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(57)【要約】
電極設計の自由度が高く、さらにオンオフ比が高く、安
定的なトランジスタ特性を得ることができる薄膜トラン
ジスタアレイの構造と、その薄膜トランジスタアレイを
高スループットで製造する方法を提供する。絶縁基板と
、ゲート電極と、ゲート絶縁膜と、ソース電極と、ドレ
イン電極と、ソース電極及びドレイン電極間に形成され
たチャネル領域とを含む薄膜トランジスタ素子をマトリ
クス状に並べた薄膜トランジスタアレイであって、絶縁
性材料を用いて、複数の前記薄膜トランジスタ素子にわ
たって形成されたストライプ形状の断線用パターンと、
断線用パターンに直交するとともに、複数の薄膜トラン
ジスタ素子のチャネル領域にわたって形成され、断線用
パターンとの交点において断線したストライプ形状の半
導体パターンとをさらに含み、断線用パターンは、最大
膜厚が２００ｎｍ以上かつ３０００ｎｍ以下である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板と、ゲート電極と、ゲート絶縁膜と、ソース電極と、ドレイン電極と、前記ソ
ース電極及び前記ドレイン電極間に形成されたチャネル領域とを含む薄膜トランジスタ素
子をマトリクス状に並べた薄膜トランジスタアレイであって、
　絶縁性材料を用いて、複数の前記薄膜トランジスタ素子にわたって形成されたストライ
プ形状の断線用パターンと、
　前記断線用パターンに直交するとともに、複数の前記薄膜トランジスタ素子の前記チャ
ネル領域にわたって形成され、前記断線用パターンとの交点において断線したストライプ
形状の半導体パターンとをさらに含み、
　前記断線用パターンは、最大膜厚が２００ｎｍ以上かつ３０００ｎｍ以下である、薄膜
トランジスタアレイ。
【請求項２】
　前記断線用パターンは、前記断線用パターンの延伸方向に直交する断面において、１つ
以上の頂部を有する、請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイ。
【請求項３】
　前記断線用パターンは、前記断線用パターンの延伸方向に直交する断面において、２つ
の頂部を有する、請求項２に記載の薄膜トランジスタアレイ。
【請求項４】
　前記断線用パターンは、前記断線用パターンの延伸方向に直交する断面において、前記
断線用パターンの幅方向中央以外に１つの頂部を有する、請求項２に記載の薄膜トランジ
スタアレイ。
【請求項５】
　前記断線用パターンは、前記断線用パターンの延伸方向に直交する断面において、前記
頂部の、その両端側の最も近い２つの変曲点に対する角度が１００°以下である、請求項
２から４のいずれかに記載の薄膜トランジスタアレイ。
【請求項６】
　前記断線用パターンに用いられる絶縁性材料は、表面エネルギーが３０ｍＮ／ｍ以上で
ある、請求項１から５のいずれかに記載の薄膜トランジスタアレイ。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかに記載の薄膜トランジスタアレイの製造方法であって、
　絶縁基板上に、少なくともゲート電極、ゲート絶縁膜、ソース電極、及びドレイン電極
を形成する工程と、
　前記ゲート絶縁膜、ソース電極、及びドレイン電極上に、絶縁性材料を用いた印刷によ
ってストライプ形状の断線用パターンを複数形成する工程と、
　印刷によって、前記断線用パターンに直交するストライプ形状の半導体パターンを複数
形成する工程とを含み、
　前記半導体パターンを複数形成する工程において、前記半導体パターンは、前記断線用
パターンと直交する部分において断線する、薄膜トランジスタアレイの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタアレイおよびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機、無機問わずインキ化した機能性材料を用いて、印刷法によって機能性を持
った素子を作成するプリンテッドエレクトロニクスについての研究、開発が盛んに行われ
