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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランジスタ装置を形成する方法であって、
　第１の導電層または半導体層、電極層または内部接続層を形成し、
　前記第１の導電層または半導体層、電極層または内部接続層の上に、ゲート絶縁ポリマ
ー層および半導体ポリマー層を含む一連の層を形成し、
　前記一連のゲート絶縁ポリマー層及び半導体ポリマー層の局所領域に溶媒を局所的に堆
積して領域内の前記一連のゲート絶縁ポリマー層及び半導体ポリマー層を溶解し、前記一
連のゲート絶縁ポリマー層及び半導体ポリマー層を通って伸長するボイドを残し、ボイド
を形成するべく溶解される物質が、ボイドの側部に再度堆積され、前記第１の層が前記溶
媒に不溶であり、
　ボイドの中に導電材料または半導体材料を堆積して、電極または内部接続と、前記第１
の導電層または半導体層、電極層または内部接続層との間に電気接続を作る
　ことを含む方法。
【請求項２】
　複数の溶媒が同時に堆積される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　複数の溶媒が逐次に堆積される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　トランジスタ装置を形成する方法であって、
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　半導体ポリマー層を形成し、
　前記半導体ポリマー層の上に溶解可能なゲート絶縁ポリマー層を形成し、
　ゲート絶縁ポリマー層の局所領域に溶媒を局所的に堆積して領域内のゲート絶縁ポリマ
ー層を溶解し、ゲート絶縁ポリマー層を通って伸長するボイドを残し、ボイドを形成する
べく溶解される物質が、ボイドの側部に再度堆積され、前記半導体ポリマー層が前記溶媒
に不溶であり、
　導電材料または半導体材料をボイドの中に堆積して、電極または内部接続と、前記半導
体ポリマー層との間の電気接続を作る
　ことを含む方法。
【請求項５】
　前記半導体ポリマー層がＦ８Ｔ２またはＴＦＢを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記半導体ポリマー層の下に導電性電極または内部接続層を堆積するステップを含む、
請求項４または５に記載の方法。
【請求項７】
　前記電極層または内部接続層が導電性共役ポリマーを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ボイドの中の材料と接触させて、前記一連の層または前記ゲート絶縁層の上に更なる導
電層または半導体層、電極層または内部接続層を形成することを含む、請求項１ないし７
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記溶媒がインクジェットプリンティングによって堆積される、請求項１ないし８のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記溶媒がインクジェットプリンティングによって単一の小滴として堆積される、請求
項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記溶媒がインクジェットプリンティングによって複数の小滴として堆積される、請求
項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記溶媒またはその組み合わせの沸点が８０℃よりも大きい、請求項１ないし１１のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記溶媒またはその組み合わせの沸点が１００℃よりも大きい、請求項１ないし１２の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記溶媒またはその組み合わせの沸点が１００℃よりも小さい、請求項１ないし１１の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記層の各々が、１つまたは複数の前記溶媒において容積当たり１重量パーセントより
大きい溶解度を有する、請求項１または請求項１に直接または間接に依存した請求項７な
いし１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記層の各々が、１つまたは複数の前記溶媒において容積当たり２重量パーセントより
大きい溶解度を有する、請求項１または請求項１に直接または間接に依存した請求項７な
いし１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記絶縁層が、前記溶媒において容積当たり１重量パーセントより大きい溶解度を有す
る、請求項４または請求項４に直接または間接に依存した請求項７ないし１３のいずれか
１項に記載の方法。
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【請求項１８】
　前記絶縁層が、前記溶媒において容積当たり２重量パーセントより大きい溶解度を有す
る、請求項４、または請求項４に直接または間接に依存した請求項７ないし１３のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項１９】
　堆積された前記溶媒の量が５０ｐｌよりも少ない、請求項１ないし１８のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項２０】
　堆積された前記溶媒の量が２０ｐｌよりも少ない、請求項１ないし１９のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項２１】
　堆積された前記溶媒の量が５ｐｌよりも少ない、請求項１ないし２０のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項２２】
　溶解される層又は一連の前記絶縁層及び前記半導体層へ堆積される前記溶媒の接触角度
が、５゜よりも大きいが９０゜よりも小さい、請求項１ないし２１のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項２３】
　溶解される層又は一連の前記絶縁層及び前記半導体層へ堆積される前記溶媒の接触角度
が、２０゜よりも大きいが９０゜よりも小さい、請求項１ないし２２のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項２４】
　溶解される層又は一連の前記絶縁層及び前記半導体層へ堆積される前記溶媒の接触角度
が、５０゜よりも大きいが９０゜よりも小さい、請求項１ないし２３のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項２５】
　堆積される前記溶媒の小滴の表面に対する反発性を強めるため、溶解される層又は一連
の絶縁層及び半導体層の表面が処理されている、請求項１ないし２４のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項２６】
　前記表面の前記処理が、自己集合単分子層の堆積によって提供される、請求項２５に記
載の方法。
【請求項２７】
　前記溶媒がアルコールである、請求項１ないし２６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２８】
　前記溶媒がＩＰＡまたはメタノールである、請求項１ないし２７のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項２９】
　前記溶媒の堆積を局所領域へ限定するために、堆積させる層の表面より前記溶媒に対す
る強い反発性を有する限定構造を形成するステップを含む、請求項１ないし２８のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項３０】
　前記限定構造が自己集合単分子層によって提供される、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記ゲート絶縁層がＰＶＰを含む、請求項１ないし３０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３２】
　前記ゲート絶縁層及びその直下の層の１つが極性溶媒の中で溶解可能であり、他のゲー
ト絶縁層及びその直下の層の１つが非極性溶媒の中で溶解可能である、請求項１ないし３
１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３３】
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　請求項１ないし３２のいずれか１項に記載の方法によって形成される電子素子。
【請求項３４】
　請求項３３に記載の複数の素子を含む論理回路、表示装置、またはメモリ装置。
【請求項３５】
　論理機能を実行するように相互接続された請求項３３に記載の複数の素子を含む論理回
路。
【請求項３６】
　前記溶媒がプリント技術を用いて局所的に堆積される、請求項１に記載の方法。
【請求項３７】
　前記溶媒がプリント技術を用いて局所的に堆積される、請求項４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、溶液処理された素子およびそのような素子を形成する方法に関するものであ
る。
【０００２】
　半導電性共有ポリマー薄膜トランジスタ（TFT）は、最近、プラスティック基板上に集
積された安価な、論理回路(C. Dury, et. al., APL73, 108(1998))および高解像度アクテ
ィブマトリックスディスプレイの光電集積回路およびピクセルトランジスタスイッチ(H. 
Sirringhaus, et al., Science 280, 1741(1998), A. Dodabalapur, et al.,Appl. Phys.
 Lett. 73, 142(1998))の応用により、関心が持たれるようになった。ポリマー半導体お
よび無機金属電極ならびにゲート誘電層を有する構成のテスト素子では、高性能TFTが実
証された。アモルファスシリコンTFTの性能に匹敵できる最高の０．１ｃｍ2／Ｖｓおよび
１０6～１０8のオン－オフ電流比の電荷キャリア移動性に到達した(H. Sirringhous, et 
al., Advance in Solid StatePhysics 39, 101(1999))。
【０００３】
　共役のポリマー半導体の薄い素子特性膜は、有機溶剤中において、ポリマーの溶液を被
覆することによって基板上に形成することができる。したがって、この技術は、理想的に
は、安価で、領域が広く、可撓性のプラスティック基板に対して化学反応を起こさない溶
液処理に適している。潜在的なコストおよび処理の容易さといった長所を十分利用するた
めに、半導電性層、誘電層ならびに導電電極および内部接続部を含む素子の全構成要素が
溶液から析出されることが望ましい。
【０００４】
　全ポリマーTFT素子および回路を製造するために、下記の主要な問題が解決されねばな
らない。
－　多層構造の一貫性：次の半導電性層、絶縁層および／または導電性層の溶液塗布中に
、その下にある層は、次の層の析出のために使用される溶剤によって溶解または膨張され
るべきでない。もしも溶剤が下にある層の中に混入された場合、一般的にその層の特性の
劣化を引き起こす膨張が生じる。
－　電極の高分解能パターン化：明確に規定された内部接続部およびチャネル長Ｌ≦１０
μｍを有するTFTチャネルを形成するために導電体層をパターン化する必要がある。
－　TFT回路を製造するために、垂直内部接続領域（ビアホール）は、素子の異なる複数
の層における複数の電極を電気的に接続するように形成される必要がある。
【０００５】
　WO 99/10939 A2では、素子の次の層を析出するに先立って、溶液処理された層を不溶性
の状態に変換することによって、全てがポリマーのTFTを製造する方法が実証されている
。これは、下にある層の溶解および膨張の問題を解決している。しかしながら、この問題
は、使用できる半導電性材料の選択を、小さく、かついくつかの点で望ましくない種類の
前駆体ポリマーに限定してしまう。さらに、誘電体ゲート絶縁層の架橋結合は、誘電体層
を貫通するビアホールの製造を困難にするので、機械的パンチングのような技術が使用さ
れている(WO 99/10939 A1)。
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【０００６】
　本発明の１つの態様によれば電子素子を形成する方法が提供され、その方法は、第１の
導電層または半導体層を形成し、第１の導電層または半導体層の上に一連の少なくとも１
つの絶縁層及び少なくとも１つの半導体層を形成し、前記一連の絶縁層及び半導体層の局
所領域に溶媒を局所的に堆積して領域内の前記一連の絶縁層及び半導体層を溶解し、前記
一連の絶縁層及び半導体層を通って伸長するボイドを残し、ボイドの中に導電材料または
半導体材料を堆積することを含む。
【０００７】
　また、複数の溶媒が同時に堆積されることが好ましい。
【０００８】
　または、複数の溶媒が逐次に堆積されることが好ましい。
【０００９】
　本発明の別の電子素子を形成する方法は、第１の導電層または半導体層を形成し、第１
の導電層または半導体層の上に溶解可能な絶縁層を形成し、絶縁層の局所領域に溶媒を局
所的に堆積して領域内の絶縁層を溶解し、絶縁層を通って伸長するボイドを残し、導電材
料または半導体材料をボイドの中に堆積することを含む。
【００１０】
　また、第１の層が前記溶媒の中で実質的に溶解不可能であることが好ましい。
【００１１】
　また、第１の層が半導体共役ポリマーを含むことが好ましい。
【００１２】
　または、第１の層がＦ８Ｔ２またはＴＦＢを含むことが好ましい。
【００１３】
　また、第１の層が電子素子の活性層であることが好ましい。
【００１４】
　また、第１の層の下に導電層を堆積するステップを含むことが好ましい。
【００１５】
　また、導電層が電子素子の電極であることが好ましい。
【００１６】
　また、第１の層が導電性共役ポリマーを含むことが好ましい。
【００１７】
　また、前記溶媒の量が、領域内の一連の絶縁層及び半導体層を、又は溶解可能な絶縁層
を溶解するために必要な量よりも多いことが好ましい。
【００１８】
　また、ボイドの中の材料と接触させて、一連の絶縁層及び半導体層または絶縁層の上に
更なる導電層または半導体層を形成することを含むことが好ましい。
【００１９】
　また、第１の導電層または半導体層が電極または接続を形成することが好ましい。
【００２０】
　また、更なる導電層または半導体層が電極または接続を形成することが好ましい。
【００２１】
　また、前記溶媒がインクジェットプリンティングによって堆積されることが好ましい。
【００２２】
　また、前記溶媒がインクジェットプリンティングによって単一の小滴として堆積される
ことが好ましい。
【００２３】
　また、前記溶媒がインクジェットプリンティングによって複数の小滴として堆積される
ことが好ましい。
【００２４】
　また、前記溶媒またはその組み合わせの沸点が８０℃よりも大きいことが好ましい。
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【００２５】
　さらに、前記溶媒またはその組み合わせの沸点が１００℃よりも大きいことが好ましい
。
【００２６】
　または、前記溶媒またはその組み合わせの沸点が１００℃よりも小さいことが好ましい
。
【００２７】
　また、前記層の各々が、１つまたは複数の前記溶媒において容積当たり１重量パーセン
トより大きい溶解度を有する、請求項１または請求項１に直接または間接に依存したこと
が好ましい。
【００２８】
　または、前記層の各々が、１つまたは複数の前記溶媒において容積当たり２重量パーセ
ントより大きい溶解度を有する、請求項１または請求項１に直接または間接に依存したこ
とが好ましい。
【００２９】
　また、第１の絶縁層が、前記溶媒において容積当たり１重量パーセントより大きい溶解
度を有することが好ましい。
【００３０】
　さらに、第１の絶縁層が、前記溶媒において容積当たり２重量パーセントより大きい溶
解度を有することが好ましい。
【００３１】
　また、堆積された溶媒の量が５０ｐｌよりも少ないことが好ましい。
【００３２】
　さらに、堆積された溶媒の量が２０ｐｌよりも少ないことが好ましい。
【００３３】
　さらに、堆積された溶媒の量が５ｐｌよりも少ないことが好ましい。
【００３４】
　また、溶解される層又は一連の絶縁層及び半導体層へ堆積される溶媒の接触角度が、５
゜よりも大きいが９０゜よりも小さいことが好ましい。
【００３５】
　さらに、溶解される層又は一連の絶縁層及び半導体層へ堆積される溶媒の接触角度が、
２０゜よりも大きいが９０゜よりも小さいことが好ましい。
【００３６】
　さらに、溶解される層又は一連の絶縁層及び半導体層へ堆積される溶媒の接触角度が、
５０゜よりも大きいが９０゜よりも小さいことが好ましい。
【００３７】
　また、堆積される溶媒の小滴に対して大きな反発性を提供するため、溶解される層又は
一連の絶縁層及び半導体層の表面が処理されていることが好ましい。
【００３８】
　また、表面の処理が、自己集合単一層の堆積によって提供されることが好ましい。
【００３９】
　また、電子素子がトランジスタであり、ボイドの中に堆積された材料が、素子の異なっ
た層における電極及び／または接続線の間のビアホール接続を形成することが好ましい。
【００４０】
　また、溶媒がアルコールであることが好ましい。
【００４１】
　または、溶媒がＩＰＡまたはメタノールであることが好ましい。
【００４２】
　また、溶媒を、その湿潤特性によって局所領域へ限定する限定構造を形成するステップ
を含むことが好ましい。
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【００４３】
　また、限定構造が自己集合単一層によって提供されることが好ましい。
【００４４】
　本発明の別の電子素子を形成する方法は、第１の導電層または半導体層を形成し、第１
の導電層または半導体層の上に一連の絶縁層及び半導体層を形成し、絶縁層の局所領域に
溶媒からの拡散ドーパントを局所的に堆積して領域内の絶縁層及び半導体層を修正し、そ
れによって一連の層を通って伸長する導電材料のチャネルを形成することを含む。
【００４５】
　また、拡散ドーパントがインクジェットプリンティングによって堆積されることが好ま
しい。
【００４６】
　また、電子素子がトランジスタであり、前記チャネルが、素子の異なった層における電
極及び／または接続線の間のビアホール接続を形成することが好ましい。
【００４７】
　また、絶縁層がＰＶＰを含むことが好ましい。
【００４８】
　また、絶縁層及びその直下の層の１つが極性溶媒の中で溶解可能であり、他の絶縁層及
びその直下の層の１つが非極性溶媒の中で溶解可能であることが好ましい。
【００４９】
　また、本発明の電子素子は、上記いずれかの方法によって形成されることが好ましい。
【００５０】
　また、本発明の論理回路、表示装置、またはメモリ装置は、上記いずれかの構成の複数
の素子を含むことが好ましい。
【００５１】
　上記論理回路は、論理機能を実行するように相互接続された複数の素子を含むことが好
ましい。
【００５２】
　また、素子の中の少なくとも第１の素子が、素子の中の第１の素子の少なくとも１つの
層を通して形成されたボイドの中に置かれた導電材料によって素子の中の他の素子へ接続
されることが好ましい。
【００５３】
　また、本発明の表示装置は、上記いずれかの構成の電子素子によって切り替え可能な光
学活性領域を含む表示装置であって、電子素子は、素子の少なくとも１つの層を通して形
成されたボイドの中に置かれた導電材料によって光学活性領域へ結合されることが好まし
い。
【００５４】
　また、複数の誘電層を有し、誘電層の少なくとも１つを通るボイドを有するように、上
記いずれかの方法によって形成された電子素子であって、前記誘電層の１つによって分離
された接続層を含み、１つの層の中の少なくとも１つの接続が、ボイドの中に置かれた導
電材料によって他の層の中の接続へ電気的に接続されることが好ましい。
【００５５】
　また、ボイドを形成するべく溶解される物質が、ボイドの側部に再度堆積される、請求
項１に記載の方法。
【００５６】
　また、前記溶媒がプリント技術を用いて局所的に堆積されることが好ましい。
【００５７】
　また、前記拡散ドーパントがプリント技術を用いて局所的に堆積されることが好ましい
。
【００５８】
　次に、本発明は添付図面を参照して例として説明される。
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【００５９】
　ここに示されている好ましい製造方法は、いずれの層も不溶性形式に変換あるいは架橋
されない全有機溶液処理された薄膜トランジスタの製造を可能にする。このような素子の
各層は、その溶液中からその層が析出される溶液中の溶剤によって溶解されうる形式のま
まであってもよい。下記に詳述されるように、これは、溶剤の局部的な付着により誘電体
絶縁層を貫通するビアホールの製造を容易にする。
【００６０】
　このような素子は、例えば、１つまたはそれ以上の以下の構成素子を備え得る。
－　パターン化された導電性ソース－ドレインおよびゲート電極および内部接続。
－　０．０１ｃｍ2／Ｖｓより大きい荷電キャリア移動性を有する半導電性層および１０4

