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【ナノテクノロジー特集】 

 
カーボンナノチューブとシリコンエレクトロニクス統合の開発（米国） 

 
1．はじめに 

 
主流のシリコン CMOSビジネスに近づくと、より大きな障害が新しい材料やプロセ

スの導入をもたらす。特にムーアの法則の拡張への手段としてナノエレクトロニクス

技術が存在する。特にカーボンナノチューブ(CNT)の小さな直径が電子閉じ込めを可
能にするので、CNTは非常にエレクトロニクス産業からの大きな関心を獲得している。
したがって、導電率は非常に高く、また、電流密度は大きくなるので、ナノワイヤー、

ダイオード、相互接続およびトランジスタ構造への道へと導く。 
 
それ故に、有用な電子部品や装置を作るために、研究者は、主としてハイブリッド

CMOS 技術(シリコン上の統合化)の使用を通じて、従来のシリコンの可能な置換とし
て CNTを見ている。CNTを使用するハイブリッド CMOS技術は、近い将来の相互接
続にそしてさらに CNTトランジスター・ロジックに、ナノ材料が役割を果たすことが
できるという利益を持つ。例えば、近年、インフィネオン・テクノロジーズ社、イン

テル、IBM、富士通および NEC のような関係企業は、CNT 相互接続やトランジスタ
開発において大きく進歩している。 

 
以下の章は、CNTプロセスの適合、CNT相互接続および CNTトランジスタおよび

ロジックに関する昨年からのいくつかの重要な開発を取りあげる。 
 

2．CNTプロセスの適合 
 
数多くの要因がプロセスの適合に影響する。そして、問題は、比較しうるプロセス

温度、低い不純物レベル、表面成長の位置決め精度および平坦化とエッチングする能

力を含んでいる。(シリコンプロセス集積化については、蒸着とアニール温度はできる
だけ低くあるべきで、400°C が適切な目標である) 低温 CNT 成長は近年多くの注目
を受けている。 
例えば： 
－  2006 年には、 Nantero 社 (ウォーバーン、マサチューセッツ州 ; 

www.nantero.com)が、広い面積にわたりカーボンナノチューブ薄膜(カーボン
ナノチューブの導電性繊維より構成)を置く技術および半導体プロセスと互換性
をもつレベル(25ppm 未満の金属汚染)まで CNT を浄化する方法での米国特許
6706402番を取得した。 
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Nantero 社は、多数の CNT 開発および協力協定を実施し、CNT メモリーに、
耐放射エレクトロニクスに、そして、ON Semiconductor社との CNTとシリコ
ンの統合を可能とする半導体プロセスの開発などを進めている。 (ON 
Semiconductor 社との協力は、LSI 社が 2006 年に ON Semiconductor 社に売
却したグレシャム、オレゴン州の設備に関する LSI Logic社と Nantero社との
以前の協力協定に似ているように見える協定)。しかしながら、CMOSプロセス
のための半導体グレード CNT材料を開発する Nantero社の Brewer Science社
との協定は、恐らく影響の大きさで最も重要な協定である。 

 
－ シリコンプロセスとの集積化については、重要な必要性は、蒸着およびアニー
ル温度を理想的に 400°C 以下にできるだけ低く維持することである。CNT に
ついては、この低い温度は一般に困難であると分かっており、700°C以上の温
度が多くの場合典型的である。 

 
低温 CNT成長は、CEVP社(ニューヘブン、英国)およびサリー大学(ギルフォー
ド、英国 )の研究者によって発明され、新しい PECVD プロセスツール

("NanoGrowth")を含んで実質的に最近の開発領域である。また、同じ方向では、
ケンブリッジ大学(ケンブリッジ、英国)および日立製作所ケンブリッジ研究所の
研究者は、触媒駆動熱 CVD プロセスを使用して、350°C もの低い温度で、単
層 CNT成長の成功を報告している。 
(詳細は下記を参照：http://www.admin.cam.ac.uk/news/press/dpp/2006080901) 

 
－ 2007 年 5 月に、ドイツのカールスルーエ研究センター・ナノテクノロジー研
究所の Aravind Vijayaraghavanおよび Ralph Krupkeは、cm2当たり数百万
素子の集積密度を持った単層 CNT素子の正確な直接組み立てを発表した。科学
者達は、水溶液から CNTバンドルを残すために不均一な交流電界を使用する誘
電泳動を使用している。 

 
さらに、開発者によれば、このプロセスは、処理後の技術および現在のマイク

ロヱレクトロニクス製作技術と完全に互換性をもち、基板または CNTの高温ス
テップや化学的修飾を必要とせず、周囲条件の下で行うことができる一段階の

プロセスである。 
(詳細は下記を参照：www.nanowerk.com/spotlight/spotid=1934 .php) 

 
－ 2007 年 9 月に、テルアビブ大学(テルアビブ、イスラエル)の研究者は、単層

CNTの複雑なネットワークを作り、回路基板にそれらを刻印するプロセスを発
表している。特に、研究者はシリコン柱の間に CNTを成長させ、必要なネット
ワークの形と一致するように整えている。CNTは、二酸化ケイ素で覆われたシ
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リコン柱の頂上にくっつき、矯正され、それらの間で直線に成長する。その後、