ている。
【０００３】
　プリンテッドエレクトロニクスについては、有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）素
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子や有機太陽電池、有機薄膜トランジスタなどの有機機能性素子の開発が盛んに行われて
いる。これらの有機機能性素子は、一般に数ｎｍから数μｍ程度の膜厚を有する有機機能
層を基板上にパターン形成する必要がある。
【０００４】
　プリンテッドエレクトロニクスの分野において用いられる印刷方式には様々なものがあ
るが、代表的なものとしては、昔からある凸版印刷、凹版印刷、平版印刷、孔版印刷など
に加えて、インキジェット印刷を代表とする比較的新しい方式などがあり、用いられるイ
ンキや基材などによって多種多様に選択される。凸版印刷、凹版印刷、平版印刷、孔版印
刷などは、目的とする印刷パターンに対して版を作成、使用するため有版印刷と呼ばれる
。一方で、インキジェット印刷などは所望の位置に直接インキを転写させ、パターンを問
わず版を用いないため無版印刷と呼ばれる。
【０００５】
　また、それぞれの印刷方式のなかでも使用部材などによってさらに細分化される。例え
ば凸版印刷法では、樹脂やゴムなどで形成されたフレキソ版と呼ばれる印刷版を用いる印
刷方式をその他と区別してフレキソ印刷と呼ぶこともある。
【０００６】
　他にも、スピンコート法、バーコート法、突出コート法、ディップコート法等の比較的
簡易な膜形成方法もある。しかしながら、これらは一般的には基板全面もしくはほぼ全面
に均一に成膜することに長けており、一方で機能性素子に求められることが多い高精度の
パターニングや材料の塗り分けを行うことには向いていない。
【０００７】
　このように、単に印刷方式といっても種種多様な方法があり、それぞれに長短が存在す
るため、プリンテッドエレクトロニクスにおいては目的とする構造、材料、機能性などか
らより適した印刷方式を選択することが必要である。
【０００８】
　凸版印刷法、その中でもフレキソ印刷法がプリンテッドエレクトロニクスにおいて優位
である点としては、連続印刷が安定であること、インキ選択性が広いこと、比較的低粘度
インキの印刷が可能であること、柔軟な版を用いるため基材等に傷をつけづらいことなど
が挙げられる。
【０００９】
　凸版印刷法のプリンテッドエレクトロニクス分野への活用法を、近年注目されている有
機半導体インキを用いた有機半導体を例として述べる。例えば、凸版印刷法の中でもフレ
キソ印刷を用いて有機半導体層を形成する技術（特許文献１参照）などが既に開発されて
いる。
【００１０】
　凸版印刷装置の一例を、図１１を用いて説明する。図１１に示した凸版印刷装置では、
印刷用凸版８が装着される回転式の版胴７と、凸版８の版面にインキ５を供給するための
アニロックスロール６と、アニロックスロール６にインキ５を供給するインキチャンバー
３と、アニロックスロール上の余剰インキを掻き落とすドクター４と、被印刷基板２が載
置される基板定盤１、を有している。ドクター４としては、金属板や樹脂板などからなる
ブレードや、樹脂やゴムなどを外周に形成したロールなどを使用することが多い。
【００１１】
　フレキソ印刷ではドットのような独立パターンを形成する場合、印刷物が版上インキの
流動や乾燥の影響を強く受けるために膜厚や形状にバラツキが生じやすい。そのため、有
機半導体層を複数チャネル間にまたがって形成するストライプ形状とする技術（特許文献
２参照）などが研究されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００６－６３３３４号公報
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【特許文献２】特開２００８－２３５８６１号公報
【特許文献３】特開２００５－２１００８６号公報
【特許文献４】特開２０１５－２０７７０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、複数のトランジスタ素子が配置された薄膜トランジスタアレイにおいて