より大きい高オン－オフ電流スイッチング比。
－　薄膜ゲート絶縁層。
－　不純物およびイオン拡散による意図せぬドーピングから半導電性層および絶縁層を保
護する拡散障壁層。
－　プリント技術によるゲート電極の高解像度パターンニングを可能とする表面改良層。
－　誘電体層を貫通して内部接続するためのビアホール。
【００６１】
　しかしながら、ここに記載した方法は、上に述べたすべての特徴を備える素子の製造に
制限されるものでないことは理解できるであろう。
【００６２】
　第１実施例の素子の製造について図１を参照しながら説明する。図１の素子は、トップ
ゲート構造を有するように構成された薄膜電界効果トランジスタ（TFT）である。
【００６３】
　導電性ポリマーポリエチレンジオキシチオフェン／ポリスチロスルフォネート（PEDOT
（０．５重量パーセント）/PSS（０．８重量パーセント））からなる水溶液をインクジェ
ット印刷することによって、清浄した７０５９ガラス基板１の上にソース－ドレイン電極
２、３および電極と接触パッド（図示せず）との間の内部接続線を析出させる。インクの
表面張力、粘度、および湿潤性に影響を与えるためにメタノール、エタノール、イソプロ
パノール、またはアセトンといった他の溶剤を添加してもよい。PEDOT/PSSはバイエル社
のものが市販されている（"Baytron P"として入手できる）。インクジェット(IJP)プリン
タは圧電型のものである。これには精密二次元変換台および顕微鏡台が備え付けられてお
り、続いて印刷される複数のパターンを相互に位置合わせすることを可能にしている。イ
ンクジェットプリント(IJP)ヘッドは電圧パルスにより駆動される。１滴につき０．４ｎ
ｇという典型的な固体含有率の液滴を噴出するための適切な駆動条件は、パルス高さ２０
V、立ち上がり時間１０μｓ、および立ち下り時間１０μｓにより達成される。ガラス基
板上で乾燥された後、液滴は典型的な直径５０μｍおよび典型的な厚さ５００ÅのPEDOT
のドットを形成する。
【００６４】
　ソース－ドレイン電極のインクジェット印刷(IJP)は空気中で行われる。その後、サン
プルは不活性雰囲気グローブボックスシステム内に搬送される。そして基板は、ポリフル
オレンポリマーの場合の混合キシレンといった、後に活性半導電性層の析出に使用される
有機溶剤中でスピン乾燥される。基板はその後、不活性窒素雰囲気において２００℃で２
０分間アニールし、PEDOT/PSS電極中の残留溶剤およびその他の揮発性物質を除去する。
そして、スピンコーティングにより、厚さ２００－１０００Åの活性半導電性ポリマー４
の厚膜を析出させる。(regioregular)ポリ－３－ヘキシルチオフェン(P3HT)などのさまざ
まな半導電性ポリマー、ポリ－９，９’－ジオチルフオレン－コ－ヂチオフェン(F8T2)な
どのポリフルオレンコポリマーが使用されてきた。F8T2は、空気中でゲート電極を析出中
に良好な安定性を示すため好ましい選択である。無水混合キシレン（Romil社より購入し
た）中のF8T2の５－１０ｍｇ／ｍｌ溶液を１５００～２０００ｒｐｍでスピンコーティン
グする。P3HTの場合は、混合キシレン中の１重量パーセント溶液を使用した。下にあるPE
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DOT電極はキシレンのような無極性有機溶剤には溶解しない。そして膜は、イソプロパノ
ールまたはメタノールといった、後にゲート絶縁層５の析出に使用される溶剤中でスピン
乾燥される。
【００６５】
　その後のアニ－リング工程を行って半導電性ポリマーの荷電転送特性を向上させること
ができる。高い温度で液体結晶相を示すポリマーとするために、液体－結晶転移より高い
温度でアニ－リングすることによってポリマー鎖の向きを互いに平行なものとすることが
できる。F8T2の場合、２７５～２８５℃で５～２０分間不活性Ｎ2雰囲気中にてアニ－リ
ングを行う。次いでサンプルを急速に室温まで焼入れして鎖の向きを凍結させ、アモルフ
ァスガラスを形成する。アライメント層のない平面ガラス基板上にサンプルを調製する場
合、ポリマーには、向きがランダムないくつかの液体－結晶ドメインがTFTチャネル内に
存在するマルチドメイン構造を採用する。F8T2が液体－結晶層からの焼入れによってガラ
ス状態で調製されているトランジスタ素子は、約５・１０-3ｃｍ2／Ｖｓの移動度を示す
。この値は、スピンしている状態のF8T2膜を備える素子で測定した場合の移動度よりも大
きな値以上である。析出したままの素子もまた、より高いターンオン電圧Ｖ0を示す。こ
れは、部分的に結晶化している析出したままの相と比較して、ガラス相の局部的な電子ト
ラップ状態の密度が低いためである。
【００６６】
　ポリマー鎖がトランジスタチャンネルと平行に一軸整列されている単一ドメイン状態中
でポリマーを調製すると、典型的には３～５倍のより改善した移動度を得ることができる
。これは、機械的にラビングされたポリイミド層（図１（ｂ）の参照符号９）などの適切
なアライメント層によってガラス基板をコーティングするによって達成することができる
。単一ドメイン状態では、ポリマー鎖は下に存在するポリイミド層のラビング方向と一軸
的に平行に整列されている。これにより、TFTチャネルが鎖の整列方向に平行となってい
る素子において電荷キャリア移動度がさらに改善される。このようなプロセスは、出願中
のわれわれの英国特許出願第9914489.1号により詳細に記載されている。
【００６７】
　半導電性層を析出したあと、下に存在する半導電性ポリマーが溶解しない極性溶剤から
のポリヒドロキシスチレン（ポリビニルフェノール(PVP)）とも呼ばれている）の溶液を
スピンコーティングすることによってゲート絶縁層５を析出する。溶剤の好ましい選択と
してはメタノール、２－プロパノールまたはブタノールのようなアルコールがあげられ、
これらにおいてはF8T2のような非極性ポリマーの溶解性が例外的に低く膨潤しない。ゲー
ト絶縁層の厚さは３００ｎｍ（溶液濃度は３０ｍｇ／ｍｌ）から１．３μｍ（溶液濃度は
１００ｍｇ／ｍｌ）の間である。水中のポリ－ビニルアルコール(PVA)、ブチルアセテー
ト中のポリ－メチル－メタクリレート(PMMA)、またはプロピレングリコールメチルエーテ
ルアセテートといった溶解度の要件を満たすその他の絶縁性ポリマーおよび溶剤を使用し
てもよい。
【００６８】
　次にゲート電極６をゲート絶縁層上に析出させる。ゲート電極層はゲート絶縁層上に直
接析出してもよく（図１（ｃ）を参照のこと）、または、表面改質、拡散バリアまたは溶
剤との相溶性などのプロセス上の理由により、１つ以上の中間層を介在させてもよい（図
１（ａ）および（ｂ）を参照のこと）。
【００６９】
　図１（ｃ）のようなより簡素な素子を形成するために、PEDOT/PSSゲート６をPVP絶縁層
５の上に直接プリントしてもよい。基板は空気中でインクジェット印刷(IJP)ステーショ
ンに搬送され、再びここでPEDOT/PSSゲート電極パターンが使用液からプリントされる。
下に存在するPVPゲート絶縁層は、PEDOT/PSSゲート電極のプリント中に誘電性の完全性が
保護されるよう水中では低い溶解度を有する。PVPは極性ヒドロキシル基の密度が大きい
が、超非極性ポリスチレン類似の骨格を有するためその水中溶解度は低い。同様に、PMMA
は水に溶解しない。図２は、F8T2半導電性層、PVPゲート絶縁層、およびインクジェット
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印刷(IJP)されたPEDOT/PSSソース－ドレインおよびゲート電極を備えるインクジェット印
刷(IJP)TFTの伝達特性を示す。素子特性は窒素雰囲気中にて測定する。一連の測定をそれ
ぞれ上昇する（上向きの三角形）および下降する（下向きの三角形）ゲート電圧によって
それぞれ示す。特性は、PEDOT/PSS(Baytron P)の調製したてのバッチ（ａ）および１年経
った古いバッチ（ｂ）から製造した素子に関するものである。トランジスタの活動ははっ
きりと見て取れるが、素子は正のしきい値電圧Ｖ0＞１０Ｖをともなった特異な常オン挙
動を示す一方、析出金ソース－ドレインおよびゲート電極を備えて製造された比較用素子
は常オフ挙動を示すことがわかった（Ｖ0＜０）。PEDOTの「古い」バッチから製造された
素子においては（図２（ｂ）を参照のこと）、大きなヒステリシス効果が観察されたが、
これは移動性イオン不純物の濃度が高いことによる（下を参照のこと）。大きな空乏状態
（Ｖg＝＋４０Ｖ）でスイープを開始すると、トランジスタはＶf

