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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にゲート電極を形成する段階と、
　前記ゲート電極を含む基板の全面に有機絶縁物質のゲート絶縁膜を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜上にプラズマ処理工程を行い、親水性の第１接着層を形成する段階と
、
　前記第１接着層上にソース/ドレーン金属層を形成し、そのソース/ドレーン金属層上に
パターニングされたフォトレジストを形成し、前記パターニングされたフォトレジストを
マスクで利用して前記ソース/ドレーン金属層をパターニングして、ソース／ドレーン電
極を形成する段階と、
　前記パターニングされたフォトレジストを残した状態で、前記ソース／ドレーン電極の
間の前記第１接着層にＯ２とＣＦ４との混合ガスを利用してプラズマ再処理工程を行い、
疎水性の第２接着層を形成した後、前記パターニングされたフォトレジストを除去する段
階と、
　前記第２接着層が含まれたゲート絶縁膜上に有機半導体層を形成する段階と、
　を含み、
　前記疎水性の第２接着層は、前記親水性の第１接着層より前記有機半導体層の グレイ
ンサイズを増加させてグレインバウンダリを減少させることを特徴とする有機薄膜トラン
ジスタの製造方法。
【請求項２】
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　基板上に有機絶縁物質のバッファ膜を形成する段階と
　前記バッファ膜上にプラズマ処理工程を行い、親水性の第１接着層を形成する段階と、
　前記第１接着層上にソース/ドレーン金属層を形成し、そのソース/ドレーン金属層上に
パターニングされたフォトレジストを形成し、前記パターニングされたフォトレジストを
マスクで利用して前記ソース/ドレーン金属層をパターニングして、ソース／ドレーン電
極を形成する段階と、
　前記パターニングされたフォトレジストを残した状態で、前記ソース／ドレーン電極の
間の前記第１接着層にＯ２とＣＦ４との混合ガスを利用してプラズマ再処理工程を行い、
疎水性の第２接着層を形成した後、前記パターニングされたフォトレジストを除去する段
階と、
　前記第２接着層が形成されたバッファ膜上に有機半導体層及びゲート絶縁膜を順次形成
する段階と、
　前記ゲート絶縁膜上にゲート電極を形成する段階と、
　を含み、
　前記疎水性の第２接着層は、前記親水性の第１接着層より前記有機半導体層の グレイ
ンサイズを増加させてグレインバウンダリを減少させることを特徴とする有機薄膜トラン
ジスタの製造方法。
【請求項３】
　前記第１接着層を形成するプラズマ処理工程は、Ｏ２、Ｈ２、Ｈｅ、Ｈ２、ＳＦ６及び
ＣＦ４のうち何れか一つのガスまたはこれらの混合ガスを用いて行うことを特徴とする請
求項１及び２うち何れか一つに記載の有機薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項４】
　前記有機半導体層は、ＬＣＰＢＣ、ペンタセン及びポリチオフェンのうち何れか一つを
用いることによって形成されることを特徴とする請求項１ないし３うち何れか一つに記載
の有機薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項５】
　前記ソース／ドレーン電極は、金属無機物質を用いることによって形成されることを特
徴とする請求項１ないし４うち何れか一つに記載の有機薄膜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、薄膜トランジスタ及びその製造方法に関するもので、特に、有機薄膜トラン
ジスタ及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通常、薄膜トランジスタは、イメージ表示用ディスプレイにおいてスイッチ素子として
