノ構造物２０４は電場により電極対２０８に引き寄せられる。図５に示されて
いるように、ナノ構造物２０４は、電極対２０８に付随する（図２、４および５に示され
ていない、溶液２０２中の他のナノ構造物は電極対２０８に付随しない）。一実施形態に
おいて、付随したナノ構造物２０４は、電場により表面２１０から離れて懸濁している。
他の実施形態において、付随したナノ構造物２０４は、電場により表面２１０に接触して
いる。ナノ構造物を付随させるために電極により電場が生成される実施形態の例が、以下
において更に詳細に記載されている。
【００５５】
　基板２１２は、電極対２０８が形成された（例えば、パターン形成された、めっきされ
た等の）基板または他の構造である。基板２１２は、半導体ウェハまたは誘電体材料（例
えば、プラスチックまたはポリマー等）のような適切な材料の何れかを用いて形成されて
いる。適切な材料の例として、Ｓｉ、ＳｉＯ2、ＧａＡｓ、ＩｎＰ、および本明細書に記
載されている他の半導体材料が含まれるが、これに限定されるものではない。電極対２０
８は、第１および第２の電極を備えている。第１および第２の電極に用いられる材料の例
として、Ａｌ（アルミニウム）、Ｍｏ（モリー電極（Moly electrodes））、Ｃｕ（銅）
、Ｆｅ（鉄）、Ａｕ（金）、Ａｇ（銀）、Ｐｔ（白金）、Ｃｒ／Ａｕ（クロム－金）、お
よびドープされたポリシリコン等が含まれるが、これに限定されるものではない。所望で
あれば、実施形態を実施するにあたり用いられる電極は、表面上に酸化物被覆または他の
層を更に含んでいてもよい。第１および第２の電極の方向またはパターンの何れが用いら
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れてもよい。
【００５６】
　ナノ構造物は、フローチャート３００のステップ３０２に係る様々な手法により、第１
および第２の電極のごく近傍に供給される。一実施形態において、容器は、ナノ構造物を
含んでいる溶液２０２の流れを受容する。例えば、実施形態の一例に従い、図６は、ナノ
ワイヤ溶液流システムの６００ブロック図を示している。図６に示されているように、移
動システム６００は、ナノワイヤ懸濁液ソース貯蔵器６０２、ナノワイヤ懸濁液容器６１
０、およびナノワイヤ懸濁液収集チャンバ６０４を備えている。ナノワイヤ懸濁液ソース
貯蔵器６０２は、溶液の供給源を含むタンクまたは他の貯蔵器タイプである。所望であれ
ば、懸濁液を形成させるために、ナノワイヤ（および／または他のナノ構造物）が貯蔵器
６０２の溶液に導入されてもよい。溶液は、水、イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）、他
の液体、これらの組み合わせ等を含んでいる、ナノワイヤを収容するためのいかなる適切
な液体タイプであってもよい。
【００５７】
　図６に示されているように、ナノワイヤ懸濁液ソース貯蔵器６０２は、ナノワイヤ懸濁
液流６０６を排出し、容器６１０により受け入れられる。ナノワイヤ懸濁液流６０６は、
１つ以上の流路、パイプ、バルブ等を通して、貯蔵器６０２により容器６１０に供給され
る。懸濁液と電極対２０８とを相互作用させた後、容器６１０は残存ナノワイヤ懸濁液流
６０８を排出し、ナノワイヤ懸濁液収集チャンバ６０４により受け入れられる。ナノワイ
ヤ懸濁液収集チャンバ６０４は、タンクまたは他の貯蔵器タイプである。チャンバ６０４
内において受け入れられた残存ナノワイヤ懸濁液流６０８は、例えば、濾過され、および
／またはシステム６００を循環させるためにソース貯蔵器６０２に戻って供給されたり、
そこに追加された残存ナノワイヤまたはそこから回復した残存ナノワイヤを有したり、廃
棄されたりしてもよい。
【００５８】
　それ故、上述の実施形態においては、電極対２０８にナノ構造物の懸濁液（例えば、ナ
ノワイヤ「インク」）を供給することにより、１つ以上のナノ構造物が供給される。図６
に示されているように、ナノワイヤを含んでいる溶液を表面上の電極対に対して流れさせ
ることにより、ナノワイヤ懸濁液は供給される。一実施形態において、ナノワイヤが供給
されるにつれて、懸濁液流は流れ方向にナノワイヤを配列させるために役立っている。
【００５９】
　フローチャート３００のステップ３０４に係る様々な手法により１つ以上の隣接したナ
ノワイヤを電極に付随させるために、電場が電極対の電極により生成される。例えば、実
施形態の一例に従い、図７は、フローチャート３００のステップ３０４（図３）を実行さ
せるために用いられるナノワイヤの沈着システム７００を示している。図７に示されてい
るように、システム７００は、電圧源７０２を備えている。電圧源７０２は、電気信号７
０４を供給するために電気的な接続により電極対２０８に結合された信号／波形生成器で
ある。電圧源７０２は、１つ以上のナノワイヤ７０６を電極対２０８に付随させるための
電場を電極対２０８が生成するための直流（ＤＣ）信号および／または交流（ＡＣ）信号
としての電気信号７０４を生成する。
【００６０】
　例えば、図８は、図７の沈着システム７００の一例である、例示的な沈着システム８０
０を示している。図８に示されているように、システム８００は、容器８０２、（容器８
０２中の、および／または容器８０２を流れている）溶液２０２、（溶液２０２中の）ナ
ノワイヤ７０６、および基板２１２を備えている。図８において、基板２１２は、溶液２
０２中に一部（例えば、下方を向いている表面２１０）が浸水しているように示されてい
るが、他の実施形態において、基板２１２は溶液２０２中に完全に浸水しており、および
／または、図８とは別の方向に方向付けられている。第１の電極８０４と第２の電極８０
６との間において矢印により示されている電場８０８は、基板２１２上の電極対２０８に
電圧を印加することにより生成される。１つ以上のナノワイヤ７０６を電極対２０８に付
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随させるため、電気信号７０４を用いて電極対２０８に電圧を印加することにより、電場
８０８が電極対２０８の電極８０４と電極８０６との間において生成される。電場８０８
は、容器８０２へのナノワイヤ生成／導入期間の前、後、および／または、期間中におい
て生成されてもよい。本明細書にて用いられているように、「電場」および「電磁場」と
いう用語は、互いに交換可能に用いられており、電荷の近傍にて荷電された物体に印加さ
れる力を表す。本明細書にて用いられているように、「電極対への電圧印加」という用語
は、電極対の電極間において電場が生成されるように、電極に電気的な電圧／電流を供給
するための、適切な機構またはシステムの何れかを表す。
【００６１】
　電場８０８を生成するための電極対２０８への電圧印加は、フローチャート３００のス
テップ３０４を含めたナノワイヤの配列処理および沈着処理の一部期間または全期間にお
いて実行されてもよい。実施形態の一例では、第１の電極８０４を電圧源７０２の陽極端
に（例えば、ワイヤまたは他の接続方法を用いて）結合させつつ、第２の電極８０６を電
圧源７０２の陰極端に結合させることにより、電場８０８が生成される。電気信号７０４
により導通状態になり電流が供給されると、陰極および陽極は、表面２１０に配置された
電極８０４および８０６に電荷を輸送する。これにより、電極対２０８の電極８０４と電
極８０６との間において電場８０８が生成される。実施形態では、電場８０８は、定電場
、交流電場のようなパルス型の電場、または他の電場タイプであってもよい。
【００６２】
　電場８０８を生成するための電極対２０８への電圧印加は、電極対２０８に電磁場を供
給することによりなされてもよい。この分野ではよく知られているように、電磁波を移動
させつつ供給するために、様々な大きさおよび形状の（例えば、円筒形状の、矩形状の）
導波路が用いられてもよい（例えば、Guru, B.S. et al. "Electromagnetic Field Theor
y Fundamentals" Chapter 10, PWS Publishing Company, Boston, MA(1998)を参照）。実
施形態を実施する際に用いるための導波路の動作周波数は、当業者により難なく規定され
、例えば、約１００ＭＨｚから１０ＧＨｚ、約１ＧＨｚから５ＧＨｚ、約２ＧＨｚから３
ＧＨｚ、約２．５ＧＨｚ、または２．４５ＧＨｚの範囲にある。
【００６３】
　以下において更に記載されているように、ナノワイヤ７０６が、電極８０４と電極８０
６との間において生成された交流電場８０８に遭うと電場勾配が生じる。実質的な双極子
モーメントが、ナノワイヤ７０６（例えば、図８におけるナノワイヤ７０６ａ）の近傍に
て生成され、隣接したナノワイヤが電場の方向に対して平行に配列するように、交流電場
が双極子にトルクを及ぼす。例えば、図９は、電場８０８により電場８０８に対して平行
に配列され、電極対２０８に付随しているナノワイヤ７０６ａを示している。
【００６４】
　実施形態において、第１の電極８０４および第２の電極８０６は、ナノワイヤ７０６の
長軸の長さ未満の距離、ナノワイヤ７０６の長軸の長さと同一の距離、または、ナノワイ
ヤ７０６の長軸の長さ以上の距離だけ離れている。本明細書に記載の方法を用いることに
より、あらゆる長さのナノワイヤ７０６が配列されつつ配置されうる。一実施形態におい
て、電極対の電極間距離は、ナノワイヤは一方の電極または両方の電極の内部エッジを越
えて延伸するような距離である。一実施形態において、ナノワイヤ７０６は各電極の内部
エッジを越えて中央にまで延伸し、ナノワイヤ７０６の端部において数十ｎｎから数μｍ
が電極材料と重なり合っている。電極８０４と電極８０６との間の距離よりも短いナノワ
イヤ７０６は、（もし結合するのであれば）電極対の一方の電極にしか結合できず、これ
により、所望であれば続く除去フェーズにおいて除去される。同様に、実質的に電極８０
４と電極８０６との間の距離よりも長いナノワイヤ７０６は、電極８０４および８０６の
１つ以上を越えて浮遊し／延伸し、（例えば、より大きな露出表面領域を有するので）続
く除去フェーズにおいて除去される。これにより、本実施形態は、様々なナノワイヤサイ
ズを有する懸濁液から所定の長さを有するナノワイヤ７０６を優先的に選択し、それらを
電極対２０８上に配列させつつ沈着させる方法を付加的に提供する。また、実施形態によ
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っては、湾曲していたり、折れ曲がっていたり、屈曲していたりするものよりも「直線状
の」ナノワイヤ７０６が付随しつつ連結されている。それ故に、そのような実施形態は、
折れ曲がっていたり、屈曲していたりするあまり好適ではないナノワイヤ７０６よりも、
直線状のナノワイヤ７０６を好適に沈着することによる付加的な恩恵を提供する。
【００６５】
　ナノワイヤを交流電場に対して平行に配列することに加えて、電場勾配が隣接するナノ
ワイヤ７０６に誘電泳動力を及ぼし、ナノワイヤ７０６は電極対２０８に引き付けられる
。図１０は、基板２１２の電極対２０８にナノワイヤ７０６を引き付ける力１００２を示
している。一実施形態において、力１００２は誘電泳動力である。勾配は電極対２０８の
位置において最も高くなっており、引力は電極に向かって徐々に強まっている。電気的に
２つの層が、電極対２０８の各電極の表面において生成され、電極と逆性に荷電されたイ
オンが電極ごとに存在する。電場８０８においては、イオンは各電極からまずナノワイヤ
７０６ａに向かい移動する。イオンが、逆性に荷電されたナノワイヤ７０６ａに接近する
につれて、イオンは自身と同性の電荷により反発され、それぞれの電極に向かって戻り、
イオンの循環パターンが出来上がる。現存する液体（例えば、ナノワイヤ懸濁液溶液２０
２）もまた循環され、ナノワイヤ７０６ａを電極に引き付ける誘電泳動力に相反する電気
浸透力を生成する。これにより、一実施形態において、図１０に示されている力１００６
は、浸透力を含んでいる。
【００６６】
　また、一実施形態において、ナノワイヤ７０６および表面２１０の電荷値がナノワイヤ
の電極対２０８への付随または固定に影響を与える。例えば、図１０は、付随したナノワ
イヤ７０６ａを有する基板２１２を示している（図示されていない他のナノワイヤも付随
している）。図１０に示されているように、表面２１０は、表面２１０に表面電荷を供給
する、酸化物層のような層１００４を有している。層１００４の電荷極性は、所望のよう
にナノワイヤ７０６ａを引き付けるまたは反発するように選択されてもよい。例えば、層
１００４は、負の表面電荷を表面２１０に提供してもよく、結果的に（例えば、イソプロ
ピルアルコール中にて）負の表面電荷を有するナノワイヤ７０６ａ上に反発力が生じてし
まう。これにより、図１０におけるナノワイヤ７０６ａに反発する力１００６は、ナノワ
イヤ７０６ａおよび層１００４が、同性の電荷極性を有することにより生じる静電気的な
反発力を含んでいる。
【００６７】
　力１００２および力１００６は、（例えば、ナノワイヤ７０６ａが電極対２０８から離
れたところに配置され、電極対２０８または表面２１０に接触していなくとも）電極対２
０８に付随する場所においてナノワイヤ７０６ａが維持されるような平衡状態（または相
対平衡状態）に到達する。本明細書において用いられているように、「付随している」ま
たは「固定されている」という用語は、（ナノワイヤ７０６ａのような）ナノワイヤにか
掛かる引力と反発力とが平衡状態であり、電極対２０８からのナノワイヤの実質的な移動
量が無いまたは殆ど無い（例えば、表面２１０および電極対２０８に対して垂直または略
垂直である）ことを表すため用いられている。これは、本明細書を通し、「付随フェーズ
」とも呼ばれている。ナノワイヤ７０６ａは、電極２０８を越えた（例えば、力１００２
に対して垂直方向おける）ナノワイヤ懸濁液流に関わらず、ナノワイヤ７０６ａに固定さ
れているか、または付随している。ナノワイヤ７０６ａと電極２０８との間における溶液
流および他の反発力により、ナノワイヤ７０６ａに掛かる流体力と平衡になるように誘電
泳動力がナノワイヤ７０６ａを電極２０８に引き付けるため、このナノワイヤ懸濁液流は
ナノワイヤ７０６ａに抗力を及ぼす。
【００６８】
　付随状態または固定状態において、ナノワイヤは電場に対して平行に配置されるが、電
極のエッジに沿って（例えば、電極表面の直上方にある平面において）実質的に移動可能
である。ナノワイヤは、電極２０８から離れて固定されている。電極からの距離量は、印
加された電場８０８の強度、電場８０８の周波数、ナノワイヤ７０６の電荷強度、層１０
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０４の電荷強度等を含めた様々な要因に依存している。
【００６９】
　付随状態または固定状態において、ナノワイヤ７０６は、電極８０４および８０６の長
さに沿って、自由に再配置、移動、配列する。電場８０８に沿って実質的に既に配列され
たナノワイヤ７０６は、最近接のナノワイヤに接触するまで、または、最近接のナノワイ
ヤによって反発されるまで、電極対２０８に沿って移動する傾向にある。実質的に配列さ
れていないナノワイヤ７０６は、最近接のナノワイヤに接触するにつれて、または、最近
接のナノワイヤによって反発されるにつれて、配列されるように移動する傾向にあり、ナ
ノワイヤ７０６に及ぼされる様々な力は平衡状態に到達する。（例えば、電場８０８の方
向に垂直な、電極対２０８に沿った）ナノワイヤ７０６の横方向移動度は、ナノワイヤを
寄せ集めず、それらを配列事象および付随事象の時間的順序に順応させることができる。
すなわち、ナノワイヤが（例えば、懸濁液から）継続的に電極対２０８に提供されるにつ
れて、既に付随しているナノワイヤは、自由に移動することで、他のナノワイヤを電極に
付随させる。
【００７０】
　ナノワイヤ７０６ａを電極対２０８に固定したまたは付随させた後で、電場が除去され
たとしてもナノワイヤ７０６ａが基板２１２上に残存するように、ナノワイヤ７０６ａを
基板２１２上に「固着させる」ことが望ましい。固着に先立ち、溶液流は減少または完全
に停止されるが、これは必要不可欠なものではない。上述のように、（例えば、ナノワイ
ヤ７０６ａおよび基板２１２の表面２１０の両者が負に荷電されていることにより）ナノ
ワイヤ７０６ａは基板２１２の表面２１０により反発され、この静電気的な反発はナノワ
イヤ７０６ａを表面２１０に引き付ける誘電泳動力に対抗する。電気対２０８に印加され
る電圧を増大させることにより、および、これにより電場を増大させることにより、誘電
泳動力はより強力になり、（静電気的な反発に対抗して）ナノワイヤ７０６ａを表面２１
０のより近傍に引き付ける。臨界距離において、ナノワイヤ７０６ａと表面２１０との間
における引力であるファンデルワールス力が重要になる。ファンデルワールス力とは、一
分子内の自発双極子が隣接する分子内において双極子を誘発させる際に、両者間における
一過性の引力を結果的に生じさせる分子間相互作用である。ファンデルワールス力は、原
子スケールにて発生し、より弱い力である。本来は、ヤモリおよび幾つかの昆虫が付着モ
ードとしてファンデルワールス相互作用を用いる。ナノワイヤ７０６ａが表面７１０に対
して近距離内（例えば、おおよそ１０ｎｎ）を移動する際、（誘電泳動力を伴う）ファン
デルワールス力は、ナノワイヤ７０６ａと表面７１０との間における静電気的な反発力に
勝り、ナノワイヤ７０６ａを表面２１０に接触させるように引き付ける。この点において
、ナノワイヤ７０６ａは、基板２１２および／または電極対２０８に「固着されている」
とみなされる。更に、この点において、電極対２０８に印加される電圧はゼロにまで減少
し、電場は除去され（誘電泳動力は除外され）、ナノワイヤ７０６ａはファン・デル・ワ
ールス力により表面２１０に付着したまま残存する。
【００７１】
　このように、実施形態において、ナノ構造物は電場を用いることにより基板上に形成さ
れる。実施形態において、ナノ構造物の沈着の態様を向上および／または改善させるため
に、システムおよび処理の様々な態様が補正される。向上されたおよび／または改善され
たナノ構造物の沈着のための実施形態の更なる例は、以下の段落において記載されている
。そのような実施形態では、複数のナノ構造物が電極対に形成されないように、１つのナ
ノ構造物（例えば、１つのナノワイヤ）が対応する電極対に形成されるように構成されて
いる。更に、もしくは、または、実施形態は、複数のナノ構造物（例えば、２つのナノワ
イヤ、３つのナノワイヤ等）が対応する電極対に選択的に形成されるように構成されてい
る。実施形態では、基板上の１つの電極対に、または、基板上の電極アレイにおける電極
対のような複数の電極対にナノ構造物を形成するように構成されている。本明細書におい
て、ナノ構造物の沈着に関する数多くの実施形態が記載されている。そのような実施形態
は、説明のために個々に記載されているが、任意の態様において組み合わされてもよい。
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【００７２】
　当業者は理解するであろうが、本発明のシステムおよび方法は、本明細書において説明
されているように、複数の競合パラメータの複雑な相乗効果を含んでいる。本発明により
考えられた当該システムおよび方法は、特定の適用例における目標を実現するために、こ
れらのパラメータの補正を含んでいる。以下に説明されるように、ナノワイヤの沈着を制
御している主な要因は、電場の強度、周波数、駆動信号、溶液流率および溶液流方向、そ
して溶媒、ナノワイヤ、および基板の構成および特性を含んでおり、本システムにおける
競合力は、誘電泳動力、浸透力、静電気力、流体力、および重力を含んでいる。以下に説
明されるように、これらのパラメータおよび他のパラメータは、特定の適用例におけるナ
ノワイヤの沈着の要求を実現するために調整されてもよい。例えば、複数ナノワイヤの沈
着は、流体力学的な移動、電極の幅、および印加電圧に比べ、電場強度に強く依存する。
当業者は理解するであろうが、本発明は、所望のナノワイヤの沈着を提供するためのシス
テムおよび方法の補正を含んでいる。これは、特定のシステムパラメータが本発明の適用
例ごとに唯一のものであり、そのような補正が必要不可欠であるからである。
【００７３】
　本発明の所定の実施形態において補正された更なるパラメータは、例えば、独立電荷値
および相対電荷値、そして、ナノワイヤ、ナノワイヤ溶液、および基板の表面の極性を含
んでいる。固定および固着に用いられる様々な溶媒の特性は、構成、ｐＨレベル、流率お
よび流方向を含んでいる。ナノワイヤの特性は、構成、形状、サイズ／大きさ、表面特性
、極性、分極性、密度、溶媒濃度、相互反発力、および、ナノワイヤと基板との反発力を
含んでいる。電極の特性は、本システムにおける電極の量、形状、形状、サイズ／大きさ
、間隔、均一性、構成、および、パターン／配置を含んでいる。本システムおよび方法の
優れたパラメータが以下に詳細に記載されている。
【００７４】
　（Ａ．誘電泳動を用いたナノワイヤ形成用複数溶媒技術）
　一実施形態において、ナノ構造物の沈着の際に一連の異種の溶媒が用いられる。１つ以
上の任意の数の溶媒が沈着の際に適用される。各溶媒は、ナノ構造物を表面に固定させる
際に有利な、ナノ構造物を表面に固着させる際に有利な、および／または、沈着処理の更
なる様態において有利な１つ以上の特性を提供する。
【００７５】
　ナノワイヤの大きさと釣り合った基板の電極上に方向付けられ沈着されるために、ナノ
ワイヤが溶媒中に懸濁されてもよい。電場強度、駆動信号、流体力学的動力、（溶媒によ
り影響を与えられた）表面特性、およびナノワイヤ特性は、ナノワイヤの沈着の様態を変
更するために調整されうるパラメータである。基板上の電極へのナノワイヤの沈着の一例
において、ナノワイヤは沈着の際に電極を覆い、表面上に固着され密着されることが可能
になる。沈着の際にナノワイヤが粘着性を有する場合、そのようなナノワイヤは基板上に
ランダムに付着するか基板上には固着せず、沈着処理は成功していない。
【００７６】
　一実施形態において、基板の表面上にナノワイヤを形成するために、溶媒が連続して用
いられる。例えば、図１１は、一実施形態によれば、ナノ構造物を沈着するための処理を
提供しているフローチャート１１００を示している。他の構造的および動作的な実施形態
は、以下の記述に基づけば当業者には明白である。フローチャート１１００の全ステップ
が全実施形態において実行される必要があるわけではなく、フローチャート１１００のス
テップが図１１に示されている順序にて実行される必要があるわけでもない。
【００７７】
　フローチャート１１００は、ステップ１１０２と共に開始する。ステップ１１０２では
、ナノワイヤを基板上に密着させずに、基板の電極上にナノワイヤを誘電泳動的に固定可
能な特性を有する第１の溶媒が選択される。密着させずにナノワイヤを誘電泳動的に固定
可能な第１の溶媒の例が、以下に更に記載されている。
【００７８】
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　ステップ１１０４では、ナノワイヤを基板上に固着可能な特性を有する第２の溶媒が選
択される。ナノワイヤを固着可能な特性を有する第２の溶媒の例が、以下に更に記載され
ている。
【００７９】
　ステップ１１０６では、ナノワイヤを基板上に固定させるために、第１の溶媒およびナ
ノワイヤを含んでいる第１の懸濁液が基板上に流される。例えば、（ステップ１１０２に
おいて選択された第１の溶媒を含んでいる）第１の懸濁液は、ナノワイヤを固定させるた
めの既述の態様と同様の態様にて基板の上方を流される。
【００８０】
　ステップ１１０８では、ナノワイヤを基板に固着させるために、第２の溶媒を含んでい
る第２の懸濁液が基板上に流される。例えば、（ステップ１０４において選択された第２
の溶媒を含んでいる）第２の懸濁液は、ナノワイヤを固着させるための既述の態様と同様
の態様にて基板の上方を流される。
【００８１】
　ステップ１１１０では、基板が乾燥される。基板は、本明細書に記載の任意の態様、ま
たは、他に知られている任意の態様にて乾燥される。
【００８２】
　フローチャート１１００によれば、第１および第２の溶媒が、ナノ構造物の沈着処理に
おいて用いられる。第１の溶媒は、ナノワイヤを固定させるために基板上に流される（ス
テップ１１０６）。ナノワイヤが基板上に密着することを防ぐ、（ステップ１１０２にて
選択された）第１の溶媒の特性により、ナノワイヤは沈着処理の間にて基板上に固着させ
られない。このように、乾燥処理間にて、先に第２の溶媒を適用させることなく、ナノワ
イヤは所望の位置から移動され、結果的にナノワイヤは不規則に配置される。（例えば、
乾燥処理の間にて）ナノワイヤが移動することを防ぐために、第２の溶媒がナノワイヤを
基板に固着させる特性を有するように（ステップ１１０４において）選択される。第２の
溶媒は、（ステップ１１０８での）沈着処理における第１の溶媒と交換するために用いら
れる。第２の溶媒により、ナノワイヤは基板に固着させられる。
【００８３】
　例えば、一実施形態において、図６に示されているナノワイヤ溶液流システム６００は
、フローチャート１１００を実行する。図６を参照すると、ナノワイヤ懸濁液ソース貯蔵
器６０２は、第１の溶媒において懸濁しているナノワイヤの流れである懸濁液流６０６を
提供するように構成されている。例えば、貯蔵器６０２は、第１の溶媒を提供する第１の
溶液ソースを含んでいる。懸濁液流６０６は、ナノワイヤを受容する電極を有する基板（
例えば、基板２１２）を含んでいるナノワイヤ懸濁液容器６１０に受容される。ナノワイ
ヤが容器６１０中の基板に固定された後に、ナノワイヤ懸濁液ソース貯蔵器６０２は、第
２の溶媒において懸濁している懸濁液流６０６を提供するように構成される。例えば、貯
蔵器６０２は、第２の溶媒を提供する第２の溶液ソースを含んでいる。（第２の溶媒を含
んでいる）懸濁液流６０６は、ナノワイヤ懸濁液容器６１０に受容され、（本明細書にお
いて記載されているように、例えば、電場を適用することにより）ナノワイヤは基板に固
着される。
【００８４】
　例えば、一実施形態において、第１の溶媒は、任意の相対比率におけるＩＰＡ（イソプ
ロピルアルコール）と水との混合物であり、水（Ｈ2Ｏ）の相対比率は０．１～１００％
の範囲内における任意の値を含んでいる。例えば、第１の溶媒は、ＩＰＡが８５％、水が
１５％である溶液であり、沈着チャンバ（例えば、ナノワイヤ懸濁液容器６１０）におけ
るナノワイヤの沈着に用いられる。ＩＰＡと共に混合物に含まれる水により、ナノワイヤ
が表面に密着することを防いでいる。適切な数のナノワイヤが電極に固定された後に、沈
着チャンバから過剰なナノワイヤが洗浄される。過剰なナノワイヤが沈着チャンバから洗
浄された後、ナノワイヤは高電圧が印加されることにより、表面に固着されてもよい。ナ
ノワイヤが表面に固着された後、純正のＩＰＡからなる第２の溶媒（または他の適切な第
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２の溶媒）が沈着チャンバを通して流される。沈着チャンバは、第１の溶媒をより速く除
去できる液体流特性を有するように構成されている。ＩＰＡからなる第２の溶媒は、ナノ
ワイヤの表面への付着および固着を改善する。続いて、第２の溶媒が除去される。
【００８５】
　第１および第２の溶媒は、水－アルコール混合物、無極性溶媒、添加物等を含めた様々
な溶液を１つ以上含んでいる。一実施形態において、添加物を伴う純正の溶媒が、密着防
止のために（第１の溶媒として）用いられ、ナノワイヤが固定された後に洗浄される（例
えば、有極性溶媒、無極性溶媒、または界面活性剤を伴うアルコール）。第１および第２
の溶媒の濃度は、所望の特性を選択するために変化させられうる。例えば、ナノワイヤが
基板から強力に反発されるところから基板に強力に引き付けられるところまでの範囲にお
いて動作するように、溶媒は形成される。この範囲を越えて構成される溶媒を形成するた
めに、ｐＨ調整剤、塩等を含んだ化学薬品の１つ以上が溶液に追加されてもよい。
【００８６】
　（Ｂ．基板上への沈着後の過剰なナノワイヤ洗浄技術）
　一実施形態において、固定されていないナノワイヤの基板からの洗浄の速度および洗浄
の質を改善すべく、ナノワイヤ、チップレットのような電子デバイス等のナノ構造物を沈
着基板から離れて定着させるために重力が活用される。
【００８７】
　例えば、ナノワイヤの沈着は、ナノワイヤ懸濁液またはナノワイヤ溶液（「ナノワイヤ
インク」とも呼ばれる）を電場を用いて基板上に引き付けることにより実行される。一実
施形態において、ナノワイヤが基板の表面に向かって下方に定着できるように、沈着がナ
ノワイヤインクの下方の基板に対して実行されてもよい。このように、重力により表面付
近におけるナノワイヤの高濃度が促進され、これにより沈着および電極の全装荷が加速さ
れる。しかしながら、この構成によれば、ナノワイヤは基板のごく近くにあり、基板のご
く近くにおける流体速度は非常に小さいので、ナノワイヤが表面から洗浄されることは困
難である。このように、基板洗浄段階では、全沈着処理の７５％以上の時間を要する。基
板洗浄段階を向上させる技術であれば、如何なるものも全沈着処理をはるかに高速化させ
られる。
【００８８】
　一実施形態において、閉鎖システムが、ナノ構造物の沈着に用いられる。ここで、沈着
基板は、高アスペクト（幅／高さ）比流路を有する１つの大きな壁を形成する。沈着の間
、沈着基板は、流路間を流れさせられる流体／懸濁液に露出された電極を伴う閉鎖システ
ム／セルの底部壁の上にある。ナノワイヤは、交流電場（誘電泳動）を介し流体から直接
電極上に沈着される。電極がナノワイヤで満たされた後、過剰なナノワイヤはセルから洗
浄される。洗浄手順の一例において、システムは通常の構成（沈着に用いられるものと同
様の方向）においてナノワイヤインク（例えば、ナノワイヤを含んでいない、８５％のＩ
ＰＡおよび１５％の水からなる溶媒）を形成する純正の連続相成分を用いて第１の洗浄段
階において洗浄される。表面から１０μｍから２０μｍのところの流体要素が全流路長を
通過するように、第１の洗浄段階の洗浄時間は十分に長くする（１００ミリメートル長の
流路に対しておおよそ１０分）。第１の洗浄段階が完了すると、流路内の流れは止まり、
沈着基板が流路の上部境界を形成するように、システムが反転される。一旦、反転される
と、表面付近のナノワイヤは流路の中央に向かい定着し始める。反転された後、第２の洗
浄段階において流れは再開され、壁から離れるにつれて速度が増大するので、ナノワイヤ
はより速く洗浄される。この手順により、洗浄時間が１桁短縮される。
【００８９】
　システムの形状およびサイズ、ナノワイヤタイプ、インク溶媒、および沈着基板を含め
た様々なパラメータが補正される。実施形態は、スタンピングシステムにおいて実行され
る。
【００９０】
　例えば、図１２Ａは、実施形態の一例によれば、反転洗浄が可能なナノワイヤ溶液流シ
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ステム１２００のブロック図を示している。ナノワイヤ溶液流システム１２００は、図６
のシステム６００と同様のものである。図１２Ａに示されているように、システム１２０
０は、ナノワイヤ懸濁液ソース貯蔵器６０２、反転可能なナノワイヤ懸濁液チャンバまた
は容器１２０２、およびナノワイヤ懸濁液収集チャンバ６０４を備えている。ナノ構造物
の沈着および洗浄において援助するために、反転可能なナノワイヤ懸濁液容器１２０２は
、沈着処理の間、一方向以上の方向において方向付けされる。
【００９１】
　例えば、実施形態の一例によれば、図１２Ｂは反転可能なナノワイヤ懸濁液容器１２０
２の一部の断面図を示している。図１２Ｂに示されているように、容器１２０２は、互い
に反対側にある第１の表面１２０４および第２の表面１２０６を有する本体を備えており
、当該第１の表面１２０４および第２の表面１２０６は、容器１２０２を通して流路１２
０８を形成する間隙の距離だけ離れている。基板１２１６は、容器１２０２内の第２の表
面１２０６上に配置されている。電極８０４および８０６は、基板１２１６の表面１２１
８上に形成されている。第１の表面１２０４が第２の表面１２０６の上方にあるように（
例えば、ここで、第１の表面１２０４から第２の表面１２０６に向けて重力が掛かる）、
容器１２０２は図１２Ｂにおける第１の方向に方向付けられている。図１２Ｃは、第２の
表面１２０６が第１の表面１２０４の上方にあるように、図１２Ｂの容器１２０２を反転
して方向付けしたものを示している（例えば、ここで、第２の表面１２０６から第１の表
面１２０４に向けて重力が掛かる）。
【００９２】
　（図１２Ｂおよび１２Ｃの容器１２０２を含めた）図１２Ａのシステム１２００は、様
々なやり方によりナノ構造物の沈着および洗浄を実行する。例えば、図１３は、一実施形
態によれば、ナノ構造物の沈着処理を提供するフローチャート１３００を示している。他
の構造的および動作的な実施形態は、以下の記載に基づけば当業者には明白である。全て
の実施形態において、フローチャート１３００の全ステップが実行される必要は無く、フ
ローチャート１３００のステップは図１３に示されている順に実行される必要も無い。
【００９３】
　フローチャート１３００は、ステップ１３０２と共に開始する。ステップ１３０２では
、基板の表面が第１の方向にて配置されており、表面は第１の電極および第２の電極を含
む電極対を備えている。例えば、図１２Ｂに示されているように、基板１２１６は、容器
１２０２内の第２の表面１２０６に配置されており、それ故、基板１２１６の表面１２１
８は流路１２１８に方向付けられている。電極８０４および８０６は、基板１２１６の表
面１２１８上にある。電極の一対が基板１２１６上に示されているが、任意の数の電極対
（および更なる特徴）が基板１２１６上に形成されている。
【００９４】
　ステップ１３０４では、複数のナノワイヤを含む懸濁液が基板の表面上を流れる。例え
ば、図１２Ａを参照すると、ナノワイヤ懸濁液ソース貯蔵器６０２は、容器１２０２によ
り受容されるナノワイヤ懸濁液流６０６を排出する。ナノワイヤ懸濁液流６０６はナノワ
イヤを含んでおり、基板１２１６の表面１２１８の上方を流れる。
【００９５】
　ステップ１３０６では、懸濁液からの少なくとも１つのナノワイヤを電極対に付随させ
るために、電極対を用いて電場が生成される。例えば、図１２Ａを参照すると、上述のや
り方にて電極８０４および８０６を用いて電場が生成される。ナノワイヤ懸濁液流６０６
の懸濁液中のナノワイヤは電極８０４および８０６と相互作用し、懸濁液からの１つ以上
のナノワイヤが電極８０４および８０６に付随するようになる。容器６１０は、ナノワイ
ヤ懸濁液収集チャンバ６０４により受容される残存ナノワイヤ懸濁液流６０８を排出する
。
【００９６】
　ステップ１３０８では、基板の表面が、過剰なナノワイヤを除去するために第１の方向
において洗浄される。例えば、図１２Ａに示されているように、第１の洗浄段階において
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、第１の洗浄液１２１０が貯蔵器６０２から受容され、容器１２０２を通って収集のため
のナノワイヤ懸濁液収集チャンバ６０４に流れる。第１の洗浄液１２１０は、過剰なナノ
ワイヤを除去するために容器１２０２を洗浄する。例えば、図１２Ｂを参照すると、ナノ
ワイヤ７０６ａが、（例えば、ステップ１３０６により）電極対８０４および８０６に付
随するものであり、ナノワイヤ７０６ｂから７０６ｆが過剰なナノワイヤである。第１の
洗浄液１２１０は、ナノワイヤ７０６ｂから７０６ｆの少なくとも幾つかを基板１２１６
および／または流路１２０８から洗浄するために、容器１２０２の流路１２０８を通って
流れる。例えば、流路１２０８の中央部の速度が最速なので、流路１２０８のより中央に
配置されたナノワイヤ７０６ｅおよび７０６ｆが、第１の洗浄液１２１０により流路１２
０８から洗浄される。
【００９７】
　ステップ１３１０では、基板が第２の方向へと回転される。例えば、図１２Ａを参照す
ると、前の方向から位置が反転されるように、容器１２０２が第２の方向へと回転される
。容器１２０２は、手動反転（例えば、人が反転させる）またはモータ動作等による自動
反転を含んだ任意のやり方にて第２の方向へと回転される。例えば、図１２Ｂの容器１２
０２は、反対の方向である、図１２Ｃに示されている容器１２０２の方向へと回転される
。
【００９８】
　ステップ１３１２では、過剰なナノワイヤを除去するために、基板の表面が第２の方向
において洗浄される。例えば、図１２Ａに示されているように、第２の洗浄段階において
、第２の洗浄液１２１２が貯蔵器６０２から受容され、容器１２０２を通って収集のため
のナノワイヤ懸濁液収集チャンバ６０４に流れる。第２の洗浄液１２１２は、第１の洗浄
液１２１０により除去されなかった過剰なナノワイヤを除去するために容器１２０２を洗
浄する。例えば、図１２Ｃを参照すると、（第１の洗浄液１２１により洗浄されることに
より）図１２Ｂに示されているナノワイヤ７０６ｅおよび７０６ｆは、もはや存在しない
。ナノワイヤ７０６ａは、ステップ１３０６により電極８０４および８０６に付随してお
り、ナノワイヤ７０６ｂから７０６ｄは図１２Ｃに見ることのできる残存過剰なナノワイ
ヤである。（図１２Ｂに対する）容器１２０２の反転により、重力がナノワイヤ７０６ｂ
から７０６ｄに作用し、それらを容器１２０２の基板１２１６および第２の表面１２０６
から下方へ流路１２０８の中央部を通り容器１２０２の第１の表面１２０４に向けて移動
させる。例えば、図１２Ｃに示されているように、重力１２１４は、ナノワイヤ７０６ｄ
に作用する。第２の洗浄液１２１０は、流路１２０８内のナノワイヤ７０６ｂから７０６
ｄの少なくとも幾つかを洗浄するために、容器１２０２の流路１２０８を通り流れる。ナ
ノワイヤ７０６ｂから７０６ｄが第２の洗浄液１２１０の速度が最速である流路１２０８
の中央部へ移動するにつれて、ナノワイヤ７０６ｂから７０６ｄはより簡単に除去されや
すくなる。
【００９９】
　閉鎖沈着セルを用いると、洗浄時間は、ナノワイヤを入口領域から洗浄するための効力
(efficacy)および表面におけるナノワイヤの速度により制御される。例えば、以下の式（
１）は、流路の中央線からの距離ｙを変数にとる、粒子（例えば、ナノワイヤ）の速度Ｖ
を表す。
【０１００】
【数１】