は、複数チャネルに半導体材料がまたがって形成されると、トランジスタ素子間やトラン
ジスタ－画素電極間の半導体中を電流が流れることでオフ状態での電流値が大きくなり、
オンオフ比が低下してしまう。
【００１４】
　また、チャネル領域外の半導体層内に同一素子内のソース電極とドレイン電極を形成し
てしまうと、想定外の領域がチャネルとして機能してしまうため、ソース電極およびドレ
イン電極形成可能な範囲が狭まくなり、電極設計の自由度が低くなってしまう。
【００１５】
　このため、インキジェット法を用いることで所望の箇所のみ半導体層を形成し、素子分
離を行うことなどが模索されている（特許文献３参照）。しかしながら、インキジェット
法については、溶媒に対して溶解性が悪いことの多い有機半導体材料ではノズル近傍で材
料の析出による吐出不良が起こりやすい。また、素子毎に印刷を行うため、スループット
の悪化は避けられない。
【００１６】
　また、ストライプ形状に半導体層を形成した場合においても、オンオフ比が良好なトラ
ンジスタ素子の作成方法として、各素子間に撥液性の層を形成し、その上から半導体層を
ストライプ形成するトランジスタについて開発がなされている（特許文献４参照）。しか
しながら、用いる半導体インキによって撥液性材料の選択や撥液性を調整する必要がある
ことや、撥液性が強すぎる場合にさらに上部層を形成する際の邪魔になるなどの問題があ
る。
【００１７】
　本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、電極設計の自由度が高く、さら
にオンオフ比が高く、安定的なトランジスタ特性を得ることができる薄膜トランジスタア
レイの構造と、その薄膜トランジスタアレイを高スループットで製造する方法を提供する
ことを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記課題を解決するための発明の一局面は、絶縁基板と、ゲート電極と、ゲート絶縁膜
と、ソース電極と、ドレイン電極と、ソース電極及びドレイン電極間に形成されたチャネ
ル領域とを含む薄膜トランジスタ素子をマトリクス状に並べた薄膜トランジスタアレイで
あって、絶縁性材料を用いて、複数の前記薄膜トランジスタ素子にわたって形成されたス
トライプ形状の断線用パターンと、断線用パターンに直交するとともに、複数の薄膜トラ
ンジスタ素子のチャネル領域にわたって形成され、断線用パターンとの交点において断線
したストライプ形状の半導体パターンとをさらに含み、断線用パターンは、最大膜厚が２
００ｎｍ以上かつ３０００ｎｍ以下である、薄膜トランジスタアレイである。
【００１９】
　また、断線用パターンは、断線用パターンの延伸方向に直交する断面において、１つ以
上の頂部を有してもよい。
【００２０】
　また、断線用パターンは、断線用パターンの延伸方向に直交する断面において、２つの
頂部を有してもよい。
【００２１】
　また、断線用パターンは、断線用パターンの延伸方向に直交する断面において、断線用
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パターンの幅方向中央以外に１つの頂部を有してもよい。
【００２２】
　また、断線用パターンは、断線用パターンの延伸方向に直交する断面において、頂部の
、その両端側の最も近い２つの変曲点に対する角度が１００°以下であってもよい。
【００２３】
　また、断線用パターンに用いられる絶縁性材料は、表面エネルギーが３０ｍＮ／ｍ以上
であってもよい。
【００２４】
　また、本発明の他の局面は、上述の薄膜トランジスタアレイの製造方法であって、絶縁
基板上に、少なくともゲート電極、ゲート絶縁膜、ソース電極、及びドレイン電極を形成
する工程と、ゲート絶縁膜、ソース電極、及びドレイン電極上に、絶縁性材料を用いた印
刷によってストライプ形状の断線用パターンを複数形成する工程と、印刷によって、断線
用パターンに直交するストライプ形状の半導体パターンを複数形成する工程とを含み、半
導体パターンを複数形成する工程において、半導体パターンは、断線用パターンと直交す
