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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナノワイヤを含むナノワイヤフォトダイオードと、
　前記ナノワイヤフォトダイオードに当該ナノワイヤフォトダイオードを囲むように接続
された少なくとも一つの垂直フォトゲートと、
を備えるデバイス。
【請求項２】
　基板と、基板フォトダイオードと、を更に備える請求項１のデバイス。
【請求項３】
　トランスファーゲートと、リセットゲートと、を更に備える請求項２のデバイス。
【請求項４】
　前記ナノワイヤフォトダイオード及び前記基板フォトダイオードが低濃度にドープされ
ている、請求項２のデバイス。
【請求項５】
　前記基板の表面と前記基板フォトダイオードとの間の前記基板内の領域をさらに備え、
前記領域は、暗電流を抑制するように構成された、請求項２のデバイス。
【請求項６】
　前記基板が電気的接地に接続されている、請求項２のデバイス。
【請求項７】
　前記トランスファーゲートがオンのときに、前記基板フォトダイオードが正にバイアス
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される、請求項２のデバイス。
【請求項８】
　前記基板フォトダイオードが空乏化される、請求項７のデバイス。
【請求項９】
　前記トランスファーゲート及び前記リセットゲートがオフのときに、前記基板フォトダ
イオードが前記基板に関してフローティングしているキャパシタを形成する、請求項７の
デバイス。
【請求項１０】
　前記ナノワイヤフォトダイオードと前記基板との間にポテンシャル差が形成されるよう
に、前記垂直フォトゲートが、ナノワイヤにおけるポテンシャルを制御するように構成さ
れた、請求項１のデバイス。
【請求項１１】
　前記ナノワイヤフォトダイオードと動作可能に接続された第２の垂直フォトゲートをさ
らに備え、当該第２の垂直フォトゲートが、前記ナノワイヤフォトダイオードで生成され
た信号電荷を、基板フォトダイオードで生成された信号電荷から分離するオン／オフスイ
ッチとなるように構成された、請求項１のデバイス。
【請求項１２】
　光電荷が、前記ナノワイヤフォトダイオード及び前記基板フォトダイオードにおいて、
実質的に同時に、しかし異なるポテンシャルウェルにおいて、統合される、請求項２のデ
バイス。
【請求項１３】
　前記第２の垂直フォトゲートがオフのときに、前記ナノワイヤフォトダイオードと前記
基板フォトダイオードとの間にポテンシャル障壁が形成される、請求項１１のデバイス。
【請求項１４】
　前記ナノワイヤに印加された負のバイアスによって、正孔が前記ナノワイヤの表面に蓄
積され、電子が前記ナノワイヤの中心に蓄積される、請求項１のデバイス。
【請求項１５】
　前記ナノワイヤにおいてポテンシャルの傾斜が存在する、請求項１４のデバイス。
【請求項１６】
　前記ナノワイヤフォトダイオードが、ナノワイヤと、当該ナノワイヤを取り囲み当該ナ
ノワイヤの屈折率よりも小さな屈折率を有するクラッドと、を備え、当該クラッドが先細
になっている、請求項１のデバイス。
【請求項１７】
　前記クラッドは、除々に、又は、段階的に、先細になる、請求項１６のデバイス。
【請求項１８】
　複数のナノワイヤフォトダイオードデバイスを備えた装置であって、当該ナノワイヤフ
ォトダイオードデバイスが、ナノワイヤフォトダイオードと、当該ナノワイヤフォトダイ
オードに当該ナノワイヤフォトダイオードを囲むように接続された少なくとも一つの垂直
フォトゲートと、を備え、当該ナノワイヤフォトダイオードがナノワイヤ及びクラッドを
備える、装置。
【請求項１９】
　一つの垂直フォトゲートが、オン／オフスイッチとして構成され、前記装置が、前記オ
ン／オフスイッチの全てがオン又はオフに同時になり得るように構成された、請求項１８
の装置。
【請求項２０】
　前記複数のナノワイヤフォトダイオード装置がトランスファーゲートをさらに備え、前
記装置が、前記トランスファーゲートの全てがオン又はオフに同時になり得るように構成
された、請求項１９の装置。
【請求項２１】
　前記オン／オフスイッチが、第１のグローバルコネクションに接続され、前記トランス
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ファーゲートが第２のグローバルコネクションに接続された、請求項２０の装置。
【請求項２２】
　前記複数のナノワイヤフォトダイオードが、行列のアレイ形状に構成され、前記複数の
ナノワイヤフォトダイオードの各々がリセットゲートを含み、前記ナノワイヤフォトダイ
オードのアレイが、行ごとにリセットするように構成された、請求項１８の装置。
【請求項２３】
　前記複数のナノワイヤフォトダイオードが、個別に動作可能に構成された、請求項１８
の装置。
【請求項２４】
　ナノワイヤを含むナノワイヤフォトダイオードと、
　前記ナノワイヤフォトダイオードに当該ナノワイヤフォトダイオードを囲むように接続
された少なくとも一つの垂直フォトゲートと、
　少なくとも三つのトランジスタと、
を備えるデバイス。
【請求項２５】
　前記少なくとも三つのトランジスタが、ソースフォロワー増幅器、選択スイッチ、及び
リセットトランスファーを含む、請求項２４のデバイス。
【請求項２６】
　垂直フォトゲートが、前記ナノワイヤへ接続するキャパシタを提供する、請求項２５の
デバイス。
【請求項２７】
　蓄積された正孔により、熱的に生成された暗電流を抑制する、請求項１４のデバイス。
【請求項２８】
　第１のドーピング型の基板をさらに備え、当該基板が第２のドーピング型のウェルを含
み、前記第１の型及び前記第２の型が異なる、請求項２４のデバイス。
【請求項２９】
　ウェルが、前記ナノワイヤ又は前記基板において生成された電子を集めるように構成さ
れた請求項２８のデバイス。
【請求項３０】
　ウェルの上部に狭い薄膜レイヤを含み、当該薄膜レイヤは、前記第１の型のドーピング
を含む、請求項２８のデバイス。
【請求項３１】
　前記ウェルの上部に真性レイヤをさらに含む請求項３０のデバイス。
【請求項３２】
　前記薄膜レイヤ、前記真性レイヤ、及び前記ウェルがＰＩＮフォトダイオードを構成す
る、請求項３１のデバイス。
【請求項３３】
　ピクセルが、バイアス電圧を前記垂直フォトゲートに印加するように構成され、前記バ
イアス電圧は、ＤＣバイアス又はパルスバイアスのいずれかである、請求項１のデバイス
。
【請求項３４】
　基板と、シャロートレンチアイソレーションレイヤを更に備える請求項１のデバイス。
【請求項３５】
　インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）レイヤをさらに備える請求項１のデバイス。
【請求項３６】
　前記ナノワイヤの上部にｐ＋レイヤを含む請求項１のデバイス。
【請求項３７】
　前記ｐ＋レイヤを囲む金属レイヤをさらに備える請求項３６のデバイス。
【請求項３８】
　前記金属レイヤが光学的導波管を提供し、光学的漏話を防止する、請求項３７のデバイ
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【請求項３９】
　バッファ増幅器をさらに備える請求項１のデバイス。
【請求項４０】
　実質的に前記ナノワイヤ全体を囲むｐ＋レイヤさらに備える、請求項１のデバイス。
【請求項４１】
前記ナノワイヤが、真性半導体レイヤで囲まれたｎ－コアを有する、請求項１のデバイス
。
【請求項４２】
　前記ナノワイヤが真性半導体を備える請求項１のデバイス。
【請求項４３】
　ナノワイヤを含むナノワイヤフォトダイオードを形成する工程と、
　少なくとも一つの垂直フォトゲートを前記ナノワイヤフォトダイオードに当該ナノワイ
ヤフォトダイオードを囲むように接続する工程と、を備える装置の製造方法。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
本出願は、「VERTICAL WAVEGUIDES WITH VARIOUS FUNCTIONALITY ON INTEGRATED
CIRCUITS」と題する米国特許出願第12/270,233号の一部継続出願である。当該米国特許出
願の内容は参照により全体として本明細書に組み込まれる。本出願は、2009年11月19日に
出願され「NANOWIRE CORE-SHELL LIGHT PIPES」と題する米国特許出願12/621,497に関連
する。当該米国特許出願の内容は参照により全体として本明細書に組み込まれる。
【０００２】
本実施形態は、集積回路の製造に関し、より具体的には、ナノワイヤを備えるフォトダイ
オード（ＰＤ）等の光検出装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
イメージセンサは、多くのセンサ素子（ピクセル）を備え、直交（正方形）グリッドにお
いては一般に100万個以上のセンサ素子を備える。隣接するピクセル間の距離はピッチ（
ｐ）と呼ばれる。ピクセルの面積はp2 となる。感光性素子の面積、すなわち電気信号へ
の変換のための感光性を有するピクセルの面積は、通常、ピクセルの表面面積のわずか20
%から30%にすぎない。
【０００４】
設計者にとって問題となるのは、ピクセルに衝突した光をなるべくたくさんピクセルの感
光性素子に導くことである。感光性素子に到達する光は、様々な要因により減少する。一
つの要因は、イメージセンサの構成方法である。今日では、フォトダイオードの多くは、
エッチング処理及びシリコン結晶の上にシリコン酸化物、金属、及び窒化物の多数の層を
積層する蒸着処理によって、プレーナー技術を用いて製造される。ＰＮ接合は、基板上に
おける複数のレイヤとして構成され、デバイスに実質的に水平方向の配向を与える。光検
出は、これらのレイヤの一部において行われる。
【０００５】
典型的なセンサのレイヤは、表１及び図１に示されている。
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【表１】

表１において、典型的には、シリコン基板上にある最初のレイヤはＩＬＤレイヤであり、
最上部にあるレイヤは保護膜である。表１において、ＩＬＤは、層間誘電体レイヤを示し
、METAL1, METAL2及びMETAL3は、別種の金属レイヤを示し、IMD1B, IMD2B及びIMD5Bは、
スペーサレイヤである別種の金属間誘電体レイヤを示し、PASS1、PASS2及びPASS3は、別
種のパッシベーションレイヤ（典型的には誘電体レイヤ）を示す。
【０００６】
イメージセンサのシリコン基板上のレイヤの合計厚さは、イメージセンサのスタック高さ
であり、個々のレイヤの厚さの合計である。表１の例においては、個々のレイヤの厚さの
合計は約11.6マイクロメートルである。ピクセルの感光性素子上のスペースは、フルカラ
ー環境からの入射光がシリコン基板内にある感光性素子に衝突できるように、光に対して
透過的でなければならない。したがって、金属層は、ピクセルの感光性素子を横切るよう
に設けることはできず、感光性素子の真上にあるレイヤは透明なものとされる。
【０００７】
ピクセルピッチのスタック高さに対する比 (p/s)は、当該ピクセルによって受容されシリ
コン上の感光性素子に伝達される光の円錐（Ｆ値）を決定する。ピクセルが小さくなり、
スタック高さが増すにつれて、この値は減少し、それによりピクセルの効率が低下する。
【０００８】
さらに重要な点は、金属レイヤの数が増加してスタック高さが増加すると、光がスタック
を透過して感光性素子に到達することが妨げられてしまうことである。角度をもってセン
サ素子に衝突する光線については特に問題となる。一つの解決策は、スタック高さを相当
程度（すなわち、>2μm）減少させることである。しかしながら、この解決方法は、標準
的なプレーナー処理においては実現が困難である。従来のイメージセンサの性能を最も制
限する可能性のある問題は、イメージセンサに衝突した光のうち３分の１よりも少ない光
しかフォトダイオード等の感光性素子に伝達されないことである。従来のイメージセンサ
においては、光の三要素を識別してフルカラー環境の色を再現できるようにするために、
当該三要素のうちの二要素がフィルタを用いてピクセルごとに除去される。例えば、赤い
ピクセルは、緑色光及び青色光を吸収し、赤色光のみをセンサに透過させるフィルタを備
える。
【０００９】
ナノスケール技術、特にナノワイヤの製造能力の発展によって、プレーナー技術では不可
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能な方法で構造を設計し、材料を組み合わせることが可能になってきた。この発展の基礎
は、ナノワイヤの材料特性がカラーフィルタをイメージセンサのフォトダイオードの各々
に設ける必要性を克服し、イメージセンサに衝突する光を多く収集できるようにした点に
ある。シリコンナノワイヤは、欠陥を生成することなくシリコン上で成長することができ
る。Samuelsonらの米国特許公開公報2004-0075464においては、ナノワイヤ構造に基づく
複数のデバイスが開示されている。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
図１は従来のイメージセンサの断面図を示す。
図２は、マイクロレンズを備えるイメージセンサの一実施形態の断面図を示す。
図３－１～図３－１９は、一実施形態に係るイメージセンサのライトガイドを作製する様
々な工程を示す。
図４は、一実施形態に係るイメージセンサのライトガイドの作製時にＰＮ接合を有するナ