0≒＋２０Ｖ（上向きの
三角形）でオン状態となる。しかしながら、逆スキャン（下向きの三角形）では、トラン
ジスタはＶr

0＞＋３５でしかオフ状態とならない。
【００７０】
　通常オン挙動およびヒステリシス効果は、イオン性物質が素子の層の１つに拡散するこ
とによって発生しやすい。Ｖ0の異常に大きな正の値はイオンが負であることを示す。正
の物質によって蓄積層の移動性電荷のいくつかを補償しＶ0をより負の値に導くことが期
待される。このイオン性物質の出所をつきとめるために、トップ－ゲートインクジェット
印刷(IJP)PEDOT電極を析出ゴールド電極に置き換えて、その他の層およびPEDOTソース／
ドレイン電極を上記のように製造した。この構造において、素子は通常オフであり安定し
たしきい値電圧を示すことがわかった。このことは、全てがポリマーの素子におけるドー
ピングおよびヒステリシス効果が、導電性ポリマートップゲート電極の溶液析出、および
素子のPEDOT溶液／膜からそれよりも下に存在する層への移動性かつイオン性不純物の起
こり得る拡散に関係していることを意味する。
【００７１】
　加熱した基板上にゲート電極を析出することによって、しきい値電圧の値を制御するこ
とができること、およびヒステリシスの量を減少させることができることがわかった。こ
れにより基板上の液滴の乾燥時間が短縮される。図３（ｂ）は、ゲート電極の析出中基板
が５０℃に加熱されたTFT素子の転送特性を示している。室温でのゲート析出した場合と
比較してヒステリシス効果が非常に小さく（図３ｂ）、Ｖ0は６Ｖという比較的小さい正
の値であることがわかる。析出温度を制御することによって、しきい値電圧をＶ0＝１－
２０Ｖの範囲で調節することができる。
【００７２】
　図１（ｃ）のような、PVP層に直接析出されたゲート電極を備える素子は空乏型(deplet
ion type)である。この通常オン挙動は、簡素な空乏負荷論理インバータのような空乏型
論理回路に有用である（図１４（ａ））。
【００７３】
　エンハンスメント型常オフTFTを製造するためには、拡散障壁層を組み込むことによっ
てゲートの析出中の半導電性物質のドーピングを防止することができる。図１（ａ）およ
び（ｂ）の素子においては、導電性ポリマーゲート電極を析出する前に非極性ポリマーの
薄層７がPVPゲート絶縁層の上に析出されている。この層は中間極性PVP絶縁体を通してイ
オン性物質が拡散することを妨ぐ拡散障壁して働くと考えられている。PVPは、膜を通過
するイオンの導電性および拡散性を高める傾向のある高密度極性ヒドロキシル基を含有す
る。ポリ－９，９’－ジオクチルフルオレン(F8)、ポリスチレン(PS)、ポリ（９，９’－
ジオクチル－フルオレン－コ－Ｎ－（４－ブチルフェニル）ジフェニルアミン）(TBF)ま
たはF8T2といったいくつかの非極性ポリマーを使用した。約５０～１００ｎｍのこれらの
ポリマーの薄膜は、PVPが溶解しないキシレンなどの非極性有機溶剤中の溶液からPVPゲー
ト絶縁層の表面に析出させることができる。
【００７４】
　水中の極性溶液から非極性障壁層の上またはPMMAのような中間極性ポリマー上にPEDOT/
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PSSへの直接のプリンティングには、湿潤性が不十分で接触角度が大きいため問題がある
ことがわかった。これに対応するために、表面改質層８を非極性ポリマー上に析出する。
この層は疎水性表面ではなく親水性表面を形成するため上にPEDOT/PSSが形成されやすい
。これにより、ゲート電極パターンを高解像度でプリントすることが可能となる。表面改
質層を形成するために、PVPの薄層をイソプロパノール水溶液から析出してもよい。この
水溶液には下に存在する拡散障壁層は溶解しない。PVP層の厚さは好ましくは５０ｎｍで
ある。PVPの表面に高解像度でPEDOT/PSSを印刷することができる。別の表面改質層を採用
してもよい。その例としては、石鹸状の表面活性剤または親水性および疎水性官能基を含
有するポリマーの薄層が上げられる。これらの分子は、下に存在する非極性ポリマーおよ
び自由表面の界面に向かってそれぞれ引き寄せられて疎水基と親水基とに相分離する傾向
がある。その他、非極性拡散障壁を緩やかなＯ2プラズマに短時間露光することにより表
面を親水性にすることも可能である。TFT素子性能を損なうことのない適切なプラズマ処
理は、５０Ｗの強度の１３．５ＭＨｚのＯ2プラズマに１２秒間露光することである。
【００７５】
　アルコールを含有する配合剤（イソプロパノール、メタノールなど）のように水よりも
極性の低い溶剤からゲート電極がプリントされる場合は、非極性拡散障壁の上の表面改質
層は必要でない。
【００７６】
　層シークエンスの完全性は、極性および非極性溶剤からポリマー材を交互に析出するこ
とに依存する。第２の層の析出に使用される溶剤中の第１の層の溶解度は体積当たり０．
１重量パーセント未満であることが望ましく、好ましくは体積当たり０．０１重量パーセ
ント未満である。
【００７７】
　溶剤の相溶性の基準は、極性の程度を定量化できるヒルデブランド溶解度パラメータを
利用して定量化できる(D.W. van Krevelen, Properties of polymers, Elsevier, Amster
dam (1990))。それぞれのポリマー（溶剤）の溶解度挙動は３つの特性パラメータδd、δ

p、δhによって記載される。これらのパラメータは分散相互作用、極性、および液状のポ
リマー（溶剤）分子間の水素結合相互作用を特徴づけている。これらのパラメータの値は
、ポリマーの異なる官能基からの寄与(contributions)を足すことによって分子構造がわ
かれば計算できる。これらはもっとも一般的なポリマーによって一覧表とすることができ
る。しばしばδpとδdを組み合わせてδｙ2＝δd

2＋δp
2とすることができる。

【００７８】
　混合の自由エネルギーはΔＧm＝ΔＨm－Ｔ・ΔＳmによって得られる。この式において
ΔＳm＞０は混合のエントロピーであり、ΔＨm＝Ｖ・φｐ・φｓ・（（δv

p－δv
s）2＋

（δh
p－δh

s）2）である（Ｖ：体積；φｐ，φｓ：混合物中のポリマー（Ｐ）／溶剤（
Ｓ）の体積分率）。この式により、ポリマー（Ｐ）はΔＨmの値が小さいほど、すなわち
、Ｄ＝（（δv