【０１０１】
ここで、Ｑは流路を通る流体の流速度（例えば、ｍＬ／分）、ｈは流路の間隙距離または
高さ（例えば、ｍｍ）、ｗは流路幅（例えば、ｍｍ）である。
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【０１０２】
　壁からナノワイヤまでの距離ｄは、ｄ＝ｈ－ｙの関係により与えられる。例えば、図１
４は、容器の壁（例えば、第２の表面１２０６）からの距離に対する速度のプロットを示
している。プロット１４００のプロット線１４０２のように、第２の表面１２０６からの
距離が増加するにつれて速度が増加する。図１４の例を関して、プロット１４００を生成
させるために、幾つかのシステムパラメータ例が用いられた。
・流路１２０８の幅＝４９ｍｍ
・第１の表面１２０４と第２の表面１２０６との間隙＝０．５ｍｍ
・流路長＝８０ｍｍ
・流路を通る流体の流速度＝ｃｍ３／分
５μｍ／秒から２０μｍ／秒である測定されたナノワイヤの速度は、５００ｎｍから１．
８μｍである第２の表面１２０６からの浮遊高さに対応している。例えば、それぞれの洗
浄は１．５時間から４．５時間掛かる。実施形態において、ナノワイヤ懸濁液容器１２０
２は、特定の適用に選択されるように、任意の大きさを有している。
【０１０３】
　ステップ１３１０の間にチャンバ６０４を回転させることにより（例えば、１８０度）
、第２の表面１２０６にて固定されていないナノワイヤまたは第２の表面１２０６の付近
にて固定されていないナノワイヤは、第２の洗浄液１２１０の速度が最速である流路１２
０８内部に定着する傾向にある。例えば、ナノワイヤ７０６および／または他の粒子の定
着速度は、ナノワイヤの大きさに基づいて規定される。
【０１０４】

【数２】

【０１０５】
ここで、Ｖは定着速度（例えば、ｍｍ／秒）、Ｄは粒子の直径（例えば、ナノワイヤ長）
、ｇは重力加速度（例えば、９．８１ｍ／秒２）、ρｐａｒｔは粒子密度（例えば、ｇ／
ｃｍ３）、ρｆｌｕｉｄは流体密度（例えば、ｇ／ｃｍ３）、Ｃｄは抗力係数（単位なし
）である。抗力係数Ｃｄは、以下のように算出される。
【０１０６】

【数３】

【０１０７】
ここで、Ｆは粒子に印加される力、および、Ａは粒子表面の領域（πｒ２Ｌ）である。
（垂直円柱のための）粒子に印加される力Ｆは、以下のように算出される。
【０１０８】
【数４】