ノワイヤを成長させる工程を示す。　
図５は、一実施形態に係るイメージセンサのライトガイドの作製時にPIN接合を有するナ
ノワイヤを成長させる工程を示す。
図６は、一実施形態に係るイメージセンサの一つの空洞内にあるナノワイヤアレイの一実
施形態を示す。
図７は、本明細書に開示されている実施形態に係るイメージセンサを備えるデバイスの上
面図の概略図を示し、各イメージセンサは、補色を表す２つの出力を有する。
図８ａは、一実施形態に係るナノワイヤデバイスの断面図を示す。
図８ｂは、一実施形態に係るナノワイヤデバイスの上面図を示す。
図９ａは、図８ａ及び図８ｂに図示された実施形態の簡略化した断面図を示す。
図９ｂは、Ａ－Ａ線に沿うナノワイヤにおけるポテンシャルをプロットした図を示す。
図１０は、図９ａのＣ－Ｃ線に沿うナノワイヤのポテンシャルをプロットした図を示す。
図１１ａは、徐々に先細となるフォトゲートを備えるナノワイヤの断面図を示す。
図１１ｂは、階段状に先細となる一実施形態のフォトゲートを有するナノワイヤの断面図
を示す。　
図１２ａは、徐々に先細となるフォトゲートを備えるナノワイヤの断面図を示す。
図１２ｂは、階段状に先細となる一実施形態のフォトゲートを有するナノワイヤの断面図
を示す。
図１３は、一実施形態に係るナノワイヤデバイスの断面図を示す。
図１４は、垂直ＰＩＮナノワイヤを有する一実施形態に係るナノワイヤデバイスの断面図
を示す。
図１５は、垂直ＰＩＮナノワイヤを有する一実施形態に係るナノワイヤデバイスの断面図
を示す。
【００１１】
図示された構成要素の参照符号は、以下の表にまとめられている。各要素については以下
でより詳細に説明される。
参照符号　構成要素
VPG 1 (VP Gate 1)：第１垂直フォトゲート
VPG 2 (VP Gate 1)：第２垂直フォトゲート
TX Gate：トランスファーゲート
FD：トランスファードレイン
RG：リセットゲート
RD：リセットドレイン
Sub：基板
VDD：正のトランジスタ電圧
Vout：出力電圧
NW (nw)：ナノワイヤ
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De：誘電体レイヤ
PG：フォトゲート
I (i)：電流
n+, n-：過剰ドナーを有する半導体物質であり、n+は高濃度にドープされていることを示
し、n-は低濃度にドープされていることを示す。 
p+, p-：過剰ドナーを有する半導体物質であり、p+は高濃度にドープされていることを示
し、p-は低濃度にドープされていることを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
以下の詳細な説明では、本明細書の一部を構成する添付図面を参照する。
図面においては、文脈上別に解される場合を除き、類似の記号は一般に類似のコンポーネ
ントを示す。詳細な説明で説明された実施形態、図面、及び請求項は、本発明の範囲を限
定することを意図するものではない。本明細書において提示される発明主題の趣旨や範囲
を逸脱しない限り、詳細な説明で説明されていない実施形態を適用することも可能であり
、詳細な説明で説明されていない変更をなすことも可能である。
【００１３】
本開示は、一例として、イメージセンサ及び複合ピクセルに関連する方法、装置、システ
ム、及びデバイスに関する。複合ピクセルは二つのピクセルを備えており、各ピクセルは
、二つの光検出器を備え、光の二つの異なる波長領域を検出することができる。一実施形
態は、イメージセンサの効率を向上させる方法に関する。他の実施形態は、衝突光の3分
の1より大きい量が電気信号を生成するために用いられるように、カラーフィルタを除外
する方法を提供する。他の実施形態は、イメージセンサに衝突する電磁放射の検出量を増
加させることによってイメージセンサの効率を向上させる方法に関する。
【００１４】
一実施形態は、コア及びクラッドを有する光パイプ（optical pipe）を備えるデバイスに
関する。当該光パイプは、入射してくる電磁放射ビームの波長を、コア　及びクラッドに
よって選択波長に分離するように構成される。コアは、波長が選択波長になるまで当該波
長を伝送する伝送路であるとともに、当該コアを伝送される選択波長までの波長を検出す
る能動素子でもあるように構成される。
【００１５】
光パイプは、当該光パイプに衝突する電磁放射を閉じ込めて伝送する素子である。光パイ
プは、コア及びクラッドを備えることができる。コア及びクラッドは光パイプの相補的な
コンポーネントであり、当該光パイプに入射してくる電磁放射ビームの波長を、当該コア
及びクラッドによって選択波長に分離するように構成される。能動素子は、電子および／
または正孔の流れを電気的に制御可能な任意のタイプの回路部品である（電気若しくは光
を制御する電気、または、その逆）。他の電気信号を用いて電流を制御することができな
いコンポーネントは受動素子と呼ばれる。抵抗器、キャパシタ、インダクタ、変圧器、お
よびダイオードはすべて受動素子とされる。ここに開示される実施形態において、能動素
子には、導波管、トランジスタ、シリコン制御整流子（ＳＣＲｓ）、発光ダイオード、お
よびフォトダイオードを含むが、これらに限定はされない。導波管は、選択的な波長の電
磁放射を閉じ込め、その物理的な境界により決められる方向に導くよう設計されたシステ
ムまたは材料である。好ましくは、選択波長は導波管の直径の関数となる。能動導波管は
、電子および／または正孔の流れを電気的に制御可能な導波管である（電気若しくは光を
制御する電気、または、その逆）。例えば能動導波管のこうした性能が、能動導波管が「
能動（active）」であって能動素子の部類に含まれると考えられることの理由の一つであ
る。
【００１６】
フォトゲートは、光電子デバイスにおいて用いられるゲートである。典型的には、フォト
ゲートは、金属‐酸化物‐半導体（ＭＯＳ）構造を有する。フォトゲートは、フォトダイ
オードの積分時間に光発生電荷を蓄積し、積分が終了したときに電荷の移動を制御する。
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フォトダイオードはＰＮ接合を含むが、フォトゲートは任意の種類の半導体材料に載置さ
れる。垂直フォトゲートは新規の構造である。通常は、フォトゲートは、平面フォトダイ
オードデバイスに載置される。
しかしながら、ナノワイヤデバイスにおいては、フォトゲートは垂直方向に形成される。
すなわち、ナノワイヤの側面から起立している。ナノワイヤは、約100ナノメートル以下
の厚み又は径を有する構造であり、その長さは制約されない。換言すれば、ナノワイヤは
、その径がナノメートルスケール（1nm～ 100nm）の長いワイヤ状の構造である。トラン
スファーゲートは、ピクセル内で用いられるスイッチのゲートである。トランスファーゲ
ートの役割は、デバイスの一方から他方へ電荷を伝達することである。一部の実施形態に
おいては、トランスファーゲートは、フォトダイオードからセンスノードへ電荷を伝達す
るため（又は浮動拡散のため）に用いられる。リセットゲートは、デバイスをリセットす
るために用いられるゲートである。一部の実施形態においては、デバイスはｎ＋領域によ
って形成されるセンスノードである。リセットは、特定の電圧により設定されたオリジナ
ル電圧レベルに復元することを意味する。一部の実施形態においては、リセットドレイン
（ＲＤ）の電圧がリセットレベルとして用いられる電圧となる。
【００１７】
フローティングキャパシタは、基板から浮いているキャパシタである。通常は、キャパシ
タは、二つの電極とそれらの間にある絶縁体から成る。典型的には、両電極は他のデバイ
ス又は信号線に接続されている。ピクセルにおいては、水中における氷のように、電極の
一つを構造に接続できないことがある。このような接続されておらず切り離された領域が
基板に対するフローティングキャパシタを形成する。換言すれば、当該切り離された領域
は、浮動している電極を有する。
基板は、通常接地されている他の電極を有する。その間にある空乏領域は絶縁体を備える
。
【００１８】
グローバルコネクションは、一つの信号線が複数の枝分かれしたデバイスを同時に制御で
きるようにするために、多くのブランチノードが信号線に電気的に接続されるコネクショ
ンである。ソースフォロワー増幅器は、共通ドレイントランジスタ増幅器である。すなわ
ち、ソースノードがゲートノードと同じ位相を追跡するトランジスタ増幅器である。トラ
ンジスタのゲート端子は入力として働き、ソースは出力として働く。ドレインは、両方（
入力及び出力）に共通である。薄膜レイヤは、物理的に基板表面の近くに位置するドープ
層である。例えば、p+レイヤは、イオン導入の際に極めて小さなエネルギーを用いて意図
的に非常に薄く形成される。通常は、薄膜レイヤの接合深さは、0.01μm～0.2μmである
。
対照的に、深いレイヤは、数μmから数十μmの深さであってもよい。
【００１９】
アンドープ半導体又はi型半導体とも呼ばれる真性半導体は、実質的にドーパント種が存
在しない純粋な半導体である。したがって、電荷キャリアの数は、不純物の量ではなく、
材料自体の特性によって決定される。真性半導体においては、励起電子の数及び正孔の数
は等しく、n=pとなる。真性半導体の伝導性は、結晶欠陥又は熱励起に依存する。真性半
導体においては、伝導バンド中の電子の数は、価電子バンド中の正孔の数と等しい。
【００２０】
シャロートレンチアイソレーション（ＳＴＩ）は、ボックス分離技術としても知られてお
り、隣接する半導体デバイスコンポーネント間での電流の漏洩を防止する集積回路の特徴
である。ＳＴＩは、一般に250ナノメートル以下のＣＭＯＳプロセス技術ノードにおいて
用いられる。古いＣＭＯＳ技術及び非ＭＯＳ技術はいずれも、局所酸化シリコン（ＬＯＣ
ＯＳ）による絶縁を用いる。ＳＴＩは、典型的には半導体デバイス製造プロセスの初期の
トランジスタが形成される前に形成される。ＳＴＩプロセスの工程は、シリコン中にトレ
ンチパターンをエッチングする工程、当該トレンチを埋めるために一又は複数の誘電材料
（例えば二酸化ケイ素）をエッチングする工程、及び化学機械平坦化等の技術を用いて過
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剰な誘電体を除去する工程を含む。
【００２１】
一実施形態は、集積回路（ＩＣ）において、能動的光デバイスへの光の伝達を向上させる
方法に関する。一実施形態は、薄い垂直導波管又はＩＣ表面もしくは能動デバイスに対し
て傾いた導波管を生成する方法に関する。他の実施形態は、ＩＣ又は能動的光デバイスか
らの、導波管のコアとして、又は、能動導波管、フィルタ、もしくはフォトダイオード等
の能動デバイス自体としてのナノワイヤの成長に関する。一実施形態は、先端リソグラフ
ィ等の方法、又は、垂直導波管、フィルタ、又は能動的光デバイスもしくはＩＣの上部の
フォトダイオードを生成するナノファブリケーション法によって作製される導波管に関す
る。
好ましくは、デバイスは、コア及びクラッドにおいて検出された電磁放射エネルギーの適
切な組み合わせによって、電磁放射に含まれている白黒又は発光情報を解決するように構
成される。
【００２２】
本明細書で開示される実施形態においては、好ましくは、コアは導波管を備える。好まし
くは、能動素子は、フォトダイオード、電荷蓄積キャパシタ、又はこれらの組み合わせと
なるように構成される。より好ましくは、コアは、半導体材料を含む導波管を備える。デ
バイスは、さらに、コアの導波管の周囲にパッシベーションレイヤを備えることができる
。デバイスは、さらに、コアの導波管の周囲に金属レイヤを備えることができる。デバイ
スは、さらに、パッシベーションレイヤの周囲に金属レイヤを備えることができる。好ま
しくは、デバイスは、白黒フィルタや赤外フィルタを備える。好ましくは、光パイプは、
円形、非円形、又は円錐形である。好ましくは、コアは、コア屈折率 (n1)を有し、クラ
ッドは、クラッド屈折率 (n2)を有する。ここで、n1 > n2 又はn1 = n2となる。
【００２３】
一部の実施形態においては、デバイスは、さらに、少なくとも一組の金属接点を備えるこ
とができ、当該金属接点の少なくとも一つは、導波管に接続されている。好ましくは、光
パイプは、選択波長において入射してくる電磁放射ビームの波長を、カラーフィルタ又は
赤外フィルタを用いることなくコア及びクラッドによって分離するように構成される。好
ましくは、導波管は、当該導波管を通って伝送される電磁放射のエネルギーを変換して電
子正孔対（励起子）を生成するように構成される。好ましくは、導波管は、当該導波管で
生成された励起子を検出するように構成されたPIN接合を有する。
【００２４】
一部の実施形態においては、デバイスは、導波管周囲のコアの内部にある絶縁体レイヤと
当該絶縁体レイヤの周囲にある金属レイヤとをさらに備え、これにより導波管で生成され
た励起子を集めて電荷を蓄積するように構成されたキャパシタが形成される。このデバイ
スは、さらに、金属レイヤ及び導波管に接続されて、キャパシタに蓄積された電荷を制御
及び検出する金属接点を備える。好ましくは、クラッドは、コアを通っては伝送しない電
磁放射ビームの波長を伝送する伝送路となるように構成される。好ましくは、クラッドは
、受動導波管を備える。
【００２５】
一部の実施形態においては、デバイスは、さらに、周辺感光性素子を備えることができる
。この周辺感光性素子は、クラッドに動作可能に接続される。好ましくは、光パイプの電
磁放射ビーム受容端は、湾曲した面を備える。好ましくは、周辺感光性素子は、基板上又