用いられるもので、薄膜トランジスタのうち有機薄膜トランジスタは、半導体層材料とし
て半導体性有機物質を使用し、ガラス基板の代りにフレキシブルな基板を使用する点を除
けば、シリコン薄膜トランジスタと構造的に類似した形態を有する。
【０００３】
　有機薄膜トランジスタは、図１に示すように、下部基板５１上に金属を用いて形成され
たゲート電極５２ａと、ゲート電極５２ａを含む下部基板５１に形成されるゲート絶縁膜
５３と、ゲート電極５２ａの両エッジにオーバーラップされるようにゲート絶縁膜５３上
にそれぞれ形成されたソース電極５５ａ及びドレーン電極５５ｂと、ソース／ドレーン電
極５５ａ，５５ｂを含むゲート絶縁膜５３上に形成された有機半導体層５４とから構成さ
れる。
【０００４】
　ソース／ドレーン電極５５ａ，５５ｂは、パラジウム（Ｐｄ）、銀（Ａｇ）などの金属
無機物質を用いて形成する。
【０００５】
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　また、上記のような有機薄膜トランジスタにおいては、ゲート絶縁膜５３を有機物質に
よって形成することもできるが、有機物質によって形成されたゲート絶縁膜５３と、無機
物質、すなわち、金属によって形成されるソース／ドレーン電極５５ａ，５５ｂとの間の
接着力を向上させるために、ゲート絶縁膜５３にプラズマ表面処理が行われる。
【０００６】
　しかしながら、プラズマ処理が行われたゲート絶縁膜５３は、親水性を有するようにな
り、親水性のゲート絶縁膜５３上に有機半導体層が形成される場合、小さいグレイン（ｇ
ｒａｉｎ）を有する有機半導体層に成長する。
【０００７】
　図２Ａには、プラズマ処理が行われず、疎水性を有するゲート絶縁膜上に形成された有
機半導体層のグレイン構造を示しており、図２Ｂには、プラズマ処理が行われ、親水性を
有するゲート絶縁膜上に形成された有機半導体層のグレイン構造を示している。これらを
比較してみると、親水性のゲート絶縁膜上に形成された有機半導体層のグレイン構造は、
疎水性のゲート絶縁膜上に形成された有機半導体層のグレイン構造より小さいことが分か
る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来の有機薄膜トランジスタにおいては、親水性のゲート絶縁膜上に、小さいグレイン
サイズを有する有機半導体層が形成される場合、小さいグレインサイズによってチャージ
トラップサイト（ｃｈａｒｇｅ　ｔｒａｐ　ｓｉｔｅ）として作用するグレインバウンダ
リ（ｇｒａｉｎ　ｂｏｕｎｄａｒｙ）が多くなるので、有機半導体層の電気的特性が低下
するという問題点があった。
【０００９】
　本発明は上記の問題点を解決するためのもので、その目的は、ソース／ドレーン電極と
有機半導体との間の接触面で発生する接触抵抗を減少させることで、素子の特性を向上で
きる有機薄膜トランジスタ及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するための本発明に係る有機薄膜トランジスタは、基板上に形成された
ゲート電極と、前記ゲート電極上に形成されたゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に形
成され、前記ゲート電極の両エッジにそれぞれオーバーラップされるソース／ドレーン電
極と、前記ソース／ドレーン電極を含むゲート絶縁膜上に形成された有機半導体層と、前
記ソース／ドレーン電極と前記ゲート絶縁膜との間に形成された親水性の第１接着層と、
前記ゲート絶縁膜と前記有機半導体層との間に形成された疎水性の第２接着層と、を含む
。
【００１１】
　上記目的を達成するための本発明に係る有機薄膜トランジスタは、基板上に形成された
バッファ膜と、前記バッファ膜上にそれぞれ島状に形成されたソース／ドレーン電極と、
前記ソース／ドレーン電極にかけて形成された有機半導体層と、前記有機半導体層を含む
基板に形成されたゲート絶縁膜と、前記ソース／ドレーン電極にオーバーラップされるよ