【０１０９】
ここで、μは流体粘度（パスカル秒）、Ｌはナノワイヤ長、ｒはナノワイヤの半径である
。
【０１１０】
　例えば、直径ｄ＝２４０ｎｍおよび長さＬ＝１８μｍを有するナノワイヤ７０６（「シ
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リンダー」）にとって、このようなナノワイヤ７０６は０．８１μｍ３の体積を有してい
る。このようなナノワイヤ７０６にとって、等価球半径は１．２４である。等価球の定着
速度は１．１２μｍ／秒である。このようにすると、シリンダーの定着速度は０．２５μ
ｍ／秒（１４μｍ／分）である。
【０１１１】
　図１５は、実施形態の例によれば、実現された洗浄時間の減少を表すプロット１５００
を示している。プロット１５００は、ｍＬ／分である流体速度Ｑ（Ｘ軸）に対するμｍ／
秒であるナノワイヤ速度ｕ（Ｙ軸）をプロットしている。７つのプロット線が、流路表面
からの様々な距離に対してプロット１５００においてプロットされており、流路の中心部
に向かって速度が増加することを示している。例えば、図１５に関して、１分の定着後に
ナノワイヤ速度が１桁より大きく増加し、２時間よりも長く掛かっていた洗浄時間は１０
分未満に短縮される。
【０１１２】
　反転洗浄検査の例が以下に記載されている。（２９０ｍＶの電極電圧にて）２５分の沈
着が実行され、反転洗浄時間は３０分であった。容器を回転させる間に電極電圧が３５０
ｍＶにまで増加させられた（容器内の気泡が幾つかのナノワイヤを除去した）。容器を反
転させた後、ナノワイヤの沈着の間に用いられた流速度と同一の流速度にて洗浄が実行さ
れ、重複ナノワイヤを除去するために減少された電源電圧が用いられた（２７０ｍＶの電
源電圧）。１０分のＩＰＡ洗浄が実行され、固着および乾燥処理が実行された（８分間の
排液および１０分間の窒素乾燥）。容器を反転させない沈着処理では４時間掛かるのに対
し、沈着および反転洗浄に掛かった全処理時間は、おおよそ１．５時間であった。
【０１１３】
　図１６は、実施形態の一例によれば、反転洗浄検査における洗浄前の基板上での第１の
電極１６０２ａおよび第２の電極１６０２ｂの画像１６００を示している。ナノワイヤ１
６０４が図１６に示されている。ナノワイヤ１６０６が電極１６０２ａおよび１６０２ｂ
に付随して示されている。図１７は、（セルの出口付近にて）洗浄が実行されてから１５
分後の図１６における基板の画像１７００を示しており、図１６に対して倍率は下がって
いる。図１７において、１１個の電極対１７０２が電極アレイ１７０４に含まれている。
電極対１７０２の各対は対応する電極１６０２ａおよび１６０２ｂ、および対応する電極
１６０２ａと１６０２ｂとの間を延伸している付随したナノワイヤ１６０６を含んでいる
。１１個の電極対１７０２は、一列縦隊の列に互いに平行に配置されている。電極アレイ
１７０４は、第１の導体１７０６（例えば、第１の「バスライン」）および第２の導体１
７０８（例えば、第２の「バスライン」）を更に含んでいる。電極１６０２ａの各々の第
１の端部が第１の導体１７０６に接続されており、電極１６０４ａの各々の第１の端部が
第２の導体１７０６に接続されている。ナノワイヤ１６０６の各々は、対応する電極対１
６０２ａおよび１６０２ｂの第２の端部の間にて延伸している。電極対１６０２ａおよび
１６０２ｂの各々の第２の端部は、電極の間隙または間隔１７１０の距離だけ離れている
。隣接する電極対１７０２は、電極対の間隔の距離だけ離れている。
【０１１４】
　他の例において、ウェハ表面上にナノワイヤを沈着するため、そして、過剰なナノワイ
ヤを洗浄するために、反転洗浄処理が１時間３０分間継続的に実行される。処理の間、（
ナノワイヤ密度が５×１０6ナノワイヤ／ｍＬである懸濁液を用いた）沈着が３０分周期
にて実行され、沈着の構成にて洗浄が１０分間実行される（例えば、ナノワイヤが上部表
面において除去される）。反転された構成への転換が５分間実行され、反転洗浄処理（８
５％のＩＰＡおよび１５％の水）が２０分間実行される。１００％のＩＰＡを用いた反転
洗浄処理が次に１０分間実行される。固着および排液処理が５分間実行され、窒素乾燥処
理が１０分間実行される。結果として、ナノワイヤの沈着の均一性は、効果的に洗浄され
ることにより向上され、ウェハ表面は極度に清潔になる。
【０１１５】
　図１８は、通常の構成において３時間洗浄されたウェハの基板上の複数の電極アレイの
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画像１８００を示している。図１８に示されているように、電極に付随していない数多く
の浮遊ナノワイヤ１８０２が、ウェハ表面上に存在している。図１９は、実施形態の一例
によれば、図１８に示されているウェハの表面上に複数の電極アレイが反転構成において
３０分間洗浄された後の画像１９００を示している。図１９に示されているように、ウェ
ハ表面全体に存在している浮遊ナノワイヤは、殆ど無いまたは全く無い。反転構成におい
て洗浄されたウェハは、（反転していない）沈着の方向において洗浄されたウェハよりも
著しく清潔になる。
【０１１６】
　他の例において、ウェハ表面上にナノワイヤを沈着するため、そして、過剰なナノワイ
ヤを洗浄するために、反転洗浄処理が２時間４０分間継続的に実行される。処理の間、（
ナノワイヤ密度が５×１０6ナノワイヤ／ｍＬである懸濁液を用いた）沈着が１時間周期
にて実行され、（上部表面においてナノワイヤを除去するために）沈着の構成にて洗浄が
１０分間実行される。反転された構成への転換が５分間実行され、反転洗浄処理が（８５
％のＩＰＡおよび１５％の水を用いて）１時間実行される。１００％のＩＰＡを用いた反
転洗浄処理が次に１０分間実行される。固着および排液処理が５分間実行され、窒素乾燥
処理が１０分間実行される。結果として、この例においては電極密度がより高いので、反
転洗浄時間が先の例よりも長くかかり、これにより定着が減少した。反転洗浄処理は、沈
着の均一性を従来技術より著しく改善した。
【０１１７】
　（Ｃ．ナノワイヤの沈着のための電極構成）
　上述のように、電場を用いて溶液中に存在するナノワイヤを基板上に引き付けることに
より、ナノ構造物の沈着は実行される。電場を生成するために用いられる電極のタイプお
よび構成は、沈着処理に重大な影響を与える。ナノワイヤを沈着するための沈着システム
は、沈着の質に影響を与えうる不均一性を有している（例えば、流体力学的な不均一性を
有している）。これにより、基板全体において沈着の均一性を保障するナノ構造物の沈着
システムにおける動作ウィンドウを理解しつつ最大限にすることが好ましい。
【０１１８】
　実施形態において、電極形状は、選択されたやり方にて溶液から電極にナノ構造物を沈
着可能な構成となるように提供される。例えば、電極形状は、１つのナノワイヤが電極に
沈着されるように、または、多数のナノワイヤ（例えば、２つのナノワイヤ、３つのナノ
ワイヤ等）が電極に沈着されるように構成されている。基板は、同様の形状または異なる
形状を有する複数の電極対を含んでいる。例えば、異なる電極形状による異なる振る舞い
を活用するために、異なる形状を有する電極は沈着のために存在している。ナノワイヤが
様々な要因に基づいて異なる電極形状に引き付けられるので、基板は、異なる形のナノワ
イヤを特定の位置に沈着させる異なる電極パターンと共に形成される。更に、電極の材料
および薄膜の積層（例えば、電極を被覆するために誘電体が用いられる）は、ナノ構造物
の沈着の特性（例えば、電極対に沈着されたナノワイヤの数量、沈着位置等）を変更させ
るために変更されてもよい。
【０１１９】
　例えば、一実施形態において、高アスペクト比の流路を含むシステム（例えば、図６に
おける容器６１０または図１２における容器１２０２）が、沈着のために用いられる。シ
ステム内には、流路の１つの大きな壁に形成された、または、配置された沈着基板が存在
している。システムは閉鎖していても閉鎖していなくてもよく、沈着基板を横切る少なく
とも１つの方向においてせん断応力が均一であるように構成されている。本明細書に記載
されているように、誘電泳動力によりナノワイヤが流路を通って流れるバルクの液体から
基板の電極上に引き付けられる。ナノワイヤの沈着を発生させるために、誘電泳動力は、
基板に接する方向（流体抗力の方向）において、ナノワイヤ上の流体抗力よりも大きい。
さもなければ、ナノワイヤは電極から一掃される。１つの電極対に固定されるナノワイヤ
の数は、ナノワイヤサイズ、せん断力、電極に印加される電圧、電圧の周波数、および電
極形状のような要因に依存する。電極に印加される電圧の周波数は、誘電泳動力が発生す
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るほどに十分大きく設定される。
【０１２０】
　例えば、図２０は、一実施形態例に従った、基板上に形成された電極対２０８示してい
る。電極対２０８は、第１の電極８０４および第２の電極８０６を備えている。図２０に
示されているように、電極８０４および８０６の各々は幅２００２を有しており、電極間
の間隔２００４（または、間隙、距離）が、電極８０４の端部２００６と電極８０６の端
部２００８との間に存在している（端部２００６および２００８は、図２０の例において
四角形状に示されている）。説明のために、３つのナノワイヤ７０６ａから７０６ｃが図
２０に示されている。ナノワイヤ７０６ａは、電極８０４および８０６に接近しているよ
うに示されている。ナノワイヤ７０６ｂは、電極８０４および８０６に固定されているよ
うに示されている。ナノワイヤ７０６ｃは、ナノワイヤ７０６ｂによって電極８０４およ
び８０６から置換されているように示されている。ナノワイヤ７０６の沈着を向上させる
ために、電極の幅２００２、電極の間隔２００４、流路の高さ、ナノワイヤの表面電荷、
ナノワイヤの分極性（電場からの電荷）、および溶液の特性の内、任意の１つ以上のもの
が変更されてもよい。
【０１２１】
　一実施形態において、１つのナノワイヤの長さの少なくとも２．５μｍが電極８０４お
よび８０６のそれぞれに重なり合うように、間隔２００４が１つのナノワイヤの沈着用に
設置されてもよい。そのような実施形態において、間隔２００４は、ナノワイヤから５μ
ｍを引いた長さであるように構成されてもよい。この構成により、電極に橋を架けている
直鎖状の構造において並置された２つのナノワイヤのような欠陥を防いでもよい。このよ
うにして、沈着溶液中のナノワイヤの１０μｍのナノワイヤ長に対して、ナノワイヤが間
隔２００４に架かりつつ電極８０４および８０６のそれぞれに２．５μｍずつ重なり合え
るように、間隔２００４は５μｍ（または５μｍ未満）に設置されてもよい。
【０１２２】
　電極の幅２００２に関して、電極の幅２００２が増加するにつれて、１つのナノワイヤ
の沈着ウィンドウが減少する。一実施形態例において、電極８０４および８０６への１つ
のナノワイヤの沈着が望まれる場合、電極の幅２００２の最大値はおおよそ２μｍになる
。幅２００２が減少するにつれて、印加される電圧値は増加し、ナノワイヤが電極８０４
および８０６に時期尚早に固着され易くなり、電極が腐敗する可能性が増加する。
【０１２３】
　図２１は、実施形態に従った、電極の幅２１０２の異なる値に対する様々な電極電圧ウ
ィンドウのプロット２１００を示している。図２１は、沈着ウィンドウ電圧（ボルト）に
対する様々な電極の幅の値（μｍ）について、電極毎のナノワイヤの様々な値を示してお
り、電極の幅の７つの値（１．５μｍ、２μｍ、２．５μｍ、３μｍ、３．５μｍ、４μ
ｍ、および４．５μｍ）のそれぞれについてのプロット線を含んでいる。図２１に示され
ている、４．５μｍの電極の幅に対するプロット線２１０２を例にすると、第１の範囲２
１０４はナノワイヤが電極対に全く固定されていない範囲を示しており、第２の範囲２１
０６は１つのナノワイヤが電極対に固定されている範囲を示しており、第３の範囲２１０
８は２つのナノワイヤが電極対に固定されている範囲を示しており、第４の範囲２１１０
は３つのナノワイヤが電極対に固定されている範囲を示している。このようにして、プロ
ット線２１０２に関して、電極の幅４．５μｍを有している電極対毎に１つのナノワイヤ
が沈着されることが望まれる場合、おおよそ１３０ｍＶから１５０ｍＶの範囲における電
極電圧が印加されてもよい。電極の幅４．５μｍを有している電極対毎に１つまたは２つ
のナノワイヤが沈着されることが望まれる場合、おおよそ１５０ｍＶから１７０ｍＶの範
囲における電極電圧が印加されてもよい。電極の幅４．５μｍを有している電極対毎に２
つのナノワイヤが沈着されることが望まれる場合、おおよそ１７０ｍＶから１８０ｍＶの
範囲における電極電圧が印加されてもよい、等が挙げられる。当業者によって理解される
であろうが、これらの範囲は、特定の特性を有する特定のシステムの実施形態に関連して
いる。しかしながら、本発明は、所望のナノワイヤの沈着を提供するためのシステムおよ
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び方法の補正を包含している。本発明の異なる適用例毎に所定のシステムパラメータが一
意的になるにつれて、そのような補正は必要不可欠になるからである。例えば、ナノワイ
ヤ長が補正される場合、または、システムに導入される際の溶液の流率が補正される場合
、所望のナノワイヤの沈着を実現するために、臨界固定電圧値に補正が必要であってもよ
い。このようにして、荷電された電極により生成された電場は、所望のナノワイヤの沈着
を実現するための流率の変化を伴い、例えば、電極に印加された電圧を補正することによ
って拡張されうる。
【０１２４】
　更に、プロット２１００により示されているように、電極の幅が２μｍから３μｍの範
囲にある電極対毎に沈着された１つまたは２つのナノワイヤを有するための２０ｍＶのウ
ィンドウ２１１２（おおよそ２１０ｍＶから２３０ｍＶの範囲の電極電圧）が存在してい
る。ウィンドウ２１１２は、任意の電圧範囲に対して、１つおよび２つの何れかのナノワ
イヤが電極上で安定する電極の幅の範囲を提供している。このようにして、電極は、１つ
および２つの何れかのナノワイヤの基板への沈着が実行できるように構成されうる。
【０１２５】
　図２２は、ナノワイヤの沈着の振る舞いに関連したプロット２２００を示している。プ
ロット２２００は、沈着されたナノワイヤが０本である発生率、１本である発生率、およ
び２本である発生率のそれぞれを表したプロットを含んでいる。プロット２２００は、０
本のナノワイヤの沈着、１本のナノワイヤの沈着、および２本のナノワイヤの沈着にそれ
ぞれ対応しているプロット線である３つのプロット線を含んでいる。電極上への１本のナ
ノワイヤの沈着は、電圧の設定値変更（５００Ｈｚの電極電圧、４ｍＬ／分のＩＰＡ流率
）後の５分間に決定された。図２２に示されているように、１００ｍＶから１９０ｍＶで
ある電極電圧の範囲に関し、０本のナノワイヤが沈着される場合のプロット線および／ま
たは２本のナノワイヤが沈着される場合のプロット線と比べ、非常に高い発生率で１本の
ナノワイヤが電極に沈着される電極電圧の範囲は無い。反対に、図２３は、理想的な沈着
の分布であるプロット２３００を示しており、電極電圧のウィンドウ２３０２では、高い
発生率で１本のナノワイヤが電極に沈着される。
【０１２６】
　ナノワイヤの沈着の一実験例においては、窒化物で被覆された平面状のナノワイヤが沈
着された。５０ｎｍのＰＥＣＶＤ(plasma enhanced chemical vapor depositin:プラズマ
化学気相成長法)酸化物により被覆された基板が使用され、当該基板は使用前の５分間に
酸素（Ｏ2）プラズマにより洗浄された。電極電圧は低レベルから高レベルまで走査され
た。図２４は、２μｍの電極の幅および８μｍの流路の高さにとっての平面状窒化物ナノ
ワイヤの沈着の振る舞いに関連したプロット２４００を示している。プロット２２００と
同様に、プロット２４００は、０本のナノワイヤの沈着、１本のナノワイヤの沈着、およ
び２本のナノワイヤの沈着にそれぞれ対応しているプロット線である３つのプロット線を
含んでいる。プロット２４００において、電極上へのナノワイヤの沈着は、電圧の設定値
変更（１ｋＨｚの電極電圧、３．５ｍＬ／分のＩＰＡ流率）後の１分間と決定された。プ
ロット２４００は、８０ｍＶ（１９０ｍＶから２７０ｍＶ）であるより幅の広い電極電圧
ウィンドウ２４０２を示しており、１９０ｍＶから２７０ｍＶである電極電圧の範囲にお
いて、０本のナノワイヤが沈着される場合のプロット線および／または２本のナノワイヤ
が沈着される場合のプロット線と比べ、非常に高い発生率で１本のナノワイヤが電極に沈
着される。
【０１２７】
　図２５および２６は、０．５μｍ、１μｍ、１．５μｍ、および２μｍの電極の幅およ
び８００μｍの流路の高さに対し、１本の平面状窒化物ナノワイヤの沈着の振る舞いに関
連したプロット２５００および２６００を示している。プロット２５００は、４つの電極
の幅のそれぞれに関して、電極電圧に対する発生率を表すプロット線を示している。臨界
電圧Ｖｃは、１μｍの幅広の電極に対して、発生率が０％である電圧値と発生率が１００
％である電圧値との中間の電圧値として決定されてもよい。例えば、図２５に示されてい
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るように、臨界電圧２５０２は、（発生率が０％である電極電圧１９０ｍＶと発生率が１
００％である電極電圧２３０ｍＶとの和を）１／２することにより、１μｍの電極の幅に
対し、１本のナノワイヤの沈着については２１０ｍＶに決定されてもよい。１本のナノワ
イヤの沈着が略５０％である電極電圧を大まかに示すため、臨界電圧が電極の幅のそれぞ
れに対して決定されてもよい。電極への平面状ナノワイヤの沈着分布は、電圧の設定値変
更（１ｋＨｚの電極電圧、３．５ｍＬ／分のＩＰＡ流率）後の１分間と決定された。図２
６のプロット２６００は、０から２．５μｍの範囲にある電極の幅（μｍ）に対する臨界
電圧（ｍＶ）に関するプロット線２６０２を示している。プロット２６００はＶｃが電極
の幅に関して非線形であることを示している。
【０１２８】
　図２７は、平面状ナノワイヤの沈着の振る舞い：電極の幅の効果（流路の高さは１０μ
ｍ）に関連したプロット２７００を示している。プロット２７００は、４つの電極の幅（
０．５μｍ、１μｍ、１．５μｍ、および２μｍ）のそれぞれに関して、電極電圧（ｍＶ
、実効値（ｒｍｓ））に対する１本のナノワイヤの発生率を表すプロット線を示している
。プロット２７００では、電極への平面状ナノワイヤの沈着分布は、電圧の設定値変更（
１ｋＨｚの電極電圧、３．５ｍＬ／分のＩＰＡ流率）後の１分間と決定された。
【０１２９】
　図２８は、平面状ナノワイヤの沈着の振る舞い：電極の幅の効果（電極の間隙は１２μ
ｍ）、平面状ナノワイヤの沈着の動作に関連したプロット２８００を示している。プロッ
ト２８００は、４つの電極の幅（０．５μｍ、１μｍ、１．５μｍ、および２μｍ）のそ
れぞれに関して、電極電圧（ｍＶ、実効値（ｒｍｓ））に対する発生率を表すプロット線
を示している。プロット２８００では、電極への平面状ナノワイヤの沈着分布は、電圧の
設定値変更（１ｋＨｚの電極電圧、３．５ｍＬ／分のＩＰＡ流率）後の１分間と決定され
た。（例えば、増加された電極の間隙のため）並置された沈着（端部と端部とが接続され
た２本のナノワイヤ）がより好ましいので、１本のナノワイヤの沈着は飽和しない（例え
ば、ナノワイヤの沈着が電極電圧のどの範囲においても１００％の発生率に到達しない）
ことを、プロット２８００は表す。
【０１３０】
　図２９は、電極の幅（μｍ）に対する臨界電圧Ｖｃ（ｍＶ）のプロット２９００を示し
ている。プロット２９００は、８μｍの電極の間隙に対する第１のプロット線および１０
μｍの電極の間隙に対する第２のプロット線を含んでいる。プロット２９００では、電極
への平面状ナノワイヤの沈着分布は、電圧の設定値変更（１ｋＨｚの電極電圧、３．５ｍ
Ｌ／分のＩＰＡ流率）後の１分間と決定された。電極の間隙（電極の先端間の距離）が増
大するに伴い、臨界電圧が増大される傾向にあることを、プロット２９００は表す。
【０１３１】
　図３０は、１本のナノワイヤの処理ウィンドウ(SNPW:single nanowire process window
)に関連したプロット３０００を示しており、ＳＮＰＷは１本のナノワイヤが１００％発
生する電圧の範囲である。プロット３０００は、電極の幅（μｍ）に対するＳＮＰＷ（ｍ
Ｖ）をプロットしている。プロット３０００は、８μｍの電極の間隙に対する第１のプロ
ット線および１０μｍの電極の間隙に対する第２のプロット線を含んでいる。プロット３
０００では、電極への平面状ナノワイヤの沈着分布は、電圧の設定値変更（１ｋＨｚの電
極電圧、３．５ｍＬ／分のＩＰＡ流率）後の１分間と決定された。並置されたナノワイヤ
の沈着がより好ましいので、より大きな電極の間隙に対し、１本のナノワイヤの処理ウィ
ンドウはより小さくなることを、プロット３０００は表す。
【０１３２】
　（Ｄ．大型パネル上へのナノワイヤの沈着技術）
　上述のように、沈着の構成例において、溶液から基板の表面上にナノワイヤを沈着させ
るために、交流電場が使用されうる。電極は基板上にパターン形成されてもよく、交流電
場が当該電極に印加されうる。ナノワイヤは、ナノワイヤの中心線が電極対の電極間の中
央になるように電場に対して平行に配置される。ナノワイヤを含んでいる液体が基板上に