は基板内に配置される。好ましくは、コア及びクラッドは、電子回路を有する基板上に配
置される。
【００２６】
一部の実施形態においては、デバイスは、さらに、光パイプにまたがるレンズ構造又は光
結合器を備えることができる。当該光結合器は、当該光パイプと光学的に結合される。好
ましくは、光結合器は、電磁放射を光パイプに導く湾曲面を備える。
【００２７】
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一部の実施形態においては、デバイスは、光パイプを囲むスタックをさらに備えることが
できる。当該スタックは、誘電体レイヤに埋め込まれた金属レイヤを備える。当該誘電体
レイヤは、クラッドよりも低い屈折率を有する。好ましくは、当該スタックの表面は、反
射面を備える。好ましくは、コアは第１の導波管を備え、クラッドは第２の導波管を備え
る。
【００２８】
他の実施形態は、少なくとも二つの異なるデバイスを備える複合光検出器に関する。各デ
バイスは、コア及びクラッドを含む光パイプを備える。当該光パイプは、選択波長で入射
してくる電磁放射ビームの波長を、コア及びクラッドによって分離するように構成される
。コアは、波長が選択波長になるまで当該波長を伝送する伝送路であるとともに、当該コ
アを通って伝送される選択波長までの波長を検出する能動素子でもあるように構成される
。当該複合光検出器は、電磁放射ビームの波長スペクトルを再構成するように構成される
。好ましくは、コアは、選択波長を超える波長の電磁放射がクラッドを通って伝わるよう
に、当該選択波長を有する第１の導波管を備える。前記少なくとも二つの異なるデバイス
が前記複合光検出器に入射した電磁放射ビームを分離できるように、当該少なくとも二つ
の異なるデバイスの各々のコアの選択波長は異なっている。好ましくは、クラッドは、選
択波長を超える波長の電磁放射がクラッド内にとどまり、周辺感光性素子に伝送されるよ
うにする第２の導波管を備える。好ましくは、クラッドの電磁放射ビーム放射端における
クラッドの断面積は、周辺感光性素子の面積と実質的に等しい。複合光検出器は、さらに
、光パイプを囲む金属レイヤ及び非金属レイヤのスタックを備えることができる。
【００２９】
好ましくは、複合光検出器は、波長の４つの異なる範囲の電磁放射のエネルギーを検出す
るように構成される。波長の４つの異なる範囲の電磁放射のエネルギーは、赤色、緑色、
及び青色を構成するために結合される。
【００３０】
他の実施形態は、少なくとも第１のデバイス及び第２のデバイスを備える複合光検出器に
関する。当該第１のデバイスは、第１の選択波長で光パイプに入射した電磁放射ビームの
第１の分離をフィルタ無しで提供するように構成される。当該第２のデバイスは、第２の
選択波長で光パイプに入射した電磁放射ビームの第２の分離をフィルタ無しで提供するよ
うに構成される。第１の選択波長は、第２の選択波長と異なる。第１のデバイス及び第２
のデバイスの各々は、コアを備える。当該コアは、波長が選択波長になるまで当該波長を
伝送する伝送路であるとともに、当該コアを通って伝送される選択波長までの波長を検出
する能動素子でもあるように構成される。当該複合光検出器は、電磁放射ビームの波長ス
ペクトルを再構成するように構成される。好ましくは、二つの異なるデバイスは、異なる
径のコアを備える。好ましくは、波長のスペクトルは、可視光、赤外光、又はこれらの組
み合わせの波長を有する。好ましくは、第１のデバイスは、第２のデバイスのコアと異な
る径を有するコアを備える。波長のスペクトラムは、可視光、赤外光、又はこれらの組み
合わせの波長を有する。
【００３１】
好ましくは、第１のデバイスは、第１の選択波長を超える波長の電磁放射が第１の導波管
によって閉じ込められないように、当該第１の選択波長を有する第１の導波管を備える。
好ましくは、第２のデバイスは、第２の選択波長を超える波長の電磁放射が第２の導波管
によって閉じ込められないように、当該第２の選択波長を有する第２の導波管を備える。
第１の選択波長は、第２の選択波長と異なる。好ましくは、第１のデバイスは、さらに、
第１の選択波長よりも大きな波長の電磁放射を当該第１の導波管内にとどまらせることが
できる第１の導波管を備える。
【００３２】
第２のデバイスは、さらに、第２の選択波長よりも大きな波長の電磁放射を当該第２の導
波管内にとどまらせることができる第２の導波管を備える。好ましくは、第１及び第２の
デバイスの各々は、感光性素子を有するクラッドを備える。複合光検出器は、さらに、当
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該第１及び第２のデバイスを囲む金属レイヤ及び非金属レイヤのスタックを備えることが
できる。好ましくは、第１のデバイスは、第２のデバイスのコアとは異なる径のコアを備
える。波長のスペクトラムは、可視光の波長を有する。好ましくは、複数の光検出器は、
正方形の格子、六角形の格子、又は異なる格子配列に配置される。
【００３３】
　さらに他の実施形態においては、レンズ構造又は光結合器は、第１の開口及び第２の開
口を有する。当該第１の開口は、当該第２の開口よりも大きい。また、接続面が、当該第
１の開口と第２の開口との間に延びている。好ましくは、当該接続面は、反射面を備える
。さらに他の実施形態において、複数の光検出器は、正平面充填形（regular tessellati
on）に配置される。さらに他の実施形態においては、図２に示すように、マイクロレンズ
の形状を取ることができる結合器が、電磁放射を集めて光パイプに導くように、光パイプ
上に効率的に配置されている。図２に示すように、光パイプは、屈折率n2のクラッドで囲
まれた屈折率n1のナノワイヤコアを備える。
【００３４】
図２の光パイプの構成においては、イメージセンサへの衝突光の３分の２を吸収する有色
カラーフィルタを除外することができる。コアは、能動導波管として機能し、光パイプの
クラッドは受動導波管として機能することができる。周辺感光性素子はコアを囲んでおり
、クラッドの受動導波管を通って伝わる電磁放射を検出する。受動導波管は、カラーフィ
ルタのようには光を吸収せず、選択された波長を選択的に伝送するように構成され得る。
好ましくは、クラッドの下にある基板内又は基板上にある周辺感光性素子に隣接した光パ
イプのクラッドの端部の断面積は、当該周辺感光性素子の面積とほぼ同じである。
【００３５】
導波管は、受動型であれ能動型であれ、導波管が伝搬することができる最小の周波数とな
るカットオフ波長を有する。コアの体導波管の径は、当該導波管のカットオフ波長の制御
パラメータになる。一部の実施形態においては、光パイプは、以下のパラメータで特徴付
けられる円形の導波管として機能するように、断面円形であってもよい。(1) コア半径(R

c)、(2) コア屈折率 (n1)、及び(3) クラッド屈折率 (n2)。パラメータは、一般に、導波
管を通って伝播できる光の波長を決定する。
導波管はカットオフ波長λctを有する。入射電磁放射のうちカットオフ波長よりも大きい
波長を有する部分は、コアによって閉じ込められる。結果として、カットオフ波長が緑色
の導波管として機能する光パイプは、コアの中を通って赤色光を伝播させない。
【００３６】
カットオフ波長が青色の導波管として機能する光パイプは、コアの中を通って赤色光及び
緑色光を伝播させない。一実施態様においては、青色の波長及び青色／緑色の波長は、白
色の波長に組み込まれ、クラッドの中に存在する。例えば、任意の青色光は、青色導波管
のコア内にとどまり、任意の青色又は緑色光は他のコアの緑色／青色導波管にとどまり、
光の他の成分は、白色導波管内の一又は複数のクラッド内にとどまる。
【００３７】
コアは、閉じ込められた光を吸収し電子正孔対（励起子）を生成することで、フォトダイ
オードとしても機能する。結果として、カットオフ波長が緑色のコア内の能動導波管は、
赤色光を伝播せず、閉じ込められた緑色光を吸収して励起子を生成する。このようにして
生成された励起子は、以下の構成のうちの少なくとも一つによって検出され得る。
【００３８】
（１）半導体、絶縁体、金属の三つのレイヤから成り、光誘起キャリアによって生成され
た電荷を集めるキャパシタを形成するコア。
蓄積された電荷を制御及び検出するために、金属及び半導体に対して接触する。
コアは、ナノワイヤを成長させ、当該ナノワイヤを囲む絶縁体レイヤ及び金属レイヤを蒸
着させることによって形成され得る。
（２）コアワイヤ内にポテンシャル勾配を誘起するPIN接合を備えるコア。コア内のPIN接
合は、ナノワイヤを成長させ、当該ナノワイヤのコアがPIN接合として成長しているとき
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にドープし、任意のデバイスの一部である様々な金属レイヤを用いて適切な時点で接触さ
せることによって形成され得る。当該実施形態の感光性素子は、典型的には、フォトダイ
オードを備えるが、フォトダイオードのみに限定されるものではない。
【００３９】
典型的には、フォトダイオードは、１立方センチメートルあたり約1 x 1016ドーパント原
子から約1 x 1018ドーパント原子の濃度で、適切なドーパントを用いてドープされる。
【００４０】
図２におけるレイヤ1-11は、図１のレイヤ1-11に類似する様々なスタックレイヤを表す。
スタックレイヤは、誘電材料含有レイヤ及び金属含有レイヤを含む。
誘電材料には、真空中での測定で約4～20の誘電率を有するシリコンの酸化物、窒化物、
及び酸窒化物が含まれるがこれらのものには限られない。また、約20から少なくとも約10
0の誘電率を有する、概して高い誘電率のゲート誘電材料も含まれるが、同様にこれらに
も限定されない。これらの高誘電率の誘電材料には、酸化ハフニウム、ケイ酸ハフニウム
、酸化チタン、チタン酸バリウムストロンチウム（ＢＳＴｓ）、及びチタン酸ジルコン酸
鉛（ＰＺＴｓ）が含まれるが、これらのものには限られない。
【００４１】
誘電材料含有レイヤは、その材料組成にとって適切な方法を用いて形成され得る。このよ
うな方法の非限定的な例には、熱又はプラズマによる酸化又は窒化、化学蒸着法（原子層
化学蒸着法を含む）、及び物理蒸着法を含む。金属含有レイヤは、電極として機能し得る
。非限定的な例には、所定の金属、金属合金、金属シリサイド、金属窒化物、ポリシリコ
ン材料（すなわち、１立方センチメートルあたり約1 x 1018ドーパント原子から約1 x 10
22ドーパント原子のドーパント濃度を有する）、及びポリサイド材料（すなわちドープさ
れたポリシリコン／金属シリサイドスタック）が含まれる。金属含有レイヤは、複数の方
法のうちの任意のものを用いて、堆積され得る。非限定的な例には、化学蒸着法（原子層
化学蒸着法も含む）、及び物理蒸着法が含まれる。金属含有レイヤは、ドープされたポリ
シリコン材料（典型的には1000～1500オングストローム程度の厚みを有する）を含むこと
ができる。
【００４２】
誘電体及びメタライゼーションスタックレイヤは、一連の誘電体パッシベーションレイヤ
を備える。相互接続されたメタライゼーションレイヤも当該スタックレイヤに組み込まれ
る。当該一組の相互接続されたメタライゼーションレイヤの構成要素には、コンタクトス
タッド、相互接続レイヤ、及び相互接続スタッドが含まれるがこれらには限定されない。
相互接続メタライゼーションレイヤにおいて用いられ得る個別のメタライゼーション相互
接続スタッド及びメタライゼーション相互接続レイヤは、半導体製造の技術分野において
従来から知られている複数のメタライゼーション材料のうち任意のものを含む。非限定的
な例は、所定の金属、金属合金、金属窒化物、及び金属シリサイドを含む。最も一般的な
ものは、アルミニウムメタライゼーション材料及び銅メタライゼーション材料であり、こ
れらの材料は、以下で詳述するように、障壁メタライゼーション材料を含むことが多い。
メタライゼーション材料の種類は、半導体構造における寸法及び配置の関数として変化し
得る。比較的小さく低位のメタライゼーションの主要なものとしは、典型的には、銅含有
導電性材料が含まれる。比較的大きく高位のメタライゼーションの主要なものとしは、典
型的には、アルミニウム含有導電性材料が含まれる。
【００４３】
一連の誘電体パッシベーションレイヤは、半導体製造の分野において従来から知られてい
る複数の誘電材料のうち任意のものを含むことができる。これには、約4～20の概して高
い誘電率を有する誘電材料が含まれる。当該グループに含まれる非限定的な例は、シリコ
ンの酸化物、窒化物、及び酸窒化物である。例えば、一連の誘電体レイヤには、約2～4の
概して低い誘電率を有する誘電材料が含まれ得る。当該グループには、シリコンヒドロゲ
ル等のヒドロゲル、ケイ酸アルミニウム等のエアロゲル、カーボンエアロゲル、シルセス
キオキサン塗布ガラス誘電材料、フッ素化ガラス材料、有機ポリマー材料、及びドープさ
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れた（例えば、カーボンやフッ素でドープされた）二酸化ケイ素及び及び多孔性二酸化ケ
イ素等のこれら以外の低誘電率材料が含まれるが、これらのものには限定されない。
【００４４】
典型的には、誘電体及びメタライゼーションスタックレイヤは、相互接続メタライゼーシ
ョンレイヤ及び銅メタライゼーション材料及びアルミニウムメタライゼーション材料のう
ちの少なくとも一つを含む離散メタライゼーションレイヤを備える。誘電体及びメタライ
ゼーションスタックレイヤは、上述した概して低誘電率の誘電材料のうちの少なくとも一