うに前記ゲート絶縁膜上に形成されたゲート電極と、前記ソース／ドレーン電極と前記バ
ッファ膜との間に形成された親水性の第１接着層と、前記バッファ膜と前記有機半導体層
との間に形成された疎水性の第２接着層と、を含む。
【００１２】
　上記目的を達成するための本発明に係る有機薄膜トランジスタの製造方法は、基板上に
ゲート電極を形成する段階と、前記ゲート電極を含む基板の全面にゲート絶縁膜を形成す
る段階と、前記ゲート絶縁膜上にプラズマ処理工程を行い、親水性の第１接着層を形成す
る段階と、前記第１接着層上にソース／ドレーン電極を形成する段階と、前記ソース／ド
レーン電極の間の前記第１接着層にプラズマ再処理工程を行い、疎水性の第２接着層を形
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成する段階と、前記第２接着層が含まれたゲート絶縁膜上に有機半導体層を形成する段階
と、を含む。
【００１３】
　上記目的を達成するための本発明に係る有機薄膜トランジスタの製造方法は、基板上に
バッファ膜を形成する段階と、前記バッファ膜上にプラズマ処理工程を行い、親水性の第
１接着層を形成する段階と、前記第１接着層上にソース／ドレーン電極を形成する段階と
、前記ソース／ドレーン電極間の前記第１接着層にプラズマ再処理工程を行い、疎水性の
第２接着層を形成する段階と、前記第２接着層が形成されたバッファ膜上に有機半導体層
及びゲート絶縁膜を順次形成する段階と、前記ゲート絶縁膜上にゲート電極を形成する段
階と、を含む。
【００１４】
　前記モールドは、ポリジメチルシロキサン（Ｐｏｌｙ－ｄｉｍｅｔｈｙｌ　Ｓｉｌｏｘ
ａｎｅ：ＰＤＭＳ）を含む熱硬化性物質を用いることによって形成される。
【００１５】
　上記目的を達成するための本発明に係る有機薄膜トランジスタの製造方法は、基板上に
バッファ膜を形成する段階と、前記バッファ膜上にプラズマ処理工程を行い、親水性の第
１接着層を形成する段階と、前記第１接着層の所定領域にモールドを接触させ、疎水性の
第２接着層を形成する段階と、前記第１接着層上にソース／ドレーン電極を形成する段階
と、前記ソース／ドレーン電極及び第２接着層が形成されたバッファ膜上に有機半導体層
を形成する段階と、前記有機半導体層上にゲート絶縁膜及びゲート電極をそれぞれ形成す
る段階と、を含む。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る有機薄膜トランジスタ及びその製造方法によると、疎水性に変換された有
機物質の絶縁膜上に有機半導体層を形成することで、チャネル領域として定義される有機
半導体層のグレインサイズが増加し、チャージトラップサイトとして作用するグレインバ
ウンダリが減少するので、有機半導体層の電気的特性を向上できるという効果がある。
【００１７】
　また、本発明に係る有機薄膜トランジスタ及びその製造方法によると、プラズマ処理工
程でソース／ドレーン電極と有機物質のバッファ膜との間に形成された親水性の接着膜に
よって、これら膜間の接着力を増加できるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図３Ａ乃至図３Ｄは、本発明の第１実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法
を説明するための断面図で、図４は、本発明の第１実施形態における有機薄膜トランジス
タを用いた液晶表示装置の断面図である。
【００１９】
　まず、本発明の第１実施形態における有機薄膜トランジスタは、図３Ｄに示すように、
基板１１０上に金属物質によって形成されたゲート電極１１２と、ゲート電極１１２を含
む基板１１０の全面に有機物質によって形成されたゲート絶縁膜１１４と、ゲート電極１
１２の両エッジにオーバーラップされるように、ゲート絶縁膜１１４上に金属物質によっ
て形成されたソース電極１１６ａ及びドレーン電極１１６ｂと、ソース／ドレーン電極１