(39) JP 2012-528020 A 2012.11.12

10

20

30

40

50

流される際、流体力学的な引き付けおよび誘電泳動的な引き付けは、１つ以上のナノワイ
ヤが各電極対に固定されるように平衡になりうる。１つの処理例では、１００ｍｍ×１０
０ｍｍオーダーのサイズを有している基板上に１時間の時間尺度においてナノワイヤが沈
着されてもよいが、数分の時間尺度またはそれよりも良い時間尺度において、より大きな
基板（例えば、３０００ｍｍ×３０００ｍｍ）にこの処理を拡張させることが好ましい。
【０１３３】
　実施形態において、複数の処理領域を伴った連続的な線形処理がナノワイヤを大型パネ
ル上に沈着させるために使用されてもよい。例えば、一実施形態において、ナノワイヤの
沈着技術が大型パネルへの沈着を可能にするために拡張される。基板（例えば、ガラスま
たは本明細書にて記述されている任意の他の基板）が、連続的な線形速度を伴って沈着シ
ステムに供給されてもよい。沈着システムにおいて、１つ以上の段階または領域が存在し
ており、１つ以上の段階または領域の各々が特定の処理（例えば、ナノ構造物の沈着領域
、固着および乾燥領域、洗浄領域、修復領域、計測領域等）を実行するように構成されて
いる。必要に応じて、１つ以上の領域が選択的に繰り返されうる。例えば、ナノワイヤが
修復領域において基板から除去される場合、当該基板は第２の沈着領域および洗浄領域に
供給されてもよい。
【０１３４】
　図３１は、一実施形態に従った、ナノ構造物の沈着装置／システム３１００のブロック
図の例を示している。図３１に示されているように、システム３１００は、境界表面３１
０２、輸送機構３１０４、複数のパネル処理領域３１０６ａ～３１０６ｎ、および標的パ
ネル３１０８を備えている。境界表面３１０２は、標的パネル３１０８を受容するように
構成されている。標的パネル３１０８は、標的パネル３１０８の表面３１１０上に複数の
電極対（例えば、電極対２０８）を有している。電極対は、少なくとも１つのナノワイヤ
を受容するように構成されている。輸送機構３１０４は、所定の速度にて標的パネル３１
０８を境界表面３１０２上に輸送するように構成されている。パネル処理領域３１０６ａ
から３１０６ｎの各々は、本明細書に記述されているように、標的パネル３１０８の表面
３１１０の一部に対してそれぞれの処理を実行するように構成されている。輸送機構３１
０４は、複数のパネル処理領域３１０６ａから３１０６ｎを通して標的パネル３１０８を
輸送するように構成されている。
【０１３５】
　一実施形態において、沈着システム３１００は、５分毎に１パネルというパネル処理量
をこなせるように構成されてもよく、これは１０ｍｍ／秒であるパネル速度に対応する。
他の実施形態において、沈着３１００は、他のパネルスループットの値および速度に順応
するように構成されてもよい。図３２は、一実施形態に従った、沈着システム３１００を
用いてナノ構造物が沈着されるパネル３２００の例を示している。パネル３２００は、図
３１に示されているパネル３１０８の例である。パネル３２００は、３メートル×３メー
トルの領域として図３２に示されているが、他の実施形態においては、他のサイズであっ
てもよい。
【０１３６】
　一実施形態例において、標的パネル３１０８は、標的パネル３１０８と境界表面３１０
２との間に均一の間隙（例えば、おおよそ１ｍｍ）を有している境界表面３１０２上に移
動されてもよい。標的パネル３１０８と境界表面３１０２との間の間隙は均一であっても
よく、可変であってもよい。標的パネル３１０８の上部が沈着システム３１００中に一方
向に移動するにつれて、標的パネル３１０８は異なる領域３１０６に徐々に進入する。そ
れにより、（例えば、沈着領域において）標的パネル３１０８の一部分上にて沈着が発生
してもよく、一方、（例えば、洗浄領域において）標的パネル３１０８の他の部分が洗浄
される。
【０１３７】
　例えば、図３３は、一実施形態例に従った、沈着システム３１００のパネル処理領域３
１０６ａ～３１０６ｄのブロック図を示している。図３３に示されているように、第１の
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パネル処理領域３１０６ａは、基板湿潤デバイス３３０２を備えており、第２のパネル処
理領域３１０６ｂは、ナノ構造物の沈着デバイス３３０４を備えており、第３のパネル処
理領域３１０６ｃは、基板洗浄デバイス３３０６を備えており、第４のパネル処理領域３
１０６ｄは、修復デバイス３３０８を備えており、第５のパネル処理領域３１０６ｅは、
（選択的な）第２のナノ構造物の沈着デバイス３３１０を備えている。
【０１３８】
　図３３の例において、第１のパネル処理領域３１０６ａは基板湿潤領域である。第１の
パネル処理領域３１０６ａの基板湿潤デバイス３３０２は、沈着溶媒３３１２を用いて標
的パネル３１０８の表面３１１０を湿潤させるように構成されてもよい。第２のパネル処
理領域３１０６ｂはナノ構造物の沈着領域である。第２のパネル処理領域３１０６ｂのナ
ノ構造物の沈着デバイス３３０４は、ナノ構造物３３１４の沈着を実行するように構成れ
ている。ここで、ナノ構造物の沈着デバイス３３０４のナノワイヤ注入のためのポートは
、供給されたナノワイヤの大多数が、標的パネル３１０８の表面３１１０上の電極により
引き付けられる範囲内に存在することを保証するために、表面３１１０から１０μｍの距
離のような標的パネル３１０８からの距離が異なる位置にて配置されうる。これにより、
電極の完全な装荷および迅速な装荷を保証するために、ナノワイヤの超高濃度が局所的に
（例えば、表面付近の狭い一帯に）追加される。
【０１３９】
　図３３の例において、第３のパネル処理領域３１０６ｃは洗浄領域である。基板第３の
パネル処理領域３１０６ｃの洗浄デバイス３３０６は、標的パネル３１０８上に沈着され
たナノ構造物を洗浄するように構成されている。洗浄のために、垂直速度が使用されても
よい。標的パネル３１０８が移動されている間、流体３３１６が標的パネル３１０８の表
面３１１０からおよび／または境界表面３１０２から引き出されてもよい。一実施形態に
おいて、基板洗浄デバイス３６０６は、流体３３１６を引き出すために使用される六角形
状に被覆された複数のチューブを備えていてもよく、当該六角形状に被覆されたチューブ
は標的パネル３１０８に垂直な長軸を有している。チューブの端部は、標的パネル３１０
８の表面３１１０から（例えば、１０μｍから１００μｍ）離れていてもよいが、洗浄装
置の底部表面から５００μｍから１ｍｍの長さだけ延伸してもよい。標的パネル３１０８
から過剰なナノワイヤを除去するための垂直速度を生成するために、流体３３１６はチュ
ーブを通してシステムから除去されてもよい。表面３１１０の近くにチューブを有するこ
とによって、表面３１１０からの液体はシステムから排出されるために長く流動する必要
が無くなるので、非常に低い引き出し速度が使用されうる。これにより、全てのナノワイ
ヤを表面３１１０から除去すること無く、洗浄が実行されることが可能になる。チューブ
バンク(tube bank)を使用することにより、標的パネル３１０８によって引きずられてい
る流体が、強いせん断応力に起因して、望まれていないのにも関わらずナノワイヤをパネ
ルから除去してしまうような制限を受けることはない。
【０１４０】
　第４のパネル処理領域３１０６ｄは修復領域である。第４のパネル処理領域３１０６ｄ
の修復デバイス３３０８は、不良のナノ構造物３３１８（例えば、欠陥のあるナノワイヤ
、電極に十分に結合していないナノワイヤ、等）を標的パネル３１０８から除去するよう
に構成されている。第５のパネル処理領域３１０６ｅは、不良のナノ構造物３３１８が除
去された位置にナノ構造物を沈着させるために、選択的に存在してもよい。図３３におい
て、第５のパネル処理領域３１０６ｅは、そのような位置にナノ構造物３３２０を沈着さ
せるように構成されている第２のナノ構造物の沈着デバイス３３１０を備えている。
【０１４１】
　実施形態において、材料、大きさ、方向（垂直方向、水平方向、等）、領域幅、マイク
ロパターン形成、流体ポートの配置、等を含んでいる、沈着システム３１００の様々な態
様が変更されてもよい。
【０１４２】
　従来の沈着処理によれば、ナノワイヤの沈着にはおおよそ１時間がかかる。そのような
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従来の処理は、典型的に対流（表面付近の流体がセルの長さを横切るためにおおよそ１．
５時間）および定着に頼っている。表面速度および定着時間が小さいので、そのような従
来の処理は拡張不能である。従来の洗浄処理は、対流（表面付近の流体がセルの長さを横
切るためにおおよそ１．５時間）および定着に頼っており、５μｍ／分から１０μｍ／分
のオーダーの定着率を伴っている。
【０１４３】
　図３４は、処理時間を減少させるために再拡張された現行の沈着処理である沈着沈着シ
ステム３４００を示している。システム３４００では、ナノ構造物３４０４のパネル３４
０４上への沈着が正方形状の沈着セル３４０２において発生するので、ナノ構造物を基板
全体に亘って沈着させるために、沈着処理は２回（２サイクル）実行されなければならな
い。例えば、第１の沈着サイクルが、図３４の左図に示されているセル３４０２の組によ
って実行される。続いて、パネル３４０４は距離３４０６だけ移動され、第２の沈着サイ
クルが、図３４の右図に示されているセル３４０２の組によって実行される。セル３４０
２の各々が１００％の効率を有するのであれば、１回の沈着サイクルのみが必要になるで
あろう。しかしながら、セル３４０２の各々には沈着が実行されない外部の縁が存在し、
これにより、２回の沈着サイクルが用いられる。３メートル×３メートルのパネルにとっ
て、標的処理時間の例は２段階の沈着に対して５分（沈着サイクル毎に２．５分）である
。
【０１４４】
　図３５は、沈着セル３５００を示しており、ｘ×ｘの領域を有している、沈着が発生す
る、セル３５００の中央領域３５０２（例えば、「スイートスポット」）が示されている
。沈着が発生しないセル３５００の縁は、ｘ’の幅を有している。セル３５００は、パネ
ル３４０４全体に亘る沈着のためのセル３５００のアレイを提供するために、小型化され
てもよい。そのような処理は、２０μｍ／分までのパネル表面におけるナノワイヤの流速
度によって制限されてもよい。完全な沈着のための処理時間は、おおよそ２分であっても
よい。沈着処理および洗浄処理にはそれぞれ略同一の時間がかかる。そのような構成にお
いて、セル３５００の大きさＸは、以下のように算出されてもよい。
【０１４５】

【数５】

【０１４６】
このようにして、本実施例においては、３メートル四方のパネルにつき６．２５×１０6

個である数多いセル３５００対して、セル３５００のサイズはおおよそ１．２ｍｍ×１．
２ｍｍであってもよい。
【０１４７】
　図３６は、一実施形態に従った、ナノ構造物の沈着のための処理を提供しているフロー
チャート３６００を示している。例えば、一実施形態において、フローチャート３６００
は、図３１に示されているナノ構造物の沈着システム３１００によって実行されてもよい
。以下の記述に基づけば、他の構造的および動作的な実施形態は当業者には明白である。
【０１４８】
　フローチャート３６００はステップ３６０２と共に開始する。ステップ３６０２では、
境界表面が、標的パネルの表面上に複数の電極対を有している当該標的パネルを受容する
。例えば、図３１に示されているように、境界表面３１０２は、標的パネル３１０８を受
容する。標的パネル３１０８は、表面３１１０上に複数の電極対を有している。標的パネ
ル３１０８は、システム３１００の入口点にて（例えば、図３１のシステム３１００の左
側において、第１のパネル処理領域３１０６ａにて）受容されてもよい。
【０１４９】
　ステップ３６０４では、標的パネルは、所定の速度にて複数のパネル処理領域を通して
境界表面上を輸送される。例えば、図３１に示されているように、標的パネル３１０８は
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０８は、システム３１００を通して、図３１における左から右に、つまり、矢印３１１２
の方向に輸送されてもよい。輸送機構３１０４は、ステッピング・モータ、コンベヤーシ
ステム、等を含んでいる、境界表面３１２全体に亘る標的パネル３１０８の輸送に適した
任意の輸送機構タイプであってもよい。
【０１５０】
　ステップ３６０６では、標的パネルは、複数のパネル処理領域の各パネル処理領域にて
処理され、各パネル処理領域はそれぞれの処理を標的パネルの表面の一部に実行するよう
に構成されている。例えば、図３１に示されているように、標的パネル３１０８がシステ
ム３１００を通して矢印３１１２の方向に輸送されるにつれて、標的パネル３１０８の一
部分が、第１のパネル処理領域３１０６ａから第ｎのパネル処理領域３１０６ｎまで順々
に進入し、それぞれに応じて処理される。例えば、図３３を参照すると、標的パネル３１
０８の第１の部分が、領域３１０６ａにおいて（例えば、基板湿潤デバイス３３０２によ
って）最初に処理されてもよく、領域３１０６ｂにおいて（例えば、ナノ構造物の沈着デ
バイス３３０４によって）次に処理されてもよく、領域３１０６ｃにおいて（例えば、基
板洗浄デバイス３３０６によって）次に処理されてもよく、領域３１０６ｄにおいて（例
えば、修復デバイス３３０８によって）次に処理されてもよく、領域３１０６ｅにおいて
（例えば、ナノ構造物の沈着デバイス３３１０によって）次に処理されてもよく、その後
の領域が存在するのであれば、その後の領域において処理されてもよい。標的パネル３１
０８のその後の部分は同様の態様にて処理され、標的パネル３１０８の異なる部分は異な
る領域３１０６において同時に処理されてもよい。
【０１５１】
　領域３１０６は、それらの幅および標的パネル３１０８の速度に依存している異なる処
理時間を有していてもよい。例えば、図３７は、第１のパネル処理領域３１０６ａから第
ｎのパネル処理領域３１０６ｎを備えている、図３１の沈着システム３１００と同様の沈
着システム３７００を示している。図３７に示されているように、第１のパネル処理領域
３１０６ａから第ｎのパネル処理領域３１０６ｎの各々は、各々に対応する幅であって、
第１のパネル処理領域３１０６ａから第ｎのパネル処理領域３１０６ｎの内、他のパネル
処理領域の幅とは異なる幅を有している。例えば、第１のパネル処理領域３１０６ａは、
幅３７０２を有しているように示されている。幅３７０２の値に依存して、標的パネル３
１０８の一部分は、第１のパネル処理領域３１０６における、それぞれに対応している処
理時間を有している。例えば、以下の表１は、（標的パネルの速度例「ｖ」に関して）幅
３７０２「ｗ」の様々な値に対する、第１のパネル処理領域３１０６にとっての様々な処
理時間「ｔ」を示している。ここで、ｔ＝ｗ／ｖである。
【０１５２】
【表１】

【０１５３】
　図３８は、線形処理によるせん断を示している。ここで、境界表面３１０２に対する標
的パネル３１０８の動きはせん断を生成し、速度プロファイルに影響を与える。これは、
沈着処理に影響を及ぼす。図３８に示されているように、せん断応力τは以下に従って算
出されてもよい。
【０１５４】
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【数６】

【０１５５】
ここで、
・δは標的パネル３１０８と境界表面３１０２との間の間隙の距離
・ηは溶液の動粘性係数
様々な間隙の距離の値に対するせん断応力の様々な値が、以下の表２に示されている。
【０１５６】