つを含む誘電体パッシベーションレイヤをさらに備える。誘電体及びメタライゼーション
スタックレイヤは、約1～4ミクロンの全体厚みを有することができる。当該レイヤは、ス
タック内に約2～4の離散水平誘電体及びメタライゼーション要素レイヤを備えることがで
きる。スタックレイヤのレイヤは、半導体製造の分野において従来から知られており一連
の誘電体パッシベーションレイヤを形成するのに適した方法及び材料を用いて、パターン
形成された誘電体及びメタライゼーションスタックレイヤを形成するようにパターン形成
され得る。
【００４５】
誘電体及びメタライゼーションスタックレイヤは、完全に内部に配置されているメタライ
ゼーション特性を含む位置ではパターン形成されない。誘電体及びメタライゼーションス
タックレイヤは、湿式化学エッチング法、ドライプラズマエッチング法、又はこれらを統
合した方法を用いてパターン形成され得る。寸法が微細である必要がある場合には、　一
連のパターン形成された誘電体及びメタライゼーションスタックレイヤを形成する際に改
善された側壁のプロファイル制御が提供される場合には、ドライプラズマエッチング法及
び電子ビームエッチングが概して望ましい。
【００４６】
平坦化レイヤ11は、光学的に透明な複数の平坦化材料のうち任意のものを含むことができ
る。非限定的な例には、塗布ガラス平坦化材料及び有機ポリマー平坦化材料が含まれる。
平坦化レイヤ11は、光パイプの開口部を少なくとも平坦化するために十分な厚さを有する
ように、当該光パイプの上に延伸することができ、これにより、ＣＭＯＳイメージセンサ
における追加的な構成の製造のために平坦面を提供することができる。平坦化レイヤは、
パターン形成された平坦化レイヤを形成するためにパターン化されてもよい。
【００４７】
必須ではないが、パターン形成された平坦化レイヤ11に一連のカラーフィルタレイヤ12が
配置されていてもよい。一連のカラーフィルタレイヤは、典型的には赤、緑、もしくは青
の原色、又は、黄、シアン、もしくはマゼンタの補色のいずれかを含む。一連のカラーフ
ィルタレイヤは、典型的には、染色又は着色されパターン形成され一連のカラーフィルタ
レイヤを形成するために内的に像形成された一連のフォトレジストレイヤを備える。また
は、一連のカラーフィルタレイヤは、染色又は着色した有機ポリマー材料を備えることが
できる。有機ポリマー材料は、染色又は着色されなければ光学的に透明であるが、適当な
マスクレイヤを用いる際に外的に像形成される。別のカラーフィルタ材料を用いることも
できる。フィルタは、モノクロセンサ又は赤外センサ用のフィルタであってもよい。当該
フィルタは、可視光を遮断し、赤外光の大部分を透過させる。
【００４８】
スペーサレイヤ（１３）は、マイクロレンズ（１４）から物理的にスタックレイヤを分離
するが光学的には分離しない任意の材料から成る一又は複数のレイヤであってもよい。ス
ペーサレイヤは、導電性材料から成るスペーサレイヤも知られているが、誘電性スペーサ
材料又は誘電性スペーサ材料の薄板から構成される。
シリコンの酸化物、窒化物、酸窒化物は、誘電性スペーサ材料として広く用いられている
。その他の元素の酸化物、窒化物、及び酸窒化物も排除されない。
誘電性スペーサ材料は、上述したものと類似の、同等の、又は同一の方法を用いて堆積さ
れる。スペーサレイヤは、スペーサレイヤに内側に尖った形状の特徴を付与するブランケ
ットレイヤ析出法及びエッチバック法を用いて形成することもできる。
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【００４９】
マイクロレンズ（１４）は、当該技術分野において知られている光学的に透明な複数のレ
ンズ材料のうち任意のものを備えることができる。非限定的な例には、光学的に透明な無
機材料、光学的に透明な有機材料、及び光学的に透明な複合材料が含まれる。最も一般的
なのは、光学的に透明な有機材料である。典型的には、レンズレイヤは、一連のカラーフ
ィルタ平坦化レイヤ12又はパターン形成された平坦化レイヤ11よりも低いガラス転移温度
を有する有機ポリマー材料のパターン形成及びリフローによって形成される。光パイプに
おいては、コア内の高屈折率材料は、例えば、約2.0の屈折率を有する窒化ケイ素である
。
【００５０】
低屈折率のクラッドレイヤ材料は、例えば、約1.5の屈折率を有する表２から選択される
材料である。
表２
典型的な材料　屈折率
マイクロレンズ（ポリマー）　　1.583
スペーサ　　                                    1.512
カラーフィルタ                                1.541
平坦化                                                1.512
PESiN                                                 2.00
PESiO                                                 1.46
SiO                                                      1.46
 
表２において、PESiNは、プラズマ強化SiNを示し、PESiOは、プラズマ強化SiOを示す。
【００５１】
必須ではないが、マイクロレンズは、光パイプの上においてイメージセンサの入射電磁放
射ビーム受容端近傍に配置されてもよい。マイクロレンズの機能は、結合器であること、
すなわち、入射電磁放射ビームを光パイプに結合することである。本実施形態においてマ
イクロレンズが結合器として選択された場合には、光パイプからの距離は、感光性素子へ
の距離よりもはるかに短く、その曲率ははるかに緩やかであるため、既存の製造技術を用
いた実装が可能となる。
【００５２】
光パイプは、異なる実施形態においては異なる形状を取ることができる。一つの構成にお
いて、光パイプは円柱状である。すなわち、パイプの径が、当該光パイプの全長を通じて
実質的に同じに維持される。他の構成においては、光パイプは、円錐状であってもよい。
この場合、当該光パイプの断面の上方の径は、下方の径よりも大きいか又は小さい。「上
方」及び「下方」という用語はイメージセンサの入射電磁放射ビーム受容端及び放出端の
近くに位置する、光パイプの端部を意味する。他の形状には、円錐状の部分を積層したも
のが含まれる。
【００５３】
表２は、複数の異なるガラス及びそれらの屈折率が示されている。これらのガラスは、コ
アの屈折率がクラッドの屈折率よりも大きくなるように、光パイプの製造に用いられ得る
。本実施形態のイメージセンサは、着色されたカラーフィルタを用いることなく、様々な
屈折率を有する様々な透明なガラスを用いて製造され得る。
【００５４】
導波管として働く光パイプをネストするとともに図２に示されたマイクロレンズ結合器を
用いることにより、イメージセンサのアレイは各イメージセンサの光パイプのコア及びク
ラッドにおけるカットオフ波長で分離された電磁放射の波長を有する補色を得るように構
成される。補色とは、一般に、適切な比率で混ぜ合わされたときに中間色（グレー、白、
又は黒）を生成する二つの色のことをいう。本構成によって、マイクロレンズに衝突する
電磁放射入射ビームの大部分を受容し光パイプの下端に位置する感光性素子（すなわち、
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フォトダイオード）にガイドすることができる。隣接している又は実質的に隣接している
異なる補色を分離するイメージセンサは、本明細書の実施形態に従って、フルカラー環境
を再構築するための完全な情報を提供することができる。本明細書の実施形態の技術は、
各ピクセルにおける非選択色の廃棄（吸収による）の非効率性の影響を受けるイメージセ
ンサにおける着色ベースの色の再構築に取って代わるものである。
【００５５】
本明細書の実施形態のイメージセンサを備えるデバイスの各物理ピクセルは、補色を表す
二つの出力、例えば、出力タイプ１として指定されるシアン（又は赤）と、出力タイプ２
として指定される黄（又は青）を有する。
これらの出力は、以下のように配置される。
1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2…
2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1…
1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2…
………………………………...
………………………………...
【００５６】
各物理ピクセルは、二つの補色を組み合わせることによって得られる完全な発光情報（lu
minance information）を有する。結果として、同一のイメージセンサを、フル解像度の
モノクロセンサ又はカラーセンサのいずれかとして用いることができる。
【００５７】
本明細書に開示されているイメージセンサの実施形態においては、従来のベイヤーパター
ンにおける四つのピクセルとは異なり、水平方向又は垂直方向に隣接する二つのピクセル
の適切な組み合わせにより、入射電磁放射ビームの波長のフルスペクトル（例えば、入射
光のフルカラー情報）が得られる。
【００５８】
最小トランジスタ寸法に応じて、本明細書の実施形態のイメージセンサに含まれる各ピク
セルは、１ミクロン以下の小さなピッチを有するが、依然として十分な感度を有している
。これにより、生体系のような極小な接触イメージングへの道筋が開かれる。
【００５９】
本実施形態は、イメージセンサの複数の実施形態及びその製造方法を含んでおり、以下の
詳細な説明の文脈に従ってさらに詳細に説明される。詳細な説明は、上述した図面の文脈
において理解される。図面は説明のためのものであるため、必ずしも正確な寸法で記載さ
れていない。
【００６０】
複合ピクセルの一実施形態は、二つのピクセルのシステムを含む。各々のピクセルは、異
なる径のコアを有している。
これらのコアは、異なる波長 （λB and λR）の光を導くために、d1及びd2の直径を有し
ている。この二つのコアは、フォトダイオードとしても機能し、波長λB 及びλRの光を
受容する。この二つのイメージセンサのクラッドは、波長w-B 及びw-R.の光を伝達する。
クラッドを通って伝達される波長λW-B 及びλW-R の光は、コアを取り囲む周辺感光性素
子によって検出される。ここで、（ｗ）は、白色光の波長を示す。複合ピクセルにおける
四つのフォトダイオード(二つコアに配置され、残りの二つは当該コアを取り囲む基板上
又は基板内に配置される)からの信号は、色を構成するために用いられる。
【００６１】
本実施形態は、ナノ構造を有するフォトダイオード（ＰＤ）を含む。本実施形態において
は、フォトダイオードは、基板と、当該基板から突き出る直立したナノワイヤを含む。光
検出用のアクティブ領域を提供するＰＮ接合は、当該構造に存在する。ナノワイヤ、ナノ
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ワイヤの一部分、又は、ナノワイヤに関連する構造は、デバイスに衝突した光の少なくと
も一部分を検出しガイドする導波管を形成する。
【００６２】
また、導波管は、衝突光の色のレンジを決定することができるスペクトルフィルタとして
も機能する。本実施形態の光パイプの導波管特性は、様々な方法で改良され得る。波管コ
アは、第１の実効屈折率n1 （以下ではnw とも称される。）を有する。導波管の少なくと
も一部を囲むクラッドの材料は、第２の実効屈折率n2（nｃ
ともも称される。）を有する。第１の屈折率が第２の屈折率よりも大きい、つまりn1> n2
と仮定することにより、良好な波ガイド特性が光パイプに提供される。導波管特性は、導
波管コアに光学的にアクティブなクラッドレイヤを導入することにより、さらに改善され
得る。ナノワイヤコアは、導波管として用いられ、ナノ構造を有し、アクティブキャパシ
タでもあるＰＤとしても用いられる。本実施形態のナノ構造を有するＰＤは、大量生産に
適しており、説明される方法は、工業用途に拡張可能である。
【００６３】
ナノワイヤ技術は、従来のバルクレイヤ技術では不可能であった材料の選択及び材料の組
み合わせにおける可能性を提供する。これは、ナノ構造を有する本実施形態のＰＤにおい
て用いられ、従来技術では不可能であった良好に確定された波長領域、例えば、青、シア
ン、又は白、において光を検出するＰＤを提供する。
本実施形態の構成によれば、ナノワイヤ中にヘテロ構造及び異なるドーピングの領域の含
有を可能にし、電気的及び／又は光学的特性の最適化を促進する。本実施形態のナノ構造
を有するＰＤは、直立したナノワイヤを備える。本出願においては、直立したナノワイヤ
は、基板から所定の角度で突出しているナノワイヤとして解釈されるべきである。直立し
たナノワイヤは、例えば、基板から成長することができる。ナノワイヤは、好ましくは、
ＶＬＳ法で成長させることができる。
基板との角度は、典型的には、基板及びナノワイヤの材料、基板表面、及び成長条件によ
って決まる。これらのパラメータを制御することにより、ナノワイヤを一方向例えば垂直
方向にのみ突出させることができ、限られた方向に突出させることもできる。例えば、ナ
ノワイヤ及びせん亜鉛鉱及びダイヤモンド半導体の基板は、周期表の第３族、第４族及び
第５族の元素から成る。かかるナノワイヤは｛111｝方向に成長し、次に基板表面の任意
の｛111｝方向に向かう通常の方向に成長することができる。表面と垂直な方向とナノワ