p－δv
s）2＋（δh

p－δh
s）2）1/2が小さいほど、溶剤（Ｓ）により溶け

やすくなることが期待される。おおよその基準として、もし相互作用パラメータＤが約５
より小さいと、ポリマーは溶剤に溶解する。もしＤが５～１０の間であれば、しばしば膨
潤が観察される。もしＤが１０より大きいと、ポリマーは実質的に溶剤には溶解せず膨潤
も発生しない。溶液加工したTFT素子において十分に急な界面を得るためには、従って、
それぞれのポリマー層および次の層の溶剤の値Ｄが約１０より大きいことが望ましい。こ
のことは、半導電性ポリマーおよびゲート誘電体の溶剤において特に重要である。F8T2お
よびイソプロパノール（ブチルアセテート）の場合、われわれはＤを約１６（１２）と見
積もる。
【００７９】
　いくつかの素子構成について、全体の多層構造は、主に極性基を含有し水のような高極
性の溶剤に溶解するポリマーと、極性基をわずかしか含有しないかまたはまったく含有せ
ずキシレンのような非極性溶剤に溶解するポリマーと順々に交互に重ねるによって構成で
きる。この場合、ポリマー層および次の層の溶剤のδpが異なるため相互作用パラメータ
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Ｄは大きなものとなる。例としては、PEDOT/PSSの高極性ソース－ドレイン電極、F8T2な
どの非極性半導電性層、水溶液から析出されたポリビニルアルコールなどの高極性ゲート
誘電体層、一連の層の析出を可能とする障壁層としても働くTFBの非極性分散障壁層、お
よびPEDOT/PSSゲート電極を備えるトランジスタ素子があげられる。
【００８０】
　しかしながら、単一の誘電体層によって分離された非極性半導電性層および極性ゲート
電極層を備えることはしばしば便利である。この一連の層はまた、高極性および非極性ポ
リマー層の間に挟持された中間極性溶剤から析出された中間極性ポリマー層を用いること
によっても可能である。中間極性ポリマーは、極性および非極性基の両方を含有し、高極
性溶剤には実質的に溶解しないポリマーである。これに類似して、中間極性溶剤は極性お
よび非極性基の両方を含有するが、非極性ポリマーには実質的に溶解する。溶解度パラメ
ータの点からみると、中間極性溶剤は溶解度パラメータδhが下に存在するポリマーの値
とは大きく異なるものとして定義できる。この場合、たとえ溶剤の極性溶解度パラメータ
δp（δv）が下に存在するポリマー層の値と似通っていたとしても、膨潤が回避できる（
大きなＤ）。中間極性ポリマーはヒドロキシル基といった特定の官能基を含有し得、この
官能基により中間極性ポリマーはポリマーの官能基に引きつけられる官能基を含有する溶
剤中に可溶となる。このような引きつけ作用は水素結合相互作用であり得る。ポリマーの
このような機能は、中間極性溶剤へのその溶解度を高め極性溶剤へのその溶解度を低くす
るために利用できる。中間極性ポリマーの例としては、非極性半導電性層とPEDOT/PSSゲ
ート電極との間に挟持されたPVPゲート誘電体層があげられる（図１ｃ）。中間極性溶剤
の例としては、IPAのようなアルキルアルコールがあげられる（δh＝８；F8T2：δh≒０
）。
【００８１】
　図４は、図１（ａ）に図示されるようなPVPゲート絶縁層、F8拡散障壁層、およびPVP表
面改質層を備える全手がポリマーのF8T2インクジェット印刷(IJP)TFTの出力（ａ）および
伝達（ｂ）特性を示している（Ｌ＝５０μｍ）。素子はＶ0≦０Ｖのターンオンをともな
う、きれいでほぼ理想的な常オフトランジスタ動作を示している。上向き（上向きの三角
形）および下向き（下向きの三角形）電圧スイープ間のしきい値電圧シフトは≦１Ｖであ
る。素子特性は、ゴールドソース－ドレインおよびゲート電極を備え不活性雰囲気条件に
て製造された標準的な素子と非常に似通っている。電界効果移動度は約０．００５～０．
０１ｃｍ2／Ｖｓであり、Ｖg＝０と－６０Ｖとの間で測定されたオン－オフ電流比は約１
０4～１０5のオーダーである。
【００８２】
　素子は、F8、TFB（図５（ａ）は伝達特性）、PS（図５（ｂ）は伝達特定）、およびF8T
2のような広範囲の非極性分散障壁層を備えて製造された。それぞれの場合において、き
れいな通常オフ挙動、小さなヒステリシス効果およびしきい値電圧シフトが観察された。
これらは、ゴールドソース－ドレイン電極を備えた比較用素子の値とほぼ同じであった。
このことは、非極性ポリマーをゲート電極の下に挿入することにより、ゲート絶縁層の溶
液析出中および析出後にイオン性不純物が拡散することが妨げるという解釈をサポートす
る。この発見により、再現性のよいTFTしきい値電圧および良好な操作安定性を得ること
ができた。
【００８３】
　拡散障壁を備える常オフ素子は上述の空乏型素子よりも好ましい。なぜなら、前者はよ
り長期に亘るしきい値電圧安定性およびより長い寿命を持つと期待できるからである。
【００８４】
　半導電性層については、１０-3ｃｍ2／Ｖｓを超える、好ましくは１０-2ｃｍ2／Ｖｓを
超える適切な電界効果移動度を示す共役ポリマーまたはオリゴマー材料を処理できるもの
であればどのような溶液を使用してもよい。適切な材料は、例えばH.E. Katz, J. Mater.
 Chem. 7, 369(1997)またはZ. Bao, Advanced Materials 12, 227(2000)を参照のこと。
【００８５】
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　良好な安定性および高オン－オフ電流比を有するプリントされたTFTを製造するための
重要な用件の一つとして、加工工程およびプリント工程中において、大気中および水中の
酸素による意図しないドーピングに対する半導電性物質の良好な安定性が挙げられる。プ
リントTFTは活性半導電性層として、混合キシレン溶液から析出されるF8T2（上の記載を
参照のこと）または(regioregular) P3HTといったあらゆる範囲の半導電性ポリマーを採
用して製造されてきた。不活性雰囲気中で試験素子構造において調製されたP3HT TFTの場
合、０．０５から０．１ｃｍ2／Ｖｓという電界効果移動度はF8T2の場合よりもやや高い
。しかしながら、(regioregular) P3HTは酸素および／または水によるドーピングに対し
て不安定であり、その結果空気中におけるプリント工程中に膜導電性が上昇しオン－オフ
電流比が悪くなる。このことは、P3HTのイオン化ポテンシャルがＩp≒４．９ｅＶと比較
的低いことに関連している。P3HTについては＞１０6という高いオン－オフ電流比が立証
されたが、これを達成するには析出後にヒドラジン蒸気にさらすなどの還元デドーピング
工程を行う必要がある(H. Sirringhaus, et al.,Advances in Solid StatePhysics 39, 1
01 (1999))。しかしながら、上述のインクジェット印刷(IJP) TFTについてはこの還元後
加工工程を行うことはできない、なぜならこれを行うをPEDOT電極もデドープすることに
なるためこれらの導電性を著しく低下させてしまうからである。従って、高電流スイッチ
ング比を達成するためには、酸素または水による意図しないドーピングに対する良好な安
定性を伴ってポリマー半導体を使用することが重要である。
【００８６】
　良好な環境安定性および高い移動度を達成するために好ましい種類の材料は、通常の順
序に並んだＡおよびＢブロックを含有するＡ－Ｂ剛性ロッドブロックコポリマーである。
適切なＡブロックとしては構造的に良好に定義された、高いバンドギャップを有するはし
ご型部(moieties)である。これらはホモポリマーとしての５．５ｅＶよりも大きなイオン
化ポテンシャルおよび良好な環境安定性を有する。適切なＡブロックの例としては、フル
オレン誘導体（米国特許第5,777,070号）、インデノフロオレン誘導体(S. Setayesh, Mac
romolecules 33, 2016(2000))、フェニレンまたははしご型フェニレン誘導体(J. Grimme 
et al., Adv. Mat. 7, 292(1995))があげられる。適切なＢロックとしては、バンドギャ
ップがより低く硫黄または窒素といった異種原子を含有し、ホモポリマーとして５．５ｅ
Ｖ未満のイオン化ポテンシャルを有する正孔転送部(moieties)があげられる。正孔転送Ｂ
ブロックの例としてはチオフェン誘導体、またはトリアリルアミン誘導体があげられる。
Ｂブロックの効果は、ブロックコポリマーのイオン化ポテンシャルを低下させることであ
る。ブロックコポリマーのイオン化ポテンシャルは、好ましくは４．９ｅＶ≦Ｉp５．５
ｅＶの範囲である。このようなコポリマーの例としてはF8T2（イオン化ポテンシャルは５
．５ｅＶ）またはTFT（米国第5,777,070号）があげられる。
【００８７】
　その他の適切な正孔転送ポリマーとしては、アルコキシまたはフッ素化側鎖を持つポリ
チオフェンなどの、イオン化ポテンシャルが５ｅＶより大きいポリチオフェン誘導体のホ
モポリマーがある(R.D. McCullough, Advanced Materials 10, 93(1998))。
【００８８】
　正孔転送半導電性ポリマーの代わりに、可溶性電子転送材料もまた使用できる。これら
の材料は、酸素などの残留雰囲気不純物がキャリアトラップとして働くことを防止するた
めに、３ｅＶより大きく大きく、好ましくは３．５ｅＶより大きいという高い電子親和度
を必要とする。適切な材料としては、溶液溶液プロセス可能電子転送小分子半導体(H．E
．Katz，et al., Nature 404, 478(200))および電子空乏フッ素化側鎖を有するポリチオ
フェン誘導体があげられる。構造的に良好に定義された、５，５ｅＶよりも大きな大きな
高いイオン化ポテンシャルを持つはしご型Aブロック、およびコポリマーの電子親和度を
３ｅＶ、好ましくは３．５ｅＶよりも高い値に高める電子転送Ｂブロックを有するＡＢ型
ブロックコポリマーもまた適している。Ａブロックの例としてはフルオレン誘導体（米国
第5,777,070号）、インデノフルオレン誘導体(S. Setayesh, Macromolecules 33, 2016(2
000))、フェニレンまたははしご型フェニレン誘導体(J. Grimme et al., Adv. Mat. 7, 2
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92(1995))が上げられる。電子転送Ｂブロックの例としては、ベンゾチアジアゾール誘導