【表２】

【０１５７】
表２に示されているように、標的パネル３１０８と境界表面３１０２との間の間隙の距離
が減少するにつれて、せん断応力が増大する。
【０１５８】
　図３９および図４０は、実施形態に従った、ナノワイヤの沈着技術例の側面図を示して
いる。例えば、実施形態において、図３９および図４０に示されているナノワイヤの沈着
技術は、図３３に示されているナノ構造物の沈着デバイス３３０４および３３１０の何れ
か一方または両方によって実行されてもよい。図３９に示されているように、表面３９１
０は、標的パネル３１０８の表面３１１０に隣接している。表面３９１０は、境界表面３
１０２または他の表面（例えば、ナノ構造物の沈着デバイス３３０４および３３１０の表
面）であってもよい。図３９に示されているように、表面３９１０は、第１のポート３９
０２、第２のポート３９０４、および第３のポート３９０６を備えている。第１のポート
３９０２および第３のポ―ト３９０６は、表面３９１０と同一平面に示されており、第２
のポート３９０４は、表面３９１０から突出しているチューブとして示されている。また
、実施形態においては、ポート３９０２、３９０４、および３９０６の何れが表面３９１
０と同一平面であってもよく、または、表面３９１０から突出していてもよい。更に、任
意の数の各ポート３９０２、３９０４、および３９０６が存在していてもよい。例えば、
ポート３９０２、３９０４、および３９０６の少なくとも何れかを複数含んでいてもよい
。
【０１５９】
　第１のポート３９０２は、溶媒除去ポートである。図３９の矢印によって示されている
ように、溶液は、表面３１１０と表面３９１０との間から沈着システムから除去されるた
めにポート３９０２にて受容される。第２のポート３９０４は、ナノワイヤインク注入ポ
ートである。ポート３９０４は、（例えば、上述のように、電場の適用による）表面３１
１０上の電極上への沈着のために、表面３１１０と表面３９１０との間の溶液にナノワイ
ヤ３９０８を供給する。ポート３９０４は、ナノワイヤ３９０８を表面３１１０近傍の溶
液に注入するために表面３１１０に隣接して配置されるために、チューブの形状であって
もよい。ナノワイヤインクは、溶液に対する相対的に高いナノワイヤの濃度を含む任意の
濃度を有していてもよい。この手法によって、表面３１１０の電極の装荷がより速く発生
してもよい。更に、ナノワイヤインクを局在させることによって、その後の洗浄サイクル
が、より速くおよび／またはより効率的に実行されてもよい。第３のポートは、溶液注入
ポートである。図３９の矢印によって示されているように、溶液は、表面３１１０と表面
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３９１０との間に挿入されるためにポート３９０６から供給される。
【０１６０】
　図４０の実施形態において、表面３９１０は、標的パネル３１０８の表面３１１０に隣
接している。表面３９１０は、表面３９１０から突出しているチューブとして示されてい
るポート４００２を備えている。実施形態においては、ポート４００２は、その代わりに
表面３９１０と同一平面であってもよい。ポート４００２は、ナノワイヤインク注入ポー
トである。ポート４００２は、（例えば、上述のように、電場の適用による）表面３１１
０上の電極上への沈着のために、表面３１１０と表面３９１０との間の溶液にナノワイヤ
３９０８を供給する。ポート４００２は、ナノワイヤ３９０８を表面３１１０近傍の溶液
に注入するために表面３１１０に隣接して配置されるために、チューブの形状であっても
よい。この手法によって、表面３１１０の電極の装荷がより速く発生してもよい。更に、
ナノワイヤインクを局所的に注入することによって、その後の洗浄サイクルが、より速く
および／またはより効率的に実行されてもよい。
【０１６１】
　図４０における一実施形態において、溶液が、駆動圧力およびクエット型の流れに従っ
て表面３１１０と表面３９１０との間に供給されてもよい。ポート４００２は、複数のポ
ート４００２を備えているチューブバンク４００４に備えられてもよい（チューブバンク
４００４の上面図が図４０に示されている）。図４０に示されているように、チューブバ
ンク４００４は、ジグザグのパターン（staggered pattern）に配置されている、２列に
亘るポート４００２を備えている（例えば、ポート４００２の第１の列および第２の列は
、互いにオフセットを有して配置されている）。チューブバンク４００４は、ポート４０
０２にて、表面３１１０に亘り、ナノワイヤ３９０８の複数の挿入位置を供給するために
提供されてもよい。例えば、チューブバンク４００４は、ポート４００２での流線の拡大
および縮小を防ぐ援助をしてもよい。例えば、溶液は、狭いパスに押しやられること無く
チューブの近傍を通過してもよい。
【０１６２】
　効率的な洗浄のために、過剰なナノワイヤがセルから（垂直に）除去され、および／ま
たは、（基板に対して）基板よりも速い速度を達成しなければならない。過剰なナノワイ
ヤが、基板から１００μｍから１０００μｍの位置（基板とナノワイヤとの間の速度差が
基板の速度より大きい点）に移動され得ないならば、せん断応力は沈着にとって過大なも
のになってしまう。このようにして、効果的な洗浄は、臨界固定力を越えない垂直速度プ
ロファイルを生成することを目標としている。
【０１６３】
　図４１は、一実施形態に従った、ナノワイヤ洗浄技術例の側面図を示している。例えば
、一実施形態において、図４１に示されているナノワイヤ洗浄技術は、図３３に示されて
いる基板洗浄デバイス３３０６によって実行されてもよい。図４１に示されているように
、表面４１１０は、標的パネル３１０８の表面３１１０に隣接している。表面４１１０は
、境界表面３１０２または他の表面（例えば、ナノ構造物の沈着デバイス３３０４および
３３１０）であってもよい。図３９に示されているように、表面４１１０は、第１のポー
ト４１０２および第２のポート４１０４を備えている。第１のポート４１０２および第２
のポート４１０４は、表面４１１０と同一平面に示されている。実施形態において、ポー
ト４１０２および４１０４は、表面４１１０から突出していてもよい。
【０１６４】
　第１のポート４１０２は、溶媒除去ポートである。図４１の矢印によって示されている
ように、溶液は、表面３１１０と表面４１１０との間から沈着システムから除去されるた
めにポート４１０２にて受容される。第２のポート４１０４は、溶媒注入ポートである。
図４１の矢印によって示されているように、溶液は、表面３１１０と表面４１１０との間
に挿入されるためにポート４１０４から供給される。ナノワイヤを表面３１１０からポー
ト４１０２に移動させるために用いられる垂直速度は、主に基板の速度に依存している。
表面３１１０と表面４１１０との間の１ｍｍの間隙に対して、垂直速度は、ｔ＝ｘ／ｖ＝
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０．５ｍｍ／１０ｍｍ／秒＝０．０５秒のオーダーであってもよい。ここで、ｘは過剰な
ナノワイヤが除去される垂直方向の距離であり、ｖは標的パネル３１０８の速度である。
垂直速度Ｖｙは、δ／ｔ＝１ｍｍ／０．０５秒＝２０ｍｍ／秒（例えば、臨界固定力にて
保持されている、表面３１１０上のナノワイヤの速度のおおよそ１０００倍）である。
【０１６５】
　図４２および図４３は、実施形態に従った、ナノワイヤ洗浄技術例の側面図を示してい
る。例えば、実施形態において、図４２および図４３に示されているナノワイヤ洗浄技術
は、図３３に示されている基板洗浄デバイス３３０６によって実行されてもよい。図４２
に示されているように、表面４２１０は、標的パネル３１０８の表面３１１０に隣接して
いる。表面４２１０は、境界表面３１０２または他の表面（例えば、基板洗浄デバイス３
３０６の表面）であってもよい。図４２に示されているように、表面４２１０は、第１の
ポート４２０２、第２のポート４２０４、第３のポート４２０６、および第４のポート４
２０８を備えている。第１のポート４２０２および第３のポート４２０６は、表面４２１
０と同一平面に示されており、第２のポート４２０４および第４のポート４２０８は、表
面４２１０から突出しているチューブとして示されている。実施形態においては、任意の
ポート４２０２、４２０４、４２０６、および４２０８が表面４２１０と同一平面であっ
てもよく、または、表面３９１０から突出していてもよい。
【０１６６】
　第１のポート４２０２は、溶媒注入ポートである。溶液は、表面３１１０と表面４２１
０との間に挿入されるためにポート４２０２から供給される。第２のポート４２０４は、
ナノワイヤインク除去ポートである。ポート４２０４は、表面３１１０と表面４２１０と
の間の溶液からナノワイヤ３９０８を受容する。ポート４２０４は、表面３１１０に近接
して配置されたナノワイヤ３９０８を除去するための、表面３１１０に隣接して（例えば
、１０μｍから１００μｍの範囲内に）配置される開口部を有するためにチューブの形状
であってもよい。表面３１１０近傍のポート４２０４を局在させることによって、十分な
がらも減少された垂直な流れにより、表面３１１０近傍の過剰なナノワイヤ３９０８を除
去することが可能になる。第３のポート４２０６は、溶媒注入ポートである。溶液は、表
面３１１０と表面４２１０との間に挿入されるためにポート４２０６から供給される。ポ
ート４２０４と同様に、第４のポート４２０８は、表面３１１０と表面４２１０との間の
溶液からナノワイヤ３９０８を受容し、表面３１１０に隣接して配置されている開口部を
有するためにチューブの形状である。
【０１６７】
　図４３の実施形態は、図４２の実施形態と同様に構成されており、表面４２１０は、第
１から第４のポート４２０２、４２０４、４２０６、および４２０８を備えている。図４
３の実施形態において、ポート４２０２、４２０４、４２０６、および４２０８は、複数
の各ポート４２０２、４２０４、４２０６、および４２０８を備えているチューブバンク
４３０４に備えられている（チューブバンク４３０４の上面図が図４３に示されている）
。図４３に示されているように、チューブバンク４３０４は、ジグザグのパターンに配置
されている、ポート４２０２、４２０４、４２０６、および４２０８に対応している４列
に亘るポートを備えている。ポート４２０２の２つが第１の列に示されている。ポート４
２０４の５つが第２の列に示されている。ポート４２０６の２つが第３の列に示されてい
る。ポート４２０８の４つが第４の列に示されている。実施形態においては、任意の数の
ポート４２０２、４２０４、４２０６、および４２０８が、任意の特定の列に備えられて
いてもよい。第２の列および第４の列は、互いに対してジグザグ形状である（例えば、ポ
ート４２０４の第２の列およびポート４２０８の第４の列は平行であり、互いにオフセッ
トを有して配置されている）。チューブバンク４３０４は、複数の溶液挿入位置およびナ
ノワイヤ除去位置を提供するため供給されてもよい。例えば、チューブバンク４３０４は
、表面３１１０近傍に開口部を有しているチューブを備えることによって、および、流れ
がチューブを周回するようにし、せん断応力を低く持続させることによって、表面３１１
０近傍でのナノワイヤの除去を向上してもよい。溶媒は、連続性を持続させるためにポー
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ト４２０２および４２０６によって注入される。一実施形態において、ポート４２０４の
開口部およびポート４２０８の開口部と表面３１１０との間に１００μｍの間隙を（１ｍ
ｍの流路の間隙に対して）設けるために、チューブを上昇させることによって、垂直速度
は減少されてもよい。
【０１６８】
　（Ｅ．表面におよび表面から粒子を移動させるための技術）
　上述のように、マクロエレトロニクスに適用するための誘電泳動的なナノワイヤの沈着
処理は、ナノワイヤが基板に限りなく近接して（典型的には、電極の間隙の１または２倍
である距離以内に）沈着されることが必要であってもよい。この近接は、通常、（ａ）重
力的な定着、または、（ｂ）溶液中の高濃度ナノワイヤ、によって達成される。ナノワイ
ヤが電極の間隙にて沈着された後、洗浄処理が過剰なナノワイヤを除去するために用いら
れてもよい。基板の近傍にて、流れは平均速度よりもかなり遅くてもよく、基板において
は速度がゼロに、または、ゼロ近くに減少する。過剰なナノワイヤがより速い速度の流れ
の方へ基板に対して垂直に移動され得ないならば、これにより、結果的に洗浄が非常に遅
くなってしまう。これは、基板および流れチャンバを反転させることによって重力的な定
着を用いて達成されてもよい。
【０１６９】
　沈着処理をスピードアップさせるので、基板への、または、基板からのナノワイヤの動
作を加速させるための重力より強力な力を生成しうる代替処理が所望されている。更に、
基板を反転させる必要の無い処理が、大型の（１ｍ2より大きい）基板に拡張されてもよ
い。
【０１７０】
　同様に、一実施形態において、粒子を基板上に沈着させる処理の一部として、粒子を基
板へ、または、基板から移動させるために、静電気力が用いられてもよい。例えば、ナノ
ワイヤを荷電させること、および、電極を溶媒に露出させることによって、荷電されたナ
ノワイヤが、直流電場において基板に対して垂直に移動する。しかしながら、この処理は
、電極からのイオンおよび溶媒を溶媒に注入し、これにより汚染物の問題および／または
沈着の問題が生じてしまう。
【０１７１】
　実施形態において、改善された拡張性および減少されたイオン汚染物を伴って、ナノワ
イヤに対して基板に垂直に印加される力が増加される。一実施形態において、電場を生成
するために、第１の電極対が、基板上に配置されてもよく、１つの電極または第２の電極
対が、対向する流れチャンバ壁上に配置されてもよい。基板の電極は、溶液からナノワイ
ヤを誘電泳動的に沈着させるために用いられる。各々の電極対は、誘電材料により溶媒か
ら絶縁されていてもよい。ナノワイヤ上の静電気力は、２組の電極の間における電場によ
って生成される。直流電場が印加される場合、溶液中のイオンは素早く電場を遮蔽し、実
質的な動きはほとんど発生しない。ナノワイヤの所望の動作を発生させるために、交流波
形が用いられてもよく、交流波形が調整されてもよい。一実施形態において、静電気力は
、ナノワイヤの動作を発生させるために生成された力である。非対称の交流電場（例えば
、立ち上がり時間が立ち下がり時間と異なっている、および／または、高電圧における時
間が低電圧における時間と異なっている）を用いることによって、実質的な力がナノワイ
ヤに掛けられる。例えば、これは、遮蔽イオンおよびナノワイヤの動きの異なる時間尺度
、または、電圧の立ち上がりおよび遮蔽の異なる時間尺度によるものであってもよい。
【０１７２】
　他の実施形態において、誘電泳動力が利用される。非均一な電場（少なくとも１つの方
向において非均一）が生成される。例えば、電極、または、ワイヤまたはロッドのような
他のタイプの導電体が、基板に対して平行に（および、ロッドの軸に対して垂直に）移動
されうる。電極とロッドとの間の電場が非均一であり、ナノワイヤが電場の高勾配領域に
引き付けられる。ロッド付近および沈着電極付近にて、電場は非均一性である。ロッドが
小さく、基板の電極に略近接している場合、ロッドの勾配が基板の勾配よりも大きくなり
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、所望のように、ナノワイヤが基板から引き離される。
【０１７３】
　基板の電極（第１の電極）と流路の電極（第２の電極）との間の交流電場が、基板の電
極の間の誘電泳動的な沈着電場に重ね合わされうる。流路の電極は、流路の壁上に存在し
ている必要はない。流路の電極は、流路の内側または外側に存在しうる。電極付近の電場
勾配が基板付近の電場勾配よりも大きいのであれば、上述されたワイヤまたはロッドの代
わりに、スクリーンまたは他の形状が用いられうる。基板に対して平行に移動させる代わ
りに、電極は間隙に固定されてもよく、基板の被覆率は、電極が基板上に等間隔に一直線
に配列されるように電極を設計することによって達成されうる。
【０１７４】
　この手法でのナノワイヤの垂直方向における制御が、沈着時間を減少させるために用い
られてもよい。沈着および固定を援助するために、基板上の電極へナノワイヤを移動させ
るために、ナノワイヤが沈着基板に垂直な第１の方向に（例えば、上方向にまたは下方向
に）移動されてもよく、および／または、基板上の電極からナノワイヤを移動させるため
に、ナノワイヤが沈着基板に垂直な第２の方向に移動されてもよい。一実施例において、
ナノワイヤの垂直方向における制御が、ＴＥＯＳ（オルトケイ酸テトラエチル）を用いて
被覆された基板上に実行された。電場と被覆金属との間における任意の非対称パルスによ
り、ナノワイヤの垂直方向の制御が可能になる。
【０１７５】
　実施形態が様々な手法により構成されている。例えば、図４４は、基板４４０２および
カバー４４０４（例えば、第２の基板または流れ容器／流れチャンバの表面）を備えてい
る閉鎖流路４４００の側面図を示している。図４４の一実施例において、流路４４００は
、基板４４０２およびカバー４４０４によって形成されている、対向している第１および
第２の基板を有している。基板４４０２は、第１の電極および第２の電極を備えている第
１の電極対４４０６を備えており、カバー４４０４は、導電体４４０８を備えている。こ
の導電体４４０８は、例えば、１本の電極または第３の電極および第４の電極を備えてい
る第２の電極対、ワイヤ、ロッド、またはスクリーンであってもよい。誘電材料４４１０
は第１の電極対を４４０６を被覆し、誘電材料４４１２は第２の電極対４４０８を被覆し
ている。入口ポート４４１８は、懸濁液４４１６の流れを流路４４００に供給するように
構成されている。懸濁液４４１６は、複数のナノワイヤを含んでいる。電気信号源４４１
４は、懸濁液４４１６中の少なくとも１つのナノワイヤに、実質的な力を基板４４０２の
表面およびカバー４４０４の表面に対して垂直方向に掛けるための第１の電極対４４０６
および第２の電極対４４０８を用いて交流電場を生成するように構成されている第１の電
極対４４０６および第２の電極対４４０８に接続されている。
【０１７６】
　図４５は、一実施形態に従った、ナノ構造物の沈着のための処理を提供するフローチャ
ート４５００を示している。例えば、一実施形態において、フローチャート４５００は、
図４４に示されている流路４４００において実行されてもよい。以下の記述に基づけば、
他の構造的および動作的な実施形態は当業者には明白である。
【０１７７】
　フローチャート４５００は、ステップ４５０２と共に開始する。ステップ４５０２では
、複数のナノワイヤを含む懸濁液が、対向している第１および第２の表面を有している閉
鎖流路を通して流される。第１の表面は、第１の電極および第２の電極を備えている第１
の電極対を備えており、第２の表面は、第３の電極および第４の電極を備えている第２の
電極対を備えている。例えば、図４４を参照すると、懸濁液４４１６はナノワイヤを含ん
でおり、流路４４００を通して流される。流路４４００は、電極対４４０６を備えている
第１の表面つまり基板４０２、および、電極対４４０８を備えている第２の表面つまりカ
バー４４０４を備えている。この態様において、電極対４４０８は流路４４００内に配置
されている。他の実施形態において、ワイヤまたはロッドのような他のタイプの導電体が
電極対４４０８の代わりに流路４４００に配置されてもよい。
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【０１７８】
　ステップ４５０４では、第１および第２の表面に対して垂直な方向において、実質的な
力を懸濁液中の少なくとも１つのナノワイヤに掛けるために、交流電場が第１および第２
の電極対を用いて生成される。例えば、図４４を参照すると、電気信号源４４１４は、交
流電場を生成するために電極対４４０６および電極対４４０８に結合されていてもよい。
交流電場は、懸濁液４４１６中の少なくとも１つのナノワイヤに実質的な力を基板４４０
２の表面およびカバー４４０４の表面に対して垂直な方向に（例えば、図４４における懸
濁液４４１６を表す矢印の方向に対して垂直に）掛けてもよい。
【０１７９】
　例えば、一実施例において、電気信号源４４１４は、交流電場を生成するために三角形
状のパルス信号パルスを印加してもよい。Ｔｅｓｌａ（Ａｌ／ＴＥＯＳ（２００ｎｍ／４
０ｎｍ））基板が基板４４０２として用いられ、Ｔｅｎｒｉウェハ（Ａｌ／ＴＥＯＳ（４
００ｎｍ／１００ｎｍ））がカバー４４０４として用いられ、１８０μｍである基板とカ
バーとの間隔が用いられた。
【０１８０】
　図４６および図４７は、Ｔｅｓｌａ基板例のような実施形態例において用いられてもよ
い交流波形を示している。例えば、図４６は、沈着の際にナノワイヤの動きを制御するた
めに用いられてもよい第１の波形４６０２および第２の波形４６０４を示している。第１
の波形４６０２は、周期が２００ｍ秒であり振幅が１０Ｖである、三角形状の立ち上がり
および垂直な立ち下がりを伴う鋸歯パルス波として示されている。第２の波形４６０４は
、周期が２００ｍ秒であり振幅が１０Ｖである、垂直な立ち上がりおよび三角形状の立ち
下がりを伴う反対向きの鋸型パルス波として示されている。図４６に示されているように
、第１の波形４６０２は、（例えば、第１の時間周期の間）ナノワイヤを下方向に押しや
るように構成されてもよく、第２の波形４６０４は、（例えば、第２の時間周期の間）ナ
ノワイヤを上方向に押しやるように構成されてもよい。図４６に示されている、第１の波
形４６０２および第２の波形４６０４のパラメータは、説明のために提供されており、こ
れに限定されることはない。
【０１８１】
　例えば、電場（Ｖ３）間のパルスは、周波数が４００Ｈｚでありピーク間電圧が１Ｖで
ある正弦波パルスであってもよい。手順に従うと、ナノワイヤは充満されていてもよく、
ナノワイヤは液体の流れなしに下方向に（Ｖ１）押しやられてもよい。ナノワイヤの沈着
が微弱な液体の流れと共に発生してもよい（Ｖ３）。ナノワイヤの洗浄（Ｖ２およびＶ３
）が液体の流れと共に実行されてもよい。
【０１８２】
　図４４の他の実施例において、図４７に示されているように交流矩形パルス波が用いら
れてもよい。例えば、図４７は、沈着の際にナノワイヤの動きを制御するために用いられ
てもよい第１の波形４７０２および第２の波形４７０４を示している。第１の波形４７０
２は、高電圧レベルでの周期幅が１８０ｍ秒であり、低電圧レベルでの周期幅が２０ｍ秒
であり、振幅が１０Ｖである矩形パルス波として示されている。第２の波形４６０４は、
高レベルでの周期幅が２０ｍ秒であり、低レベルでの周期幅が１８０ｍ秒であり、振幅が
１０Ｖである矩形パルス波として示されている。図４７に示されているように、第１の波
形４７０２は、（例えば、第１の時間周期の間）ナノワイヤを下方向に押しやるように構
成されてもよく、第２の波形４７０４は、（例えば、第２の時間周期の間）ナノワイヤを
上方向に押しやるように構成されてもよい。図４７に示されている、第１の波形４７０２
および第２の波形４７０４のパラメータは、説明のために提供されており、これに限定さ
れることはない。
【０１８３】
　（Ｆ．１本のナノワイヤの沈着にとっての動作ウィンドウを増大させるように形成され
た電極形状）
　上述のように、ナノワイヤの沈着は、電場を用いて溶液中のナノワイヤを基板上に捕獲
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することによって実行されてもよい。電場を生成するために用いられる電極の外形は、電
極電圧および溶液流率にとっての動作ウィンドウに大きな影響を及ぼしうる。例えば、電
圧が０Ｖよりも大きく増加されるにつれて、臨界電圧はナノワイヤに掛かる誘電泳動力が
流れる液体のせん断応力に等しくなり、結果として、電極間でのナノワイヤの固定になる
点に到達する。高電圧においては、複数のナノワイヤが１本の電極に固定されうる。電極
上の複数のナノワイヤは所望のものではなく、また、せん断応力、電極の外形、および電
圧の変形がウェハ上に発生するので、１本のワイヤの固定および複数のワイヤの固定との
間の電圧の範囲は非常に重要になりうる。このように、１本のナノワイヤ（または他の所
望の数のナノワイヤ）を固定するために用いられる電極電圧の動作ウィンドウのサイズを
増大させるために、電極対の電極の幅、電極対の電極間の間隔、電極電圧、および／また
は、他のパラメータのようなシステムパラメータを制御できることが望ましい。１本のナ
ノワイヤ（または他の所望の数のナノワイヤ）を堅実に固定するために印加される電極電
圧の範囲が拡大されればされるほど、デバイスの構成はより簡略化されたものおよびより
信頼できるものになる。
【０１８４】
　実施形態において、１本のナノワイヤ（または他の所望の数のナノワイヤ）が電極に固
定される電圧の範囲（処理ウィンドウ）を最小限にするように構成されている改善された
電極形状が提供されている。
【０１８５】
　所定の電極上に沈着されるナノワイヤの数は、沈着システムに存在する力に依存してい
る。例えば、誘電泳動力、流体力学的引力、ナノワイヤ間の相互反発力、およびナノワイ
ヤと基板との反発力が要因である。１つの電極対上に複数のナノワイヤを促進する２つの
要因は、流体力学的引力に対する電場強度（強電場または小引力は複数のナノワイヤを好
む）と電極の幅である。２本のナノワイヤが電極対上に固定される際、それらは互いに相
互作用する。２本のナノワイヤ間の反発力は、それらを別離させる。電場は電極の縁を過
ぎると急速に減少するので、ナノワイヤが電極の縁から遥か遠くに移動する場合、流体力
学的力によって引き離され、溶液流によって一掃される。２本のナノワイヤは、２本のナ
ノワイヤがある時間周期において電極上に固定される準安定状態にて残存しうる。十分に
長い時間が経過した後、十分に大きな局所的な変動が、典型的にナノワイヤの１つを別離
させる。電極の幅が広い場合、多くのナノワイヤが１つの電極対上に安定状態にて存在で
きる。電極の幅が３μｍ未満まで減少するにつれて、１本のナノワイヤのみが特定の操作
条件（電圧および流率）の下において電極対に固定される。しかしながら、１本のナノワ
イヤまたは複数のナノワイヤを選択的に固定するための、電極の幅と電極の電圧との間の
関係がある。電極の幅が減少するにつれて、複数のナノワイヤを固定することなく高電圧
が印加されうる。電極の厚さもまた重要である。より薄い電極は、一般により大きな動作
ウィンドウを提供する。
【０１８６】
　例えば、一実施例において、ナノワイヤは、８５％のＩＰＡと１５％の水との混合溶液
中にて、２００ｎｍから５０アルミｎｍまでの間において厚さが変更される電極対上に固
定された。この電極対については、電極の厚さを５０ｎｍから２００ｎｍに増加した後、
１本のナノワイヤを捕獲するための電圧の範囲は、１００ｍＶから２０ｍＶに減少された
。より薄い電極は、１本のナノワイヤを捕獲するためのより大きな動作ウィンドウを提供
する。２次元の場合、動作ウィンドウは最大であってもよい。ここで、電極の厚さは非常
に薄いものとする。一実施形態において、これに接近するために、ダマスク構造が作製さ
れてもよい。そのような構造において、電極は、低誘電率膜に埋め込まれている。例えば
、電極は、基板上に形成されてもよい。低誘電率膜は、膜の厚さが電極の厚さと同一にな
る（例えば、電極の表面と膜とが、互いに共通の平面または同一平面である）ように、電
極間の間隔を埋めるために、電極間の基板に適用されてもよい。また、電極は、基板上に
形成されてもよく、低誘電率膜は、電極間の間隔を埋めるために、および、電極を覆うた
めに、基板におよび電極上に適用されてもよい。電極の表面が露出されるように、および
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、電極の表面と膜の表面とが互いに共通の平面または同一平面であるように、膜の最上層
を除去するために、膜はエッチングされてもよい。
【０１８７】
　図４８は、一実施形態例に従った、多くの変形例に対する動作ウィンドウのプロット４
８００の例（ｍＶ）を示している。各変形例は、特定の電極形状（例えば、三角形状、円
形状、四角形状、等）、特定の電極の幅、電極対の電極間の特定の間隔、等を有している
それぞれの電極対形状の構成である。更に、各変形例に対して、３つの異なる電極の厚さ
（５０ｎｍ、１００ｎｍ、および２００ｎｍ）が、電極の厚さの効果を表すためにプロッ
トされている。動作ウィンドウは、電極対上での１本のナノワイヤの固定が発生する電圧
の範囲である。プロット４８００に示されているように、電極の厚さが減少するにつれて
、１本のナノワイヤの固定のための動作ウィンドウは一般に増大する。例えば、三角形状
の電極の縁である変形例９では、電極の厚さが５０ｎｍならば、動作ウィンドウがおおよ
そ１１２ｍＶという結果になり、電極の厚さが１００ｎｍならば、動作ウィンドウがおお
よそ１００ｍＶという結果になり、電極の厚さが２００ｎｍならば、動作ウィンドウがお
およそ２７ｍＶという結果になる。しかしながら、電極対の電極間の間隙が１２μｍであ
り、電極の幅が１．５μｍである変形例Ｇでは、電極の厚さが５０ｎｍならば、動作ウィ
ンドウがおおよそ１０２ｍＶという結果になり、電極の厚さが１００ｎｍならば、動作ウ
ィンドウがおおよそ１３０ｍＶという結果になり、電極の厚さが２００ｎｍならば、動作
ウィンドウがおおよそ４６ｍＶという結果になる。
【０１８８】
　図４９および図５０は、実施形態例に従った、それぞれ８μｍの間隙（プロット線４９
０２）および１０μｍの間隙（プロット線５００２）に対する４つの変形例についての、
電極の厚さ（ｎｍ）に対する動作ウィンドウ（ｍＶ）のプロット４９００およびプロット
５０００を示している。図４９および図５０に示されているように、動作ウィンドウは、
電極の厚さの増加と共に減少し、電極の厚さの減少と共に増加する。この効果の例示的な
要因には、
（１）ナノワイヤ間の静電気的な反発、および／または、ナノワイヤと基板との間の静電
気的な反発が、電極の縁付近におけるナノワイヤの安定性に影響を与えること。
（２）電極の縁における電場が増加すること（間隙に対するアスペクト比）。
含んでいる。
【０１８９】
　図５１は、一実施形態に従った、電極の幅の効果を表す、電極の幅（μｍ）に対する動
作ウィンドウ（ｍＶ）のプロット５１００の例を示している。３つの異なる電極の厚さ（
５０ｎｍ、１００ｎｍ、および２００ｎｍ）が、電極の厚さの効果を表すためにプロット
されている。プロット５１００に示されているように、電極の幅が増加するにつれて、動