イヤの軸方向との間の角度として与えられる方向には、70,53°傾斜した {111}方向、54,
73°傾斜した {100}方向、および35,27°及び 90°傾斜した{110}方向が含まれる。この
ように、ナノワイヤは、一つの又は限定された組の方向を規定する。
【００６４】
本実施形態によれば、ナノワイヤの一部又はナノワイヤから形成された構造が導波管とし
て用いられる。当該導波管は、直立したナノワイヤによって与えられる方向においてナノ
構造を有するＰＤに衝突する光の少なくとも一部をガイドするとともに閉じ込める。理想
的な波をガイドするナノ構造を有するＰＤ構造は、高屈折率のコアと、当該コアよりも小
さい屈折率を有し周囲に配置された一又は複数のクラッドを有する。この構造は、円形の
対称構造であってもよいし、円形の対称構造に類似する構造でもよい。円形の対称構造に
おける光導波管は、光ファイバー用とにおいて広く知られており、多くの類似の内容が、
レアアースでドープされた光ファイバーデバイスについてなされ得る。しかしながら、相
違点の一つは、ファイバー増幅器は、伝送する光を増強するための光学的ポンプであるが
、本明細書で説明するナノ構造を有するＰＤは、電力コンバーターへの効率的な光と見ら
れ得る点にある。よく知られた性能指数の一つにいわゆる開口数（ＮＡ）がある。ＮＡは
、導波管によって受容される光の角度を決定する。ＮＡ及び受容された光の角度は、新規
のＰＤ構造を最適化するために重要なパラメータである。
【００６５】
GaAsを用いて赤外光又はそれ以上で動作するＰＤは良好であるが、可視光領域で動作する
ＰＤにとっては、シリコンが望ましい。例えば、回路を作成するためには、Ｓｉ及びドー
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プされたＳｉ材料が望ましい。同様に、可視光領域において動作するＰＤにとっては、Ｓ
ｉを用いることが望ましい。
【００６６】
一実施形態において、屈折率が1.4～2.3の範囲ガラス系のクラッド材料（例えば、SiO2又
はSi3N4）と組み合わされた場合には、第３族から第５族の半導体の典型的な屈折率は2.5
～5.5の範囲にある。取り込み時の角度が大きいことは、大きな角度で衝突した光が導波
管と結合し、取り込み効率が改善され得ることを意味する。
【００６７】
光取り込みの最適化に関する一つの対策は、構造中への光取り込みを最適化する結合器を
ナノワイヤ構造にに提供することである。一般には、光を受容するときに、ＮＡが最も大
きな値を持つことが望ましい。これにより、取り込まれてＰＤに導かれる光が最大化され
る。
【００６８】
本実施形態のナノ構造を有するＰＤは、図２において模式的に示されている。当該ＰＤは
、基板及び当該基板から定義された角度θでエピタキシャルに成長したナノワイヤを備え
る。ナノワイヤの一部分又は全部は、衝突光の少なくとも一部をナノワイヤの延伸方向で
与えられる方向に導く導波部分として動作するように構成され、導波管と称される。一実
施態様においては、ダイオードの機能に必要なＰＮ接合は、成長中に長さ方向に沿ってワ
イヤのドーピングを変化させることにより形成される。ナノワイヤには二つの接点が設け
られ得る。例えば、上面又は外表面周囲のラッピング構造（図示した）中に一つの接点が
設けられ、他方の接点は基板に設けられる。基板及び直立構造の一部は、カバーレイヤに
よって被覆され得る。例えば、図示のように薄膜として、又は、ナノ構造を有するＰＤを
囲む空間を埋める物質として設けられる。
【００６９】
ナノワイヤは、典型的には、50nm～500nmのオーダーの径を有する。ナノワイヤの長さは
、典型的には及び好ましくは、1μm～10μmのオーダーである。ＰＮ接合は、ナノワイヤ
に配置されたアクティブ領域となる。ナノワイヤにおける衝突光子は、電子正孔対に変換
され、一実施態様においては、その後ＰＮ接合によってナノワイヤの長さ方向に沿って生
成された電場によって分離される。構造を有するＰＤの異なる部材の材料は、ナノワイヤ
が周囲の材料に関して良好な導波管特性を有するように選択される。すなわち、ナノワイ
ヤにおける材料の屈折率は、周囲の物質の屈折率よりも大きいことが望ましい。
【００７０】
また、ナノワイヤは、一又は複数のレイヤを備えることができる。第１のレイヤは、ナノ
ワイヤの表面特性（すなわち、電荷漏洩の減少）を改善するために導入され得る。他のレ
イヤ、例えば、光学レイヤは、光ファイバの分野において確率された方法と類似の方法に
よって、特にナノワイヤの導波管特性を改善するために導入され得る。光学レイヤは、典
型的には、ナノワイヤの屈折率と周囲のクラッド領域の材料の屈折率の間にある屈折率を
有する。または、中間レイヤは、段階的な屈折率を有する。このような屈折率は、一部の
場合における光伝送を改善するために採用される。光学レイヤが用いられる場合には、ナ
ノワイヤの屈折率nwは、ナノワイヤ及び各レイヤの両方について実効屈折率を定義すべき
である。
【００７１】
上述のようにまた以下に例示するように、ナノワイヤを限定された方向に成長させる能力
は、一実施形態において、ナノワイヤの導波管特性を最適化するために用いられる。また
は、少なくともナノ構造を有するＰＤによって閉じ込められ変換される光の波長について
導波管の導波管特性を最適化するために用いられる。
本実施形態においては、ナノワイヤの径は、所望の光の波長と望ましく対応するように選
択される。好ましくは、ナノワイヤの寸法は、生成光の特定の波長に最適化された均一な
光学的キャビティがナノワイヤに沿って提供されるように、定められる。コアナノワイヤ
は、所望の光を取り込むことができる程度に幅広でなければならない。経験則によれば、
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径は、λ/2nwよりも大きくなければならない。ここで、λは、所望の光の波長であり、nw
はナノワイヤの屈折率である。一例として、シリコンナノワイヤに限られるが、青色光の
みを閉じ込めるには約60nmの径が適切であり、青色光及び緑色光を閉じ込めるには約60nm
の径が適切である。
【００７２】
赤外光及び近赤外光においては、約100nm以上の径であれば十分である。ナノワイヤの径
の大まかな上限は、成長の抑制によって決まり、500nmのオーダーである。ナノワイヤの
長さは、典型的には及び好ましくは、 1μm～ 10μmのオーダーであるが、光変換領域に
は十分な体積が必要である。
【００７３】
一実施形態においては、反射レイヤは、基板上に設けられ、ワイヤの下を伸びる。反射レ
イヤの目的は、ワイヤによって反射されずに案内されれ、ナノ構造を有するＰＤにおいて
キャリアに変換された光を反射することである。反射レイヤは、好ましくは、例えばケイ
酸塩又は金属薄膜が繰り返し積層されたレイヤを含む積層構造に形成される。ナノワイヤ
の径が光の波長よりも十分に小さい場合には、案内された光のモードの多くの部分が導波
管外部に広がり、当該狭いナノワイヤ導波管を囲む反射レイヤによる効率的な反射が可能
となる。
【００７４】
導波管コアの下端における反射を得るための別のアップローチは、反射レイヤをナノワイ
ヤの下にある基板に配置することである。さらに他のアプローチは、導波管に反射手段を
導入することである。かかる反射手段は、ナノワイヤの成長プロセスにおいて提供される
積層構造を有することができる。当該積層構造は、例えばSiNx/SiOx（誘電体）の繰り返
し現れるレイヤを含む。
【００７５】
説明したナノワイヤの成長方法において実現される上述した円柱状の体積要素は、例示的
な形状である。それ以外の可能な形状には、ドーム型の上部を有する円柱状バルブ形状、
球形状、楕円形状、及びピラミッド形状が含まれるがこれらには限られない。
【００７６】
光検出器に必要なＰＮ接合を形成するために、好ましくは、ナノ構造の少なくとも一部が
ドープされる。このようなＰＮ接合の形成は、ナノワイヤの成長中にドーパントを変更す
ること、又は、成長したナノワイヤに径方向に浅いインプラントを用いた方法を使用する
ことによって、実現される。ＶＬＳ法で成長したナノワイヤのように、ナノワイヤの成長
が基板によって局所的に強化される系においては、成長条件の変更によって径方向と軸方
向との間で成長を変更できる場合には、処理（ナノワイヤ成長、マスク形成、及び選択的
成長）を繰り返し行って、より高次のオーダーのナノワイヤ／3次元配列を形成すること
ができる。ナノワイヤの成長及び選択的成長が選択的な成長条件によって区別されない系
については、まずナノワイヤを長さ方向に成長させ、これとは異なる選択的成長工程によ
って異なる3次元領域を成長させることが望ましい。Ｓｉから形成されたアクティブなナ
ノワイヤ領域を有する光検出ｐｎダイオード／アレイを製造するために、本実施形態の製
造方法は、以下の工程を含む。
１．リソグラフィによりシリコン基板における局所的な触媒を決定する工程。
２．局所的な触媒からシリコンナノワイヤを成長させる工程。成長パラメータは、触媒に
よるワイヤ成長のために調整される。
３．他の半導体、パッシベーション、又はナノワイヤの周囲の絶縁体薄膜もしくは金属薄
膜（クラッドレイヤ）の径方向の成長。
４．基板及びＣＭＯＳ回路における他の金属レイヤへの接点をＰＤナノワイヤ上に形成。
成長処理は、例えばナノワイヤにヘテロ構造を含めること、反射レイヤを設けることなど
の公知の方法により変更可能である。
【００７７】
ナノ構造を有するＰＤの用途に応じて、適切な製造プロセスが利用できるか否か、材料コ
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スト等が決められる。幅広い材料が当該構造の様々な部分に用いられ得る。また、ナノワ
イヤベースの技術によって、今までは不可能だった材料の自由な組み合わせが可能となる
。第３族から第５族の半導体は、その高速及び低消費電力の電子機器を可能にする特性に
より、特に重要である。基板用に好適な材料には、以下のものが含まれるが、それらに限
定されるものではない。Si, GaAs, GaP, GaP:Zn, GaAs, InAs, InP, GaN, Al2O3, SiC, G
e, GaSb,
ZnO, InSb, SOI (silicon-on-insulator) , CdS, ZnSe, 及びCdTe。ナノワイヤ110用に好
適な材料には、以下のものが含まれるが、それらに限定されるものではない。Si, GaAs (
p), InAs, Ge, ZnO, InN, GaInN, GaN AlGaInN, BN, InP,
InAsP, GaInP, InGaP:Si, InGaP:Zn, GaInAs, lInP, GaAlInP, GaAlInAsP, GaInSb,及びI
nSb。利用できるドナードーパントには、例えば、GaP, Te, Se, S等があり、同一材料に
対するアクセプタドーパントには、Zn, Fe, Mg, Be, Cd等がある。ナノワイヤ技術によっ
てSiN, GaN, InN及びAlN等の窒化物が利用可能になっている。これらの窒化物によって、
従来技術によってはアクセスが困難だった波長領域においても光を検出するＰＤの作製が
促進される。
【００７８】
これら以外の商業的に重要な組み合わせには、GaAs, GaInP, GaAlInP, 及びGaP系がある
が、これらは限定的なものではない。型的なドーピングレベルは、1018～1020である。当
業者であれば、本明細書で述べた又はそれ以外の材料に精通しており、他の材料及び他の
材料の組み合わせも可能であることを理解できる。
【００７９】
低抵抗の接点材料の適切さは、その上に堆積される材料に依存するが、Al, Al-Si, TiSi2
, TiN, W, MoSi2, PtSi, CoSi2, WSi2, In, AuGa, AuSb,
AuGe, PdGe, Ti/Pt/Au, Ti/Al/Ti/Au, Pd/Au, 及びITO (InSnO)等の金属、金属合金、及
び非金属化合物、並びにこれらの組み合わせ（例えば、金属とＩＴＯとの組み合わせ）を
用いることができる。
【００８０】
基板は、ナノワイヤによって閉じ込められない光の検出に必要なフォトダイオードも備え
るので、デバイスの統合部分である。また、基板は、標準的なＣＭＯＳ回路を備え、バイ
アス電圧の印加、増幅、及びＰＤからの読み出しの制御を行い、また、必要で便利と思わ
れるこれら以外のＣＭＯＳ回路の機能を備える。基板は、能動デバイスを備えた基板を含
んでもよい。基板に好適な材料には、シリコン及びシリコン含有材料が含まれる。一般に
、本実施形態の各センサ素子は、ナノワイヤ、当該ナノワイヤの少なくとも一部を収容す
るクラッド、結合器、及び二つの接点を含むナノ構造を有するＰＤ構造を含む。
【００８１】
シリコン基板上へのナノ構造を有するＰＤの製造は、ナノワイヤが基板に垂直な(111)方
向に一様に整列しており、基板から延びる３つの傾いた(111)方向に成長しているナノワ
イヤが存在していない場合に可能である。シリコン基板上のあらかじめ定められたアレイ
構造における第３族から第５族のナノワイヤの整列した成長は、光学デバイスを大規模生
産する際に他の用途におけるのと同様に好ましい。
【００８２】
シリコンナノワイヤに形成されたＰＤデバイスは、他の材料の組み合わせでは実現できな
い選択された波長の光を検出できるので、商業的に非常に重要である。
また、これにより、イメージセンサに衝突する光の大部分の検出を可能にする複合フォト
ダイオードの構成が可能となる。
【００８３】