体（米国第5,777,070号）、フェニレン誘導体、ナフタレンテトラカルボキシルジイミド
誘導体(H.E. Kats et al., Nature 404, 478(2000))、およびフッ素化チオフェン誘導体
があげられる。
【００８９】
　論路回路を高速作動させるために、トランジスタのチャネル長さＬ、ソース／ドレイン
とゲートｄとの間のオーバーラップはできるだけ小さく、すなわち典型的には数μｍでな
ければならない。もっとも重要な寸法はＬである。これはなぜなら、トランジスタ回路の
作動速度はＬ-2にほぼ比例するからである。このことは移動度が比較的低い半導電性層に
ついては特に重要である。
【００９０】
　このような高解像度パターンニングは、現行のインクジェットプリント技術では達成す
ることができない。現行のインクジェットプリント技術は、最新のインクジェット印刷(I
JP)技術をもってしても１０～２０μｍの特徴寸法に限定されている（図６）。もしより
高速の作動およびより密集した特性パッキングを必要とするなら、より精密な特徴解像度
を可能とする技術を採用しなければならない。以下に述べる技術は、インク表面相互作用
を利用してインクジェット溶滴を基板表面に閉じ込めるものである。この技術は、従来の
インクジェット印刷で達成できるチャネル長さよりもはるかに小さいチャネル長さを達成
するために利用することができる。
【００９１】
　この閉じ込め技術は、基板上に析出される材料を精密な解像度で析出することを可能と
するために利用することができる。基板の表面をまず最初に、その選択された部分におい
て析出される材料が比較的引きつけられまた比較的はじかれるようにするために処理する
。例えば、基板を前パターンニングしてある領域を部分的に疎水性としその他の領域を部
分的に親水性してもよい。高い解像度および／または精密な位置合わせにより行われる前
パターンニング工程により、その後の析出を正確に定義することができる。
【００９２】
　前パターンニングの実施例の１つを図７に示す。図７は図１（ｃ）に示す型の素子の製
造を示すものであるが、とくにチャネル長さＬが精密となっている。図１（ｃ）と同じ構
成要素は同じ参照番号となっている。図７（ａ）は前パターンニングされた基板の製造方
法を示している。図７（ｂ）は前パターンニングされた基板への印刷およびインク閉じ込
めを示している。
【００９３】
　ソース－ドレイン電極２、３を析出する前に、薄膜ポリイミド層１０を柄部シート１上
に形成する。このポリイミド層は最後にパターンニングされ、ソース－ドレイン電極が形
成される場所から除去される。この除去工程は、精密な特徴定義および／または正確な位
置合わせを可能とするためにフォトリソグラフィー工程によって行うことができる。この
ようなプロセスの一例として、ポリイミドをフォトレジスト１１の層で覆う。フォトレジ
ストはフォトリソグラフィーによってパターンニングすることで、ポリイミドを除去する
べき場所からフォトレジストを除去することができる。次に、フォトレジストが耐性を示
すプロセスによってポリイミドを除去する。そしてフォトレジストを除去することで正確
にパターンニングされたポリイミドを残すことができる。ポリイミドを選ぶ理由は、それ
が比較的疎水性である反面、ガラス基板が比較的親水性であるからである。次の工程で、
ソース－ドレイン電極を形成するためのPEDOT材料をインクジェット印刷によって親水性
基板領域１２上に析出する。インクの溶滴がガラス基板領域上に広がって疎水性ポリイミ
ド領域１０に行き当たると、インクははじかれるため疎水性表面領域に流れ込むことが防
止される。
【００９４】
　この閉じ込め効果により、インクは親水表面領域上だけに析出され、ギャップが小さく
トランジスタチャンネル長さが１０μｍ未満の高解像度パターンを定義することができる
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（図７（ｂ））。
【００９５】
　ポリイミドを除去できる、またはポリイミドの除去後に比表面効果を高めるために採用
することのできるプロセスの一例を、図７（ａ）に示す。ポリイミド層１０およびフォト
レジスト１１は酸素プラズマに露光される。酸素プラズマは、厚膜（１．５μｍ）フォト
レジスト層よりも早く薄膜（５００Å）ポリイミド層をエッチングする。ソース－ドレイ
ン電極領域の露光された裸のガラス表面１２はフォトレジストを除去する前にＯ2プラズ
マに露光されることによって非常に親水性を増す。ポリイミドの除去中に、ポリイミドの
表面をフォトレジストによって保護し疎水性のままとする点に留意するべきである。
【００９６】
　必要に応じて、ポリイミドの表面をさらにＣＦ4プラズマに露光することによってより
疎水性を高めることができる。ＣＦ4プラズマはポリイミド表面をフッ素化するが、親水
正のガラス基板とは相互作用しない。このようなさらなるプラズマ処理はフォトレジスト
を除去する前に行うことができ、この場合は、ポリイミドパターン１０の側壁のみがフッ
素化される。またはレジストを除去したあとに行うこともできる。
【００９７】
　Ｏ2プラズマ処理済７０５９ガラス上の水中におけるPEDOT/PSSの接触角度は、ポリイミ
ド表面上の接触角度がθpt≒７０～８０°であるのに比較してθglass＝２０°である。
フッ素化ポリイミド上の水中におけるPEDOT/PSSの接触角度は１２０°である。
【００９８】
　上で述べたようにPEDOT/PSSが水溶液から前パターンニングされたポリイミド層上に析
出される場合、たとえチャンネル長さＬが数μｍでしかなくてもPEDOT/PSSインクはソー
ス－ドレイン電極領域に閉じ込められる（図７（ｂ））。
【００９９】
　インク溶滴を容易に閉じ込めるために、インク溶滴の運動エネルギーはできるだけ小さ
く維持する。溶滴の大きさが大きいほど運動エネルギーが大きくなり、そして広がってい
く溶滴が疎水性閉じ込め構造を「無視」して隣接する親水性領域にあふれ出る可能性が大
きくなる。
【０１００】
　好ましくはインク溶滴１３の析出は、溶滴の中心とポリイミド境界との間の距離ｄで親
水性基板領域１２上に行われる。一方で、ｄは十分に小さく、広がるインクは境界に到達
してPEDOT膜がポリイミド境界にまで全域に亘って延びるようにしなければならない。他
方、ｄは十分に大きく、急速に広がるインクが疎水性表面領域に「あふれ」出ないように
しなければならない。このことにより、TFTチャネルを定義しているポリイミド領域１０
上にPEDOTが析出される危険性が増加し、ソースおよびドレイン電極の間で短絡が発生す
る場合がある。固体含有率が０．４ｎｇのPEDOT溶滴をＯ2プラズマ処理された７０５９ガ
ラス上に、２つの連続する溶滴の間の横方向ピッチを１２．５μｍとして析出する場合に
は、ｄ≒３０～４０μｍという値が適していることがわかった。ｄの最低な値は表面上の
湿潤性ならびに析出ピッチ、すなわちその後析出される溶滴の間の横方向距離、溶滴が析
出される頻度、および溶液の乾燥時間に左右される。
【０１０１】
　トランジスタのチャンネル長さを定義するための疎水性閉じ込め層は第２の機能を提供
してもよい。この層は、後にトランジスタのチャネルに半導電性ポリマーを析出する際の
位置合わせテンプレートとして利用できる。ポリイミド層１０を機械的にラビングまたは
フォトアライメントし、次いで、液体－結晶半導電性ポリマー４の単一ドメインアライン
メントを提供するためのアライメント層として利用することができる（図１（ｂ））。
【０１０２】
　ゲート電極６も、ゲート電極が析出される溶液を引き寄せおよびはじく表面領域を提供
するゲート絶縁層５上に形成されたパターンニング層１４によって、同じように限定する
ことができる。パターンニングされた層６はソース－ドレインパターンに対して位置合わ
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せすることにより、ソース／ドレインおよびゲート電極間の重複領域を最小にできる（図
７（ｃ））。
【０１０３】
　ポリイミド以外の物質は事前パターン化層として使用することができる。フォトリトグ
ラフィ以外の他の精密な事前パターン化技術も使用することができる。図８は比較的疎水
性層および親水性層の構造の能力を明示しインクジェット・プリント法によって析出され
た液状「インク」を限定している。図８はポリイミド１０の薄片を含む基板の光学顕微鏡
写真を示し、この薄片は相対的に疎水性になるように上述したように処理され、また露出
ガラス基板１２の大きい領域は相対的に親水性になるように上述したように処理される。
ソースおよびドレイン電極となるPEDOT物質は、薄片１０に接近するライン２および３の
一連の液滴ランニングからなるインクジェット・プリントによって析出される。インクジ
ェット物質が弱いコントラストを示しているが、析出物質の端面２および３の不意に終了
した形態に見え、この析出物質は薄片の厚みＬ＝５μｍまで掘り下げても薄片１０によっ
て限定されている。
【０１０４】
　図９はポリイミド薄片１０の近傍におけるインクジェット析出プロセスの写真である。
この映像は透明基板の下方に取り付けられたストロボカメラで撮影されたものである。ポ
リイミド・パターン１０のエッジは白線として見ることができる。インクの液滴２１は、
インクジェット・ヘッド２０のノズルから放出され、またポリイミド薄片１０から距離ｄ
だけ離れたその中央に析出する。このような映像は、薄片パターン１０に関するインクジ
ェット析出の正確な局部アライメントに使用することができ、またパターン認識を使用し
て局部アライメント・プロシージャを自動化するのに使用される（以下を参照）。
【０１０５】
　図１０および１１は、図７ｃに示されたように形成された出力特性および転送特性を示
すともに、上述した差動湿潤処理によって規定されたそれぞれ２０μｍと７μｍのチャネ
ル長さＬを有している。いずれの場合においても、チャネル幅Ｗは３ｍｍである。図１０
（ａ）は２０μｍ素子の出力特性を示している。図１０（ｂ）は７μｍ素子の出力特性を
示している。図１１（ａ）は２０μｍ素子の転送特性を示している。図１１（ｂ）は７μ
ｍ素子の転送特性を示している。７μｍ素子は小さいソース－ドレイン電圧で低減電流と
飽和形態にある限定出力コンダクタンスを伴う特性短チャネル動作を示す。短チャネル・
素子の移動度とＯＮ－ＯＦＦの電流比は、上述した長チャネル・素子のそれと類似してい
る。すなわち、μ＝０．００５－０．０１ｃｍ2／Ｖｓであり、またＩON／ＩOFF＝１０4