作ウィンドウは減少する。更に、電極の幅が減少するにつれて、動作ウィンドウは増大す
る。電極の幅が約１．２μｍよりも（例えば、点線５１０２の左側に）減少するにつれて
、隣接電極を互いに接続させる電気的なコネクタ（例えば、「バスライン」）は、動作時
に所望しない効果を奏し始める（例えば、ナノワイヤがバスライン上の所望しない領域に
引き付けられるようになる）。
【０１９０】
　このようにして、実施形態において、より薄い電極を提供することによって、動作ウィ
ンドウ（電極電圧の範囲）が増大されてもよい。平らな２次元の電極構造（例えば、ダマ
スク構造）が平面電極を提供するために望ましい。
【０１９１】
　更に、大きな動作ウィンドウが、１０μｍおよび１２μｍの間隙（電極対の電極間の間
隔）、１．５μｍおよび２μｍの電極の幅、および三角形状の電極エンドキャップ(end-c
ap)を含む様々な電極形状に対して観測された。
【０１９２】
　更に、隣接電極対間の間隔が動作ウィンドウに影響を与える。より近くに配置された電
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極対（例えば、隣接電極対間の距離が４μｍ）についてはより強い電場が存在するので、
結果としてより低い固定電極電圧が必要になる。しかしながら、このような構成における
動作ウィンドウは軽減されている。より大きな動作ウィンドウを生成するために、電極対
はより遠く（例えば、隣接電極対間の距離が８μｍ以上）に配置されてもよい。
【０１９３】
　バスラインからの電場は、高電圧においては無視できない。（電極対の電極間における
）より大きな電極の間隙および減少しつつある電極の幅にとって、より高い固定電極電圧
が必要になってもよい。このようにして、バスライン間において距離が増大されること（
たとえば、５μｍから１０μｍ）が、より高い固定電極電圧を打ち消すために望ましい。
【０１９４】
　（Ｇ．アレイ上および孤立電極上へのナノワイヤの類似的な沈着のために構成された電
極の外形）
　上述のように、ナノワイヤの沈着は、電場を用いて溶液中のナノワイヤを基板の電極上
に捕獲することによって実行されてもよい。電場を生成するために用いられる電極の構成
が、沈着処理に多大な影響を及ぼしうる。例えば、電極アレイにおいて近接して配置され
た電極は、最近接の隣り合う電極の電場に影響を与えうる。電極アレイにとって、ナノワ
イヤを固定するために用いられる電圧は、隣接電極間の間隔に依存して、孤立電極対に用
いられる電圧よりも低くなりうる。同一のウェハ上に同一の大きさを伴った電極アレイお
よび孤立電極対の両方を有することは、結果として沈着の問題をもたらす。これは、誘電
泳動力が１つの電極対と電極アレイとでは異なるからである。このようにして、２本のナ
ノワイヤは電極アレイ上に沈着される一方で、幾つかの動作電圧において、孤立電極対上
に沈着された１本のナノワイヤ（所望の数のナノワイヤであってもよい）が存在すること
になり、問題である。
【０１９５】
　実施形態において、近接して配置されたアレイおよび／または孤立電極対にナノワイヤ
を沈着させるために、異なる電極形状が基板上に用いられてもよく、異なるサイズのナノ
ワイヤを同一の動作電圧にて沈着させること、または、隣接電極間に異なる間隔が必要で
ある電極パターンに対するナノワイヤを同一の動作電圧にて沈着させることができる。例
えば、実施形態において、電極形状の関数としての誘電泳動的捕獲反応が利用されてもよ
い。図５２から図５６は、ナノワイヤの固定に用いられる電極電圧への、電極の間隙（電
極対における電極の端部の間の距離）、電極の幅、および電極の厚さの効果を表すそれぞ
れのプロットを示している。
【０１９６】
　例えば、図５２は、固定電圧への電極の間隙の効果を表す、電極の幅が１．５μｍであ
る場合の、間隙サイズ（μｍ）に対する固定電圧（ｍＶ）のプロット５２００を示してい
る。図５２に示されているように、プロット５２００は、第１のプロット線５２０２、第
２のプロット線５２０４、第３のプロット線５２０６、および、第４のプロット線５２０
８を含んでいる。第１のプロット線５２０２は、互いに４μｍ離れて配置された電極対ア
レイにおける電極対にとっての電極の幅に対する１本のナノワイヤを電極対に固定させる
ための固定電圧のプロットである。第２のプロット線５２０４は、互いに８μｍ離れて配
置された電極対アレイにおける電極対にとっての電極の幅に対する１本のナノワイヤを固
定させるための固定電圧のプロットである。第３のプロット線５２０６は、互いに４μｍ
離れて配置された電極対アレイにおける電極対にとっての電極の幅に対する２本のナノワ
イヤを電極対に固定させるための固定電圧のプロットである。第４のプロット線５２０８
は、互いに８μｍ離れて配置された電極対アレイにおける電極対にとっての電極の幅に対
する２本のナノワイヤを固定させるための固定電圧のプロットである。
【０１９７】
　プロット線５２０２から５２０８の各々に対して、固定電圧は、電極の間隙距離が増加
すると共に増加する。更に、プロット５２００によって示されているように、必要な固定
電圧は、（電極対上により近接に配置された１本のナノワイヤに対する）第１のプロット
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線５２０２から、（電極対上により近接に配置されていない１本のナノワイヤに対する）
第２のプロット線５２０４へ、（電極対上により近接に配置された２本のナノワイヤに対
する）第３のプロット線５２０６へ、（電極対上により近接に配置されていない２本のナ
ノワイヤに対する）第４のプロット線５２０８へと増加する。このようにして、必要な固
定電圧は、一般に、隣接電極対間の間隔が増加するにつれて増加する。
【０１９８】
　図５３は、電極の幅が２μｍである場合の間隙サイズ（μｍ）に対する固定電圧（ｍＶ
）のプロット５３００を示しており、電極の間隙の固定電圧への効果を表す。プロット５
３００は、第１のプロット線５３０２、第２のプロット線５３０４、第３のプロット線５
３０６、および第４のプロット線５３０８を含んでおり、それぞれ図５２におけるプロッ
ト５２００のプロット線５２０２、５２０４、５２０６、および５２０８に対応している
。プロット線５３０２から５３０８は、電極の間隙距離が増加するにつれて、および、電
極対の間隔が増加するにつれて固定電圧が増加するプロット５２００のプロット線５２０
２５２０８の効果と同様の効果を示している。更に、図５３のプロット線５３０２から５
３０８は、図５３のプロット線５２０５５２０８に比べて固定電圧において低圧側に移動
しており、電極の幅が増加すると共に固定電圧が減少することを表す。
【０１９９】
　図５４および図５５は、それぞれ１本のナノワイヤ固定および２本のナノワイヤ固定に
ついての電極の幅（μｍ）に対する固定電圧（ｍＶ）のプロット５４００および５５００
を示している。３つの異なる電極の厚さ（５０ｎｍ、１００ｎｍ、および２００ｎｍ）が
、電極の厚さの効果を表すために５４００および５５００の各々においてプロットされて
いる。図５４および図５５に示されているように、電極の幅が減少するにつれて、および
、電極の厚さが減少するにつれて固定電圧は増加する。更に、２本のナノワイヤの固定（
プロット５５００）は、一般に、１本のナノワイヤの固定よりも高い固定電圧を必要とす
る。
【０２００】
　図５６は、１本のナノワイヤ固定および２本のナノワイヤ固定に対する臨界固定電圧（
ｍＶ）のプロット５６００を示しており、近接して配置された（例えば、４ｎｍのアレイ
状に配置された）電極対と孤立した（例えば、他の電極対から８ｎｍ以上離れて孤立した
）電極対との違いを表す。プロット５６００において、プロットバー５６０２は、孤立電
極対への１本のナノワイヤの固定に対する臨界固定電圧がおおよそ２２０ｍＶであり、プ
ロットバー５６０４は、アレイ状の電極対への１本のナノワイヤの固定に対する臨界固定
電圧がおおよそ２００ｍＶであり、プロットバー５６０６は、孤立電極対への２本のナノ
ワイヤの固定に対する臨界固定電圧がおおよそ３３０ｍＶであり、プロットバー５６０８
は、アレイ状の電極対への２本のナノワイヤの固定に対する臨界固定電圧がおおよそ３０
０ｍＶであることを示している。プロット５６００によって示されているように、８０ｍ
Ｖ（３００ｍＶから２２０ｍＶ）である、１本のナノワイヤ固定と２本のナノワイヤ固定
との間の有効的な電極電圧の動作ウィンドウが存在する。同該動作ウィンドウは、（プロ
ットバー５６０８によって示されている臨界固定電圧を増加させるために）電極対の間隙
をアレイ状に増加させること、（プロットバー５６０８によって示されている臨界固定電
圧を増加させるために）アレイの電極対の電極の間隙を増加させること、（プロットバー
５６０２によって示されている臨界固定電圧を減少させるために）孤立電極対の電極の間
隙を減少させること、等のような様々な手法によって増加される。
【０２０１】
　このようにして、電極固定電圧は、電極の幅の増加および／または電極の間隙の減少と
共に減少する。このようにして、電極の幅は、１つ以上のナノワイヤを固定するために必
要な電極電圧を調整するために補正されてもよい。例えば、電極の幅は、必要な固定電圧
を減少させるために増加されてもよく、または、必要な固定電圧を増加させるために減少
されてもよい。しかしながら、電極毎の固定電圧および電極毎のナノワイヤの均衡数の両
方が変化するので、電極の幅は、特定の数のナノワイヤを電極に捕獲させようと試みる際
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にあまり順応できるパラメータではない。より幅の広い電極は、より幅の狭い電極より多
数の固定されたナノワイヤに順応しうる。より幅の狭い電極は、より少数の固定されたナ
ノワイヤに順応しうる。更に、電極の間隙も、１つ以上のナノワイヤを固定するために必
要な電極電圧を調整するために補正されてもよい。例えば、電極の間隙は必要な固定電圧
を増加させるために増加されてもよく、または、必要な固定電圧を減少させるために減少
されてもよい。このようにして、電極の幅および／または電極の間隙は、１つ以上のナノ
ワイヤを固定するために必要な電極電圧を調整するために補正されてもよい、電極形状の
パラメータである。
【０２０２】
　例えば、近接に配置された電極対を有する電極アレイに関連している、図５２のプロッ
ト線５２０２および５２０６では、（同数の固定されたナノワイヤに対する）孤立電極対
に関連している、図５２のプロット線５２０４および５２０８に比べて必要な固定電圧が
低い。近接に配置された電極対を有する電極アレイでは、孤立電極対よりも低い固定電圧
が必要になるので、孤立電極対の電極の間隙は、孤立電極対が電極アレイの固定電圧と一
致する減少した固定電圧を有するために減少されてもよい（例えば、第１の電極対は、第
１の電極対に関連した最少固定電圧を第２の異なる形状を有する第２の電極対に関連した
最少固定電圧に一致させるための第１の外形を有するように構成されていてもよい）。こ
のようにして、孤立電極対および電極アレイの電極対にナノワイヤを固定するために、孤
立電極対および電極アレイの電極対に同一の電圧が印加されうる。電極形状のこの置換お
よび他の置換は、電極形状に関わらず、特定数のナノワイヤを各電極対に沈着させるため
に用いられうる。電極の厚さは典型的には一定であるが補正されてもよく、電極の厚さを
局所的に変更するために相当数の処理が実行される。
【０２０３】
　（Ｈ．沈着後に基板へのナノワイヤの固着を制御するように構成された電極形状）
　上述のように、ナノワイヤの沈着は、電場を用いて溶液中のナノワイヤを基板上に捕獲
することによって実行されてもよい。電場を生成するために用いられる電極の構成は、沈
着後の固着処理に多大な影響を与えうる。例えば、不適切な電極形状により、結果的にナ
ノワイヤのずれが生じてしまう。
【０２０４】
　ナノワイヤが基板に固着されている間、ナノワイヤが基板上に平行におよびセンタリン
グされて配列されるように改善するための改善後の電極形状および固定電圧の実施形態例
が提供される。例えば、誘電泳動的に固定されたナノワイヤの基板への固着が改善されて
もよい。一実施形態において、ナノワイヤは三角形状の先端を有する電極上に少量の配列
のばらつきを伴って固着される。固着のために用いられる高電圧では、電極の縁にて非常
に鋭い電場勾配が存在しうる。より幅の広い電極は、中心部の代わりに両縁の何れかにて
ナノワイヤを固着してもよい。電極の鋭い角および縁は、電場に多大な影響を与えうる。
電場は縁にて高密度になりやすい。このようにして、電極の端部は、沈着されたナノワイ
ヤを所望の電極位置に引き付けさせる電場勾配を生成するように形成されてもよい。更に
、沈着のために用いられる電極の材料および積層膜（誘電体は電極を被覆しうる）、電極
形状、溶媒、および／または、ナノワイヤタイプは、ナノワイヤの固着位置を制御するた
めに変更されてもよい。
【０２０５】
　例えば、図５７は、一実施形態例に従った、基板上に形成された電極対２０８を示して
いる。電極対２０８は、第１の電極８０４および第２の電極８０６を備えている。第１の
電極８０４は矩形状の端部２００６を備えており、第２の電極８０６は矩形状の端部２０
０８を備えている。図５７に示されているように、電極８０４および８０６の各々は幅２
００２を有しており、電極８０４の端部２００６と電極８０６の端部２００８との間に電
極の間隔２００４（または、間隙、距離）が存在している。ナノワイヤ７０６は電極８０
４および８０６に固定されているように図５７に示されている。電極８０４および８０６
の矩形状に起因して、図５７では、ナノワイヤ７０６は移動し、電極８０４および８０６
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の右端部に固定されている。更に、矩形状の電極８０４および８０６が用いられる場合、
２本のナノワイヤの沈着が高い率で発生する（例えば、幾つかの構成においてはおおよそ
２０％）。矩形状の電極を用いている１つの構成例において、ナノワイヤは、ピーク間電
圧が３０Ｖの増幅器を用いて電極に固着された。用いられた最大固着電圧は、実効値が１
６Ｖであった。図５７に示されているものと同様に、電圧が増加されるにつれて、ナノワ
イヤが電極の縁に向かい移動し始めた。
【０２０６】
　図５８は、一実施形態例に従った、基板上の形成された電極対５８００を示している。
電極対５８００は、第１の電極５８０２および第２の電極５８０４を備えている。第１の
電極５８０２は、円形状のまたは丸い端部５８０６ａを備えており、第２の電極５８０４
は、円形状または丸い端部５８０６ｂを備えている。ナノワイヤ７０６は、電極５８０２
および５８０４に固定されているように図５８に示されている。図５９は、一実施形態例
に従った、丸い端部を有する電極を備えている、ウェハ上の電極アレイの画像５９００を
示している。更に、図５９に示されているように、ナノワイヤ５９０２は、電極対の各々
に固定されているように示されている。図５８および図５９に示されているように、電極
対上のナノワイヤは、矩形状の端部を有する電極（例えば、図５７）の場合よりも良くセ
ンタリングされている。丸い端部を有する電極に対して、ナノワイヤは、電場が最強であ
る、丸い電極の端部上にセンタリングされて固着される傾向にある。固着(locking)電圧
は、固着を改善するために補正されうる。
【０２０７】
　図６０は、一実施形態例に従った、基板上に形成された電極対６０００を示している。
電極対６０００は、第１の電極６００２および第２の電極６００４を備えている。第１の
電極６００２は、先の尖った三角形状の端部６００６ａを備えており、第２の電極６００
４は、先の尖った三角形状の端部６００６ｂを備えている。ナノワイヤ７０６は、電極６
００２および６００４に固定されているように図６０に示されている。図６１は、一実施
形態例に従った、三角形状の端部を有する電極（例えば、厚さ５０ｎｍの電極）を備えて
いる、ウェハ上の電極アレイの画像６１００を示している。更に、図６１に示されている
ように、ナノワイヤ６１０２は、電極対の各々に固定されているように示されている。図
６０および図６１に示されているように、電極対上のナノワイヤは、矩形状の端部を有す
電極（例えば、図５７）の場合よりも良くセンタリングされている。三角形状の先端を有
する電極に対して、ナノワイヤは、電場が最強である、三角形状の電極の端部の頂点上に
センタリングされて固着される傾向にある。固着電圧は、固着を改善するために補正され
うる。
【０２０８】
　図６２は、実施形態例に従った、ナノ構造物の沈着のためのステップの例を提供するフ
ローチャート６２００を示している。フローチャート６２００は、説明のために、図５８
および図６０を参照しながら以下に記述されている。以下の記述に基づけば、他の構造的
および動作的な実施形態は当業者には明白である。フローチャート６２００の全ステップ
が全実施形態において実行される必要があるわけではない。例えば、ステップ６２０２（
形成するステップ）は、ステップ６２０４および６２０６を実行する構成要素から分離し
て、他の構成要素によって実行されてもよい。
【０２０９】
　フローチャート６２００は、ステップ６２０２と共に開始する。ステップ６２０２では
、電極対の第１の電極および第２の電極が、同軸上に配列されるように基板の表面上に形
成される。第１の電極は第１の端部を備えており、第２の電極は第２の端部を備えている
。第１の電極および第２の電極は、隣接して配置され、第１の距離だけ離されている。第
１の端部および第２の端部は、何れも正方形状ではない。例えば、図５８に示されている
ように、第１の電極５８０２の端部５８０６ａおよび第２の電極５８０４の端部５８０６
ｂは丸くなっており、それらの丸い端部は間隙２００４だけ離されている。また、図６０
に示されているように、第１の電極６００２の端部６００６ａおよび第２の電極６００４
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の端部６００６ｂは三角形状であり、それらの頂点は間隙２００４だけ離されている。
【０２１０】
　ステップ６２０４では、懸濁液からの少なくとも１つのナノワイヤを電極対に付随させ
るための電場を生成するために、電気信号が当該電極対にて受信される。例えば、本明細
書に記述されているように（例えば、図３のステップ３０４を参照すると）、電気信号は
、１つ以上のナノワイヤを電極対に付随させるための電場を生成するために、図５８の電
極対５８００または図６０の電極対６０００に印加されてもよい。
【０２１１】
　ステップ６２０６では、上記少なくとも１つのナノワイヤが基板の表面に固着される。
例えば、上述のように、ナノワイヤは電極対５８００または６０００に固定または固着さ
れてもよい。例えば、上述のように、１０Ｖｐｐまたはそれ以上の電圧のような固着電圧
が電極対に印加されてもよい。三角形状の先端を有する電極にとっては、電場が三角形状
の先端の頂点にて非常に強力であるので、ナノワイヤは１０Ｖｐｐを越えると固着される
。
【０２１２】
　（Ｉ．誘電泳動的な沈着後に過剰なナノワイヤを基板から除去するための技術）
　上述のように、ナノワイヤの沈着は、電場を用いて溶液中のナノワイヤを基板上に捕獲
することによって実行されてもよい。沈着は、ナノワイヤが表面に向けて定着するように
、及び、重力が表面付近のナノワイヤの高濃度を促進するように、ナノワイヤインクより
下方の基板を伴って実行されうる。これにより、沈着および電極の全装荷の時間が早くな
る。そのような構成では、ナノワイヤが表面のごく近傍に配置されており、表面付近の流
速度が相対的に小さいので、ナノワイヤは表面から洗浄され難い。このようにして、洗浄
段階には全沈着処理の７５％以上の時間が掛かる。洗浄を向上させるための技術が改善さ
れることにより、実質的に処理全体の時間が早くなる。
【０２１３】
　また、洗浄を改善するために、ナノ構造物が沈着されている表面からナノワイヤを引き
離すために静電気力、誘電泳動力、および／または磁力を用いるための実施形態例が示さ
れている。例えば、実施形態において、沈着基板が高アスペクト比流路のより大きな壁を
形成する閉鎖システムが沈着のために用いられてもよい。沈着の間、沈着基板は、流路を
通って流れる流体に露出された基板上の電極を伴って、流路の底部表面／底部壁を形成し
ている。ナノワイヤは、交流電場を用いて流体から電極上に直接沈着される（誘電泳動法
）。一旦、電極がナノワイヤで十分に充満されると、過剰なナノワイヤが流路から洗浄さ
れてもよい。基板の表面付近での流体（ナノワイヤ）の接線速度が相対的に小さいので、
ナノワイヤを表面から流体の流れがより速い場所に移動させることが有効である。これに
より、洗浄時間が実質的に減少される。ナノワイヤを表面から移動させる技術の一例とし
て、流路内部の１つ以上の追加電極（「洗浄電極」）から生じる静電気力を印加すること
が挙げられる。洗浄電極が基板に比べて小さい場合、または、電極対が用いられる場合、
交流信号が印加される際に、電極に対する電場勾配がナノワイヤを引き付ける（交流電気
泳動法）。電極に対するこの引力によって、ナノワイヤは表面から移動するが、固定され
たナノワイヤを表面上の電極から除去するほど十分な強さではない。更に、洗浄電極での
流体の接線方向の流れは典型的に十分速く、ナノワイヤはそこに固定されない。
【０２１４】
　洗浄電極は、様々な手法により構成されてもよい。例えば、一実施形態において、正お
よび負の（交流に対して同相および逆相の）電極間に特定の間隙距離を有する電極対を形
成する２つの幅の狭いロッドが用いられてもよい。ロッドは流路の幅に広がり、表面から
の異なる距離において存在しうる。ロッドは、流体の流れの方向にセルの一端から他端へ
移動する。この場合、ロッドが表面上を走査するにつれて、それらは固定されていないナ
ノワイヤを表面から局所的に除去し、洗浄を向上させる。他の実施形態において、ウェハ
状のより大きな領域に影響を及ぼさせるために、複数のロッドまたは他の電極が用いられ
ている。他の実施形態において、ワイヤを引き付けるために、表面付近に配置された固定
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電極格子が用いられている。
【０２１５】
　実施形態において、システムの形状および／またはサイズ、ナノワイヤタイプ、インク
溶媒のタイプ、沈着基板、等を含むシステムパラメータは変更されてもよい。ナノワイヤ
を表面から引き寄せるために、電極のための多くの異なる形状および材料が用いられても
よい。
【０２１６】
　例えば、図６３は、実施形態例に従った、ナノ構造物の沈着のためのステップの例を提
供するフローチャート６３００を示している。図６３は、説明のために、図６４を参照し
ながら記述されている。図６４は、一実施形態に従った、ナノ構造物の沈着のためのシス
テム６４００を示している。以下の記述に基づけば、他の構造的および動作的な実施形態
は当業者には明白である。
【０２１７】
　フローチャート６３００は、ステップ６３０２と共に開始する。ステップ６３０２では
、複数のナノワイヤを含んでいる懸濁液が、第１の表面を有している流路を通して流され
る。第１の表面は、第１の電極および第２の電極を備えている電極対を備えている。例え
ば、図６４に示されているように、システム６４００は、流路６４０２、入口ポート６４
０４、電極対６４０６、および導電体６４０８を備えている。流路６４０２は、第１の表
面６４１２を有している。入口ポート６４０４は、懸濁液６４１０の流れを（閉鎖であっ
てもなくてもよい）流路６４０２に供給するように構成されている。懸濁液６４１０は、
ナノワイヤ７０６ａを含む複数のナノワイヤを備えている。電極対６４０６は、表面６４
１２上に第１および第２の電極を備えている。
【０２１８】
　ステップ６３０４では、懸濁液の少なくとも１つのナノワイヤを電極対に付随させるた
めに、交流電場が当該電極対を用いて生成される。例えば、一実施形態において、図６４
の電極対６４０６は、懸濁液６４１０の少なくとも１つのナノワイヤを電極対６４０６に
付随させるための第１の電場を生成するために、（例えば、電気信号源から）第１の電気
信号を受容するように構成されてもよい。例えば、図６４に示されているように、ナノワ
イヤ６４６ａは電極対６４０６に付随している。
【０２１９】
　ステップ６３０６では、過剰なナノワイヤを流路の第１の表面から引き離すために、第
２の電場が少なくとも１つの導電体を用いて生成される。例えば、図６４の導電体６４０
８は、過剰なナノワイヤを表面６４１２から引き離すための第２の電場を生成するために
、（例えば、同一の電気信号源または異なる電気信号源から）第２の電気信号を受容する
ように構成されてもよい。例えば、電極対６４０６に固定されていない、または、他の何
れの電極対にも固定されていないナノワイヤ７０６ｂおよび７０６ｃは、導電体６４０８
に向けて引き付けられてもよい。このようにして、流路６４０２を通して流れる懸濁液６
４１０は、電極対６４０６に乗っている、過剰なナノワイヤであるナノワイヤ７０６ｂお
よび７０６ｃを、この手法にて洗浄可能である。
【０２２０】
　上述のように、導電体６４０８は、電極、電極対、等を含む１つ以上の導電体を備えて
いてもよい。導電体６４０８は、１つ以上のワイヤ、ロッド、格子、等を備えていてもよ
い。導電体６４０８は、過剰なナノワイヤを流路６４０２から洗浄可能にするために、静
的であってもよく、または、（例えば、手動の力、モータ、等によって）動的であっても
よい。
【０２２１】
　（Ｊ．広い領域上でのナノワイヤの誘電泳動指向アセンブリ）
　広い領域上でのナノワイヤの誘電泳動指向アセンブリのための実施形態が、このサブセ
クションにおいて提供されている。このサブセクションにおいて、ナノワイヤ、誘電泳動
法、動作ウィンドウ、ハードウェア、広い領域での沈着、配列のための適用例およびアプ
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ローチ、および、他の実施形態が記述されている。
【０２２２】
　本明細書にて記述されているように、多くのデバイスおよびシステムが、本明細書にて
記述されている技術に従って沈着されたナノ構造物および／または電気的なデバイスと組
み込みうる。例えば、ナノワイヤを組み込んでもよい適用例の１つとして、ＬＣＤ／ＯＬ
ＥＤ（液晶ダイオード／有機発光ダイオード）ディスプレイのバックプレーン（例えば、
Ｓｏｎｙ（登録商標）社製のＯＬＥＤ）が挙げられる。そのようなディスプレイバックプ
レーンは、アモルファスシリコンディスプレイのバックプレーンより高性能であってもよ
く、低コストである。ナノワイヤを組み込んでもよい他の適用例としては、順応性のある
電子機器（例えば、オランダ・アイントホーフェンにあるポリマー・ビジョン・リミテッ
ド社(Polymer Vision Ltd.)製の順応性のあるディスプレイ）が挙げられる。ナノワイヤ
の低処理温度はプラスチックとの相性が良く、このようにして、ナノワイヤをプラスチッ
クと共に用いる多くの適用が可能になる。他のナノワイヤの適用例としては、プリンテッ
ド・エレクトロニクス、センサ、および無線ＩＣタグ（ＲＦＩＤ）が挙げられる。
【０２２３】
　図６５および図６６は、誘電泳動（ＤＥＰ）技術に従って組み立てられた電子デバイス
の図を示している。例えば、図６５は、第１の電極６５０２および第２の電極６５０４を
備えている、基板６５０８上の２つの端子を有するデバイス６５００を示している。カー
ボンナノワイヤ６５０６が、第１の電極６５０２および第２の電極６５０４に結合されて
示されている。デバイス６５００と同様のデバイスを組み立てるために用いられた誘電泳
動沈着技術に従うと、９０％のデバイスが（１００μｍ×１００μｍの領域において）１
本のカーボンナノチューブを受容した。図６６は、基板６６０６上でのデバイス６６０２
のアレイ６６００を示しており、デバイス６６０２の各々は、第１の電極６６０２および
それぞれに対応する第１の電極６６０２に結合されているナノワイヤ６６０４を含んでい
る。アレイ６６００を組み立てるために用いられた誘電泳動沈着技術に従うと、８０％の
デバイスが１本のナノワイヤを受容した。
【０２２４】
　図６７は、一実施形態に従った、電場指向アセンブリの原理の一例を表す沈着システム
６７００を示している。例えば、図６７は、本明細書において記述されている誘電泳動法
を利用する電場指向アセンブリを表す。図６７に示されているように、システム６７００
は、基板６７０２、第１の電極６７０４、第２の電極６７０６、ナノワイヤ６７０８、（
容器に含まれた）溶媒６７１０、および交流信号発生器６７１２を備えている。第１の電
極６７０４および第２の電極６７０６は、基板６７０２の表面上に配置されている。第１
の電極６７０４は、交流信号発生器６７１２陰極に接続されており、第２の電極６７０６
は、交流信号発生器６７１２陽極に接続されている。図６７において、基板６７０２は全
体が溶媒６７１０中に浸されている。交流信号発生器６７１２によって交流電流／交流電
圧を第１の電極６７０４および第２の電極６７０６に印加することによって、電磁場６７
１４が生成される。電磁場６７１４は、ナノワイヤ６７０８のように、溶媒６７１０中の
少なくとも何本かのナノワイヤを第１の電極６７０４および第２の電極６７０６に付随さ
せるために生成された交流電磁場である。
【０２２５】
　電磁場６７１４を生成するための、第１の電極６７０４および第２の電極６７０６への
電圧印加は、フローチャート３００のステップ３０４を含んだナノワイヤの配列および沈
着の処理の一部の間または全部の間、実行されうる。本明細書にて記述されているように
、ナノワイヤ６７０８は、電極６７０４および６７０６の間に生成された交流電場に出く
わすにつれて、電場勾配が生じる。実質的な双極子モーメントが近傍のナノワイヤにおい
て生成され、近傍のナノワイヤが電場の向きに対して平行に配列されるように、交流電場
が双極子にトルクを及ぼす。例えば、ナノワイヤ６７０８が、電極６７０４および６７０
６に付随しながら、電磁場６７１４によって電磁場６７１４の電場成分に対して平行に配
列されて示されている。
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【０２２６】
　ナノワイヤ６７０８を交流電場に対して平行に配列することに加え、電場勾配がナノワ
イヤ６７０８に誘電泳動力を及ぼし、ナノワイヤ６７０８を電極６７０４および６７０６
に対して引き付ける。以下の式（７）は、図６７におけるナノワイヤ６７０８に及ぼされ
る誘電泳動力Ｆｄｅｐを表す。
【０２２７】
【数７】