本明細書のイメージセンサの製造方法について、添付図面を参照して、以下の実施例にお
いて詳述する。
【００８４】
実施例１
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ナノワイヤの周囲のキャパシタ
実施例１の実施形態は、コア及びクラッドを備える光パイプの製造方法に関する。コアは
、半導体ナノワイヤ、絶縁体、金属の三つのレイヤから成り、これによりナノワイヤにお
いて光誘起キャリアによって生成された電荷を集めるキャパシタを形成する。
【００８５】
蓄積された電荷を制御及び検出するために、金属及び半導体ナノワイヤに対する接点が形
成される。実施例１の実施形態のコアは、導波管及びフォトダイオードとして機能する。
実施例１の実施形態のクラッドは光学センサのシリコン基板の中又はその上に配置された
、周辺導波管及び周辺フォトダイオードを備える。
【００８６】
光学センサのピクセルの製造は、図３－１～図３－２３に示されている。図３－１は、基
板に光学デバイスを設けた集積回路（ＩＣ）を示す。当該光学デバイスには、周辺フォト
ダイオードを含む。図３－１のＩＣは、能動デバイス、周辺フォトダイオード、メタライ
ゼーションレイヤ及び金属間絶縁レイヤを含むスタックレイヤ、及びパッシベーションレ
イヤを備えたシリコン・ウエハー基板を含む。スタックレイヤの厚さは一般に約10&micro
;mである。平坦化堆積技術を用いた図３－１のＩＣの製造方法は、当業者に周知である。
図３－１のＩＣは、実施例１の実施形態の製造の開始地点となる。
【００８７】
図３－１に示すＩＣから出発し、実施例１の実施形態の製造工程は、以下のとおりとなる
。約2&micro;mの厚さのフォトレジストを１対１０のエッチング比で適用する（図３－３
）。
【００８８】
当該フォトレジストを、紫外光に露出させ、フォトレジストを現像してポストベーキング
する。そして、当該フォトレジストをエッチングして周辺フォトダイオードの上に開口部
を形成する（図３－４）。
【００８９】
スタックレイヤにおける周辺フォトダイオードの上の誘電体レイヤを反応性イオン・エッ
チング（ＲＩＥ）によりエッチングして、スタックレイヤに深いキャビティを形成する。
ここで、深いキャビティは、シリコン・ウエハー基板に設けられた周辺フォトダイオード
まで延伸する（図３－５）。
【００９０】
フォトレジストをスタックレイヤの上から除去する（図３－６）。銅等の金属を深いキャ
ビティの垂直壁に堆積させる（図３－７）。電子ビームレジストをスタックレイヤの上面
及び深いキャビティの垂直壁の金属レイヤに塗布する（図３－８）。
【００９１】
周辺ダイオードにあるシリコン含有スポットにおいて電子ビームレジストを除去し、電子
ビームレジスト　シリコン含有スポットに位置する電子ビームレジストに開口部を形成す
る（図３－９）。電子ビームレジストの表面及び電子ビームレジストの開口部にスパッタ
リングにより金レイヤを設け、又は金を蒸着させる（図３－１０）。電子ビームフォトレ
ジスト及び金を持ち上げて金粒子を形成し、これにより金粒子を電子ビームレジストの開
口部に残す（図３－１１）。
【００９２】
深いキャビティに残される金粒子の厚さ及び径がナノワイヤの径を決定することに留意さ
れたい。プラズマ強化ＶＬＳ成長法によりシリコンナノワイヤを成長させる（図３－１２
）。一部の実施形態では、シリコンナノワイヤ（ＳｉＮＷ）は、vapor-liquid-solid （
ＶＬＳ）成長法を用いて成長させる。この方法では、金属液滴が触媒として、Ｓｉを含む
原料ガスの分解を引き起こす。ガスからのシリコン原子が、液滴の中に溶け込み共晶液（
eutectic liquid）を形成する。共晶液は、Ｓｉリザーバーとして機能する。より多くの
シリコン原子が溶液の中に溶け込むと、共晶液はシリコンで過飽和状態となり、最終的に
Ｓｉ原子が析出（precipitation）する。典型的には、Ｓｉは滴の底部から外へ析出し、
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上部に金属触媒滴を伴うＳｉナノワイヤのボトムアップ成長をもたらす。
【００９３】
一部の実施形態では、金がシリコンナノワイヤの成長のための金属触媒として用いられる
。これ以外の金属、例えばＡｌ、ＧＡ、Ｉｎ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ａｇやこれらの
組み合わせを用いることもできる。の金は、例えば、スパッタリング、化学蒸着（ＣＶＤ
）、プラズマＣＶＤ（ＰＥＣＶＤ）、蒸着等の従来のＣＭＯＳ技術を用いて、シリコン・
ウエハー上に堆積され、パターン形成され得る。
【００９４】
パターン形成は、例えば、光学リソグラフィ、電子ビームリソグラフィ、又はこれら以外
に任意の好適な技術を用いて実行され得る。シリコン・ウエハーは、その後加熱され、シ
リコン・ウエハー上で金を液滴化させることができる。シリコンと金とは、１９％のＡｕ
で融点が３６３℃である共晶を形成する。即ち、Ｓｉ－Ａｕ共晶の液滴は、シリコンデバ
イスの加工にふさわしい適度な温度である３６３℃で形成する。
【００９５】
一部の実施形態では、基板は（１１１）配向を有する。しかしながら、他の配向（（１０
０）配向を含み、但しこれに限定されない）を用いても良い。ナノワイヤ生成のための普
通のシリコン原料ガスは、ＳｉＨ４である。しかしながら、他のガス（ＳｉＣｌ４を含み
、但しこれに限定されない）を用いても良い。ある実施形態では、ナノワイヤ成長は、例
えば、圧力は８０－４００ｍＴｏｒｒ、温度は４５０－６００℃の範囲で、ＳｉＨ４を用
いて行う。ある実施形態では、温度は４７０－５４０℃の範囲内である。典型的には、Ｓ
ｉＨ４の分圧が低いほど、垂直ナノワイヤの高い割合での生成をもたらす。例えば、８０
ｍＴｏｒｒの分圧と４７０℃においては、Ｓｉナノワイヤの６０％までもが垂直＜１１１
＞方向に成長する。ある実施形態では、ほぼ円筒形であるナノワイヤが成長するかもしれ
ない。他の実施形態では、ナノワイヤは六方晶系である。
【００９６】
一実施形態では、ナノワイヤ成長は、高温壁低圧・化学蒸着（ＣＶＤ）装置を用いて行わ
れる。アセトンとイソプロパノールを用いてシリコン基板をクリーニングした後に、自然
酸化物を除去するためにサンプルをＨＦ緩衝溶液に浸す。薄く連続したＧａおよびＡｕの
金属層（通常は厚さ１－４ｎｍ）は、熱蒸着によって基板上に堆積させることもできる。
一般に、Ｇａ層はＡｕ層より先に堆積される。
【００９７】
実施形態では、ＣＶＤチャンバを排気しておよそ１０－７ｔｏｒｒまで減圧した後で、金
属液滴を形成するために真空内で基板を６００℃まで熱する。Ｓｉナノワイヤは、例えば
、全圧が３ミリバール（ｍｂａｒ）で、流量１００ｓｃｃｍのＳｉＨ４を用いて、温度が
５００℃から７００℃までの温度範囲で成長させることができる。
【００９８】
Ａｕ－Ｇａ触媒を用いて成長させたＳｉナノワイヤの大きさおよび長さは、比較的均質で
あり、多くのワイヤは４つの＜１１１＞方向（the four <111> directions）に沿った配
向性となる。比較のため、純金を触媒として成長するＳｉナノワイヤは、核となり（nucl
eate）、よりランダムに分布する長さおよび直径で成長する。さらに、Ａｕ－Ｇａ触媒を
用いて成長させたナノワイヤは、軸方向に沿って先細りする傾向がある。長時間かけて成
長したナノワイヤの先端径は、短時間で成長したものと同じであり、ナノワイヤの先端径
は触媒の直径によって決まる。しかしながら、ナノワイヤの占有領域（footprint）は、
成長の過程で増大する傾向にある。このことは、ナノワイヤの先細りが主にシリコンの側
壁の堆積（放射状の成長）により生じることを示している。ナノワイヤは、最下部（基部
）での直径が１５００ｎｍで成長することもあるが、先端の直径が７０ｎｍより小さく長
さが１５μｍを超えることもある。さらに、ナノワイヤの直径は成長温度と相関関係があ
る。成長温度が高いほど、より小さい直径のナノワイヤとなる。例えば、Ｇａ／Ａｕ触媒
を用いて６００℃で成長したナノワイヤの平均的直径は約６０ｎｍであるが、５００℃で
は、平均的直径は約３０ｎｍまで縮小する。
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加えて、堆積温度が下げられるほど、直径のばらつきが狭まる傾向にある。
【００９９】
ＶＬＳプロセスを用いることにより、垂直ＮＷを成長させることができる。即ち、基板面
に対してほぼ垂直なナノワイヤである。一般に、全てのナノワイヤが完全に垂直となるわ
けではない。即ち、ナノワイヤは面に対して９０度以外の角度で傾くかもしれない。一般
に観察される傾いたナノワイヤは、３つの７０．５°だけ傾斜した＜１１１＞エピタキシ
ャル成長方向、および、３つの更なる７０．５°傾斜方向を含むが、これらに限定されな
い。この７０．５°傾斜方向は、６０°ずつ回転する。
【０１００】
垂直ナノワイヤの成長に加え、ＶＬＳプロセスはドープトナノワイヤ（doped NWs）の成
長に用いても良い。実際、原料ガスの組成を変更することにより、成長するワイヤにおけ
るドーピングプロファイルを生成することができる。
例えば、ナノワイヤは、ジボラン（Ｂ２Ｈ２）またはトリメチルボラン（ＴＭＢ）を原料
ガスに加えることにより、ｐ型となる。シリコンナノワイヤに対してアクセプター原子を
追加するその他のガスを用いても良い。ナノワイヤは、原料ガスにＰＨ３またはＡｓＨ３
を加えることにより、ｎ型とすることができる。
シリコンナノワイヤに対してドナー原子を追加するその他のガスを用いても良い。
生成することができるドーピングプロファイルは、ｎ－ｐ－ｎ、ｐ－ｎ－ｐ、およびｐ－
ｉ－ｎが含まれるが、これらに限定されない。
【０１０１】
さらに、他の方法またはＶＬＳ法のバリエーションをナノワイヤの成長のために用いても
良い。他の方法またはバリエーションとしては、（１）ＣＶＤ、（２）反応性雰囲気（re
active atmosphere）、（３）蒸着、（４）分子線エピタキシー法（ＭＢＥ）、（５）レ
ーザーアブレーション（laser ablation）、及び（６）溶液成長法を含むが、これらに限
定されない。ＣＶＤプロセスにおいては、揮発性ガス状シリコン前駆体が提供される。シ
リコン前駆体ガスの例としては、ＳｉＨ４およびＳｉＣｌ４が含まれる。ＣＶＤは、エピ
タキシャル成長のために用いても良い。さらに、ドーピングは、シリコン前駆体に対して
揮発性ドーピング前駆体を加えることにより完成させることができる。反応性雰囲気にお
けるアニーリング（annealing）は、基板に反応するガス内での基板の加熱処理を含む。
例えば、もしシリコンが水素を含む雰囲気中でアニールされると、水素が局所的にシリコ
ン基板と反応し、ＳｉＨ４を生成する。ＳｉＨ４はその後、触媒である金属滴と反応し、
これによりナノワイヤ成長を開始させることができる。この成長プロセスは、非ＣＭＯＳ
プロセスに用いることができる。
【０１０２】
蒸着法では、ＳｉＯ２ソースはＳｉＯガスの生成をもたらす条件下で加熱される。ＳｉＯ
ガスが金属触媒液滴に吸着すると、ＳｉおよびＳｉＯ２が生成される。この方法は、金属
触媒滴を用いずに実行するものとしてもよい。金属触媒なしで、ＳｉＯ２がシリコンナノ
ワイヤの成長に対して触媒作用を及ぼすことが観察されている。ＭＢＥ法では、シリコン
原子が蒸発するまで、高純度のシリコンソースが加熱される。ガス状シリコンビームが基
板に対して向けられる。ガス状シリコン原子は、金属液滴に吸着すると共に溶け込み、こ
れによりナノワイヤ成長を開始させる。
【０１０３】
レーザーアブレーション法では、レーザービームがシリコンと触媒原子の両方を含む原料
に向けられる。アブレートされた原子は、不活性ガス分子との衝突によって冷却され、元
々のターゲットと同じ組成物を含む液滴を形成するために凝縮する。即ち、液滴はシリコ
ンと触媒原子の両方を含む。レーザーアブレーション法は、純粋なシリコンで本質的に構
成されるターゲットを用いて実行しても良い。溶液を基礎とする技術は一般に有機流体を
用いる。
【０１０４】
具体的には、有機流体はシリコン原料および触媒粒子が豊富であって、高圧力調整された
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超臨界有機流体により一般に構成される。金属－シリコン共晶の上の反応温度で、シリコ
ン前駆体が分解し、金属と共に合金を形成する。過飽和上では、シリコンは外部に析出し
、ナノワイヤを成長させる。
【０１０５】
上述のナノワイヤ成長技術は全てボトムアップ技術である。しかしながら、ナノワイヤは
トップダウン技術によって製造するものとしてもよい。トップダウン技術は、一般にパタ
ーニングおよび適切な基板（例えば、シリコン）のエッチングを伴う。パターニングはリ
ソグラフィー、例えば、電子線リソグラフィー、ナノ球リソグラフィー、及びナノプリン
トリソグラフィー、により行うことができる。エッチングはドライまたはウェットのいず
れかにより実行するものとしてもよい。ドライエッチング技術は、反応性イオンエッチン
グを含むが、これに限定されない。ウェットエッチングは、標準的なエッチングにより、
または、金属支援エッチング（metal-assisted etching）プロセスを介して行っても良い
。金属支援エッチングプロセスにおいて、Ｓｉは、湿式化学的にエッチングされ、エッチ
ング液に塩として加えられる貴金属の存在により触媒作用を及ぼされてＳｉ分解反応を伴
う。
【０１０６】
本明細書の実施形態のシリコンナノワイヤは、いかに示すようにして作製される。二酸化
ケイ素の表面を有するシリコンを含む基板が準備される。金ナノ粒子の吸収を促進するた
