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(57)【要約】
【課題】短チャネルで高い電気的特性を有する有機トラ
ンジスタの製造方法を提供する。
【解決手段】基板と、ゲート電極と、二層以上の積層ゲ
ート絶縁層と、ソース・ドレイン電極と、有機半導体層
によって構成される有機トランジスタの製造方法におい
て、前記二層以上の積層ゲート絶縁層に２００ｎｍ以上
３００ｎｍ以下の波長帯の紫外線（ＵＶ光）でマスク露
光を行い、前記マスク露光された部分にソース・ドレイ
ンとなる電極材料をインクジェット法で吐出し、マスク
露光された部分と露光されない部分の表面自由エネルギ
ー差で電極材料が分離されチャネルを形成する工程を有
する有機トランジスタの製造方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、ゲート電極と、二層以上の積層ゲート絶縁層と、ソース・ドレイン電極と、有
機半導体層によって構成される有機トランジスタの製造方法において、前記二層以上の積
層ゲート絶縁層に２００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の波長帯の紫外線（ＵＶ光）でマスク露
光を行い、前記マスク露光された部分にソース・ドレインとなる電極材料をインクジェッ
ト法で吐出し、マスク露光された部分と露光されない部分の表面自由エネルギー差で電極
材料が分離されチャネルを形成する工程を有することを特徴とする有機トランジスタの製
造方法。
【請求項２】
　前記二層以上の積層ゲート絶縁層に２００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の波長帯の紫外線で
マスク露光を行う前に、前記二層以上の積層ゲート絶縁層にラビング処理を行うことを特
徴とする請求項１記載の有機トランジスタの製造方法。
【請求項３】
　前記二層以上の積層ゲート絶縁層に２００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の波長帯の紫外線で
マスク露光を行う前、または後に、前記二層以上の積層ゲート絶縁層に偏向紫外光を照射
することを特徴とする請求項１または２に記載の有機トランジスタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機半導体材料を有する有機トランジスタの製造方法に関し、特にインクジェ
ット描画プロセスを用いた有機トランジスタの製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年有機材料を使った有機電子デバイス研究が盛んである。有機材料を薄膜化しデバイ
スに応用することによって、プロセスの低温化や携帯性に優れ、コスト的にも安価な有機
電子デバイスの実現が期待されている。
【０００３】
　例えば、有機ＥＬ、有機トランジスタ等の有機電子デバイス研究が盛んであるが、なか
でも有機トランジスタは、その機能の心臓部である半導体材料自身が有機分子の集合体で
あり、部分的に共有結合している比較的弱い結合体であるため、プロセスの低温化が期待
でき、かつ、フレキシブル性に富み軽量化が可能な為、携帯性に優れている。このため、
ペーパーライクディスプレイはもとより、液晶ディスプレイにも応用の可能性があり、近
年急速に研究が活発になっている。このような電子デバイス分野への有機電子デバイス応
用実現の為の一つの方法として、インクジェット描画プロセスを利用した有機トランジス
タ作成方法があげられ、次世代低温プロセス・高携帯性電子デバイスへの応用が期待され
ている。
【０００４】
　有機トランジスタの作製にあたっては様々な方法が挙げられるが、例えば非特許文献１
および非特許文献２などにセイコーエプソンによるピエゾインクジェット描画プロセスと
表面自由エネルギー制御による表面マッピングを用いた有機トランジスタの作製方法が記
載されている。
【０００５】
　一方、非特許文献３において、自己組織化単分子層（ｓｅｌｆ－ａｓｓｅｍｂｌｅｄ　
ｍｏｎｏｌａｙｅｒ、ＳＡＭ）を用い、ＵＶ光を基板背面から露光することによってＵＶ
光の当たった部分の表面自由エネルギーを高くし、未露光部の低い表面自由エネルギーと
コントラストを付けることによって、自己組織化単分子層（ＳＡＭ）表面をマッピングし
、表面自由エネルギーの高い部分にＡｇインクを滴下してソース・ドレイン電極を描画し
、短チャネルの有機トランジスタを作製するプロセスを開示している。
【０００６】
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　また、非特許文献４において、ポリイミドを絶縁膜に用いて、ＵＶ光をマスク露光する
ことによって光の当たった部分の表面自由エネルギーを上昇させ、未露光部の低い表面自
由エネルギーとコントラストを付けることによって、ポリイミド表面をマッピングし、表
面自由エネルギーの高い部分にインクジェットでソース・ドレイン電極を描画し、短チャ
ネルのトランジスタを作製するプロセスを開示している。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】“Ｓｃｉｅｎｃｅ”２８０、２１２３、２０００年
【非特許文献２】“Ｔｅｃｈ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　ＩＥＤＭ”ｐ．６２３、２０００年