全ネットワークは、あらかじめ作られた回路基板や様々な基板に刻印すること

ができる。 
(詳細は下記を参照： 

www.rsc.org/chemistryworld/News/2007/ September/18090701.asp) 
 

3．CNT相互接続 
 
CNTは、国際半導体技術ロードマップが提示するわずかの材料のうちの 1つであり、

1×107(A/cm2)以上の電流密度を持ち、32nmノードより先の素子相互接続に適合する。
全ての主な IC企業は 多層 CNT(MWCNT)相互接続、特にビア(via)相互接続を研究し
ている。ビア相互接続における CNTの大きなアスペクト比は、ビア相互接続の高アス
ペクト比に理想的に適しており、ビア相互接続として必要な電流密度は最も高いであ

ろう。 
 
主な問題は蒸着工程とビア製造の方法にある。例えば、いくつかの組織では、シリ

コン上の適切な触媒の上に支持なしで直立する CNT柱(ビア)を成長させ、次に、頂上
誘電体を成長させる。他の企業では、最初に誘電体にビアをエッチングし、次に、埋

められた触媒の上に CNTを成長させている。 
 
－ インフィネオン AG 社(ミュンヘン、ドイツ)の研究者は、非常によい電流密度

(5×108 A/cm2)を持った MWCNT相互接続を明らかにしている、しかし、抵抗
はキロオーム・レベルで、銅と比較可能なためにはさらに 2 桁減少させる必要
がある。 

 
－ 富士通研究所(東京、日本)は、0.6 オームの抵抗をもたらす cm2 当たり 1,011
本のチューブを持った 2ミクロンの CNTビア・アレイを作成した。それはタン
グステンプラグと似ていると研究者は報告している。 

 
しかしながら、向上した電流密度をもたらす一方で、cm2当たり 1,011本のチュ
ーブの CNT密度が、銅の抵抗レベルまで下げるのに必要であると研究者は述べ
ている。しかしながら、実験結果は、再びプロセス温度が重要な制約であるこ

とを示している。富士通の研究からの最良の相互接続は、500°Cの温度で処理
することからもたらされた。しかし、必須の 400°Cでの結果は劣っている。 
(詳細は下記を参照： 
http://sst.pennnet.com/display_article/279730/5/ARTCL/none/none/Fujitsu- 
reports-progress-toward-CNT- interconnects-for-32nm/) 
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4．CNTトランジスタとロジック 
 

CNT トランジスタおよび論理素子の開発は、現在進行中の CNT 相互接続での、特
に低温プロセスの必要性に関して、多くの研究に依存するだろう。しかし、CNT相互
接続はたぶん多層ナノチューブであるが、単層 CNT のキラリティ制御は、高性能 n
型や p型素子の作成に重要である。さらにではあるが、CNTトランジスタ開発では非
常に速く進歩が起こり続けている。 
例えば： 
－ 2006年には、IBMの研究者が、CNTトランジスタに基づいた 5段リング発振
器の集積回路を初めて開発したと報告した。この発振器はシリコン相当より遅

かったが、商業化に重大になる p 型と n 型両方の CNT トランジスタを製作し
集積する CNTの可能性を実証した。 
(詳細は下記を参照：http://www.semiconductor.net/article/CA6355805.html) 

 
－ 大阪大学と産業技術総合研究所の研究者は、多くの従来の CNT トランジスタ
より 1000倍以上も安定動作の CNTトランジスタを作成した。かれらは、CNT
トランジスタの製造工程の変更によりその進歩を達成している。その CNT電界
効果トランジスター(FET)は、窒化ケイ素保護膜で覆う前の、水、酸素、および
フォトレジスト残滓を CNT表面から除去するステップで、メタルソースとドレ
ーン電極の間のナノチューブを用いて、シリコンオンインシュレータ基板上で

形成された。CNT層からの電子を加え差し引くサイトとしてこれらの不純物が
働き、その結果電流を変動させることを研究者は示した。 
(詳細は下記を参照： 
http://www.aist.go.jp/aist_e/latest_research/2006/20060608/20060608.html) 

 
－ 韓国の浦項科学技術大学およびエレクトロニクス・遠距離通信研究所の研究者
は、シリコンウェハ上に 10ナノメートルより細い回路をエッチングするために
CNTを使用した。この技術は 10nmメモリ・チップ開発の可能性を持っている
と研究者は信じている。伝えられるところによれば、彼らはこの技術をさらに

開発するために米国ベンチャー新規企業と協力している。 
(詳細は下記を参照：http://www.nanowerk.com/news/newsid= 1491.php) 

 
－ 2007 年 3 月に、イリノイ大学アーバナシャンペーン校の研究者が、水晶結晶
板上によく整列した CNT並びを成長させることにより、高電流トランジスタを
作りだしたというニュースがあった。従来の光リソグラフは、トランジスタ構