めに、基板表面に表面処理を行い、表面が改質される。改質された表面に対して、金レイ
ヤを堆積させることによって金ナノ粒子が形成される（図３－１０）。次に、金ナノ粒子
の所望の場所以外の領域から金レイヤを除去する（図３－１１）。金ナノ粒子は、立体安
定化のために、表面処理されてもよい。換言すれば、繋留され（tethered）立体安定化さ
れた金ナノ粒子は、ナノワイヤの合成のシードとして利用され得る。金ナノ粒子は、改質
されたシリコン基板に吸収される。ジフェニルシランの分解（ＤＰＳ）によって、シリコ
ン原子が形成される。シリコン原子は、図３－１１に示すＩＣのスタックレイヤの深いキ
ャビティに導入される。シリコン原子は金ナノ粒子に付着し、金ナノ粒子がシリコン原子
とともに飽和すると、シリコンナノワイヤが金ナノ粒子シードから結晶化する（図３－１
２）。
【０１０７】
化学蒸着（ＣＶＤ）、アトミックレイヤーデポジション（ＡＬＤ）、酸化、及びニトロ化
等によって絶縁保護被膜を形成する（図３－１３）。プラズマＣＶＤ、スピンオンコーテ
ィング、スパッタリング等によって、ドープガラスを堆積させる（図３－１４）。アトミ
ックレイヤーデポジションを用いることもできる。化学機械平坦化又はこれ以外のエッチ
ング法によって、堆積したドープガラスをエッチングする（図３－１５）。
【０１０８】
図３－１６～図３－２３は、ナノワイヤ導波管へ光等の電磁放射を案内するファンネル及
び当該ファンネルに設けられるレンズのの生成に関する。この工程は以下の通りである。
ガラス／酸化物／誘電体レイヤを、ＣＶＤ、スパッタリング、又はスピンオンコーティン
グにより堆積させる（図３－１６）。堆積されたガラス／酸化物／誘電体レイヤにフォト
レジストを塗布する（図３－１７）。深いキャビティ内にナノワイヤが設けられた開口部
の外側のフォトレジストを除去する（図３－１８）。ガラス／酸化物／誘電体レイヤに、
準等方性エッチングにより結合器を形成する（図３－１９）。
【０１０９】
実施例2
ナノワイヤ内のPIN又はPNフォトダイオード
実施例２実施形態１の実施形態は、コア及びクラッドを備える光パイプの製造方法に関す
る。
【０１１０】
コアは、コアワイヤ内にポテンシャル勾配を誘起するＰＮ結合又はPIN接合を備える。コ
アにおけるＰＮ又はPIN接合は、ナノワイヤを成長させ、PIN接合として成長しているとき
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にナノワイヤコアをドーピングすることによって形成される。例えば、ナノワイヤのドー
ピングには、Ｎ及びＰを形成するためのドーピングの二つのレベルがある。または、他の
実施形態においては、ナノワイヤは、Ｐ、Ｉ、及びＮ領域を含み、ＰＩＮフォトダイオー
ドを形成する。さらに他の可能性は、ワイヤをその長さ方向に沿って同心円状にドーピン
グし、Ｐ及びＮ又はＰ、Ｉ、及びＮ領域を形成して、ＰＮ又はＰＩＮフォトダイオードを
形成することである。ＰＮ又はPIN接合ナノワイヤ（ＰＮ又はＰＩＮフォトダイオードと
も称される。）は、ＰＮ又はPIN接合ナノワイヤに沿った適切な位置において、ＰＮ又はP
IN接合ナノワイヤにおいて光誘起キャリアによって生成された電荷を検出する任意のデバ
イスの一部分である様々な金属レイヤを用いて接触される。
実施例２の実施形態のクラッドは光学センサのシリコン基板の中又はその上に配置された
、周辺導波管及び周辺フォトダイオードを備える。
【０１１１】
実施例２の実施形態の製造方法は、実施例１の実施形態の製造方法と多くの側面で類似し
ている。説明を簡潔にするために、実施例２の実施形態の製造方法は、図３－１～図３－
１９を参照して説明される。
【０１１２】
 
実施例１の図３－１～図３－６に示されている工程が実行される。実施例１の図３－７に
示されている金属を垂直キャビティ壁に堆積させる工程は省略される。続いて、実施例１
の図３-8～図３-11に示されている工程が実行される。
【０１１３】
次に、実施例１のナノワイヤの成長工程が変更の上実行される。金ナノ粒子を触媒として
用いることによりナノワイヤを結晶化する方法は、実施例１と類似している。しかしなが
ら、実施例１においては、図３－１２に示されている工程で成長するナノワイヤは、ナノ
ワイヤ全体を通じて実質的に同じ材料から構成されている。一方、実施例２においては、
図３－１２におけるナノワイヤの成長は、二以上の異なるドープ領域を有するナノワイヤ
を成長させ、Ｎドープ（ｎドープ）されたナノワイヤを成長させ、続いてＰドープ（ｐド
ープ）されたナノワイヤを成長させてPN フォトダイオード（図４）をることによって、
又は、最初にＮドープされた（ｎドープされた）ナノワイヤを成長させ、続いてＩドープ
されたナノワイヤ（ナノワイヤのＩ領域と称することもある。）を成長させ、最後にｐド
ープされたナノワイヤを成長させてＰＩＮフォトダイオード（図５）を形成することによ
って置き換えられる。ナノワイヤのドーピングは、本件の技術分野において周知の方法に
よって実行される。図４及び図５において、ナノワイヤ上の金は、ビーズ形状、半ビーズ
形状、又は実質的に平坦なレイヤとして形成され得る。
【０１１４】
実施例１の図３－１３に示されている絶縁保護被膜の堆積工程は省略される。最後に、実
施例１の図３-14～図３-19に示されている工程が実行される。他の実施形態実施形態にお
いては、図６に示すように、単一の深いキャビティないに複数のナノワイヤが存在し得る
。このとき、底部には、ナノワイヤアレイが設けられているシリコン基板がある。ナノワ
イヤの上方には、楕円形で示された結合器があり、その上方には光が当該結合器に入射す
る際に通過する箱状に示された領域が存在する。
【０１１５】
イメージセンサの本実施形態による色及び発光の認識は、色認識によって実行され得る。
各結合ピクセルは、二つの補色出力を組み合わせることによって得られる完全な発光情報
（luminance information）を有する。結果として、同一のイメージセンサを、フル解像
度のモノクロセンサ又はカラーセンサのいずれかとして用いることができる。
【０１１６】
色の再構築は、二つの隣接するセルの適切な組み合わせによって、フルカラー情報を得る
ために実行され得る。この二つの隣接するセルの組み合わせは、垂直方向であれ水平方向
であれ、複合ピクセルの一実施形態である。色情報を得るために必要な寸法は、ベイヤー
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パターンの四つのピクセルと異なり、二つのピクセルの寸法以下である。
【０１１７】
本明細書の実施形態のイメージセンサを備えるデバイスの各物理ピクセルは、図７に示さ
れるように、補色を表す二つの出力、例えば、出力タイプ１として指定されるシアン、赤
（Ｃ、Ｒ）と、出力タイプ２として指定される黄、青（Ｙ、Ｂ）を有する。結合ピクセル
のうちの二つのピクセルのこれらの四つの出力は、本明細書の実施形態に係るイメージセ
ンサを備えるデバイスによって視認される像のフルカラー環境を再構築するために解析さ
れる。
【０１１８】
一実施形態において、ナノワイヤフォトダイオードセンサは、一又は複数の垂直フォトゲ
ートを備える。この垂直フォトゲートによって、複雑なイオン導入を使用することなく、
半導体におけるポテンシャルプロファイルを容易に変更及び制御することができる。従来
のフォトゲートピクセルでは、非常に不十分な量子効率および不十分な青色応答（blue r
esponse）に悩まされる。従来のフォトゲートは、通常、青色に近い短い波長を吸収する
ポリシリコンで作られ、そこでフォトダイオードに到達する青色光を低減する。また、従
来のフォトゲートのピクセルは、フォトダイオードの上面に載置されている。対照的に、
垂直フォトゲート（ＶＰＧ）構造は光路をブロックしない。これは、垂直フォトゲート（
ＶＰＧ）は半導体内のポテンシャルプロファイルをコントロールするためにフォトダイオ
ードを横切って置かれないからである。
【０１１９】
さらに、イメージセンサのピクセルサイズが小さくなるほど、イメージセンサの口径サイ
ズは、波長に匹敵するようになる。従来のプレナ型フォトダイオードにとって、これは不
十分な量子効率（ＱＥ）をもたらす。しかしながら、ＶＰＧ構造のナノワイヤセンサとの
組合せは、良好な量子効率での超小型ピクセルを可能とする。
【０１２０】
図８は、デュアル垂直フォトゲート構造を有するナノワイヤピクセルの実施形態を示す。
本実施形態は、二つのフォトダイオード、ナノワイヤフォトダイオードと基板フォトダイ
オードとを含む。この実施形態は、二つのフォトゲート（ＶＰＧａｔｅ１、ＶＰＧａｔｅ
２）、トランスファーゲート（ＴＸ）およびリセットゲート（ＲＧ）をも含む。好ましく
は、両方のフォトダイオードは軽度にドープされる。これは、軽度にドープされた領域は
、低いバイアス電圧により容易に空乏化させることができるからである。図示するように
、両方のフォトダイオードはｎ－である。しかしながら、代替的に、両方のフォトダイオ
ードがｐ－となるようにナノワイヤピクセルを設定することができる。
【０１２１】
基板フォトダイオードの表面領域には、製造時に発生する製造工程損傷及びナノワイヤに
関連する格子ストレスに起因する欠陥が発生しやすい。これらの欠陥は、暗電流の原因と
なる。ｎ－フォトダイオードの表面における暗電流を低減するために、好ましくは、ｐ＋
領域が基板内のｎ－フォトダイオードの上部に製造される。好ましくは、基板はグランド
、即ち０電圧に接続する。この実施形態では、リセットゲートは好ましくはｎ＋でドープ
され、正バイアスとなる。トランスファーゲートＴＸおよびリセットゲートがオンのとき
、基板内のｎ－領域は正バイアスとなる。これにより、リセットオペレーションはｐ基板
とｎ－領域の間の逆バイアスに起因してｎ－領域を空乏化する。トランスファーゲートＴ
ＸおよびリセットゲートＲＧがオフのとき、ｎ－領域は自身の正バイアスを保ち、ｐ－ｓ
ｕｂ領域に関してフローティングキャパシタを形成する。
【０１２２】
第一の垂直フォトゲートＶＰＧａｔｅ１は、ナノワイヤフォトダイオードおよび基板フォ
トダイオードの間に電位差を形成するために、ナノワイヤ内の電位をコントロールするよ
う構成される。このように、ナノワイヤ内の電子は、読み出しの間、基板のｎ－領域に素
早くたどりつくことができる。第２のフォトゲートVP Gate-2は、オン／オフスイッチで
ある。このスイッチは、基板フォトダイオード内に統合される信号電荷から、ナノワイヤ
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内で生成される信号電荷を分離するよう構成する。光電荷は、ナノワイヤフォトダイオー
ド及び基板フォトダイオードのいずれにおいても同時に、しかし、第２のフォトゲートVP
 Gate-2のオフ状態はその間にポテンシャル障壁を形成するため、異なるポテンシャルウ
ェルで統合される。このように、ナノワイヤおよび基板フォトダイオードは一緒に混合さ
れない。
【０１２３】
本実施形態のナノワイヤフォトセンサは、ナノワイヤと基板フォトダイオードの間の信号
を分離して読み出すために二段階プロセスを用いる。最初のステップでは、基板フォトダ
イオード内の信号電荷が読み出される。それから、基板内のｎ－領域を空乏化する。二番
目のステップでは、二番目のフォトゲートＶＰＧａｔｅ２がまずオンされる。次に、ナノ
ワイヤ内の信号電荷が読み出される。「スナップショット」オペレーションでは、好まし
くは、ピクセル配列内の全ての第２のフォトゲートＶＰＧａｔｅ２が同時にオンまたはオ
フされる。トランスファーゲートＴＸに対しても同じことが言える。これを達成するため
に、二番目のフォトゲートＶＰＧａｔｅ２は全て、グローバルコネクションに接続する。
さらに、全てのトランスファーゲートＴＸは二番目のグローバルコネクションに接続する
。
【０１２４】
一般的に、リセットゲートＲＧのグローバルオペレーションは、実践的な理由で避けるべ
きである。ピクセル配列内では、全体的に一行ずつ配列をリセットすることが一般的なや
り方である。すなわち、全体のピクセルアレイは同時にはリセットされない。もし、スナ
ップショットオペレーションを使わなければ、個別ピクセルオペレーションが可能である
。この場合、グローバルコネクションを持つ必要がない。
【０１２５】
図９ａは、図に示したフォトダイオードセンサの簡略化された断面を示す。負のバイアス
電圧が第１の垂直フォトゲートに印加された場合には、ナノワイヤを横切るポテンシャル
勾配が生成される。得られたポテンシャルプロファイルを図９ａのＡＡ線に沿って見た場
合を図９ｂに示している。負のバイアスによって、ナノワイヤの表面レイヤがp+レイヤに
対して反転する。正孔は、ＰＩＮフォトダイオードと同様にしてナノワイヤの表面に蓄積
される。光生成電子は、コアのポテンシャルの中間部分で最大になるので、ナノワイヤコ
アの中間で集められる。
【０１２６】
図１０は、図９ａの垂直軸ＣＣに沿ったポテンシャルプロファイルを示す。ｎ－領域のポ
テンシャルは、一般に、Ｎ＋の拡散ポテンシャルによって確立される。
典型的には、ｎ－領域のポテンシャルは正である。ナノワイヤは、しかしながら、負のバ
イアスを有するフォトゲートVP Gate 1と容量性結合している。この結果、ナノワイヤ領
域においてポテンシャル勾配が現れる。換言すれば、Ｎ -ウェルから遠くなるほど、チャ
ネルのポテンシャルは低くなる。n-ウェルに近くなるほど、チャネルのポテンシャルは高
くなる。
【０１２７】
　典型的には、n-領域に向かうポテンシャル傾斜によって生成される電場によって、電子