【０２２８】
ここで、
【０２２９】
【数８】

【０２３０】
であり、Ｅは電場、εｎはナノワイヤ６７０８の複素誘電率、εｐは溶媒６７１０の複素
誘電率である。
勾配は電極６７０４および６７０６において最大であり、電極６７０４および６７０６に
及ぼされる引力が増大する。逆性に荷電されたイオンが各電極にて存在する（例えば、電
極６７０４において負に荷電したイオンが存在し、電極６７０６にて正に荷電したイオン
が存在する）ように、電気的な２層が電極６７０４および６７０６の各々の表面にて生成
される。電磁場６７１４において、イオンは、電極６７０４および６７０６の各々からご
く近傍に浮かんでいるナノワイヤ６７０８に向けて先ず移動する。イオンが逆性に荷電さ
れたナノワイヤ６７０８に接近するにつれて、イオンは同性の電荷によって反発され、そ
れぞれの電極に戻らされ、結果としてイオンの循環パターンが生じる（例えば、正に荷電
されたイオンが、電極６７０４に最近接のナノワイヤ６７０８の端部に示されており、負
に荷電されたイオンが、電極６７０６に最近接のナノワイヤ６７０８の端部に示されてい
る）。溶媒６７１０もまた循環され、ナノワイヤ６７０８を電極６７０４および６７０６
に引き付ける誘電泳動力に対向する電気浸透力を生成する。誘電泳動力および電気浸透力
は平衡（または相対平衡）に到達し、それ故、ナノワイヤ６７０８は、電極６７０４およ
び６７０６に付随されるようになる位置にて保持される。
【０２３１】
　本明細書にて記述されている様々なタイプのナノロッド、ナノチューブ、ナノワイヤ、
等を含んだ様々なタイプのナノワイヤが、この手法にて沈着のために用いられてもよい。
例えば、ＶＬＳ（気相－液相－固相）技術を用いて成長された（ホウ素がドープされた）
シリコンベースのｐ－ｉ－ｐ型ナノワイヤが用いられてもよい。そのようなナノワイヤは
、長さが１８μｍ（または他の長さ）であるように作製されてもよい（長さの均一性～１
μｍ）。このタイプのナノワイヤは、説明のために記述されているが、これに限定される
ものではない。
【０２３２】
　図６８から図７１は、一実施形態例に従った、電極対の連続取込画像を示しており、誘
電泳動力を用いたナノワイヤの捕獲を表す。例えば、図６８の第１の画像６８００におい
て、第１の電極６８０２および第２の電極６８０４が溶媒中の基板上に示されている。図
６８に示されているように、第１の電極６８０２および第２の電極６８０４の各々は、（
他の実施形態では他の幅および／または間隔を有しているが、）２μｍの幅を有しており
、１０μｍだけ離れて配置されている。図６９の第２の画像６９００において、ナノワイ
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ヤ６９０２は、第１の電極６８０２および第２の電極６８０４に接近しているように示さ
れている。図７０の第３の画像７０００において、ナノワイヤ６９０２は、（図７０の円
形の点線により表されている）第１の電極６８０２および第２の電極６８０４の捕獲半径
内に、第１の電極６８０２および第２の電極６８０４に接近したように示されている。こ
の捕獲半径は、（電場から離れるにつれて指数関数的に減少する）誘電泳動力が、（表面
から離れるにつれて増大する）流体力よりも大きい領域である。図７１の第４の画像７１
００において、ナノワイヤ６９０２は、固定され、第１の電極および６８０２および第２
の電極６８０４の上方に浮いているように示されている。誘電泳動力が第１の電極６８０
２および第２の電極６８０４上を流れる溶媒の粘性抵抗よりも大きいので、ナノワイヤ６
９０２は、第１の電極６８０２および第２の電極６８０４に固定されることが可能になる
。図６８から図７１において、ナノワイヤに掛かるトルクは、
【０２３３】
【数９】