－１０5である。
【０１０６】
　インクの限定は疎水性と親水性表面上の湿潤特性内の差の結果であり、また微細構成形
態の存在を必要としない。上述の実施例において、ポリイミド・フィルムは極めて薄く（
５００Å）作ることができ、これは液状にあるインクジェット液滴のサイズよりもずっと
薄い（数マイクロメータ）。従って、基板の事前パターンを製作する別の技術は、パター
ン化自己集合単分子層（SAM)でガラス基板の面を機能化するようにして使用することがで
きる。例えば、SAMはトリフルオロプロピル－トリメトキシレンのような疎水性アルキル
またはフルオロ基あるいはアルコキシ基を含んでいる。SAMはシャドウ・マスクを介して
紫外線露光(H. Sugiura et al., Langmuir 2000, 885(2000))あるいはマイクロコンタク
ト・プリント法(Brittain et al., Physics World May 1998, p.31)のような適切な技術
によってパターン化することができる。
【０１０７】
　基板の事前パターン化は、TFTの層の析出の前に実行される事前パターン化のような上
述した処理流れと容易に共用できる。従って、広範囲のパターン化およびプリント技術が
使用でき、活性ポリマー層の低下の危険性なしに高解像度事前パターンを発生することが
できる。
【０１０８】
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　同様の技術が、ゲート電極の析出前にゲート絶縁層の面ないし表面修正層を事前パター
ンするのに適用でき、小さい重なり容量を達成する。図７（ｃ）に示したように、ゲート
電極６はパターン層１４によって規定される。この種の事前パターン化法の一つの可能な
実施例は、オクタデシルトリクロロシランのようなクロロシランまたはメトキシ・シラン
を含む自己集合単分子層(SAM)のマイクロコンタクト・プリント法または紫外線フォトパ
ターン化法である。これらの分子は、これが極面上の水酸基と化学的に結合し、また表面
疎水性にするＳｉＯ2またはガラス基板の表面上に安定した単分子層を形成する。PVPまた
はPMMAのようなゲート誘電体単分子（ポリマー）の表面上に同様の単分子層を形成できる
ことを発明者は見つけた。これはPVP表面上の水酸基への分子の結合のためであると思わ
れる。SAMコート疎水性領域によって取り巻かれたソース－ドレイン電極により輪郭のは
っきりした小さいオーバーラップを伴う細い親水性ラインからなる表面自由エネルギー・
パターンは、軟リトグラフ・スタンプ工程によって容易に規定される。このスタンプ工程
は、下層にあるソース－ドレイン電極に関してスタンプ・パターンを一致させるために光
学顕微鏡またはマスク・アライナの下に実行することができる。導電性水性ポリマー・イ
ンクが頂部に析出されるときに、析出が自己集合単分子層によって規定された細い親水性
ラインに限定される。この方法において、パターン化されていないゲート電極層上の通常
のライン幅よって達成されるよりもより細いライン幅とすることができる。これによりソ
ース／ドレイン対ゲートのオーバラップ容量の低減となる。
【０１０９】
　事前パターン化基板の助けにより、TFTおよびそこの説明されたビアホール製造工程に
基づいた高速論理回路を製造することができる。
【０１１０】
　広いエリアに亘るトランジスタ回路を製造するための決定的な条件の一つは、基板上の
パターンに関する析出の整合とアライメントである。適切な整合の達成は、広いエリアに
亘ってゆがみを呈する可撓性基板において特に困難である。連続したパターン化工程間で
、基板がゆがんでおれば、フォトリトグラフ工程中の次のマスク・レベルは、もはや下層
のパターンとオーバラップしない。ここで開発された高解像度インクジェット・プリント
基板は、可塑性（プラスチック）基板上においてさえも広いエリアに亘って正確な整合を
達成するのに適している。なぜなら、インクジェット・ヘッドの位置が基板上のパターン
に関して局部的に調整することができるからである（図９）。この局部的アライメント工
程は、フィードバック機構と併合して、インクジェット・ヘッドの位置を修正する図９の
技術のパターンのような映像を使用するパターン認識技術を使用して自動的に可能である
。
【０１１１】
　上述したタイプの素子を使用する多重トランジスタ集積回路を形成するために、ビアホ
ールを形成して素子の厚みを通して直接内部接続されることが望ましい。これはこの種の
回路が特にコンパクトに形成されることになるからである。このような内部接続を形成す
る一つの方法は、次に説明するような溶剤形成ビアホールを使用するものである。この方
法は上述したTFTの溶剤処理層がまったく不溶性形態に変換されないという実際の利点を
有する。これが溶剤の局部析出によるビアホールの開口を許容する。
【０１１２】
　溶剤形成ビアホールを形成するために（図１２（ａ））、適切な溶剤２９の一定量が、
層の頂部上に局部的に析出され、ここにビアホールが形成される。溶剤はホールの形成さ
れる下層を溶解することのできるものが選択される。ビアホールが形成されるまで、溶剤
は漸進的溶解によって層に浸透する。溶解物質がビアホールの側壁Ｗ上に析出される。溶
剤のタイプおよびこれを析出する方法については、個々の適用によって選択される。しか
し、４つの好ましい観点としては：
１．溶剤および処理条件は、溶剤が蒸発されるかそうでなければ容易に除去されることで
あり、これによって続く処理を妨害することなく、かつ素子を過渡に、または不正確に溶
解しないものである；
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２．溶剤はIJPのような選択された処理によって析出され、これによって溶剤の正確に制
御された量が基板上の所望個所に正確に適用できる；および
３．ビアホールの直径が溶剤液滴の表面張力と基板を湿らす溶剤の能力に影響を受ける；
および
４．溶剤は、電気的接続が行われる下層を溶解しない。
【０１１３】
　図１２（ａ）は、図１（ｃ）に示した一般的なタイプの部分的に形成されたトランジス
タ・素子上のメタノール溶剤（液滴当たり２０ｎｇを含む）液滴２９の析出を示す。図１
２（ａ）の部分的な素子は１．３μｍ厚のPVP絶縁層２８、F8T2半導電性層２７、PEDOT電
極層２６およびガラス基板２５を含んでいる。本例において、絶縁PVP層を貫通するビア
ホールを形成することが望ましい。メタノールはPVPを容易に溶解させる能力のために、
すなわち、続く処理工程を妨げないように容易に蒸発し、さらにPVPに対する満足する湿
潤特性を有しているために溶剤として選択される。本例においてビアホールを形成するた
めに、インクジェット（IJP)プリントヘッドは、ビアホールを形成したい基板上の位置に
移動させる。従って、必要数の適切なサイズのメタノール液滴が、ビアホールが完成され
るまで、インクジェット(IJP)プリントヘッドから滴下される。連続する液滴間の周期は
、メタノールが素子の層を溶解する比率と一致するように選択される。各液滴は、次の液
滴が析出される前に完全に、あるいはほぼ完全に蒸発されるのが好ましい。ビアホールは
下部の無極性半導電性層に到達したときに、エッチング工程が停止されて下層が除去され
ないように注意しなければならない。イソプロパノール、エタノール、ブタノールまたは
アクトンのような他の溶剤も使用することができる。高い処理量を達成するために、単一
の溶剤液滴の析出によってビアホールを完成することが望ましい。３００ｎｍ厚のフィル
ムと、３０ｐｌの容積および５０μｍの直径を有する液滴に対して、これを達成するには
容積当たり１－２重量％より高い溶剤中で層の溶解性を必要とする。単一の液滴を伴うビ
アホールの形成を必要とする場合は、より高い沸点がさらに望まれる。PVPの場合におい
て、２２５℃の沸点を有する１，２ジメチル－２－イミダゾリジオン(DMI)を使用するこ
とができる。
【０１１４】
　図１２（ｂ）は、ビアホールの位置にシーケンスでメタノールの数滴を滴下する効果を
示す。右側のパネルは、１、３および１０個の液滴を滴下した後の素子の顕微鏡写真を示
す。左側のパネルは、形成されたビアホールを横切る同じ素子のデクタック（Ｄｅｋｔａ
ｋ）面プロフィール測定結果を示す。（ビアホールの位置は、概して各パネル中位置「Ｖ
」で示す。）数滴が同じ位置に連続して滴下されると、クレータがPVPフィルムに開けら
れる。このクレータの深さは連続する液滴の作用に伴って大きくなり、また約６個の液滴
の後、下にあるF8T2層の表面がめくられた。溶解されたPVP物質がビアホールの側部で壁
Ｗ内に析出された。ビアホールの直径は、液滴のサイズによって制限された５０μｍ程度
である。このサイズは論理回路および大きい面積のディスプレイのような多数の適用例に
適している。
【０１１５】
　ビアホールの直径は、インクジェット溶剤の液滴のサイズによって決定される。ホール
の直径は、液滴の直径に正比例して観察された（図１２ｃ参照）。側壁の外径は第１液滴
のサイズと拡散によて決定され、また溶解されたポリマー層の厚みとは無関係である。高
解像度ディスプレイのようなより小さいホールが必要とされる適用例の場合、より小さい
液滴サイズが使用される場合においてさえ、あるいは基板表面が適切な技術によって事前
パターン化して上述した表面上の液滴を制限することができる。他の溶剤も使用できる。
【０１１６】
　表面プロフィール測定結果から、ビアホールの形成が物質を溶解させ、またビアホール
のエッジに移動させ、ホールは溶剤が蒸発された後に残っていることが分かる（図１２（
ｂ）のＷで示す）。注意しなければならないのは、移動された物質は図１２（ｂ）に示さ
れたよりもより滑らかな形状となり、表面形態のｘおよびｙ軸は異なるスケールとなる図
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１２（ｂ）をプロットしたものである（ｘはμｍ単位であり、ｙはÅ単位である）。
【０１１７】
　ビアホール形成のメカニズム、すなわち物質の側壁への移動は、溶質の含まれている乾
燥液滴のコンタクト・ライン（接触線）がピン留めされた場合に生じる周知のコーヒーし
み作用に似ていると考えられる。ピン留め作用は、例えば表面の荒さまたは化学的不均質
のために発生する。注意しなければならないのは、優れた溶剤の析出は常に溶解中に表面
荒さを発生することである。溶剤が蒸発するときに、毛細管流れが接触線近くで溶剤蒸発
と置換されるために発生する。接触線近傍におけるより大きい表面対バルク比率のために
より多くの溶剤が接触線近傍で蒸発する。毛細管流れの速度は、典型的な拡散速度に比較
して大きく、例えば溶質が液滴のエッジに搬送され、また溶質の析出がリム近傍のみで発
生し、乾燥液滴の中心では発生しない(R.D. Deegan et al., Nature 389, 827 (1997))。
溶質の拡散は、側壁の形成されるよりも溶剤の乾燥時に全エリアに亘ってポリマーの好ま
しい均一な再析出となる傾向にある。理論的に予測できるのは、毛細管流れの速度Ｖ（ｒ
）（ｒ：は中心からの距離；Ｒ：液滴の半径）は、（Ｒ－ｒ）-λに比例し、ここにλ＝
（π－２θc）／（２π－２θc）である。従って、Ｖがλの増大に伴って増加すると、接
触角度θcが小さくなる。従って、エッジにおける析出量はより早く発生すればするほど
、ますます接触角度は小さくなる。
【０１１８】
　従って、ビアホールの開口のために、重要なことは（ａ）初期液滴の接触線はピン留め
されること、（ｂ）溶解されるべきポリマーの頂部上の液滴の接触角度は十分小さいこと
、および（ｃ）溶剤の蒸発は、ポリマー溶質拡散が無視できるくらい十分速いことである
。PVP上のIPAの場合において、接触角度は１２°程度であり、また液滴な一般的に１ｓ未
満内の乾燥である。
【０１１９】
　接触角度が小さくなればなるほど、液滴内部の毛細管流れ速度がますます速くなる。す
なわち、側壁の形成がますます確実になる。しかし、一方において、接触角度が小さくな
ればなるほど、液滴直径がますます大きくなる。従って、輪郭のはっきりした側壁を伴う
小さい直径のビアホールを達成する最適な接触角度が存在する。優れた溶剤に対するより
大きい接触角度を達成するために、基板の表面が、例えば溶剤のより大きい反発性を伴っ
た自己集合単一層によって処理される。この自己集合単一層は、溶剤の析出が小さいエリ
アに限定されるために、例えば疎水性および親水性面領域を提供するようにパターン化さ
れる。
【０１２０】
　ビアホールの深さおよびエッチング率は、滴下される溶剤の液滴数、液滴が析出される
頻度、および基板を溶解する能力である率と比較して溶剤の蒸発率の組み合わせによって
調整することができる。析出の発生される環境および基板の温度は蒸発率に影響する。溶
剤に対して不溶性またはゆっくり溶解する物質の層が溶解の深さを制限するのに使用する
ことができる。
【０１２１】
　TFTの層シーケンスが、交互にある極性層と無極性層から構成されているので、明確な
深さでエッチングを停止するように溶剤および溶剤の組み合わせを選択することが可能で
ある。
【０１２２】
　ビアホールを介して接触を実行するために、導電層がその上に析出され、これによって
ビアホール内に延長され、またビアホールの下部で物質と電気的接続がなされる。図１３
（ａ）は図１２（ａ）に示したタイプの素子示すが、上述したビアホールの形成後に、金
電極２５の形成工程が含まれている。
【０１２３】
　図１３はカーブ３０で下部PEDOT電極２５とPVPゲート絶縁層２８の頂部上に析出された
導電電極２９間で測定された電流・電圧特性を示す。ビアホールの直径は５０μｍであっ
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た。比較するために、カーブ３１は、ビアホールが頂部電極と下部電極間のオーバラップ
領域に配置されていない標準サンプルを示す。特性は、ビアホールを通過する電流が、ビ
アホールの存在しないゲート絶縁部部を通過する漏洩電流よりも数倍高い大きさであるこ
とをはっきり示している。ビアホールを通過する測定電流はPEDOT電極の導電性によって
限定され、個々のPEDOT電極の導電性測定を実行することによって知ることができる。ビ
アホールの抵抗値によって限定されず、ビアホールの抵抗値Ｒvの低い制限推定値がこれ
らの測定から得ることができる。すなわち、Ｒv＜５００ｋΩである。
【０１２４】
　図１２に関する上述したビアホールを形成する方法は、拡散バリアなしに空乏層タイプ
の素子（図１（ｃ）に示したような）に対して、また、拡散バリアがビアホールの開口後
に析出される素子に直接適用可能である。図１４（ａ）は、ビアホールが形成され、かつ
ゲート電極が拡散バリア層に介在せずに析出された素子を示す。図１４（ｂ）は、ビアホ
ールの形成後、拡散バリアポリマー７がゲート電極６の析出間に形成された同様の素子を
示す。この場合において、拡散バリア層はビアホール抵抗Ｒvを最小にするために優れた
電荷転送特性を呈することが必要である。最適な拡散バリアは図５（ａ）に示したような
ＴＦＢの薄層である。
【０１２５】
　均一な低い接触抵抗が必要とされる場合、半導電性層がビアホールサイトでも除去され
る。これは拡散バリアが形成された後で実行されるのが好ましい。拡散バリア７と半導電
性ポリマー４は、これらに対して優れた溶剤のインクジェットプリント(IJP)析出によっ
て局部的に溶解され、本例においてはキシレンである。半導電性物質および絶縁物質のた
めに優れた溶剤を混合することにより、両層は同時に溶解される。ゲート電極の析出に続
いてこれが行われる素子を図１４（ｃ）に示す。