【非特許文献３】“Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ａｂｓｔｒａｃｔｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　２００３　
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　
Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ”ｐ．２２２～２２３、２００３年
【非特許文献４】“Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ｐａｐｅｒｓ　ＡＭ－Ｌ
ＣＤ　０４　ＯＬＥＤ－４”ｐ．３７～４０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前述した非特許文献３による報告では、自己組織化単分子層（ＳＡＭ）をＵＶ光によっ
てマッピングする方法では、ＵＶ光が２００ｎｍ以下の真空紫外光でなければ自己組織化
単分子層（ＳＡＭ）の表面自由エネルギーを変化させることは出来ない。従って、高精細
な表面自由エネルギーのパターニングを行うためには、２００ｎｍ以下の真空ＵＶ光を備
えた非常に高価なステッパーを用いなければならず、有機トランジスタのプロセスとして
非現実的である。
【０００９】
　また、非特許文献３による報告にあるように、背面露光であれば自己組織化単分子層（
ＳＡＭ）の表面自由エネルギーのパターニングを行うことが出来るが、パターニングする
ためにゲート電極を利用しているため、ゲート電極はフォトリソグラフィを用いて形成し
なければならない。また背面露光を行うために、基板の光吸収性から基板材料に制限があ
ることが予想される。更に、背面露光でゲート電極をマスクとして露光を行うため、高精
細なパターニングはやや困難である。
【００１０】
　一方、非特許文献４による、ポリイミド絶縁膜をＵＶ光によってマッピングする方法で
は、チャネル界面に存在する材料と絶縁膜が一体となっている。この場合、チャネル部に
配向性のある有機半導体を塗布した場合、配向制御をすることができず、半導体材料が持
つ十分な電気的性能を引き出すことができない。また２５４ｎｍのＵＶ光で表面自由エネ
ルギーのパターニングを行う様にポリイミドを設計することが可能であるが、絶縁性特性
が低下する場合がある。
【００１１】
　本発明では、露光機のＵＶ光波長として一般的な２５４ｎｍのＵＶ光で表面自由エネル
ギーのパターニングが可能であり、その結果、安価なアライナーで高精細な表面自由エネ
ルギーのパターニングを行い、短チャネルで高い電気的特性を持った有機トランジスタ構
造を実現することを目的としている。さらに、本発明では、配向性を制御する機能を持つ
層と、絶縁性に優れた材料をそれぞれ分離し、短チャネルで高い電気的特性を持った有機
トランジスタ構造を実現することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、基板と、ゲート電極と、二層以上の積層ゲート絶縁層と、ソース・ドレイン
電極と、有機半導体層によって構成される有機トランジスタの製造方法において、前記二
層以上の積層ゲート絶縁層に２００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の波長帯の紫外線（ＵＶ光）
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でマスク露光を行い、前記マスク露光された部分にソース・ドレインとなる電極材料をイ
ンクジェット法で吐出し、マスク露光された部分と露光されない部分の表面自由エネルギ
ー差で電極材料が分離されチャネルを形成する工程を有することを特徴とする有機トラン
ジスタの製造方法である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、有機トランジスタの構成において、側鎖にアルキル基を有する有機絶
縁層と有しない絶縁層の二層構造絶縁層を形成し、その絶縁層上のチャネル部分をマスク
してＤｅｅｐ　ＵＶ光を照射することで、チャネル部分の表面自由エネルギーは低く、チ
ャネル以外の部分は表面自由エネルギーを高くコントロールすることが出来、その表面自
由エネルギーの分布を用いてインクジェット法を用いてチャネルの精密制御が可能になる
。
【００１４】
　またアルキル基を有しない絶縁層によって、側鎖にアルキル基を有する絶縁層の耐圧低
下、Ｖｔｈの増大をカバーし、高耐圧・低リーク電流・高性能の信頼性の高いトランジス
タを実現できる。
【００１５】
　また、側鎖にアルキル基を有する絶縁膜にラビング処理を行ったり、偏向ＵＶ光を照射
したりすることで、チャネル部分の配向膜上に形成した有機半導体層を一方向に並べ、非
常に高い移動度実現できる配向構造を実現することが可能である。
【００１６】
　またこの構造を利用して、優れた有機トランジスタを実現することができる。また、本
発明の有機トランジスタは、ペーパーライクディスプレイ、有機ＩＤタグ、有機ＥＬ等様
々な電子デバイスへの応用が期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の側鎖にアルキル基を有する絶縁層とアルキル基を有しない絶縁層の二層
構造絶縁層を備えた場合のボトムゲートタイプの有機トランジスタの断面図である。
【図２】本発明に適用されるラビングによる配向制御の概念図である。