１６ａ，１１６ｂを含むゲート絶縁膜１１４上にＬＣＰＢＣ（ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔ
ａｌｌｉｎｅ　Ｐｏｌｙｆｌｕｏｒｅｎｅ　Ｂｌｏｃｋ　ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ）、ペンタ
セン、ポリチオフェンなどによって形成された有機半導体層１２０と、ソース／ドレーン
電極１１６ａ，１１６ｂとゲート絶縁膜１１４との接触領域に形成された親水性の接着層
１１４ａと、有機半導体層１２０とゲート絶縁膜１１４との接触領域、すなわち、チャネ
ル領域に形成された疎水性の接着層１１４ｂとを備えて構成される。
【００２０】
　尚、親水性の接着層１１４ａは、ソース／ドレーン電極１１６ａ，１１６ｂとゲート絶
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縁膜１１４との接触領域のみに形成され、これら膜間の接着力を向上させる。また、疎水
性の接着層１１４ｂが形成されたゲート絶縁膜１１４上に有機半導体層１２０が形成され
ることで、有機半導体層１２０のグレインサイズが増加し、チャージトラップサイトとし
て作用するグレインバウンダリが減少するので、有機半導体層の電気的特性が向上する。
【００２１】
　以下、上記のような有機薄膜トランジスタの製造方法を説明する。
【００２２】
　まず、図３Ａに示すように、ガラスまたは透明なプラスチックの基板１１０上に金属を
蒸着した後、フォトエッチング技術でパターニングしてゲート電極１１２を形成する。
【００２３】
　ゲート電極１１２は、クロム（Ｃｒ）、銅（Ｃｕ）、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウ
ム（Ａｌ）、アルミニウム合金、タングステン（Ｗ）系列などの低抵抗金属物質のうち少
なくとも一つまたはそれ以上からなる。
【００２４】
　その後、ゲート電極１１２を含む基板１００の全面に有機絶縁物質を塗布し、ゲート絶
縁膜１１４を形成する。
【００２５】
　ゲート絶縁膜１１４は、ＢＣＢ（Ｂｅｎｚｏｃｙｃｌｏｂｕｔｅｎｅ）、アクリル系物
質、ポリイミドなどの有機絶縁物質によって形成する。
【００２６】
　引き続いて、ゲート絶縁膜１１４にプラズマ処理工程を行い、親水性の接着膜１１４ａ
をゲート絶縁膜１１４の表面に形成する。
【００２７】
　プラズマ処理は、Ｏ２、Ｈ２、Ｈｅ、Ｈ２、ＳＦ６及びＣＦ４のうち何れか一つのガス
またはこれらの混合ガスを用いて行う。
【００２８】
　図３Ｂに示すように、接着膜１１４ａの上面に金属層を形成し、この金属層上にフォト
レジスト１１８を塗布し、フォトレジスト１１８の上部に所定のパターンが形成されたフ
ォトマスクを整列した後、光線を照射して露光し、その後、現像してフォトレジスト１１
８をパターニングする。引き続いて、パターニングされたフォトレジスト１１８をマスク
として用いて上記金属層を選択的にエッチングし、ソース／ドレーン電極１１６ａ，１１
６ｂを形成する。
【００２９】
　ソース／ドレーン電極１１６ａ，１１６ｂは、クロム、モリブデン、アルミニウム、ア
ルミニウム合金などの低抵抗金属無機物質のうち少なくとも一つまたはそれ以上からなる
。
【００３０】
　また、プラズマ処理工程によって形成された親水性の接着膜１１４ａは、有機物質のゲ
ート絶縁膜１１４と、無機物質、すなわち、金属層のソース／ドレーン電極１１６ａ，１
１６ｂとの接着力を増加させる。
【００３１】
　引き続いて、図３Ｃに示すように、ソース／ドレーン電極１１６ａ，１１６ｂの上側に
フォトレジスト１１８を残した状態で、基板１００の全面にプラズマ再処理工程を行う。
その結果、パターニングされたフォトレジスト１１８を通して露出された接着層１１４ａ
は、疎水性の接着層１１４ｂに変わり、ソース／ドレーン電極１１６ａ，１１６ｂとゲー
ト絶縁膜１１４との接触部分のみに親水性の接着層１１４ａが残るようになる。