る部分において断線する、薄膜トランジスタアレイの製造方法である。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、電極設計の自由度が高く、さらにオンオフ比が高く、安定的なトラン
ジスタ特性を得ることができる薄膜トランジスタアレイの構造と、その薄膜トランジスタ
アレイを高スループットで製造する方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、一般的な薄膜トランジスタ素子の一構成例を示す概略図である。
【図２】図２は、一般的な薄膜トランジスタアレイの一構成例を示す概略図である。
【図３】図３は、一般的な薄膜トランジスタ素子の一構成例を示す概略図である。
【図４】図４は、一般的な薄膜トランジスタアレイの一構成例を示す概略図である。
【図５】図５は、本発明の一実施形態に係る薄膜トランジスタ素子を示す概略図である。
【図６】図６は、本発明の一実施形態に係る薄膜トランジスタアレイを示す概略図である
。
【図７】図７は、断線用パターンの断面形状の一例を示す断面図である。
【図８】図８は、断線用パターンの断面形状の一例を示す断面図である。
【図９】図９は、断線用パターンの断面形状の一例を示す断面図である。
【図１０】図１０は、凸版印刷法による印刷物挙動の説明図である。
【図１１】図１１は、一般的な凸版印刷装置の一構成例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しつつ、説明する。なお各実施の形態におい
て、同一または対応する構成要素については同一の符号を付け、実施の形態の間において
重複する説明は省略する。
【００２８】
　一般的な薄膜トランジスタ素子１００を図１に、複数の薄膜トランジスタ素子１００を
マトリクス状に並べて構成された薄膜トランジスタアレイ１０１を図２に示す。図１の（
ａ）は、薄膜トランジスタ素子１００の断面図を示し、図１の（ｂ）は、薄膜トランジス
タ素子１００の平面図を示す。薄膜トランジスタ素子１００は、絶縁基板１１上に、ゲー
ト電極１３、キャパシタ電極（図面では省略）が形成され、その上にはゲート絶縁膜１２
が積層される。薄膜トランジスタ素子１００は、ゲート絶縁膜１２上層に、平面視におい
てゲート電極１３と重なる領域にソース電極１４とドレイン電極１５との間にチャネル領
域１６’が形成される。チャネル領域１６’に半導体層１６が形成されることで薄膜トラ
ンジスタ素子１００となる。必要に応じて、さらに上層に保護層や層間絶縁層、上部画素
電極などが形成される（図面では省略）。
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【００２９】
　例えば、インキジェット法を用いることで図１に示すように、半導体層１６がチャネル
領域のみに形成でき、図２に示すような薄膜トランジスタ素子１００毎に半導体層１６が
分離された薄膜トランジスタアレイ１０１を作成することができる。しかしながら、上述
した通りインキジェット法を用いた半導体層の形成は生産プロセス上の課題を抱えやすい
。
【００３０】
　フレキソ印刷法を用いて半導体層１６のストライプ印刷を行った薄膜トランジスタ素子
２００を図３、複数の薄膜トランジスタ素子２００をマトリクス状に並べて構成された薄
膜トランジスタアレイ２０１を図４に示す。この場合、半導体層１６は、複数の薄膜トラ
ンジスタ素子２００にまたがって形成されてしまう。この場合、インキジェット法に比べ
て生産プロセス上の課題は少ないが、上述した通り薄膜トランジスタアレイ２０１の機能
上の問題を抱えやすい。
【００３１】
　本発明の実施形態に係る薄膜トランジスタ素子３００を図５、複数の薄膜トランジスタ
素子３００をマトリクス状に並べて構成された薄膜トランジスタアレイ３０１を図６に示
す。
【００３２】
　図５に示すように、薄膜トランジスタ素子３００は、絶縁基板１１と、絶縁基板１１上
に形成されたゲート電極１３と、絶縁基板１１及びゲート電極１３を覆うように形成され
たゲート絶縁膜１２と、ゲート絶縁膜１２上に形成されたソース電極１４及びドレイン電