【図３】本発明に適用される偏向ＵＶ光による配向制御の概念図である。
【図４】本発明の実験の説明に適用される、２５４ｎｍＵＶ光照射量に対するアルキル基
を側鎖に持つポリイミドの水の接触角の変化を示す図である。
【図５】本発明の実験の説明に適用される、２５４ｎｍＵＶ光照射量に対するアルキル基
を側鎖に持つポリイミドの総合表面自由エネルギーの変化を示す図である。
【図６】本発明の実験の説明に適用される、２５４ｎｍＵＶ光照射量に対するアルキル基
を側鎖に持つポリイミドの表面自由エネルギー各成分の変化を示す図である。
【図７】本発明の実験の説明に適用される、アルキル基を側鎖に持つポリイミドの原液濃
度と膜厚の関係を示す図である。
【図８】本発明の実験の説明に適用される、２５４ｎｍＵＶ光照射に対するアルキル基を
側鎖に持つポリイミドの水の接触角変化の膜厚依存を示す図である。
【図９】本発明の実施例の説明に適用される、２５４ｎｍＵＶ光照射でチャネル長＝５μ
ｍになるように表面自由エネルギーがマッピングされたポリイミド上へのＡｕナノインク
のインクジェット描画後の粒子構造を示す光学顕微鏡写真である。
【図１０】本発明にともなう実験で、トランジスタの絶縁膜を側鎖にアルキル基を有する
ポリイミドとアルキル基を持たないポリイミドの積層構造で形成し、それぞれの膜厚を変
化させて、Ｖｔｈへの影響を調べた実験結果を示す図である。
【図１１】本発明における、ＵＶ光を用いた配向膜の表面エネルギー制御を行う工程を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
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　本発明に係る有機トランジスタの製造方法は、基板と、ゲート電極と、二層以上の積層
ゲート絶縁層と、ソース・ドレイン電極と、有機半導体層によって構成される有機トラン
ジスタの製造方法において、前記二層以上の積層ゲート絶縁層に２００ｎｍ以上３００ｎ
ｍ以下の波長帯の紫外線（ＵＶ光）でマスク露光を行い、前記マスク露光された部分にソ
ース・ドレインとなる電極材料をインクジェット法で吐出し、マスク露光された部分と露
光されない部分の表面自由エネルギー差で電極材料が分離されチャネルを形成する工程を
有することを特徴とする。
【００１９】
　前記二層以上の積層ゲート絶縁層に２００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の波長帯の紫外線で
マスク露光を行う前に、前記二層以上の積層ゲート絶縁層にラビング処理を行うことが好
ましい。
【００２０】
　前記二層以上の積層ゲート絶縁層に２００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の波長帯の紫外線で
マスク露光を行う前、または後に、前記二層以上の積層ゲート絶縁層に偏向紫外光を照射
するうことが好ましい。
【００２１】
　次に、本発明の有機トランジスタの製造方法により得られる有機トランジスタについて
説明する。
　基板と、ゲート電極と、ゲート絶縁層と、ソース・ドレイン電極と、有機半導体層によ
って構成されるボトムゲート構造の有機トランジスタにおいて、ゲート絶縁膜が、ソース
・ドレイン電極に近接する部分で表面エネルギーが低く、ゲート電極に近接する部分で相
対的に表面エネルギーが高く、膜厚方向に組成が異なることを特徴とする有機トランジス
タである。
【００２２】
　前記膜厚方向に組成が異なるゲート絶縁膜が、相対的に表面エネルギーの低い上層膜と
相対的に表面エネルギーの高い下層の膜の二層構造であることを特徴とする。
　前記絶縁膜が、上層の表面自由エネルギーが４０ｍＮ／ｍ以下、下層の表面自由エネル
ギーが４５ｍＮ／ｍ以上であることを特徴とする。
【００２３】
　前記上層の絶縁膜が、ソース・ドレイン電極の一部または全てと隣接した部分の表面自
由エネルギーが５０ｍＮ／ｍ以上の絶縁層であることを特徴とする。
　前記上層と下層の二層構造のゲート絶縁層部分において、前記上層の絶縁層の表面自由
エネルギーの水素結合成分が０．５ｍＮ／ｍ以下、前記ゲート電極側の絶縁層の表面自由
エネルギーの水素結合成分が２．０ｍＮ／ｍ以上であり、かつ、前記上層の絶縁層と連続
し、前記ソース・ドレイン電極の一部または全てと接触した絶縁層部分の表面自由エネル
ギーの水素結合成分が５．０ｍＮ／ｍ以上であることを特徴とする。
【００２４】
　前記上層と下層の二層構造のゲート絶縁層部分において、前記上層の絶縁層が側鎖にア
ルキル基を有するポリイミドであり、かつ、前記下層の絶縁層がアルキル基を有しないポ
リイミドであることを特徴とする。
【００２５】
　前記上層と下層の二層構造のゲート絶縁層部分において、前記上層の絶縁層が側鎖にア
ルキル基を有するポリイミドであり、かつ、前記下層側の絶縁層が無機材料絶縁層である
ことを特徴とする。
【００２６】
　前記上層と下層の二層構造のゲート絶縁層部分において、前記上層の絶縁層の膜厚が、
前記下層側の絶縁層の膜厚より薄いことを特徴とする。
　前記上層と下層の二層構造のゲート絶縁層部分において、前記上層の絶縁層の膜厚が２
ｎｍ以上２００ｎｍ以下であり、かつ、前記下層側の絶縁層が１００ｎｍ以上であること
を特徴とする。
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　次に、本発明の有機トランジスタの製造方法について具体的に説明する。
　有機トランジスタのチャネル形成と移動度の向上の手法として本発明者は、紫外線で分