【００３２】
　プラズマ再処理工程は、Ｏ２とＣＦ２との混合ガスを用いて行う。
【００３３】
　図３Ｄに示すように、パターニングされたフォトレジスト１１８を除去し、ソース／ド
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レーン電極１１６ａ，１１６ｂを含むゲート絶縁膜１１４の全面に有機物質を塗布した後
、パターニングして有機半導体層１２０を形成することで、有機薄膜トランジスタを完成
する。
【００３４】
　有機半導体層は、ＬＣＰＢＣ、ペンタセン、ポリチオフェンなどの有機物質によって形
成する。
【００３５】
　このとき、疎水性の接着層１１４ｂが形成されたゲート絶縁膜１１４上に、有機半導体
層１２０が形成されることで、有機半導体層１２０のグレインサイズが増加し、チャージ
トラップサイトとして作用するグレインバウンダリが減少するので、有機半導体層の電気
的特性が向上する。
【００３６】
　また、上記のような第１実施形態による有機薄膜トランジスタを含む液晶表示素子は、
図４に示すように、有機薄膜トランジスタが形成された基板１１０上に、ＢＣＢ、アクリ
ル系物質、ポリイミドなどの有機絶縁物質によって形成された保護膜１２２と、コンタク
トホール１１９を通してドレーン電極１１６ｂに連結されるように、保護膜１２２の画素
領域にＩＴＯまたはＩＺＯによって形成される画素電極１２４とをさらに備えている。そ
して、下部基板１１０に対向して合着された上部基板１３２には、画素領域を除いた部分
で光を遮光するブラックマトリックス１３０と、色相を実現するためのカラーフィルター
層１２８と、画素を駆動するための共通電極１２６とが備わる。これら上部基板１３２と
下部基板１１０とが所定空間を有して合着され、それらの間に液晶層１３１が形成される
。
【００３７】
　また、上記のような第１実施形態による有機薄膜トランジスタが形成された有機発光電
界素子（図示せず）において、有機薄膜トランジスタが形成された基板１１０と対向して
合着された上部基板には、第１電極と、第２電極と、これら第１電極と第２電極との間の
有機発光層とを有する有機発光ダイオードが形成される。
【００３８】
　上記のように、本発明の第１実施形態では、有機薄膜トランジスタの構造のうちボトム
-ゲート構造を説明したが、次に説明する本発明の第２実施形態では、有機薄膜トランジ
スタの構造のうちトップ-ゲート構造を説明する。
【００３９】
　図５Ａ乃至図５Ｄは、本発明の第２実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法
を説明するための断面図で、図６は、本発明の第２実施形態における有機薄膜トランジス
タを用いた液晶表示装置の断面図である。
【００４０】
　まず、本発明の第２実施形態における有機薄膜トランジスタは、図５Ｄに示すように、
基板２１０上に有機物質によって形成されたバッファ膜２１２と、バッファ膜２１２上に
それぞれ島状の金属層によって形成されたソース／ドレーン電極２１４ａ，２１４ｂと、
ソース／ドレーン電極２１４ａ，２１４ｂ及びバッファ膜２１２上にＬＣＰＢＣ、ペンタ
セン、ポリチオフェンなどによって形成された有機半導体層２１６と、有機半導体層２１
７上に形成されたゲート絶縁膜２１８と、ソース／ドレーン電極２１４ａ，２１４ｂとオ
ーバーラップされるようにゲート絶縁膜２１８上に形成されたゲート電極２２０と、ソー
ス／ドレーン電極２１４ａ，２１４ｂとバッファ膜２１２との接触領域に形成された親水
性の接着層２１２ａと、有機半導体層２１６とバッファ膜２１２との接触領域、すなわち
、チャネル領域に形成された疎水性の接着層２１２ｂとから構成される。
【００４１】
　但し、親水性の接着層２１２ａは、ソース／ドレーン電極２１４ａ，２１４ｂとバッフ
ァ膜２１２との接触領域のみに形成され、これら膜間の接着力を向上させる。また、疎水
性の接着層２１２ｂが形成されたバッファ膜２１２上に有機半導体層２１７を形成するこ