【０１２６】
　溶剤の混合物は、溶解されるべき層上の溶剤混合物の接触角度を大きくすることによっ
てビアホールの直径を小さくするのに使用することできる。
【０１２７】
　ビアホールの内部接続の形成、従って、導電性物質を析出してブリッジする別の方法は
、下部にある層基板を局部的に修正することができる物質を局部的に析出して、これらを
導電性にするものである。一例として移動性ドーパントを含む溶液の局部的ＩＪＰ析出を
一つの層またはいくつかの層に拡散できる。これは図１４（ｄ）に示され、ここで領域３
２はドーパントで処理されることによって導電性にされた物質を含んでいる。このドーパ
ントはＮ，Ｎ’－ジフェニール－Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルジフェニル）－（１，１’
ビフェニール）－４，４’－ジアミンのようなトリアリルアミン（ＴＰＤ）のような小さ
い共役分子である。ドーパントは溶剤ケースとして加えられるのが好ましい。
【０１２８】
　PVP誘電体層を介するビアホール形成の方法はTFTのゲート電極を、例えば図１５に示し
たようなロジック・インバータ・素子のために必要とされるときに下部にある層内のソー
スまたはドレイン電極に接続するのに使用することができる。同様のビアホール接続はほ
とんどのロジック・トランジスタ回路に必要とされる。図１６は図１５（ｂ）に示された
二つの常時オフ・トランジスタ・素子で形成されたエンハスメント－ロード・インバータ
・素子の特性をプロットしたものである。二つのトランジスタのためのチャネル幅に対す
るチャネル長さの比（Ｗ／Ｌ）の異なる比率を有する二つのインバータを示す（プロット
３５は３：１の比、プロット３６は５：１である）。出力電圧は、入力電圧がロッジク・
ロウからロッジク・ハイに変化すると、ロッジ・ハイ（－２０Ｖ）からロッジク・ロウ（
≒０Ｖ）状態まで変化する。インバータの利得、すなわち、特性の最大傾斜は１より大き
く、これはリング・オッシレータのようなより複雑な回路の製造を許容するための必要条
件である。
【０１２９】
　上記に記述されるようなビアホールは、さらに、異なる層における内部接続ライン間に
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電気接続を設けるのに使用されることができる。複雑な電子回路のために、マルチレベル
内部接続機構が必要とされている。これは、内部接続部７２と、融和性溶媒から析出され
る異なる誘電層７０、７１とのシーケンスを配置することによって作られることができる
（図１５（ｄ））。ビアホール７３は、次に、自動エッチストップを備える内部接続ライ
ンを用いて、上記に記述される方法で形成されることが可能である。
【０１３０】
　適切な誘電物質の例は、PVPなどの極性ポリマー（７０）や、ポリスチレンなどの無極
性誘電ポリマー（７１）である。これらは、極性溶媒および無極性溶媒から別の方法で析
出されることが可能である。ビアホールは、基礎をなす誘電層がエッチストッピング層を
備えている間、それぞれの誘電層のための良溶媒の局部析出によって開かれることが可能
である。
【０１３１】
　上記に記述されるタイプの素子のために物質および析出プロセスを選択する際に、各層
が、直接に基礎をなす層を実質的に溶融しない溶媒から析出される場合、大きな利点が得
られることが可能であることを心に留めておくべきである。この方法で、連続する層が、
溶媒処理によって作られることが可能である。このような物質およびプロセスのステップ
の選択を簡素化する１つの方法は、上記に記述される層シーケンスのために例示されるよ
うに、極性溶媒および無極性溶媒から別の方法で２つ以上の層を析出しようと意図するも
のである。この方法において、溶性層、導電層、半導電性層、絶縁層などを含有する多層
素子は、容易に形成されることが可能である。これにより、基礎をなす層の溶解および膨
潤の問題を回避することが可能である。
【０１３２】
　上記に記述される素子の構造、物質およびプロセスは、単なる例示である。それらは変
更されてもよいことは明らかである。
【０１３３】
　図１に示されるトップゲート構造と異なる他の素子の構造が使用されてもよい。別の構
造は、図１７に示されるよりスタンダードなボトムゲート構造であり、それには、必要と
される場合、拡散バリア７および表面変更層８を組み込むことも可能である。図１７にお
いて、類似の部分は、図１と同じ符号である。異なる層が連続した構造を有する他の素子
構造も使用されることができる。トランジスタ以外の素子も、類似の方法で形成されるこ
とができる。
【０１３４】
　PEDOT/PSSは、溶媒から析出されることが可能なあらゆる導電性ポリマーに置き換えら
れることができる。例としてはポリアニリンやポリピロールが挙げられる。とはいえ、PE
DOT/PSSのいくつかの魅力的な特徴は、（ａ）本質的な低拡散率を有する重合による不純
物、（ｂ）良好な温度安定および空気中における安定、および（ｃ）効率のよい正孔電荷
キャリアインジェクションを可能とするコモン正孔搬送導電性ポリマーのイオン化ポテン
シャルに十分マッチされる５．１≒ｅＶの仕事関数である。
【０１３５】
　効率のよい電荷キャリアインジェクションは、特に、チャネル長さＬ＜１０μｍを有す
るショートチャネルトランジスタ素子に極めて重要である。このような素子において、ソ
ースドレイン接触抵抗効果は、小さなソースドレイン電圧のためのTFT電流を制限するこ
とがある（図１０（ｂ））。比較可能なチャネル長さの素子において、PEDOTソース／ド
レイン電極からのインジェクションは、無機のゴールド電極からのインジェクションより
も一層効率のよいことが分かった。これは、半導電性のものに十分にマッチされるイオン
化ポテンシャルを有する重合によるソース／ドレイン電極が、無機の電極物質より好まし
いということを示している。
【０１３６】
　水溶液(Baytron P)から析出されるPEDOT/PSSの導電率は、およそ０．１－１Ｓ／ｃｍで
ある。最大１００Ｓ／ｃｍの高い導電率は、溶媒の混合物（イソプロパノールとＮ－メチ
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ル－２－ピロリドン(NMP)とを含有するBayer CPP 105T）を含有する組成で得られること
が可能である。後者の場合、組成の溶媒組み合わせが層シーケンスの溶解度必要条件と融
和性があることに注意を払う必要がある。一様に高い導電率を必要とする適用には、液体
中の金属無機粒子のコロイド状サスペンションなどの他の導電性ポリマー、あるいは、溶
液でプロセスするのに適した導体が使用されることができる。
【０１３７】
　ここに記述されるプロセスおよび素子は、溶液で処理したポリマーで作られる素子に制
限されるものではない。回路、あるいは、ディスプレイ素子（下記を参照）におけるTFT
および／または内部接続部の導電性電極のいくつかは、例えば、コロイド状サスペンショ
ンのプリンティングによって、あるいは、事前パターン形成した基板に電気メッキするこ
とによって析出されることが可能な無機導体から形成されることができる。すべての層が
、溶液から析出されない素子において、素子の１つ以上のPEDOT/PSS部分は、真空析出導
体などの不溶性導電性物質と置き換えられることができる。
【０１３８】
　半導伝層は、さらに、別の溶液で処理するのに適した半導電性物質に置き換えられるこ
とができる。可能性として、可溶化側鎖を有する小さな共役分子(J.G. Laquindanum, et 
al., J. Am. Chem. Soc. 120, 664(1998))、溶液から自己集合される半導電性有機－無機
ハイブリッド物質(C.R. Kagan, et al., Sciencs 286, 946(1999))、あるいは、ＣｄＳｅ
ナノ粒子などの溶液で析出した無機半導体(B.A. Ridley, et al., Science 286, 746(199
9))が例として挙げられる。
【０１３９】
　電極は、インクジェットプリンティングと異なる他のテクニックによってパターン形成
されることができる。適切なテクニックとして、ソフトリトグラフプリンティング(J.A. 
Rogers et al., Appl. Phys. Lett. 75, 1010(1999); S. Brittain et al., Physics Wor
ld May 1998, p. 31)、スクリーンプリンティング（WO 99/10939参照）、あるいは、メッ
キ、あるいは、疎水性表面領域および親水性表面領域を有するパターン形成した基板の簡
単なディップコーティングが挙げられる。インクジェットプリンティングは、特に、良抵
抗でパターン形成する大きなエリアに、特に、フレキシブルなプラスチック基板に適して
いると考えられている。
【０１４０】
　ガラスシートの代わりに、１つまたは複数の素子は、Perspexなどの別の基板物質に、
あるいは、ポリエーテルスルホンなどのフレキシブルなプラスチック基板に析出されるこ
とができた。このような物質は、シート形状が好ましく、ポリマー物質であることが好ま
しく、そして、透明および／またはフレキシブルであるのがよい。
【０１４１】
　素子および回路のすべての層およびコンポーネントは、溶液処理およびプリンティング
テクニックによって析出され、かつ、パターン形成されることが好ましいが、半導電層な
どの１つ以上のコンポーネントは、さらに、真空析出テクニックによって析出、および／
またはフォトリトグラフィックプロセスによってパターン形成されてもよい。
【０１４２】
　上記に記述されるように作られるTFTなどの素子は、１つ以上のこのような素子が互い
におよび／または他の素子と一体化されることが可能な一層複雑な回路あるいは素子の一
部分である。適用の例として、論理回路およびディスプレイあるいはメモリ素子のための
アクティブマトリックス回路構成、あるいは、ユーザー定義ゲートアレイ回路などが挙げ
られる。
【０１４３】
　論理回路の基本コンポーネントは、図１５に示されるインバータである。基板上のすべ
てのトランジスタが、空乏タイプか、あるいは、累積タイプかのいずれかである場合、３
つの可能な構造が可能である。空乏負荷インバータ（図１５（ａ））は、通常、（図１（
ｃ）および図３）である素子に適し、そして、エンハンスメント－負荷構造（図１５（ｂ
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））は、通常オフトランジスタ（図１（ａ／ｂ）および図４）に使用される。２つの構造
は、それぞれ、負荷トランジスタおよびそのソースのゲート電極とドレイン電極との間に
ビアホールを必要とする。別の構造は、抵抗負荷インバータ（図１５（ｃ））である。抵
抗負荷インバータの素子は、負荷抵抗器のような適切な長さおよび導電率の薄くて、狭い
PEDOTラインをプリンティングすることによって作られることが可能である。PEDOTの導電
率を減少することによって、例えば、PEDOTに対するPSSの割合を増加することによって、
抵抗器ラインの長さは最小にされることが可能である。０．４のPEDOT/（PEDOT＋PSS）重
量比を有するBaytron P PEDOT/PSSの導電率は、析出されたフィルムで、およそ０．２Ｓ
／ｃｍであると測定された。Ｎ2雰囲気下で２０分間２８０℃にアニーリングすることに
よって、導電率は、２Ｓ／ｃｍに増加した。/PSSで溶液を希釈することによって、導電率
は、マグニチュードだけ減少されることができた。０．０４のPEDOT／（PEDOT＋/PSS）重
量比では、１０-3Ｓ／ｃｍの導電率が、２８０℃でアニーリング後測定された。５０ＭΩ
の抵抗を有する抵抗器は、およそ６０μｍの幅と５００μｍの長さとを有するPEDOTのラ
インをインクジェットプリンティングすることによって作られた。
【０１４４】
　開発された異なるインクジェットプリンティングコンポーネント、すなわち、トランジ
スタ、ビアホール内部接続部、抵抗器、キャパシタ、マルチ層内部接続機構などは、直接
プリンティングおよび溶液処理の組み合わせによって一体化した電子回路を作るために一
体化されることが可能である。インクジェットプリンティングは、横方向パターン形成が
必要とされるすべての処理ステップに使用されることが可能である。上記に記述される簡
単なインバータ回路は、一層複雑な論理回路のための基礎単位である。
【０１４５】
　上記に記述されるような溶液処理TFTｓは、適切な回路が図１８（ａ）に示されている
液晶(LCD)ディスプレイ、あるいは、適切な回路が図１８（ｂ）に示されている電気泳動
ディスプレイ(B. Comiskry et al., Nature 394, 253(1998))などのアクティブマトリッ
クスディスプレイ；および、発光ダイオードディスプレイ(H. Sirringhaus, et al., Sci
ence 280, 1741(1998))のピクセルスイッチングトランジスタとして；あるいは、ランダ
ムアクセスメモリ(RAM)などのメモリ素子のアクティブマトリックスアドレス指定エレメ
ントとして使用されることができる。図１８（ａ）および（ｂ）では、トランジスタＴ１
および／またはＴ２は、上記に記述されるようなトランジスタから形成されることができ
る。機能部４０は、電流および電圧供給パッドを有するディスプレイ、あるいは、メモリ
エレメントを表わしている。
【０１４６】
　LCD、あるいは、電気泳動ディスプレイの電極の電圧を制御するための可能な素子構造
の例は、図１９に示され、そこでは、類似の部分は図１と同じ符号である。図１９の図面
において（例えば、図７、図１４および図１７のように）、ゲート絶縁層は、図１（ａ）
におけるように、拡散バリアおよび／または表面変更層を含有するマルチ層構造を含んで
いる。
【０１４７】
　図１８を参照すると、TFTのソースおよびゲート電極２、３は、アクティブマトリック
スのデータライン４４とアドレス指定ライン４３とに接続され、それは、長さ全長にわた
り適切な導電率を達成するために、異なる導電性物質から作られている。TFTのドレイン
電極３は、さらに、ピクセル電極４１でもよい。ピクセル電極は、図１９におけるように
異なる導電性物質から形成されることができる。電荷キャリアインジェクションよりはむ
しろ電界の応用にたよる素子において、この電極４１が、液晶インクあるいは電気泳動イ
ンクなどの直接コンタクトディスプレイエレメント４０にあることは必要とされない。こ
の構造において、TFTおよび内部接続ラインによって占められるトータルピクセルエリア
は、適切なアパーチャ比を達成して、ディスプレイエレメント４０とデータおよびアドレ
ス指定ライン４３、４４の信号との間のポテンシャルクロストークを減少するために、小
さく保持される必要がある。
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【０１４８】
　図１９（ｂ）の構造は、一層複雑である。とはいえ、ピクセルエリアの全ピクセルある
いは大部分は、TFTおよび内部接続ラインのために使用可能であり、そして、ディスプレ
イエレメントは、ピクセル電極４１によって、データライン４４およびアドレス指定ライ
ン４３の信号からシールドされている。この構造の作成は、ピクセル電極４１をTFTドレ
イン電極３に接続するために、追加の誘電層４２と導電性物質４５が充填されるビアホー
ルとを必要とする。ビアホールは、上記に記述されるプロシージャによって作られること
が可能である。
【０１４９】
　この構造において、アパーチャ比が、最大とされることが可能であり、かつ、１００％