解可能な低表面自由エネルギーの有機物に着目した。これは、紫外線で分解する前の表面
自由エネルギーは低く、分解した後では表面自由エネルギーが高くなるものである。ゲー
ト上の有機物はマスクで保護して低表面自由エネルギーでその近傍の部分は紫外線で有機
物を分解して表面自由エネルギーが高くすることにより、インクジェット等の描画方法で
ソース、ドレイン電極を導電性インクで描画するときにインクが低表面自由エネルギーの
部分でせき止められるために非常に高精度にゲート長を規定することが可能となる。
【００２８】
　本発明で用いる紫外線の波長としては、有機物を分解できる波長であればよいが、細か
いパターンを作れる点や装置コスト的な面から２５４ｎｍ程度の波長の紫外線が好適に用
いられる。
【００２９】
　これらの有機物のなかでも高分子配向膜は、ラビング処理や偏光紫外線照射によって配
向規制力を生じ、ゲート上の有機半導体分子を配向させることも可能であり、このことで
移動度の向上など有機トランジスタ特性の向上を図ることが出来るため好ましい。本発明
に用いられる高分子配向膜の例としては、アルキル基を側鎖にもつポリイミドを挙げるこ
とができる。
【００３０】
　一方、アルキル基を側鎖にもつポリイミドなどの高分子配向膜は、配向制御をすること
に主眼がおかれて開発されたものであり、ゲート絶縁膜としての性能は不十分なものが多
い。
【００３１】
　そこで、ゲート上には絶縁性に優れた、側鎖にアルキル基を有しないポリイミドやポリ
オレフィンなどの高分子系の絶縁膜やＳｉＯ2 やＴａ2 Ｏ5 等の無機酸化物系の絶縁膜を
成膜し、その上に紫外線で分解可能な低表面自由エネルギーの有機物であるアルキル基を
側鎖にもつポリイミドなどの高分子配向膜を積層することにより上記絶縁性、高精度ゲー
ト長規定、配向制御によるトランジスタ特性向上を全て満足させることが可能であること
を見いだした。
【００３２】
　中でも高分子配向膜と同様の骨格を持つ高分子絶縁膜は、配向膜との密着性が良好であ
るのでフレキシブルな基板上に有機トランジスタを形成する場合には好ましく用いること
ができる。
　本発明者らは、本発明に至るにあたって以下のような実験検討を行ったので、その詳細
について説明する。
【００３３】
　（実験１）
　絶縁層Ａ～Ｆにおけるアルキル基の密度、表面自由エネルギー、表面自由エネルギー水
素結合項、撥水性、リーク電流の関係を下記の表１に示す。表１は、本発明の実験の説明
に適用される、各種絶縁膜におけるアルキル基の密度、表面自由エネルギー、水素結合項
、撥水性、リークの関係を示す。
【００３４】



(7) JP 2009-290236 A 2009.12.10

10

20

30

40

50

【表１】

【００３５】
　表面自由エネルギーが小さくなるとリーク電流が大きくなる傾向があり、表面自由エネ
ルギーで４５ｍＮ／ｍ程度がリーク電流が問題とならない限界値であった。この場合の表
面自由エネルギーの各成分は、水素結合項が小さいほどリーク電流が大きくなる傾向があ
り、水素結合項で２．０ｍＮ／ｍ程度がリーク電流が問題とならない限界値であった。ま
た、リーク電流が問題とならなかった絶縁層にはすべてアルキル基は含まれていなかった
。いっぽう、表面自由エネルギーが低い絶縁層はリーク電流上で問題があるものの、表面
自由エネルギーのパターニングによって電極の打ち分けを行うためには、十分に表面自由
エネルギーが低い必要があり、４０ｍＮ／ｍ程度が限界であった。このときに、水素結合
項は表面自由エネルギーが低いほど減少し、表面自由エネルギーのパターニングによって
電極の打ち分けを行うためには水素結合項で０．５ｍＮ／ｍ程度が限界であり、これ以上
低い方が望ましかった。表面自由エネルギーが低い材料にはアルキル基が含まれており、
アルキル基の増加と共に表面自由エネルギーが下がり、水素結合項も減少する傾向にあっ
た。アルキル基の密度が最も少ない材料で４０ｍＮ／ｍ、水素結合項で０．５ｍＮ／ｍで
あった。
【００３６】
　以上のことから、本発明における有機トランジスタにおいては、ＵＶ光によって構造が
変化していないチャネル部において、表面自由エネルギーでは４０ｍＮ／ｍ以下の絶縁層
と４５ｍＮ／ｍ以上の絶縁層の二重構造であり、表面自由エネルギーの水素結合項では０
．５ｍＮ／ｍ以下の絶縁層と２．０ｍＮ／ｍ以上の絶縁層の二重構造であり、更に側鎖に
アルキル基を有する絶縁層と有しない絶縁層の二重構造と規定している。
【００３７】
　（実験２）
　側鎖にアルキル基を有する絶縁層の表面自由エネルギーを部分的に変化させて、インク
ジェット法を用いて水の液滴の打ち分けの実験を行った。表面自由エネルギーが十分に低
く初期の接触角９５°を示す絶縁層に対して、ＵＶ光を照射し表面自由エネルギーを部分
的に上昇させて接触角が減少した部分に水の液滴をインクジェット法で滴下して、着弾後
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結果を示す。表２は、本発明の実験の説明に適用される、２５４ｎｍＵＶ光照射後のポリ
イミドの水の接触角と液滴の打ち分け状態の関係を示す。
【００３８】
【表２】

【００３９】
　表２に示すように、ＵＶ光照射部の水の接触角が３０°以下の場合は表面自由エネルギ
ーの低い部分で完全に停止し、打ち分けが十分に可能であった。４０°、５０°でも打ち
分けは可能であったが、液滴が着弾後に液滴が乗り越えるケースも発生した。６０°では
液滴が着弾後に乗り越えるケースが増加したが、かろうじて打ち分けられる場合もあった