【０２３４】
に比例している。
【０２３５】
　図７２から図７６は、一実施形態例に従った、電極対の連続取込画像を示しており、誘
電泳動力および自己制限式アセンブリを用いた捕獲を表す。例えば、図７２の第１の画像
７２００において、第１の電極６８０２および第２の電極６８０４が、第１の電極６８０
２および第２の電極６８０４に固定されたナノワイヤ７２０２を伴って、溶媒中の基板上
に示されており、第２のナノワイヤ７２０４が第１の電極６８０２および第２の電極６８
０４に接近しているように示されている。図７３の第２の画像７３００において、第２の
ナノワイヤ７２０４が、第１の電極６８０２および第２の電極６８０４のより近くに接近
しているように示されており、捕獲半径に進入している。図７４の第３の画像７４００に
おいて、誘電泳動力が第１の電極６８０２および第２の電極６８０４上を流れる溶媒の粘
性抵抗よりも大きいので、第２のナノワイヤ７２０４は、第１の電極６８０２および第２
の電極６８０４に固定されているように示されており、（例えば、第１のナノワイヤ７２
０２と第２のナノワイヤ７２０４との間の相互反発力に起因して）第１のナノワイヤ７２
０２と置換され始めているように示されている。図７５の第４の画像７５００において、
第２のナノワイヤ７２０４が、固定され、第１の電極６８０２および第２の電極６８０４
の上方を浮いているように示されており、第１のナノワイヤ８０２が、第１の電極６８０
２および第２の電極６８０４から置換されている。図７６の第５の画像７６００において
、第２のナノワイヤ７２０４が、固定され、第１の電極６８０２および第２の電極６８０
４の上方を浮いているように示されており、第１のナノワイヤ８０２が、第１の電極６８
０２および第２の電極６８０４上を流れる溶媒の流体力学的抵抗に起因して一掃されてい
る。
【０２３６】
　第１のナノワイヤ７２０２を置換する第２のナノワイヤ７２０４は、流路におけるナノ
ワイヤの相互作用が特定の電極対に固定されるナノワイヤの数を所望の数に制限する、ナ
ノ構造物の自己制限式アセンブリの一例である。１本のナノワイヤの自己アセンブリに対
する特定の条件は、ナノワイヤと基板との間に十分な反発力があるならば、最初に印加電
圧および流速度（誘電泳動力および流体力）によって規定される。例えば、流速度が増加
するにつれて、臨界固定電圧は～２のべき乗則で増加する。１本および２本のナノワイヤ
に対する臨界固定電圧は、それぞれの事象（０本のナノワイヤ、１本のナノワイヤ、およ
び２本のナノワイヤ）に対する境界となっている。定電圧では、電極に配置された１本の
ナノワイヤは、２本のナノワイヤよりも大きな流体力学的抵抗力に耐えうる。流体力学的
抵抗に対向する、ナノワイヤに掛かる誘電泳動力は、電極に対するナノワイヤの位置に依
存している。１本のナノワイヤでは、ナノワイヤは、電場の勾配が最大である電極の中心
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線にて固定されてもよい。追加のナノワイヤを電極上に構築する際、ナノワイヤは、電場
の勾配がより小さく、誘電泳動力が減少する領域まで離される。ナノワイヤ間の離れてい
る距離は、ナノワイヤの長軸に垂直な誘電泳動力に対するナノワイヤ間の反発力、および
、流体の流れからの流体力または電気浸透力に依存している。
【０２３７】
　図７７は、一実施形態例に従った、基板上の電極対に関するナノワイヤの距離（任意単
位）に対する相互作用力平衡（任意単位）を表すプロット７７００を示している。プロッ
ト７７００は、第１のプロット線７７０２、第２のプロット線７７０４、および第３のプ
ロット線７７０６を示しており、これらは、誘電泳動力の異なる値に対応している。第１
のプロット線７７０２は誘電泳動力の相対的に低い値に対応しており、第２のプロット線
７７０４誘電泳動力の相対的に中位の値に対応しており、第３のプロット線７７０６は誘
電泳動力の相対的に高い値に対応している。プロット線７７０２をうるために、相対的に
低い電極電圧が印加される。プロット線７７０４をうるために、相対的に中位の電極電圧
（例えば、固着(locking)電極電圧よりも低い電極電圧）が印加される。プロット線７７
０６をうるために、相対的に高い電極電圧（例えば、固着電極電圧よりも高い電極電圧）
が印加される。
【０２３８】
　図７７に示されているように、第１のプロット線７７０２では、距離が（図７７におけ
る右側に）増加するにつれて、ナノワイヤと電極対との間の相互作用力は基本的に０にな
る（基板からの距離が増加するにつれて相互作用力は減少する）。ナノワイヤと基板との
間の距離が減少するにつれて、相互作用力はより大きく反発するようになり（例えば、図
７７において、プロット線７７０２に沿って左方向に進むと、ナノワイヤと基板との間の
静電気的な反発に起因して、プロット線７７０２は下方に下がる）、その後、プロット線
７７０２が相互作用力の０値に到達するまで、より小さく反発するようになる（例えば、
図７７において、プロット線７７０２に沿って更に左方向に進むと、引き付ける誘電泳動
力が顕著になるにつれて、プロット線７７０２は上方に進んでいく）。相互作用力の０値
は、ナノワイヤが基板からの間隔を保ちつつ固定されて浮くように、引き付ける誘電泳動
力と他の力（例えば、反発する静電気力、等）とが平衡している基板からの距離を示して
いる。ナノワイヤと基板との距離が更に減少するにつれて、ファン・デル・ワールス力が
顕著になるので、相互作用力は強く引き付けるようになる。このようにして、ナノワイヤ
は基板に引き付けられて固着される。
【０２３９】
　図７７に示されているように、第２のプロット線７７０４は、第１のプロット線７７０
２と同様の形状をしている。ただし、第２のプロット線７７０４は、０より下に、第１の
プロット線７７０２についての上述の反発力の範囲にまで下がる前に、ナノワイヤと基板
との間に引力が存在する距離の範囲を有しており、第２のプロット線７７０４の窪みの最
小値は、第１のプロット線７７０２の最小値よりも小さく（より小さく反発する）、相互
作用力の０値について、ナノワイヤは、第２のプロット線では第１のプロット線に比べて
基板に対してより近接して配置されている。
【０２４０】
　図７７に示されているように、第３のプロット線７７０６は、第２のプロット線７７０
４と同様の形状をしている。ただし、第２のプロット線７７０４の窪みの最小値は、第２
のプロット線７７０２の最小値よりも小さく、実際に、０よりも低く到達しない、または
、０よりも小さくならない。このようにして、第３のプロット線７７０６において、ナノ
ワイヤが基板によって反発される距離の範囲は存在しない。
【０２４１】
　図７８は、一実施形態に従った、電圧（ｍＶ）に対する０本、１本、および２本のナノ
ワイヤの沈着の発生率のプロット７８００を示している。プロット７８００は、定せん断
応力が掛かる際の電圧の降下、および、１本のナノワイヤの沈着に対する動作ウィンドウ
を表す。図７８の例において、プロット７８００は、電極対に沈着されている１本のナノ
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ワイヤの発生率が１００％であった、おおよそ３２５ｍＶから３９０ｍＶの電圧範囲にお
ける動作ウィンドウ７８０２を表す。動作ウィンドウ７８０２より低い電圧では、電極対
に沈着されている１本のナノワイヤの発生率は１００％よりも低かった（２本のナノワイ
ヤが沈着される場合もあった）。
【０２４２】
　図７９は、一実施形態例に従った、臨界固定電圧（Ｖｐｃ）（ｍＶ）に対する流速度（
ｍＶ／分）のプロット７９００を示している。プロット７９００は、１本のナノワイヤの
沈着についての第１のプロット線７９０２、および、２本のナノワイヤの沈着についての
第２のプロット線７９０４を示している。プロット線７９０２とプロット線７９０４との
間の領域は、流速度および電極電圧の範囲が１本のナノワイヤの沈着に対して利用可能で
ある、電極対上の１本のナノワイヤの沈着に対する処理ウィンドウと見なされてもよい。
プロット線７９０２の左の領域は、ナノワイヤが電極対上に沈着されない領域であり、プ
ロット線７９０４の右の領域は、２本のナノワイヤが電極対上に沈着される領域である。
図７９は、広い処理ウィンドウによって低欠陥沈着が可能になることを表しており、電圧
よりも大きな流速度のばらつきについての許容範囲を表す。プロット７９００によれば、
固定力はナノワイヤに掛かる抵抗力を算出することにより近似されうる。図７９において
、プロット線７９０２および７９０４に対する流速度の値（Ｑ）はＶｐｃ2.2と近似され
てもよい。
【０２４３】
　図８０は、一実施形態例に従った、ナノワイヤの沈着のための閉鎖セルシステム８００
２の画像８０００を示している。図８１は、一実施形態例に従った、図８０の閉鎖セルシ
ステム８００２の断面ブロック図を示している。図８０および図８１の例において、シス
テム８００２は、ＰＶＤＦ（ポリフッ化ビニリデン）インサート８００４および石英ウェ
ハ８００６を備えており、流路を形成するために（例えば、Ｏ字形状のリングまたは他の
密閉剤によって）互いに密閉されている。図８１に示されているように、石英ウェハ８０
０６上へのナノワイヤの沈着のために、ナノワイヤ溶液が流れてもよい流路８１０４が、
ＰＶＤＦインサート８００４と石英ウェハ８００６との間に表されている。顕微鏡の対物
レンズ８１０２または他の画像取込デバイスが、流路８１０４を通過し、石英ウェハ８０
０６上に沈着されるナノワイヤを観測するために存在してもよい。図８１に示されている
ように、（透明であってもよい）石英ウェハ８００６を通してナノワイヤを観測するため
に、顕微鏡の対物レンズ８１０２は石英ウェハ８００６に隣接して配置されている。閉鎖
セルシステム８００２を実行することにより、１本のナノワイヤの沈着を繰り返し提供す
ることができ、９５％以上の成功率で１本のナノワイヤを電極上に沈着させることが可能
になる。
【０２４４】
　図８２は、一実施形態例に従った、閉鎖セルシステム８００２の位置ｘ（ｍｍ）に対す
る速度（μｍ／秒）のプロット８２００を表す。プロット８２００は、閉鎖セルシステム
８００２のセルの流れの均一性を表す。プロット８２００に存在するプロット点は、（５
μｍのポリスチレン球を混入したＨ2Ｏについての）粒子画像速度測定法を用いて速度プ
ロファイルを測定することによって生成された。プロット線８２０２は、矩形状の流路に
おける流れに対するナビエ・ストークス方程式の解としてプロット８２００に追加された
。プロット線８２０２を伴うプロット８２００のプロット点も同様に、閉鎖セルシステム
８２００の実質的なセルの流れの均一性（例えば、流路８１０４に沿った位置「ｘ」の範
囲に対する相対的な定速度）を表す。
【０２４５】
　図８３は、一実施形態例に従った、複数の電極アレイ８３０４を備えている表面８３０
２を備えているウェハ８３００を表す。ウェハ８３００の一例において、ウェハ８３００
は９つの電極アレイ８３０４を備えている６インチのウェハであるが、他の実施形態にお
いて、他のサイズおよび／または電極アレイの数を有していてもよい。各電極アレイ８３
０４は、例えば、２０ｍｍ×２０ｍｍのサイズであって、１６，３８４の電極位置を備え
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ているように、何れのサイズであってもよく、何れの数の電極を備えていてもよい。実施
形態に従った、ウェハ８３００上のアレイ８３０４へのナノワイヤの沈着の一例において
、９８．５２％の電極対が１本のナノワイヤを受容し、０．０７％の電極対がナノワイヤ
を沈着せず（この例において、合計１２の電極がナノワイヤを沈着しなかった）、０．３
７％の電極対が欠陥を有し、１．０２％の電極対が欠陥のあるナノワイヤを受容した。こ
のようにして、ウェハ８３００は、大面積かつ低欠陥沈着に関する一例である。この例に
おいて、標的アレイ８３０４は、ＤＵＶ（深紫外線）顕微鏡を用いて調べられた（画像は
手動により調べられた）。
【０２４６】
　図８４は、ナノワイヤの配列の一例を表す。例えば、図８４は、第１の電極８４０２お
よび第２の電極８４０４を備えている、基板８４０８上の電極対８４００を示している。
ナノワイヤ８４０６は、第１の電極８４０２および第２の電極８４０４に結合されている
ように示されている。電極対の中心線８４１０は、第１の電極８４０２および第２の電極
８４０４の端部の間を表す。ナノワイヤの中心線８４１２は、ナノワイヤについて表す。
図８４に示されているように、ナノワイヤの中心線８４１２は、電極対の中心線８４１０
から距離８４１４だけオフセットを有している。実施形態において、本明細書に記述され
た沈着技術に従った誘電泳動的な配列機能により、距離８４１４は減少される。例えば、
図８５は、一実施形態例に従った、配列オフセット（ｎｍ）に対する累積確率のプロット
８５００を示している。プロット８５００のプロット線８５０２によって表されているよ
うに、テストされた電極対のおおよそ９９．９％が、１μｍ未満の距離８４１４を有して
いる。誘電泳動的な配列機能は、第７世代および第８世代のＬＣＤ（液晶ディスプレイ）
ステッパに匹敵し、（例えば、Ｎｉｋｏｎ社製のステッパでは）おおよそ０．６μｍであ
る。
【０２４７】
　図８６から図８８は、実施形態に従った、ナノワイヤトランジスタの電気的な特性を表
すプロットを示している。図８６から図８８に関して、ナノワイヤは、従来のトップダウ
ンの製造法を用いてｐ型ＭＯＳＦＥＴに形成された。図８６は、ナノワイヤトランジスタ
のゲート電圧（Ｖ）に対するドレイン電流（Ａ）のプロット８６００を示している。図８
７は、ナノヤイワトランジスタのＶｔの分散に関するプロット８７００を示しており、Ｖ
ｔ（Ｖ）に対する累積確率（％）をプロットしている。図８８は、ナノワイヤトランジス
タの閾値以下の勾配（ＳＳ）の分散に関するプロット８８００を示しており、ＳＳ（Ｖ／
デケード）に対する累積確率（％）をプロットしている。プロット８６００、８７００、
および８８００によって表されているように、ナノワイヤトランジスタは、非常に狭い電
圧（Ｖｔ）および閾値以下の勾配（ＳＳ）の分散を示している。
【０２４８】
　実施形態において、１本のナノワイヤの沈着の９９．９％が、誘電泳動的アセンブリを
用いることにより可能である。良い流体力学的均一性を伴う沈着の高い生成量が、大面積
（１００ｍｍ２より大きい）において実現されうる。本明細書において記述されているよ
うに、誘電泳動的アセンブリ技術は、配列エラーを少なく（例えば、配列エラーは０．６
μｍ（３σ）よりも小さく）してナノワイヤを正確に配置させることができ、これらの技
術を従来の半導体プロセスと互換性を持たせることができる。
【０２４９】
　本明細書にて提供されている実施形態に従って形成されうる電子デバイスおよびシステ
ムの更なる例が、以下に記述されている。
【０２５０】
　〔ＩＩＩ．実施形態に従って沈着されたナノワイヤおよび電気的なデバイスの例示的な
デバイスおよび適用例における使用〕
　数多くの電子デバイスおよびシステムが、半導体および他のタイプのデバイスを、本明
細書に記述されている技術に従って沈着されたナノワイヤの薄膜および／または電気的な
デバイスを伴って組み込みうる。本発明の幾つかの適用例が説明のために以下にまたは本
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明細書中に記述されているが、これに限定されるものではない。本明細書に記述されてい
る適用例は、配列されているまたは配列されていないナノワイヤの薄膜、および、合成さ
れているまたは合成されていないナノワイヤの薄膜を含みうる。
【０２５１】
　半導体デバイス（または他のタイプのデバイス）は、他の電子回路の信号に結合されう
る。および／または、他の電子回路と共に集積されうる。半導体デバイスは大型の基板に
形成されることができ、続いて、小さな基板に分離、または、四角く切断されうる。更に
、大型の基板上（従来の半導体ウェハよりも実質的に大きい基板）では、その上に形成さ
れた半導体デバイスは、相互連結されうる。
【０２５２】
　また、本明細書に記述されている技術によって沈着されたナノワイヤは、１つのの半導
体デバイスおよび複数の半導体デバイスを必要とする適用例に組み込まれうる。例えば、
本明細書に記述されている技術によって沈着されたナノワイヤは、複数の半導体デバイス
が形成されている大面積かつマクロエレクトロニクスの基板に特に適用可能である。その
ような電子デバイスは、アクティブマトリクス型の液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、有機Ｌ
ＥＤディスプレイ、電界放出ディスプレイのためのディスプレイ駆動回路を含みうる。他
のアクティブ型のディスプレイは、ナノワイヤポリマーと量子ドットポリマーとの混合物
から形成されうる（当該混合物はエミッタおよびアクティブ型の駆動マトリクスの両方と
して機能しうる）。また、本明細書に記述されている技術によって沈着されたナノワイヤ
は、スマートライブラリ、クレジットカード、広域アレイセンサ、および、スマートカー
ド、スマートインベントリタグ等を含んだ無線ＩＣ（ＲＦＩＤ）タグに適用可能である。
【０２５３】
　また、本明細書に記述されている技術によって沈着されたナノワイヤは、デジタルおよ
びアナログ回路の適用例に適用可能である。特に、本明細書に記述されている技術によっ
て沈着されたナノワイヤは、大面積の基板上に超大型の集積が必要である適用例において
有用である。例えば、本明細書に記述されている技術によって沈着されたナノワイヤの薄
膜は、論理回路、記憶回路、プロセッサ、増幅器、および、他のデジタルおよびアナログ
回路において実装されうる。
【０２５４】
　本明細書に記述されている技術によって沈着されたナノワイヤは、光起電性の適用例に
適用されうる。そのような適用例において、特定の光起電性デバイスの光起電性の特性を
向上させるために、透明な導電性の基板が用いられる。例えば、そのような透明な導電性
の基板は、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）または同等の物の代わりに、適応性のある大
面積の代替物として用いられる。基板は、ナノワイヤの薄膜により被覆されることができ
、広いバンドギャップ、つまり、非吸収であるように、可視光よりも広いバンドギャップ
を有するように形成されている。しかし、その上部に形成されている光起電性デバイスの
アクティブ材料と並んでいるＨＯＭＯバンドまたはＬＵＭＯバンドの何れかを有するよう
に形成されてもよい。透明な導電帯は、光起電性デバイスから電流を除去するために、吸
収光起電性材料の２つの側面に配置されうる。２つの異なるナノワイヤ材料が選択されう
る。一方は光起電性のＨＯＭＯバンドと並んでいるＨＯＭＯを有しており、他方は光起電
性材料のＬＵＭＯバンドと並んでいるＬＵＭＯを有している。２つのナノワイヤ材料のバ
ンドギャップが、光起電性材料のバンドギャップよりも遥かに広くなるように選択されう
る。この実施形態に従って、基板がほぼ非吸収であり続ける一方、ナノワイヤは、ナノワ
イヤの薄膜の抵抗を減少させるために軽くドープされうる。
【０２５５】
　それ故、幅広い軍事用品および生活用品は、本明細書に記述されている技術によって沈
着されたナノワイヤおよび電気的なデバイスを組み込みうる。例えば、そのような品は、
パソコン、ワークステーション、サーバ、ネットワークデバイス、ＰＤＡおよびパームパ
イロットのような携帯用電子デバイス、電話（例えば、携帯および一般）、ラジオ、テレ
ビ、電子ゲームおよびゲームシステム、ホームセキュリティシステム、自動車、飛行機、
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【０２５６】
　実施形態例が示されてきた。本発明はこれらの例に限定されるものではない。これらの
例は説明のために示されており、限定されるものではない。本明細書に記述されている説
明に基づけば、代替例（本明細書において記述されている代替例の等価例、拡張例、変形
例、派生例、等を含んでいる）は、当業者にとって明白であろう。そのような代替例は、
本発明の範疇および精神の範囲を逸脱しない。
【０２５７】
　本明細書中に記述されている全ての文献、特許、および特許公報は、それらの個別の文
献、特許、または特許公報の各々が参照することにより具体的に個別に組み込まれると示
されるのと同程度に、本明細書に組み込まれる。
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【手続補正書】
【提出日】平成24年4月24日(2012.4.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナノ構造物を基板の表面に沈着させるための方法であって、
　ナノワイヤを基板に密着させることなく上記ナノワイヤを上記基板の電極に誘電泳動的
に固定させることが可能な特性を有する第１の溶媒を選択するステップと、
　上記ナノワイヤを上記基板に固着させることが可能な特性を有する第２の溶媒を選択す
るステップと、
　上記ナノワイヤが上記基板に固定されることを可能にするために、上記基板上に上記第
１の溶媒と上記ナノワイヤとを含む第１の懸濁液を流すステップと、
　上記ナノワイヤが上記基板に固着することを可能にするために、上記基板上に上記第２
の溶媒を含む第２の懸濁液を流すステップと、
　上記基板を乾燥させるステップと、
を含んでいる、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　上記第１の懸濁液を流す上記ステップに続いて上記基板を洗浄するステップを更に含ん
でいる、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　上記第１の溶媒がイソプロピルアルコールおよび水を含むように選択される、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　上記第１の溶媒がイソプロピルアルコールを含むように選択される、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　上記第１の溶媒および上記第２の溶媒の少なくとも１つが、水－アルコール混合物、無
極性溶媒、添加物、ｐＨ調整剤、および塩の少なくとも１つを含んでいる、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　上記第１の懸濁液からの少なくとも１つのナノワイヤを電極に付随させるために、上記
基板上の電極対である上記電極を用いて電場を生成するステップを更に含んでいる、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ナノ構造物を基板の表面に沈着させるための方法であって、
　第１の電極および第２の電極を有する電極対を備える基板の表面を第１の方向にて配置
するステップと、
　上記基板の上記表面上に複数のナノワイヤを含む懸濁液を流すステップと、
　上記電極対に上記懸濁液からの少なくとも１つのナノワイヤを付随させるために、上記
電極対を用いて電場を生成するステップと、
　過剰なナノワイヤを除去するために、上記第１の方向にて上記基板の上記表面を洗浄す
るステップと、
　上記基板を第２の方向に回転させるステップと、
　過剰なナノワイヤを除去するために、上記第２の方向にて上記基板の上記表面を洗浄す
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るステップと、
を含んでいる、
ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　上記基板の上記表面は、流路の表面であり、
　上記懸濁液を流す上記ステップは、上記懸濁液を上記流路を通して上記基板の上記表面
上に流すステップを含んでいる、
ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　上記電極対に上記懸濁液からの少なくとも１つのナノワイヤを付随させるために、上記
電極対を用いて電場を生成する上記ステップは、
　上記電極対に２１０ｍＶから２３０ｍＶの範囲における電圧を印加するステップを含ん
でいる、
ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　上記第１の電極および上記第２の電極の各々は、おおよそ２μｍの幅を有しており、
　上記第１の電極と上記第２の電極との間の間隔は、おおよそ８μｍであり、
　上記電極対に上記懸濁液からの少なくとも１つのナノワイヤを付随させるために、上記
電極対を用いて電場を生成する上記ステップは、
　上記電極対に１９０ｍＶｒｍｓから２７０ｍＶｒｍｓの範囲における交流電圧を印加す
るステップを含んでいる、
ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　ナノ構造物を沈着させるためのシステムであって、
　第１の電極および第２の電極を備える電極対を備える第１の表面を有する閉鎖流路と、
　上記流路に懸濁液の流れを供給するように構成されている入口ポートと、
を備えており、
　上記懸濁液は複数のナノワイヤを含んでおり、
　上記閉鎖流路は、上記懸濁液が上記第１の表面上に流れるための第１の方向にて配置さ
れることができ、
　上記電極対に上記懸濁液からの少なくとも１つのナノワイヤを付随させるために、上記
電極対を用いて電場を生成するように構成されている上記電極対に接続された電気信号源
と、
を更に備えており、
　上記入口ポートは、過剰なナノワイヤを除去するために、上記第１の方向にて上記閉鎖
流路の上記第１の表面を洗浄するための溶液を供給し、
　上記閉鎖流路は、第２の方向に回転できるように構成されており、
　上記入口ポートは、過剰なナノワイヤを除去するために、上記第２の方向にて上記閉鎖
流路の上記第１の表面を洗浄するための溶液を供給する、
ことを特徴とするシステム。
【請求項１２】
　第１の方向にて、重力によってナノワイヤを閉鎖流路を流れている上記懸濁液から上記
第１の表面に引き付けるように上記第１の表面が配置されている、
ことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　第２の方向にて、重力によってナノワイヤを上記第１の表面から上記閉鎖流路の中央部
に向けて引き離すように上記第１の表面が配置されている、
ことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　第２の方向にて、上記第１の表面は上記第１の方向に対して反転している、
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ことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
　上記電気信号源は、上記懸濁液から少なくとも１つのナノワイヤを上記電極対に引き付
ける誘電泳動力を与えるために、上記電極対を用いて交流電場を生成するように構成され
ている、
ことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１６】
　第１の方向にて、上記第１の表面は、第１の表面の近傍にあるナノワイヤが上記閉鎖流
路の長さを通過できるような期間、洗浄される、
ことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１７】
　上記第１の電極と上記第２の電極との間隔は、ナノワイヤの長さから５μｍを引いた長
さに略等しい、
ことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１８】
　第１の電極および第２の電極の各々は、おおよそ２μｍの幅を有している、
ことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１９】
　第１の電極および第２の電極の各々は、２μｍから３μｍの範囲内の幅を有している、
ことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項２０】
　標的パネルの表面上に複数の電極対を有する当該標的パネルを受容するように構成され
ている境界表面を備えており、
　各電極対は、少なくとも１つのナノワイヤを受容するように構成されており、
　所定の速度にて上記標的パネルを上記境界表面上にて輸送するように構成された輸送機
構と、
　各パネル処理領域が上記標的パネルの上記表面の一部に対してそれぞれの処理を実行す
るように構成されている複数のパネル処理領域と、
を更に備えており、
　上記輸送機構は、上記標的パネルを上記複数のパネル処理領域を通して輸送するように
構成されている、
ことを特徴とするナノ構造物の沈着装置。
【請求項２１】
　ナノ構造物を沈着させるためのシステムであって、
　互いに対向している第１および第２の表面を有する閉鎖流路を備えており、
　上記第１の表面は、第１の電極および第２の電極を備えている第１の電極対を備えてお
り、
　上記第２の表面は、第３の電極および第４の電極を備えている第２の電極対を備えてお
り、
　上記第１の電極対および第２の電極対を被覆している誘電性の材料と、
　複数のナノワイヤを含んでいる懸濁液の流れを上記流路に供給するよう構成されている
入口ポートと、
　上記懸濁液中の少なくとも１つのナノワイヤに、上記第１および上記第２の表面に対し
て垂直方向に実質的な力を掛けるために、上記第１および上記第２の電極対を用いて交流
電場を生成するように構成されている、上記第１および上記第２の電極対に接続されてい
る交流電気信号源と、
を更に備えている、
ことを特徴とするシステム。
【請求項２２】
　上記交流電場は、非対称である、
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ことを特徴とする請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　ナノ構造物を沈着するためのシステムであって、
　第１の電極および第２の電極を備えている電極対を備えている第１の表面を有している
閉鎖流路と、
　導電体と、
　複数のナノワイヤを含んでいる懸濁液の流れを上記流路に供給するよう構成されている
入口ポートと、
　上記懸濁液中の少なくとも１つのナノワイヤに、上記第１の表面に対して垂直方向に実
質的な力を掛けるために、上記電極対および上記導電体を用いて交流電場を生成するよう
に構成されている、上記電極対および上記導電体に接続されている交流電気信号源と、
を備えている、
ことを特徴とするシステム。
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