極１５、１８と、ソース電極１４及びドレイン電極１５間に形成されたチャネル領域１６
’とを含む。
【００３３】
　図５及び図６に示すように、薄膜トランジスタアレイ３０１は、マトリクス状に並べら
れた薄膜トランジスタアレイ３０１と、絶縁性材料を用いて、複数の薄膜トランジスタ素
子３００にわたって形成されたストライプ形状の断線用パターン１７と、断線用パターン
１７に直交するとともに、複数の薄膜トランジスタ素子３００のチャネル領域１６’にわ
たって形成され、断線用パターン１７との交点において断線したストライプ形状の半導体
パターン１６と含む。断線用パターン１７は、最大膜厚が２００ｎｍ以上かつ３０００ｎ
ｍ以下である。
【００３４】
　薄膜トランジスタアレイ３０１の製造方法は、絶縁基板１１上に、少なくともゲート電
極１３、ゲート絶縁膜１２、ソース電極１４、及びドレイン電極１５を形成する工程と、
ゲート絶縁膜１２、ソース電極１４、及びドレイン電極１５上に、絶縁性材料を用いた印
刷によってストライプ形状の断線用パターン１７を複数形成する工程と、印刷によって、
断線用パターン１７に直交するストライプ形状の半導体パターン１６を複数形成する工程
とを含む。
【００３５】
　半導体パターン１６は、半導体パターン１６を複数形成する工程において、断線用パタ
ーン１７と直交する部分において物理的または電気的に断線する。具体的には、半導体パ
ターン１６が断線用パターン１７に直交するように印刷されることで、半導体パターン１
６に、ゲート絶縁膜１２上に印刷された部分と、断線用パターン１７上に印刷された部分
とが生じる。断線用パターン１７は、所定の膜厚で形成されているため、２つの部分の間
（断線用パターン１７の幅方向端部近傍）において、半導体パターン１６に薄膜トランジ
スタアレイ３０１の厚み方向にせん断力が発生する。この結果、半導体パターン１６は、
断線用パターン１７と直交する部分、詳細には、図５に示すように、断線用パターン１７
の幅方向端部で切断する。半導体パターン１６は、図５及び図６に示すように、断線した
後に一部が断線用パターン１７の上に残っていてもよい。
【００３６】
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　薄膜トランジスタアレイ３０１では、半導体パターン１６は、ストライプ印刷によって
形成しても、断線用パターン１７により断線するため、薄膜トランジスタ素子３００を素
子毎に分離することができる。このため、電極設計の自由度が高く、さらにオンオフ比が
高く、安定的なトランジスタ特性を得ることができる薄膜トランジスタアレイ３０１を高
いスループットで製造することができる。したがって、生産プロセス上の課題と、薄膜ト
ランジスタアレイの機能上の課題の両方を解決することができる。
【００３７】
　断線用パターン１７に用いられる材料は、十分な絶縁性を有したものであれば、特に限
定されるものではない。しかしながら、断線用パターン１７が半導体インキに対して強い
撥液性を有していると、半導体パターン１６を印刷する際に、半導体パターン１６の延伸
方向に対する膜厚が変動してしまうことがある。そのため、断線用パターン１７と半導体
パターン１６とに用いる材料の濡れは良い方がよく、一般的な有機半導体インキに対して
は、断線用パターン１７の材料の表面エネルギーが３０ｍＮ／ｍ以上であれば、より安定
的な効果が得られる。
【００３８】
　また、断線用パターン１７は、複数の薄膜トランジスタ素子３００にまたがる半導体パ
ターン１６を断線させるため、半導体パターン１６の延伸方向に対して直交する方向に形
成される必要があり、ある程度の膜厚が必要である。一般的に、有機薄膜トランジスタ素
子の半導体層の膜厚は１００ｎｍ以下であることが多く、その場合、断線用パターン１７
の最大膜厚は２００ｎｍ以上でなければ断線形状をつくることが難しい。一方で、フレキ
ソ印刷法により半導体パターン１６を形成する場合、断線用パターン１７の最大膜厚が３
０００ｎｍを超えると、半導体インキがゲート絶縁層１２に十分に接触しないため、転写
性が悪化する。
【００３９】