が、７０°以上ではほぼ全ての液滴が表面自由エネルギーの低い部分を乗り越えてしまっ
た。従って、水の接触角で６０°以下が着弾後の液滴を停止できる限界としている。
【００４０】
　水の接触角が６０°以下になる時の２５４ｎｍのＵＶ光の照射量は図４に示すように外
挿値からおおよそ１０Ｊ／ｃｍ２以上であり、この時の表面自由エネルギーは図５に示す
ように外挿値からおおよそ総合で５０ｍＮ／ｍ以上、また図６に示すように水素結合項で
おおよそ５ｍＮ／ｍ以上である。
【００４１】
　以上のことから、本発明における有機トランジスタ上のソース・ドレインに接する絶縁
層の表面自由エネルギーは５０ｍＮ／ｍ以上であり、水素結合項において、５ｍＮ／ｍ以
上と規定している。
【００４２】
　（実験３）
　図７に示すように、側鎖にアルキル基を有する絶縁層は濃度を減少させると共に膜厚は
減少するが、２ｎｍまで薄膜化が可能であった。また図８に示すように、膜厚を変化させ
た絶縁層に２５４ｎｍで３０Ｊ／ｃｍのＵＶ光を照射したところ２ｎｍでも十分な水の接
触角変化を観測できた。このことから、側鎖にアルキル基を有する絶縁層の厚さは薄膜化
の可能な２ｎｍ以上と規定している。
【００４３】
　また、側鎖にアルキル基を有しない絶縁層に関しては、下記の表３に示すように絶縁耐
圧上で十分な性能を持たせるために１００ｎｍ以上の膜厚が必要であった。
　表３は、本発明の実験の説明に適用される、アルキル基を側鎖に持つポリイミドの膜厚
と耐圧の関係を示す。
【００４４】
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【表３】

【００４５】
　（実験４）
　上層の側鎖にアルキル基を有する絶縁層と、下層のアルキル基を有する絶縁層の膜厚を
変えてＴＦＴの電気特性を評価した。半導体層はＰ３ＨＴを用いた。絶縁膜はトータルの
膜厚を５００ｎｍとして、上層と下層の絶縁層の比率を変えた。図１０は、それぞれの絶
縁層の膜厚とＶｔｈの関係を示したものである。上層の側鎖にアルキル基を有する絶縁層
が２００ｎｍを超えるとＶｔｈが急激に大きくなっていることが分かる。
【００４６】
　次に、本発明を詳細に説明する。
　本発明は、有機半導体層と絶縁層と複数の電極を含み、その絶縁層として側鎖にアルキ
ル基を持った絶縁層とアルキル基を持たない絶縁層の積層体を有する、優れた機能を持っ
た有機トランジスタを作製するものである。この絶縁層の積層体は、膜厚方向に連続的に
組成が変化しても良いし、分離された多層構造であっても良い。
【００４７】
　本実施例においては側鎖にアルキル基を持った絶縁層とアルキル基を持たない絶縁層の
積層体を有する優れた有機トランジスタの作製を行った例を示す。
　本発明におけるアルキル基を有しない絶縁層には、有機無機に関わらず、絶縁性を示す
あらゆる材料を用いることができるが、特に有機系であればアルキル基を持たないポリイ
ミドやポリアミド及びポリアミドイミド、ポリオレフィン、無機系であればＳｉＯ2 やＴ
ａ2 Ｏ5 などの絶縁性の高い材料を用いることが望ましい。
【００４８】
　また、側鎖にアルキル基を有する有機絶縁層には、絶縁性を示すあらゆる材料を用いる
ことができる。特に表面自由エネルギーが低く、ラビング処理や偏向紫外線などにより一
軸配向規制力を発生し、かつ、表面エネルギーに変化を持たせて、電極描画の際にマッピ
ングし易くするために、紫外線によって破壊されやすい結合を有するポリイミドやポリア
ミド、ポリアミドイミド、ＰＶＰ（ポリビニルフェノール）などの有機系高分子材料を用
いるのが望ましい。
【００４９】
　本発明における二層構造のゲート絶縁層の形成は、スピンコート法やインクジェット描
画法、オフセット印刷、スクリーン印刷など様々な方法で容易に作製可能である。またゲ
ート電極、ソース・ドレイン電極もインクジェット描画法やスクリーン印刷法など様々な
方法で形成可能である。いずれの成膜方法も本発明の有機トランジスタにおいて十分に機
能する薄膜を作成することが可能である。
【００５０】
　本発明における二層構造の絶縁層は、デバイス特性上の知見から絶縁性を十分に保持で
きる範囲内でできるだけ薄く形成されることが望ましい。アルキル基を有しない絶縁層は
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、ゲート電圧を低電圧で効果的に用いるために１μｍ程度以下が望ましい。いっぽう、側
鎖にアルキル基を有する絶縁層は配向規制力と表面エネルギーパターニングに必要な十分
な厚さがあれば良く、膜として形成可能な２ｎｍ以上が望ましい。また、側鎖にアルキル
基を有する絶縁層は、電気的特性上２００ｎｍ以下が望ましい。
【００５１】
　さらに、本発明における二重構造の絶縁層は、その役割上、アルキル基を有しない絶縁
層が高い絶縁性が求められるため、アルキル基を有しない絶縁層が側鎖にアルキル基を有
する絶縁層より厚いことが望ましい。
【００５２】
　本発明における有機半導体層には、低分子系、高分子系様々な材料が挙げられ、公知の
あらゆる材料を用いることができるが、Ｐ３ＨＴやＦ８Ｔ２などの高分子系半導体材料は
特に有機溶媒に比較的溶解しやすく、インクジェット法で描画が容易で、かつ一軸方向に
並べることでその特性向上が期待でき、本発明のプロセスに用いるのに適している。また
、ホッピング伝導が主体で分子が垂直に並んだ場合に高移動度を示すペンタセンやルブレ
ン、ポルフィリンなどの低分子材料も、前駆体溶液を有機溶媒に溶解したり、低分子その