造を仕上げるためにソース、ドレーンおよびゲート電極の蒸着に使われた。 
(詳細は下記を参照：http://www.technologyreview.com/Nanotech/18457/ ) 
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研究者によれば、この新しいトランジスタは、約 2000本のナノチューブを含み、
1Aの電流を流すことができる。重要なことは、この研究は、ソースとドレーン
電極の間に接続する良く整列されたナノチューブ配列を鉄触媒とカーボン蒸着

を使用して生成する可能性を実証したことである。 
 
様々なグループによるこれまでの研究は、このようなよく整列した CNT配列を
作成する際の困難さを強調している。加うるに、CNTトランジスタの平面構造
のために、従来のシリコントランジスタとの直接比較は可能であろう。最後に、

基板をプラスチック(あるいは他の基板)に変更することはナノチューブの特性
を変更しない、と研究者は述べている。 

 
－ また、2007 年 3 月に、NEC は有機溶液の中で CNT を使用して、CNT 基盤の

FET トランジスターコーティングの開発を発表した。NEC の研究者は、チャネ
ル長の拡張によりソースドレイン電流比(金属 CNTはこの比を減少させ短くさせ
る)に関して金属 CNTが持つ影響を削減することができた。さらに、同社は、CNT
の長さを減少させることにより、コーティングの欠陥率を引き下げることができ

ることを見つけた。10 ミクロンの CNT 長さは、0.01%以下まで欠陥率を引き下
げることができる。最後に、この低温プロセスが CNT-FETコーティングをプラ
スチック基板上での使用に対してなじむようにしていると NECは信じている。 
(詳細は下記を参照： 
http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20070403/130098/) 

 
－ 英国マンチェスター大学の研究者は、グラフェン単一電子トランジスタの作成
を発表した。 (詳細は下記を参照： 
http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2007/February/28020703.asp) 
(グラフェンは、基本的に平面ハニカム配列の単一炭素原子層である。CNT は、
シリンダーを形成するために丸めたグラフェンシートである。グラファイトは、

互いの上に積重ねられたグラフェン層からなっている) 
 

CNTのいとこに似た電子特性を保有しているにもかかわらず、最近までグラフ
ェンはかなり制限された研究でのみ見られた。2004年に、マンチェスター大学
の研究者が最初のグラフェントランジスターを作成した。しかしながら、この

素子は電流がリークし、電子が炭素原子間を移動することが容易なために、ス

イッチを切断することができなかった。 
 
現在、さらなる研究の後、研究者は、幅 10nm 未満のグラフェンリボンと電子

線リソグラフィを使用して、グラフェントランジスターを作成した。それは、

室温で動作し、リーク電流がなく、また単一電子の流れを制御することができ
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る。非常に興味はあるが、グラフェントランジスター技術はまだまだ研究段階

にある。 
 
－ スタンフォード大学の研究者は、無秩序な CNT からの論理ゲートを組み立て
る最良設計を予測するための非常に役立つと証明されたソフトウェアを最近設

計した。 
(詳細は下記を参照：www.technologyreview.com/Nanotech/ 18893/) 

 
－ 2007 年 7 月に、Nantero 社は、可能な応用として RFID タグでの印刷可能な

NRAM 記憶の開発に、HP のインクジェット技術と Nantero 社の CNT 配合の
組み合わせを研究する、ヒューレット・パッカード(HP)との協力を発表した。(詳
細は下記を参照： http://www.smalltimes.com/articles/article_display.cfm, 
article_id=297463) 

 
－ さらに、2007 年 7 月に、フランス原子力機関のエレクトロニクス・マイクロ
ヱレクトロニクス・ナノテクノロジー研究所および固体物理学部門の研究者は、

誘電泳動を使用して、シリコン基板上の CNTトランジスタを作成した。このト
ランジスタは、30GHz の臨界周波数に達することができた。2006 年 8 月の研
究者の以前の記録の 4倍の改良である。 
(詳細は下記を参照：http://www.nanowerk.com/news/newsid= 2165.php) 

 
5．CNT－シリコン：予測 

 
現在、CNT は最も研究された材料の 1 つである。また、CNT がセンサ、ディスプ

レイおよび電子銃のような応用に開発中であるように、多くの面でプロセスの専門的

知識が進展している。 
 
新しい材料や生産アプローチを IC 産業が採用するには、CNT 原材料、蒸着機器お

よびエッチングや平坦化を含んだ蒸着後処理の関連開発と共に、実質的なコンソーシ

アムの取り組みを必要とする。 
 
確認可能な産業コンソーシアムは CNT にはまだ出現していないが、Low-k 材料の

開発で現れたように、この材料は確実に候補者リストに載っている。新しい CNTトラ
ンジスタの開発は大見出しをつかむかもしれないが、この技術がどのように成熟して

来ているかの感覚を得るために、特にプロセス温度や CNT 相互接続の、CNT プロセ
スの進歩に注意するべきである。 

 
（出典： SRI Consult ing Business  Intel l igence Explorer Program）  