　また、断線用パターン１７は、断線用パターン１７の延伸方向に直交する断面における
断面形状（以下、便宜的に断面形状という）が、緩やかな凸形状や矩形形状であると、半
導体パターン１６を断線できないおそれがある。図７乃至図９に、断線用パターン１７の
断面形状の例を示す。図７乃至図９に示すように、断線用パターン１７の断面形状は、頂
部１９の、その両端側の最も近い２つの変曲点２０に対する角度θが重要である。（ここ
で、変曲点とは、断面形状の輪郭線における、曲率の変化率の極大点、または、端点を意
味する。）すなわち、半導体パターン１６の形成時における断線を確実に行うためには、
頂部１９と、頂部１９の両側において頂部に最も近い２つの変曲点２０のそれぞれとを結
んだ仮想的な直線のなす角度θは１００°以下であることが望ましい。それより大きい角
度では、半導体インキの粘度やレベリング性によっては、一部半導体パターン１６がつな
がったままになってしまう場合がある。
【００４０】
　断線用パターン１７の断面形状は、図７に示すように凸型形状であっても良いが、図８
に示すように、２つの頂部１９を有する凹型形状であってもよい。また、図９に示すよう
に、頂部１９が断面形状の幅方向中央以外に位置するような形状の方が、より容易に半導
体パターン１６を断線することができる。
【００４１】
　このような断面形状を形成する方法の一つとして、凸版印刷法が利用できる。凸版印刷
法による印刷のインキの形状変化を図１０に示す。まず、図１１に示した凸版８上の凸部
１０のインキ５が基板２に押し付けられる（図１０の（ａ））、その後凸部１０が基板２
から離れることでインキ５は凸部１０と基板２とに分かれて転写され、インキ内の溶媒が
乾燥することで図１０の（ｂ）のように印刷物９が形成される。印刷速度や環境、乾燥状
態等を調整することで、図１０の（ａ）の状態を維持したまま図１０の（ｃ）のような印
刷物９を形成することができる。
【００４２】
　絶縁基板１１に用いられる材料は、特に限定されるものではないが、ガラス基板やシリ
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コンウェハなどが利用しやすい。フレキシブルなトランジスタを形成したい場合にはフレ
キシブルな基板を用いることが必要である。その場合、一般的にはポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）やポリイミド、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリエチレンナフタ
レート（ＰＥＮ）、ポリカーボネートなどのプラスチック材料が用いられやすい。材料に
よって強度や耐熱性が異なるため、各製造プロセスに適した材料を選択すると良い。
【００４３】
　ゲート電極１３、ソース電極１４、ドレイン電極１５などの電極材料に用いられる材料
は、特に限定されるものではないが、一般的には金、白金、銀、ニッケル等金属や酸化物
膜、導電性高分子などがある。また、各電極の形成方法は、特に限定されるものではなく
、他層への影響を鑑みて蒸着やスパッタなどのドライプロセスや塗工、印刷などのウェッ
トプロセスなどを用いることができる。
【００４４】
　ゲート絶縁膜１２に用いられる材料は、特に限定されるものではなく、ゲート絶縁膜１
２として十分な機能を果たすのであれば自由に選択できる。一般的には、ポリビニルフェ
ノール、ポリメタクリル酸メチル、ポリイミド、ポリビニルアルコール、エポキシ樹脂な
どや、ＰＥＴやＰＥＮ、ＰＥＳなどを用いても良い。
【００４５】
　半導体パターン１６に用いられる材料は、特に限定されるものではなく、有機半導体材
料として一般的に用いられるものとして、ポリイオフェン、ポリアリルアミン、フルオレ
ンビチオフェン共重合体、およびそれら誘導体といった高分子系材料、ペンタセン、テト
ラセン、銅フタロシアニン、ペニレン、およびそれら誘導体といった低分子材料などを用
いることができる。
【００４６】
　以上説明したように、本発明によれば、有機薄膜トランジスタアレイ３０１は、複数の