ものを特殊な有機溶媒で処理することで溶解し、インクジェット法などで描画することが
可能であり、本発明のプロセスに用いることが可能である。
【００５３】
　図に沿って本発明における側鎖にアルキル基を有する有機絶縁層とアルキル基を有しな
い絶縁層の二層構造の絶縁層を設けた有機トランジスタについて簡単に説明する。図１は
本発明を最も良く表わすボトムゲート型有機トランジスタ構造の一実施態様を示す断面図
である。図１に示されるように、基板１１上にゲート電極１２が一部分にのみ形成される
。その上にアルキル基を有しない絶縁層１３が形成され、その上に側鎖にアルキル基を有
する絶縁層１４が形成される。その上にソース・ドレイン電極１５がチャネル長を隔てて
部分的に積層され、さらにチャネル部を覆うように有機半導体層１６が部分的に形成され
る。２１は、絶縁層１３と絶縁層１４からなるゲート絶縁膜を示す。図２は配向規制力を
付与するラビング処理方法を示す説明図である。図３は配向規制力を付与する偏向ＵＶ光
照射の概念図である。
【実施例１】
【００５４】
　以下、実施例を示し本発明をさらに具体的に説明する。
　側鎖にアルキル基を有する絶縁層とアルキル基を有しない二層構造の絶縁層を設けたボ
トムゲート型の有機トランジスタを、ソース・ドレイン及び有機半導体層の形成方法とし
てインクジェット描画法を用いて作製した例を挙げる。
【００５５】
　ガラス基板上にゲートとなるＡｌを成膜し、フォトリソ工程を用いてパターニングして
ゲート電極を形成した。その上にアルキル基を有しない絶縁層として、ポリイミド（日産
化学製　ＳＥ８１２）を約３００ｎｍの厚さになるようにスピンナーで塗布し３００℃、
３０分焼成して形成した。この上に、側鎖にアルキル基を有する絶縁層として、アルキル
基の側鎖を持つ低表面エネルギーのポリイミドを３０ｎｍの厚さにオフセット印刷で形成
し、２１０℃のオーブンで６０分焼成を行った。二層構造の絶縁層の形成後、図２に示す
ようなラビング機において、コットン製のラビングローラーを用いて１０００ｒｐｍでラ
ビング処理を行い、配向処理を行った。
【００５６】
　ラビング終了後、基板の洗浄を行い、次に、アルキル基を側鎖に持つポリイミド表面を
メタルマスクでマスクし、図１１のようにチャネルを形成したい部分を５μｍ幅で２５４
ｎｍのＤｅｅｐ　ＵＶ光を用いてアライナー（ウシオ電機製、ＵＸ３０００）でパターン
露光した。２５４ｎｍのＵＶ光を露光することにより、ポリイミドは大きく表面エネルギ
ーが変化する。特に側鎖にアルキル基をもった表面自由エネルギーの低いポリイミドはそ
の変化が大きい。
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【００５７】
　図５，６に２５４ｎｍのＵＶ光照射量とアルキル基を側鎖に持つポリイミドの表面自由
エネルギーの関係を示す。ＵＶ光露光量によって特に水素結合項が大きく上昇する。図４
に同じポリイミド材料における２５４ｎｍのＵＶ光照射量と水の接触角の関係を示す。図
４に示すようにＵＶ光照射によって水の接触角は９５°から１０°まで変化する。
【００５８】
　２５４ｎｍのＵＶ光でチャネルとなる部分のみをマスクで遮光して露光した後、ソース
・ドレイン電極をインクジェット描画法を用いて形成を行った。電極材料には金ナノ粒子
を水系の溶液に分散した物を用い（以下金ナノインクと呼ぶ）、この溶液をチャネルとな
る低表面エネルギーのポリイミドの両側にインクジェット描画で塗布したところ、表面エ
ネルギーが３８ｍＮ／ｍと非常に低い為、金ナノインクはチャネルとなるポリイミドで堰
き止められ、上層の両側では塗れ広がって安定化した。図９に実際に金ナノインクをイン
クジェット法で描画した後の写真を示す。図９のように５μｍのチャネル長でもソース・
ドレインとなる金ナノインクがチャネルの両側に広がり、チャネルがきれいに形成されて
いるのがわかる。
【００５９】
　この状態で２１０℃のオーブンで１２０分焼成を行い、ソース・ドレインとなる金ナノ
粒子を粒子同士融着して金属化して電極化した。次に、チャネルとなる低表面エネルギー
のポリイミド上に半導体層としてポルフィリン前駆体をトルエン溶媒に溶かしたものをイ
ンクジェットで描画法し、２００℃のオーブンで６０分焼成を行って結晶化させた。半導
体層の膜厚は１００ｎｍとした。半導体膜の配向状態を偏向顕微鏡で確認したところ、明
暗差が出てラビングした方向に配向していた。またチャネル長は５μｍであった。さらに
その上に絶縁層に用いたのと同じポリイミドを保護膜としてスピンコートにて５００ｎｍ
形成し２５０℃のオーブンで６０分焼成を行った。
【００６０】
　形成したボトムゲート型の有機トランジスタ上のゲート、ソース・ドレインに配線を行
った。真空中で半導体パラメーターアナライザーを用いて形成した有機トランジスタの特
性を測定したところ、０．２ｃｍ2 ／Ｖｓ程度の高い移動度を持ち、ゲート電圧に対し良
好な飽和特性を示した。
【実施例２】
【００６１】
　Ａｌゲート配線上の下層の絶縁膜をポリイミドからプラズマＣＶＤのＳｉＯ2 に変えた
以外は、実施例１と同様にボトムゲート型の有機トランジスタ作製を行った。ＳｉＯ2 の
成膜条件は、ＴＥＯＳ／Ｈｅ／Ｏ2 ＝１８５ｓｃｃｍ／１００ｓｃｃｍ／３５００ｓｃｃ
ｍ、反応圧力８００ｍｔｏｒｒ、基板温度３３０℃、膜厚３００ｎｍとした。
【００６２】
　真空中で半導体パラメーターアナライザーを用いて形成した有機トランジスタの特性を
測定したところ、０．３ｃｍ2 ／Ｖｓの移動度であった。