の動きは強化される。ナノワイヤにおける傾斜を強化するために、図１１ａ及び１１ｂに
示すように、先細のクラッドを用いることができる。図11ａは、徐々に先細となるフォト
ゲートを備えるナノワイヤの断面図を示し、図１１ｂは、階段状に先細となる一実施形態
のフォトゲートを有するナノワイヤの断面図を示す。
【０１２８】
図１１ａ及び１１ｂにおいて、誘電体クラッドは、底部、すなわち基板に隣接する部分が
上部よりも幅広となるように、先細になっている。ナノワイヤフォトダイオードの所望の
性能に応じて、しかしながら、テーパは、底部よりも上部において幅広となり得る。代替
的な実施形態が図１２ａ及び図１２ｂに示されている。
【０１２９】
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図１１ａ及び図１１ｂの実施形態と同様に、テーパが除々に又は段階的に形成されている
。図１２ａは、除々に先細にされたフォトゲートを有するナノワイヤの断面図を示す。図
１２ｂは、段階的に先細にされたフォトゲートを備える一実施形態に係るナノワイヤデバ
イスの断面図を示す。
【０１３０】
図１３は、ピクセルの他の実施形態を示す。当該ピクセルは、能動的なピクセルコンポー
ネント及び単一の又は複数のナノワイヤ（ＮＷ）フォトダイオードを含む。能動的なコン
ポーネントには、トランジスタ、増幅器、及びスイッチが含まれ得る。図示の実施形態は
、ソースフォロワー増幅器、選択スイッチ、リセットトランジスタ、及びトランスファー
ゲートスイッチを含む四つのトランジスタを有する。代替的に、当該ピクセルは、トラン
スファーゲートスイッチを除外して三つのトランジスタで構成することもできる。ナノワ
イヤを囲んでいる電極は、垂直フォトゲート（ＶＰＧ）として機能し、誘電体レイヤにわ
たるナノワイヤへの容量性結合を提供する。この構造においては、ナノワイヤの表面が’
正孔を蓄積できるように負の電圧がＶＰＧに印加される。蓄積された正孔は、シリコン格
子における表面欠陥のために熱的に生成された暗電流を抑制する。ナノワイヤの下方には
、N-ウェルが配置され、ナノワイヤ又はN-ウェルフォトダイオードからの電子を集める。
狭いp+レイヤは、N-ウェルの上部に配置され、ＰＩＮフォトダイオードを形成する。この
構成によっても、シリコン表面に発生する暗電流が抑制される。
【０１３１】
VPGに印加されるバイアスは、Ｄ Ｃ バイアス又はパルスバイアスのいずれでもよい。ナ
ノワイヤフォトダイオードは、バルクのフォトダイオードと比較して、異なるスペクトル
応答を有する。両ダイオードからの光信号はバルクダイオードに集められるので、本実施
形態のピクセルは、色信号を識別することができない。
そこで、このピクセルは、従来のカラーフィルタを用いないモノクロピクセルとしての使
用に適している。
【０１３２】
図１４は、垂直ＰＩＮナノワイヤを有する一実施形態に係るナノワイヤデバイスの断面図
を示す。ナノワイヤは、低濃度にドープされた又は真性半導体材料を含むことができる。
上部ナノワイヤの先端は、ナノワイヤが垂直ＰＩＮ構造を形成することができるように、
p+ドープされた材料によって被覆されている。インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）レイヤは
、p+領域を負のバイアス電圧を供給する電極に接続するために、上部に堆積される。負の
バイアスは、印加時に、真性の又は低濃度でドープされたナノワイヤ、及び、p-基板にお
けるナノワイヤの底部のn-領域を空乏化させる。また、負バイアスは、垂直フォトゲート
（V Gate）がオンされたときに、光生成キャリアがフォトキャリアが下方にn-レイヤまで
滑り落ちるように、垂直方向に電場を生成する。ナノワイヤを取り囲む金属レイヤは、光
波のガイドを提供し、隣あうナノワイヤ間での光学的な漏話を防止する。
【０１３３】
図示されたピクセルは、能動的ピクセルコンポーネントとしてバッファ増幅器を含む。ま
た、本実施形態においては、ナノワイヤの底部におけるp+レイヤが除外されている。これ
は、p+レイヤが底部に存在する場合には、基板と－Vバイアスとの間の漏洩パスが形成さ
れているためである。すなわち、先に述べた実施形態におけるp+レイヤを除去することに
よって、この構成においてはリークが低減される。
【０１３４】
図１５は、他の実施形態に係る垂直ＰＩＮナノワイヤを有するナノワイヤデバイスの断面
図を示す。ナノワイヤのコアは、低濃度にドープされたn（n-）半導体材料から成る。ナ
ノワイヤは、同軸型のＰＩＮナノワイヤ構造を構成するために、真性半導体材料及びp+ド
ープ半導体材料で被覆される。
次に、ＩＴＯレイヤが、p+領域を負のバイアス電圧を供給する電極に接続するために堆積
される。負のバイアスは、印加時に、ナノワイヤ、及び、p-基板におけるナノワイヤの底
部のn-領域を空乏化させる。また、負バイアスは、ナノワイヤ表面からコアへの同軸方向
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の電場を形成する。また、負バイアスは、光生成キャリアがナノワイヤコアへ移動し、垂
直フォトゲート（V gate）がオンされたときにn-レイヤへ滑り落ちることができるように
、垂直方向に電場を形成する。
ワイヤを囲む金属レイヤは、光波のガイドを提供し、隣あうナノワイヤ間での光学的な漏
話を防止する。シャロートレンチアイソレーション（ＳＴＩ）は、ＣＭＯＳプロセス中に
形成される。
【０１３５】
上述の詳細な説明は、図、フローチャート、及び／又は例を用いて、デバイス及び／又は
プロセスの様々な実施形態を説明した。かかる図面、フローチャート、及び／又は例は、
一又は複数の機能及び／又は動作を含んでいる場合には、かかる図面、フローチャート、
及び／又は例における各々の機能及び／又は動作は、独立して及び／又は他の機能及び／
又は動作とともに、ハードウェア、ソフトウェア、又はこれらの事実上任意の組み合わせ
によって実現され得ることは、当業者に明らかである。一実施形態において、本明細書に
おいて開示された発明主題の複数の部分は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィー
ルドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＰＳ）、又
はこれら以外の集積回路によって実行され得る。しかしながら、本明細書の実施形態の一
部の態様は、全体として又は部分的に、集積回路によって、一又は複数のコンピュータ上
で動作する一又は複数のコンピュータプログラムとして（例えば、一又は複数のコンピュ
ータシステム上で動作する一又は複数のプログラムとして）、一又は複数のプロセッサ上
で動作する一又は複数のプログラムとして（例えば、一又は複数のマイクロプロセッサ上
で動作する一又は複数のプログラムとして）、ファームウェアとして、又は、これらの事
実上任意の組み合わせとして、同等に実現可能であること、並びに、ソフトウェア及び／
又はファームウェアに関する回路の設計及び／又はコードの記述は、本開示に照らして、
当業者の技術的理解の範囲ないであること、は当業者に明らかである。
【０１３６】
また、本明細書に開示された発明主題のメカニズムは、様々な形態でプログラム製品とし
て配布され得ること、及び、本明細書に開示された発明主題の図示された実施形態は、当
該配布を実際に実行するために用いられるデータ担持媒体の特定の形式によらず適用可能
であることも当業者にとって明らかである。データ担持媒体の例には、以下のものが含ま
れるが、それらに限定されるものではない。フロッピーディスク（商標）、ハードディス
クドライブ、コンパクトディス（ＣＤ）、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）、デジタル
テープ、及びコンピュータメモリ等の記録可能媒体、並びに、デジタル及び／又はアナロ
グ通信媒体（例えば、光ファイバーケーブル、導波路、有線通信リンク、無線通信リンク
等）の通信媒体が含まれる。
【０１３７】
当業者にとっては、本明細書において説明された方法で、装置及び／又はプロセスを記述
すること、及び、その後に技術的な実務に従って、記述された装置及び／又はプロセスを
データ処理システムに統合することはは一般的である。すなわち、本明細書において記述
された装置及び／又はプロセスの少なくとも一部は、合理的な量の実験によってデータ処
理システムに統合され得る。当業者は、典型的なデータ処理システムには、一般に、シス
テムユニットハウジング、ビデオディスプレイ装置、揮発性及び不揮発性のメモリ、マイ
クロプロセッサ及びデジタル信号プロセッサ等のプロセッサ、オペレーティングシステム
、ドライバ、グラフィカルユーザインタフェース、及びアプリケーションプログラム等の
コンピュータエンティティ、タッチパッドやタッチスクリーン等の一又は複数の対話装置
、及び／又はフィードバックループ及びコントロールモータ等のコントロールシステム（
例えば、センサ一及び又は速度に関するフィードバック、成分及び／又は量の変更及び／
又は調整）のうちの一又は複数が含まれることを理解している。典型的なデータ処理シス
テムは、任意の好適な市販されているコンポーネント、例えば、データコンピューティン
グ、通信及び／もしくはネットワークコンピューティング、並びに／又はコンピュータ／
通信システム等を利用することによって実現される。
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【０１３８】
　本明細書において記述された発明主題は、他の様々なコンポーネントに含まれ、又は、
他の様々なコンポーネントに接続された、様々なコンポーネントを示している。このよう
に説明されたアーキテクチャは例示に過ぎず、実際には同じ機能を実現する多くの他のア
ーキテクチャも実装可能である。概念的な意味において、同一の機能を実現するためのコ
ンポーネントの任意の配置が、所望の機能が実現されるように効果的に関連づけられてい
る。それ故、特定の機能を実現するために組み合わせられた本明細書における任意の二つ
のコンポーネントは、アーキテクチャや中間媒介コンポーネントによらず、所望の機能が
実現されるように互いに「関連づけられている」と見なし得る。同様に、そのように関連
づけられた任意の二つのコンポーネントは、所望の機能を実現するために、互いに「動作
可能に接続されている」又は「動作可能に結合されている」とも見なし得る。また、その
ように関連づけられた任意の二つのコンポーネントは、所望の機能を実現するために、互
いに「動作可能に結合され得る」とも見なし得る。動作可能に結合市得る特定の例には、
光学的な光を伝送可能な光学的結合、例えば、光パイプ又は光ファイバー、物理的に対話
するコンポーネント、及び／又は無線対話可能な及び／又は無線対話用のコンポーネント
、及び／又は論理対話及び／又は論理対話可能なコンポーネントを含むがこれらには限ら
れない。
【０１３９】
　本明細書における実質的に任意の複数形の及び／又は単数形の用語の使用に関して、当
業者は、文脈上及び／又は活用上適当な場合には、複数形を単数形に変換して、及び／又
は単数形を複数形に変換することができる。
【０１４０】
当業者にとっては、一般に、本明細書、特に添付の特許請求の範囲（請求項のボディ部）
において用いられる用語は、一般に、「オープン」な用語であることが意図されている（
例えば、「含んでいる」という用語は、「含んでおり、それに限定されるものではない」
という意味に、「有する」という用語は、「少なくとも有する」という意味に解されるべ
きである。）と理解される。さらに、請求項の発明特定事項に特定の数が特定される場合
には、請求項においてその意図が明示的に特定される。かかる特定がない場合には、その
ような意図は存在しない。例えば、理解を助けるために、以下の請求項は、発明特定事項
を導入するために、「少なくとも一つの」及び「一又は複数の」という前置句の使用を含
むことができる。しかしながら、かかる句の使用は、不定冠詞である「ａ」や「ａｎ」に
よって、かかる導入句を有する特定の請求項がかかる発明特定事項をただ一つだけ含むも
のに限定されると解することはできず、これはたとえ同じ請求項において「一又は複数の
」という導入句及び「ａ」や「ａｎ」のような不定冠詞が用いられている場合であったと
しても同様である（たとえば、「ａ」及び／又は「ａｎ」は、典型的には、「少なくとも
一つの」又は「一又は複数の」を意味すると解釈されるべきである）。請求項の発明特定
事項を導入するために用いられる定冠詞の使用についても同じことが当てはまる。また、
たとえ請求項の発明特定事項の数が明示的に特定されている場合であっても、かかる発明
特定事項は、典型的には、「少なくとも」特定された数を意味すると解釈されるべきであ
る（例えば、「二つの特定事項」という特定が他の形容詞なしに用いられている場合には
、典型的には、少なくとも二つの特定事項又は二つ又はそれ以上の特定事項を意味する。
）。
【０１４１】
特許、特許出願、及び非特許文献に関するすべての言及は、参照により全体として本明細
書に組み込まれる。
【０１４２】
様々な態様及び実施形態が本明細書で説明されたが、他の態様及び実施形態も当業者には
明らかであろう。本明細書で開示された様々な態様及び実施形態は、説明のためになされ
たものであり、限定的なものではない。真の範囲及び趣旨は、以下の特許請求の範囲によ
り示される。
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