アプローチすることができることに留意してください。この構造は、さらに、ここで作ら
れるような全ポリマーTFTが、可視スペクトル範囲において大いに透過するので、伝える
ことができるLCDディスプレイなどのバックライトを有するディスプレイ適用に使用され
ることが可能である。図２０は、F8T2ポリマーTFTにおいて測定される光吸収スペクトル
を示し、そこでは、ポリマー連鎖が、高解像度プリンティング用の事前パターン形成層と
しても作用するポリイミドアラインメント層に摩擦された液晶性半導電性ポリマーを一軸
に整列されている。その素子は、F8T2の比較的高いバンドギャップのために、可視スペク
トル範囲の大部分において大いに透過するということが分かっている。さらに良い透明性
は、高いバンドギャップを有するＦ８、ＴＦＢ、ポリフルオレン誘導体（米国第5,777,07
0号）などの半導電層が使用される場合、達成されることが可能である。ポリマー連鎖の
アラインメントは、光学的異方性を生じさせ、そのために、アラインメント方向（“｜｜
”で標識付けされるプロット）に平行に偏光される光は、アラインメント方向（“⊥”で
標識付けされるプロット）に直交して偏光される光よりも一層強く吸収される。光学的異
方性は、さらに、ガラス製背面とバックライトとの間の偏光器に垂直なポリマー連鎖のア
ラインメント方向を方向付けることによって、TFTの光学的透明性を増加するために、LCD
ディスプレイに使用されることが可能である。偏光された光のもとで、トランジスタ素子
は、F8T2の層の厚さが５００Å以下である場合、可視光線においてほとんど無色である。
PEDOTを含むTFTのすべての他の層は、可視スペクトル範囲において低い光学的吸収を有し
ている。
【０１５０】
　半導電層の光学的低吸収の別の利点は、可視光線に対する低下されたTFT特性の光電感
度である。アモルファスシリコンTFTの場合、ブラックマトリックスは、光イルミネーシ
ョンのもとで大きなオフ電流を防止するのに使用される必要がある。広いバンドギャップ
半導体を有するポリマーTFTの場合、TFTを周囲光から、および、ディスプレイのバックラ
イトから防止することを必要とされない。
【０１５１】
　図１９（ｂ）の構造は、さらに、TFTのドライブ電流が、ピクセル電極４１の真下の十
分なエリアを使用する大きなチャネル幅Ｗを有するソースドレイン電極の互いに噛み合わ
されたアレイの作成によって、LEDディスプレイのドライブトランジスタＴ１（図１８（
ｂ））に極めて適している。
【０１５２】
　別の方法として、図１７のボトムゲートTFT構造は、さらに、上記の適用のすべてに使
用されることが可能である（図１９（ｃ））。
【０１５３】
　アクティブマトリックス回路の作成のための重要なテクノロジカル論点の１つは、PEDO
T/PSS TFTおよびピクセル電極２、３、６と、金属内部接続ライン４３、４４、４１との
間のコンタクトである。その強い酸性の性質のため、PEDOT/PSSは、アルミニウムなどの
多数のコモン無機メタルと融和性がない。アルミニウムは、PEDOT/PSSと接触して容易に
酸化される。１つの可能な解決法は、内部接続ラインおよびピクセル電極４３、４４、４
１をインジウム酸化スズ(ITO)、あるいは、タンタル、タングステン、および、他の耐火
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物メタル、あるいは、この環境あるいは適切なバリア層の使用において一層の安定性を有
する他の物質から作成することである。
【０１５４】
　ディスプレイ適用の場合、さらに、上記に記述されるように、図１９において１０で示
されている事前パターン形成された基板へのプリンティングによって、細いチャネル長さ
を有するTFTを作ることが望ましい。
【０１５５】
　アクティブマトリックストランジスタスイッチのための類似の素子の構造は、制御され
るピクセルエレメントが、ディスプレイエレメントでなく、例えば、ダイナミックランダ
ムアクセスメモリにおけるように、キャパシタあるいはダイオードなどのメモリエレメン
トである場合、使用されることも可能である。
【０１５６】
　導電性電極に加えて、TFTのいくつかの他の層は、さらに、スクリーンプリンティング
あるいはインクジェットプリント(IJP)などの直接プリンティング方法によってパターン
形成されることができる。図２１（ａ）（類似の部分は図１のように符合されている）は
、半導電層４およびゲート絶縁層５の活性層イランドが直接プリントされることができる
素子を示している。この場合、ビアホールは必要とされないが、接続は、適切なゲート電
極パターン６の直接プリンティングによって行われることが可能である。アドレス指定ラ
イン４３あるいは内部接続ライン４４がオーバーラップするエリアにおいて、誘電ポリマ
ー４６の薄いアイランドは、電気絶縁を設けるべく、プリントされることができる（図２
１（ｂ））。
【０１５７】
　上記に記述されるように形成される複数の素子は、１つの基板に形成されて、導電層に
よって内部接続されることができる。この素子は、シングルレベルか、あるいは、１つの
レベル以上かで形成されることができ、いくつかの素子は、他のトップの上に形成される
。特に上記に記述されるような内部接続ストリップおよびビアホールを使用して、コンパ
クト回路配置が、形成される。
【０１５８】
　インクジェットプリントされたトランジスタ、ビアホールおよび内部接続ラインの作成
のためにここに開発されたテクノロジは、インクジェットプリンティングによって、一体
化された電子回路を作るのに使用されることができる。親水性表面領域および疎水性表面
領域のアレイを含有する組み立て式基板が、トランジスタのチャネル長さおよび／または
内部接続ラインの幅を画定するのに使用されることができる。その基板は、さらに、高導
電性の金属性内部接続ラインのアレイを含有することができる。インクジェットプリンテ
ィングおよび溶液からの連続層の析出の組合せを使用して、トランジスタ素子のアレイは
、カスタムロケーションにおいて、カスタムチャネル幅で画定される。一体化した回路は
、次に、複数対のトランジスタと、ビアホールおよび導電ラインのインクジェットプリン
ティングを使用する適切な内部接続との間に電気接続を形成することによって、作られる
。
【０１５９】
　組み立てられた基板は、既にトランジスタ素子の１つ以上のコンポーネントを含有する
ことができることも可能である。その基板は、例えば、それぞれが少なくとも１つの露呈
した電極を有する完成した無機トランジスタ素子のアレイを含有することができる。この
場合、一体化した回路のインクジェット作成は、複数対のトランジスタと、インクジェッ
トプリントされたビアホール、内部接続ラインおよび分離パッドを使用するシングルレベ
ル、または、マルチレベル内部接続機構の析出との間の電気接続の形成を備えている（図
１５（ｄ）参照）。
【０１６０】
　トランジスタ素子に加えて、電子回路は、さらに、ディスプレイ、メモリエレメント、
容量性エレメント、抵抗性エレメントなどの別の活性回路エレメントと、パッシブ回路エ
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レメントとを備えることができる。
【０１６１】
　上記に記述されるテクニックを使用して、複数のトランジスタを有するユニットが形成
され、次に、溶液利用処理によって、特定のその後の使用のために構成されることができ
る。例えば、ゲートアレイの形状で、図１（ａ）、（ｂ）、あるいは、（ｃ）に示される
タイプの複数のトランジスタ５０を有する基板は、例えば、プラスチックシート上に形成
されることができる（図２２）。ダイオードあるいはキャパシタなどの別の素子は、さら
に、シート上に形成されることができる。次に、そのシートは、ビアホール５２を形成す
るための適切な溶媒（例えば、メタノール）用のプリンティングヘッドと、導電トラック
５３を形成し、そして、ビアホールを充填するための適切な物質（例えば、PEDOT）とを
有するインクジェットプリンタ内に配置される。インクジェットプリンタは、シート上の
トランジスタのロケーションと構造とを認識する適切にプログラムされたコンピュータの
制御のもとに作動可能である。次に、ビアホール組成と内部接続ステップとの組み合わせ
によって、インクジェットプリンタは、所望の方法でトランジスタを内部接続することに
よって、所望の電子機能あるいは論理機能を実行する回路を構成することが可能である。
このテクノロジは、その結果、小さくて、費用のかからない素子を使用して、基板上に論
理特性回路を組成することを可能とする。
【０１６２】
　このような回路の適用の例は、アクティブ電子チケット、旅行用携帯品および識別タグ
のプリンティングのためである。チケットあるいはタグプリンティング素子は、それぞれ
が複数のトランジスタを維持する基盤を備えている多数の構成されていないユニットを搭
載されることができる。チケットプリンティング素子は、上記に記述されるようにインク
ジェットプリンタを制御することが可能で、そして、チケットの有効性機能を表示する電
子回路を決定することが可能なコンピュータを含んでいる。チケットをプリントする必要
があるとき、プリンティング素子は、ビアホールおよび／または導電性物質をプリントす
ることによって、適切な電子回路のための基板を構成し、そのために、基板上のトランジ
スタが、適切に構成される。その基板は、次に、例えば、接着性プラスチックシートで密
閉することによって、カプセル封じされることが可能であり、電気接続ターミナル５４，
５５を露呈させる。チケットは次に分配される。チケットが、確認されると、インプット
が、１つ以上のインプットターミナルに適応され、そして、１つ以上のアウトプットター
ミナルの回路のアウトプットが、その機能性を立証するべく監視される。チケットは、チ
ケットしての使用に都合よくするために、フレキシブルなプラスチック基板上にプリント
されることが好ましい。
【０１６３】
　価格付けのため、あるいは、タグ付けのためより他のユーザー定義回路は、類似の方法
で作られることができる。回路の立証および読み取りは、さらに、例えば、無線周波数放
射を使用するリモートプロービングによって行われることができる(Physics World March
 1999, page 31)。
【０１６４】
　スタンダードアレイへの適切な接続の簡単なインクジェットプリンティングによって回
路を画定するためのエンドユーザーの可能性は、工場でデザインされた回路と比較して、
かなりの増加されたフレキシビリティを与えることである。
【０１６５】
　本発明は、前述の例示に限定されるものではない。本発明の態様は、ここに記述される
概念のすべての新規で、および／または発明力のある態様、または、ここに記述される特
徴の発明力のある組み合わせを含んでいる。
【０１６６】
　本発明が、上記に述べられるあらゆる定義の範囲に限定することなく、暗に、あるいは
、明快に、あるいは、その総合のいずれかでここに開示されるすべての特徴、あるいは、
特徴の組み合わせを含むことができるという事実に出願人は注意を引いている。前述の説
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かである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　溶液処理された全ポリマーTFTの異なる素子構成を示す。
【図２】　F8T2活性層、PVPゲート絶縁層、およびPEDOT/PSSゲート電極を有する図１ｃに
よるポリマーTFTの伝達特性を示す。
【図３】　室温（ａ）およびおよそ５０℃で付着されたF8T2活性層、PVPゲート絶縁層、
およびPEDOT/PSSゲート電極を有する図１ｃによるポリマーTFTの伝達特性を示す。
【図４】　図１（ａ）におけるようなＦ８拡散バリアおよびPVP表面修正層を含むF8T2の
全ポリマーTFTの出力（ａ）および伝達特性（ｂ）を示す。
【図５】　ＴＦＢ（ａ）およびポリスチレン（ｂ）の拡散バリヤおよびPVP表面修正層を
有する図１（ａ）におけるようなF8T2の全ポリマーTFTの伝達特性を示す。
【図６】　露出されたガラス基板上に直接印刷されたF8T2活性層およびソース‐ドレイン
電極を有する図１（ａ）による全ポリマーTFTの光学顕微鏡写真を示す。
【図７】　基板表面を疎水性領域および親水性領域へのパターン化による小さいチャネル
長および小さい重複キャパシタンスを有するTFTの製造を示す。
【図８】　疎水性ポリイミドバンクの近くのPEDOT/PSSソース／ドレイン電極のＩＪＰ付
着の後のＬ＝２０μｍ（ａ）およびＬ＝５μｍ（ｂ）を有するトランジスタのチャネル領
域の光学顕微鏡写真を示す。
【図９】　ポリイミドバンクの近くのインクドロップレットの付着中撮影された光学顕微
鏡写真を示す。
【図１０】　図７（ｃ）におけるように形成され、Ｌ＝２０μｍおよび７μｍのそれぞれ
を有するトランジスタの出力および伝達特性を示している。
【図１１】　図７（ｃ）におけるように形成され、Ｌ＝２０μｍおよび７μｍのそれぞれ
を有するトランジスタの出力および伝達特性を示している。
【図１２－１】　インクドロップレットの直径によって決まるビアホールの外径および内
径の連続付着によりビアホールを形成する工程の（ａ）Dektakプロフィール測定および（
ｂ）光学顕微鏡写真の概略図である。
【図１２－２】　ビアホールの外径および内径とインクジェットの液滴の直径とＰＶＰ層
の厚さの関係を示す図である。
【図１３】　底部PEDOT電極および上部電極を有するビアホールを通る電流‐電圧特性を
示す。
【図１４】　ビアホールを製造する異なる工程を示す。
【図１５】　ロジックインバータ（デプレッション負荷（ａ）、エンハンスメント負荷（
ｂ）および抵抗負荷（ｃ）および多レベル内部接続方式（ｄ）のようなビアホールの応用
を示す。
【図１６】　２つのトランジスタの異なるサイズＷ／Ｌの比を有する印刷された全ポリマ
ーTFTで製造される図１（ａ）におけるようなエンハンスメント負荷インバータの特性を
示す。
【図１７】　他の底部ゲート素子構成を示す。
【図１８】　ディスプレイあるいはメモリ素子が電圧（ａ）あるいは電流（ｂ）によって
制御されるアクティブマトリックスピクセルの概略図を示す。
【図１９】　アクティブマトリックスのピクセルの可能な構成を示す。
【図２０】　整列されたF8T2 TFTの偏光された光学吸収を示す。
【図２１】　（ａ）半導電性層および絶縁層の印刷によって製造されるパターン化された
活性層アイランドを有するポリマーTFTおよび印刷された絶縁アイランドによって分離さ
れた導電性内部接続部間の重複領域を示す。
【図２２】　ユーザ規定の電子回路を製造するためにＩＪＰ内部接続部の網によって接続
されるトランジスタ素子のマトリックスを示している。
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】



(30) JP 5073141 B2 2012.11.14
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【図１１】 【図１２－１】
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【図１４】 【図１５】
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【図１７】

【図１８】
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