　本実施例においてはガラス基板を用いているが、Ｓｉ基板などの他のあらゆる無機系材
料を用いることが可能である。また、高分子系の材料を用いることも可能であり、特に液
晶性ポリマーなどはその低熱膨張性と高耐熱性から、本発明の有機トランジスタに適して
いる。
【００６３】
　本実施例においては、ゲート電極材料としてＡｌを用い、フォトリソグラフィでゲート
電極を形成しているが、導電性金属材料をインクジェット法やスクリーン印刷法で直接、
必要な場所に印刷して形成することも可能である。導電性金属材料としては、Ａｇナノ粒
子を用いた低温焼成型Ａｇナノインクやナノペースト、あるいはＡｇが１５０℃で酸化還
元反応を起こすことを利用した酸化銀と有機銀化合物を組み合わせた低温焼成型Ａｇイン
クやペーストが挙げられる。これらの材料は１５０℃、６０分程度の焼成で金属Ａｇに近
い十分な低抵抗を示し、ゲート電極をインクジェット法やスクリーン印刷法などの印刷プ
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ロセスで形成する際に材料として望ましい。またＡｇ以外にもＡｕやＰｔなどナノ粒子化
による低温焼成化が可能なあらゆる導電性材料を用いた低温焼成型導電性インクやペース
トを用いることが可能である。
【００６４】
　上記二つ実施例においては、アルキル基を有しない絶縁層にポリイミドとＳｉＯ2 を用
いているが、Ａｌ2 Ｏ3 やＴａ2 Ｏ5 などの無機系絶縁材料も使用可能である。また本発
明においてはＳｉＯ2 は真空成膜を用いて成膜を行っているが、無機系の塗布型絶縁膜を
スピンコートやオフセット印刷などで塗布し、焼成する方法も可能である。また、有機系
絶縁材料としてポリイミド以外に、ポリアミド、ポリアミドイミドなどもスピンコートや
オフセット印刷などで塗布が可能であり、絶縁性が高くかつリーク電流が低く、使用可能
である。
【００６５】
　本実施例においては、有機半導体層を並べるために、側鎖にアルキル基を持つポリイミ
ド膜をラビングしているが、図３に示すような偏光紫外線装置を用いて、ポリイミド膜に
偏向紫外線を照射することで有機半導体層を並べることも可能である。ポリイミド膜は紫
外線によって主鎖骨格のイミド構造の開裂が起こるため、偏向した紫外線を照射すること
で光の偏向方向にイミド構造が残り、一方向に配向規制力が発生する。側鎖にアルキル基
をもったポリイミド膜にソース・ドレイン電極形成後に偏向紫外線を照射することで、ポ
リイミド膜上に形成した有機半導体層を一方向に並べることが可能になる。
【００６６】
　また、本実施例においては、ソース・ドレイン電極の導電性材料に金ナノ粒子を分散さ
せた溶液を用いているが、Ｐｔなどのナノ粒子化による低温焼成が可能なあらゆる高導電
性金属ナノ粒子分散溶液を用いることが可能である。またインクジェット描画で塗布可能
なＰＥＤＯＴ・ＰＳＳ溶液などの有機系導電性材料も使用可能である。
【００６７】
　本実施例においては半導体層にポルフィリンを用いているが、ペンタセンやルブレンの
低分子半導体材料の可溶性前駆体や、材料そのものが可溶性の低分子半導体材料を用いる
ことも可能である。低分子系材料の場合はホッピング伝導が主体であり、分子が基板に対
して垂直であるとπ電子の重なりによって電子ホッピングの確率が高まり、より伝導度が
高くなる傾向がある。一方で、高分子系の有機半導体材料としてＰ３ＨＴやＦ８Ｔ２など
を用いることも可能であるが、配向性の観点からみると低分子系の材料よりもやや効果が
小さくなる。
【００６８】
　［比較例１］
　基板上にアルキル基を有しない絶縁層を設けない以外は、実施例１と同様にボトムゲー
ト型の有機トランジスタ作製を行った。ガラス基板上にゲートとなるＡｌを成膜し、フォ
トリソ工程を用いてパターニングしてゲート電極を形成した。その上に、アルキル基の側
鎖を持つ低表面エネルギーのポリイミド（試作サンプル）を３００ｎｍ、オフセット印刷
で形成し２１０℃のオーブンで６０分焼成を行った。二層構造の絶縁層の形成後、コット
ン製のラビングローラーを用いて１０００ｒｐｍでラビング処理を行い、配向処理を行っ
た。
【００６９】
　ラビング終了後、基板の洗浄を行い、次に、アルキル基を側鎖に持つポリイミド表面を
メタルマスクでマスクし、チャネルを形成したい部分を５μｍ幅で２５４ｎｍのＤｅｅｐ
　ＵＶ光を用いてアライナーでパターン露光した。２５４ｎｍのＵＶ光でチャネルとなる
部分のみをマスクで遮光して露光した後、ソース・ドレイン電極をインクジェット描画法
を用いて形成を行った。電極材料には金ナノ粒子を水系の溶液に分散した物を用い、この
溶液をチャネルとなる低表面エネルギーのポリイミドの両側にインクジェット描画で塗布
したところ、表面エネルギーが３８ｍＮ／ｍと非常に低い為、金ナノインクはチャネルと
なるポリイミドで堰き止められ、表層の両側では塗れ広がって安定化したこの状態で２１
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０℃のオーブンで１２０分焼成を行い、ソース・ドレインとなる金ナノ粒子を粒子同士を
融着して金属化して電極化した。
【００７０】
　次に、チャネルとなる低表面エネルギーのポリイミド上に半導体層としてポルフィリン
前駆体のトルエン溶液をインクジェット描画法にて１００ｎｍ形成し、２００℃のオーブ
ンで６０分焼成を行って結晶化させた。さらにその上に保護膜をスピンコートにて形成し
２００℃のオーブンで６０分焼成を行った。
【００７１】
　形成したボトムゲート型の有機トランジスタ上のゲート、ソース・ドレインに配線を行