薄膜トランジスタ素子３００にわたる断線用パターン１７を有することで、複数の薄膜ト
ランジスタ素子３００をまたがる形でストライプ形状の半導体パターン１６を印刷しても
、半導体パターン１６を各薄膜トランジスタ素子３００で断線できるため、各薄膜トラン
ジスタ素子３００を電気的に独立させることができる。そのため、でき上がった素子のオ
ンオフ比は高く、トランジスタ特性は安定的である。また、半導体パターン１６及び断線
用パターン１７は、パターニング方法が比較的簡易なため、有機薄膜トランジスタアレイ
３０１を高スループットで製造することができる。
【実施例】
【００４７】
（実施例１）
　絶縁基板１１としてガラスを用いた薄膜トランジスタアレイ３０１を作成した。薄膜ト
ランジスタアレイ３０１には、縦１００個、横１００個の薄膜トランジスタ素子３００が
等間隔に配置されている。
【００４８】
　薄膜トランジスタ素子３００の作成について説明する。ガラスを用いた絶縁基板１１上
に、銀インキを印刷、ホットプレート上、１８０℃で１時間乾燥を行い、膜厚１００ｎｍ
のゲート電極１３及びキャパシタ電極を形成した。
【００４９】
　次に、ポリビニルフェノールをスピンコート法により塗布し、ホットプレート上、１８
０℃で１時間乾燥を行い、ゲート絶縁膜１２を形成した。
【００５０】
　ゲート絶縁膜１２上に、銀インキを印刷、ホットプレート上、１８０℃で１時間乾燥を
行い、膜厚１００ｎｍのソース電極１４、ドレイン電極１５を形成し、チャネル領域を画
定した。
【００５１】
　断線用パターン１７として、エポキシ樹脂材料のペーストをフレキソ印刷によって形成
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した。フレキソ印刷に用いた印刷機は図１１に示したものを用いた。印刷後、ホットプレ
ート上、２００℃で１時間乾燥を行った。印刷速度を調整することで、断線用パターン１
７の断面形状を調整した。形成された断線用パターン１７の膜厚は３０００ｎｍであった
。断線用パターン１７の断面形状は、図８に示すような凹型になっており、一方の頂部と
、頂部の両側において頂部に最も近い２つの変曲点のそれぞれとを結んだ仮想的な直線の
なす角度は約７０°であり、他方側は６５°であった。使用したエポキシ樹脂材料の表面
エネルギーは３０．９ｍＮ／ｍであった。
【００５２】
　半導体材料として、ＴＩＰＳペンタセンをテトラリンで１．０重量％になるように調液
した半導体インキを用い、フレキソ印刷によって印刷を行い、半導体パターン１６を形成
した。フレキソ印刷に用いた印刷機は図１１に示したものを用いた。凸版として、ストラ
イプ形状に感光性樹脂凸部が形成されたものを用いた。断線用パターン１７と直交し、か
つ複数の薄膜トランジスタ素子３００中のチャネル領域１６’を跨ぐ方向に半導体材料を
、膜厚が５５ｎｍのストライプ形状になるよう印刷した。印刷後、オーブンを用いて１５
０℃で１時間、１から４ｈＰａ下にて乾燥を行った。薄膜トランジスタアレイ３０１中で
は、１つの半導体パターン１７ストライプが１００個薄膜トランジスタ素子３００を跨ぎ
、１００列の半導体パターンパターン１７が並ぶように印刷を行った。
【００５３】
　保護層材料として、含フッ素化合物であるフッ素系樹脂を用い、フレキソ印刷によって
保護層を形成した。フレキソ印刷に用いた印刷機は図１１に示したものを用いた。凸版と
して、ストライプ形状に感光性樹脂凸部が形成されたものを用い、保護層が半導体層を全
面カバーするように印刷した。印刷後、ホットプレート上、１５０℃で１時間乾燥を行っ
た。
【００５４】
　層関絶縁膜材料として、エポキシ樹脂材料のペースト用い、スピンコート法およびフォ
トリソグラフィー法によって形成した。
【００５５】
　上部画素電極として、銀ペーストをスクリーン印刷によって形成した。
【００５６】
（実施例２）
　断線用パターン１７の膜厚が１５００ｎｍになるよう印刷したこと以外は、実施例１と
同様とした。
【００５７】
（実施例３）
　断線用パターン１７の膜厚が２００ｎｍになるよう印刷したこと以外は、実施例１と同
様とした。
【００５８】
（比較例１）