った。真空中で半導体パラメーターアナライザーを用いて形成した有機トランジスタの特
性を測定したところ、リーク電流が大きく、十分なトランジスタ特性が得られなかった。
【００７２】
　［比較例２］
　配向膜のポリイミドをラビングしないこと以外は、実施例１と同様にボトムゲート型の
有機トランジスタ作製を行った。半導体膜の配向状態を偏向顕微鏡で確認したところ、明
暗差が出ていたが細かい粒子状になっていて配向は確認されなかった。
【００７３】
　真空中で半導体パラメーターアナライザーを用いて形成した有機トランジスタの特性を
測定したところ、０．０３ｃｍ2 ／Ｖｓの移動度であった。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明の有機トランジスタは、高耐圧・低リーク電流・高性能の信頼性の高いトランジ
スタを実現できるので、ペーパーライクディスプレイ、有機ＩＤタグ、有機ＥＬ等の電子
デバイスへ利用することができる。
【符号の説明】
【００７５】
　１１　有機トランジスタを形成する基板
　１２　ゲート電極
　１３　アルキル基を有しない絶縁層
　１４　側鎖にアルキル基を有する絶縁層
　１５　ソース・ドレイン電極
　１６　半導体層
　１７　ラビングローラー
　１８　ＵＶ光偏光
　１９　偏光フィルター
　２０　ＵＶ光ランプ
　２１　ゲート絶縁膜
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【手続補正書】
【提出日】平成21年10月6日(2009.10.6)
【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】
　基板と、ゲート電極と、二層以上の積層ゲート絶縁層と、ソース・ドレイン電極と、有
機半導体層によって構成され、前記積層ゲート絶縁層の上に前記ソース・ドレイン電極が
設けられている有機トランジスタの製造方法において、前記二層以上の積層ゲート絶縁層
に２００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の波長帯の紫外線（ＵＶ光）でマスク露光を行った後、
前記二層以上の積層ゲート絶縁層のマスク露光された部分にソース・ドレイン電極となる
電極材料をインクジェット法で吐出することにより、前記二層以上の積層ゲート絶縁層の
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マスク露光された部分と露光されない部分の表面自由エネルギー差で電極材料が分離され
て前記ソース・ドレイン電極を形成する工程を有することを特徴とする有機トランジスタ
の製造方法。
【請求項２】
　前記二層以上の積層ゲート絶縁層に２００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の波長帯の紫外線で
マスク露光を行う前に、前記二層以上の積層ゲート絶縁層にラビング処理を行うことを特
徴とする請求項１記載の有機トランジスタの製造方法。
【請求項３】
　前記二層以上の積層ゲート絶縁層に２００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の波長帯の紫外線で
マスク露光を行う前、または後に、前記二層以上の積層ゲート絶縁層に偏向紫外光を照射
することを特徴とする請求項１または２に記載の有機トランジスタの製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明は、基板と、ゲート電極と、二層以上の積層ゲート絶縁層と、ソース・ドレイン
電極と、有機半導体層によって構成され、前記積層ゲート絶縁層の上に前記ソース・ドレ
イン電極が設けられている有機トランジスタの製造方法において、前記二層以上の積層ゲ
ート絶縁層に２００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の波長帯の紫外線（ＵＶ光）でマスク露光を
行った後、前記二層以上の積層ゲート絶縁層のマスク露光された部分にソース・ドレイン
電極となる電極材料をインクジェット法で吐出することにより、前記二層以上の積層ゲー
ト絶縁層のマスク露光された部分と露光されない部分の表面自由エネルギー差で電極材料
が分離されて前記ソース・ドレイン電極を形成する工程を有することを特徴とする有機ト
ランジスタの製造方法である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明に係る有機トランジスタの製造方法は、基板と、ゲート電極と、二層以上の積層
ゲート絶縁層と、ソース・ドレイン電極と、有機半導体層によって構成され、前記積層ゲ
ート絶縁層の上に前記ソース・ドレイン電極が設けられている有機トランジスタの製造方
法において、前記二層以上の積層ゲート絶縁層に２００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の波長帯
の紫外線（ＵＶ光）でマスク露光を行った後、前記二層以上の積層ゲート絶縁層のマスク
露光された部分にソース・ドレイン電極となる電極材料をインクジェット法で吐出するこ
とにより、前記二層以上の積層ゲート絶縁層のマスク露光された部分と露光されない部分
の表面自由エネルギー差で電極材料が分離されて前記ソース・ドレイン電極を形成する工
程を有することを特徴とする。
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