　断線用パターン１７形成工程を行わなかったこと以外は、実施例１と同様とした。
【００５９】
（比較例２）
　断線用パターン１７の膜厚が３３００ｎｍであること以外は、実施例１と同様とした。
【００６０】
（比較例３）
　断線用パターン１７の膜厚が１５０ｎｍであること以外は、実施例１と同様とした。
【００６１】
（比較例４）
　断線用パターン１７に用いたエポキシ樹脂材料の表面エネルギーが、２８．５ｍＮ／ｍ
のものを用いたこと以外は、実施例１と同様とした。
【００６２】
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＜評価＞
　こうして作製した実施例１～３及び比較例１～４に係る薄膜トランジスタアレイ２０１
、３０１内の薄膜トランジスタ素子２００、３００を無作為に１００個選び、トランジス
タ特性を測定した。測定されたオン電流値、オンオフ比について、それぞれ比較を行った
。
【００６３】
　実施例１、実施例２、実施例３の素子のオンオフ比は、良好な値が得られ、アレイ内に
おける分布も安定的であった。比較例１の素子は、実施例１に比べてオンオフ比が悪かっ
た。比較例２、比較例３、比較例４の素子は、一部実施例１の素子に比べてオンオフ比が
悪い素子がアレイ内で点在していた。また、比較例２の素子は、一部半導体層が形成され
ておらず特性測定ができない素子がアレイ内で点在していた。
【００６４】
　以上の結果から、本発明に係る薄膜トランジスタアレイの製造方法によって、良好なオ
ンオフ比と、安定的なトランジスタ特性とを有する薄膜トランジスタアレイが得られるこ
とが確認できた。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明は、電極設計の自由度が高く、オンオフ比が高く、安定的なトランジスタ特性を
得ることができる薄膜トランジスタアレイを高スループットで製造したい場合に有用であ
る。
【符号の説明】
【００６６】
　１　　ステージ
　２　　基板
　３　　インキチャンバー
　４　　ドクター
　５　　インキ
　６　　アニロックスロール
　７　　版胴
　８　　凸版
　９　　印刷物
　１０　　凸部
　１００、２００、３００　　薄膜トランジスタ素子
　１０１、２０１、３０１　　薄膜トランジスタアレイ
　１１　　絶縁基板
　１２　　ゲート絶縁膜
　１３　　ゲート電極
　１４　　ソース電極
　１５　　ドレイン電極
　１６　　半導体層、半導体パターン
　１７　　断線用パターン
　１８　　断線用パターンに隠されたドレイン電極
　１９　　頂部
　２０　　変曲点



(11) JP WO2018/150916 A1 2018.8.23

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP WO2018/150916 A1 2018.8.23

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(13) JP WO2018/150916 A1 2018.8.23

【図９】 【図１０】

【図１１】



(14) JP WO2018/150916 A1 2018.8.23

10

20

30

40

【国際調査報告】



(15) JP WO2018/150916 A1 2018.8.23

10

20

30

40



(16) JP WO2018/150916 A1 2018.8.23

10

20

30

40



(17) JP WO2018/150916 A1 2018.8.23

10

20

30

40



(18) JP WO2018/150916 A1 2018.8.23

10

フロントページの続き

(81)指定国・地域　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX
,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,
TN,TR,TT

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