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とで、有機半導体層２１７のグレインサイズが増加し、チャージトラップサイトとして作
用するグレインバウンダリが減少するので、有機半導体層２１７の電気的特性が向上する
。
【００４２】
　以下、上記のような有機薄膜トランジスタの製造方法を説明する。
【００４３】
　まず、図５Ａに示すように、ガラスまたは透明なプラスチックの基板２１０上にバッフ
ァ膜２１２を形成する。
【００４４】
　バッファ膜２１２は、以後に形成される有機半導体層の結晶成長を良好にするために蒸
着され、ＢＣＢ、アクリル系物質、ポリイミドなどの有機絶縁物質によって形成する。
【００４５】
　引き続いて、バッファ膜２１２上にプラズマ処理工程を行い、親水性の接着膜２１２ａ
をバッファ膜２１２の表面に形成する。
【００４６】
　プラズマ処理は、Ｏ２、Ｈ２、Ｈｅ、Ｈ２、ＳＦ６及びＣＦ４のうち何れか一つのガス
またはこれらの混合ガスを用いて行う。
【００４７】
　引き続いて、図５Ｂに示すように、接着膜２１２ａの上面に金属層を形成し、この金属
層上にフォトレジスト２１６を塗布し、このフォトレジスト２１６の上部に所定のパター
ンが形成されたフォトマスクを整列した後、光線を照射して露光し、その後、現像してフ
ォトレジスト２１６をパターニングする。引き続いて、パターニングされたフォトレジス
ト２１６をマスクとして用いて金属層を選択的にエッチングし、ソース／ドレーン電極２
１４ａ，２１４ｂを形成する。
【００４８】
　ソース／ドレーン電極２１４ａ，２１４ｂは、クロム、モリブデン、アルミニウム、ア
ルミニウム合金などの低抵抗金属無機物質のうち少なくとも一つまたはそれ以上からなる
。
【００４９】
　尚、プラズマ処理工程で形成された親水性の接着膜２１２ａは、上記有機物質のバッフ
ァ膜２１２と、無機物質、すなわち、金属層のソース／ドレーン電極２１４ａ，２１４ｂ
との接着力を増加させる。
【００５０】
　引き続いて、図５Ｃに示すように、パターニングされたフォトレジスト２１６が形成さ
れた基板２１０の全面にプラズマ再処理工程を行う。その結果、パターニングされたフォ
トレジスト２１６を通して露出された接着層２１２ａは、疎水性の接着層２１２ｂに変わ
り、ソース／ドレーン電極２１４ａ，２１４ｂとバッファ膜２１２との接触部分のみに親
水性の接着層２１２ａが残るようになる。
【００５１】
　プラズマ再処理工程は、Ｏ２とＣＦ２との混合ガスを用いて行う。
【００５２】
　最後に、図５Ｄに示すように、パターニングされたフォトレジスト２１６を除去し、ソ
ース／ドレーン電極２１４ａ，２１４ｂを含む基板の全面に有機物質を塗布した後、パタ
ーニングして有機半導体層２１７を形成する。
【００５３】
　有機半導体層２１７は、ＬＣＰＢＣ、ペンタセン、ポリチオフェンなどの有機物質によ
って形成される。
【００５４】
　このとき、疎水性の接着層２１２ｂが形成されたバッファ膜２１２上に有機半導体層２
１７が形成されることで、チャネル領域として定義される有機半導体層２１７のグレイン
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サイズが増加し、チャージトラップサイトとして作用するグレインバウンダリが減少する
ので、有機半導体層２１７の電気的特性が向上する。
【００５５】
　引き続いて、有機半導体層２１７上に無機絶縁物質を蒸着したり、または、有機絶縁物
質を塗布してゲート絶縁膜２１８を形成する。
【００５６】
　ゲート絶縁膜２１８は、シリコン酸化物（ＳｉＯｘ）またはシリコン窒化物（ＳｉＮｘ
）などの無機絶縁物質によって形成するか、または、ＢＣＢ、アクリル系物質、ポリイミ
ドなどの有機絶縁物質によって形成する。ただし、その後に形成される有機半導体層との
接触特性のために、無機絶縁物質より有機絶縁物質を用いてゲート絶縁膜を形成すること
が好ましい。
【００５７】
　ゲート絶縁膜２１８上に金属を蒸着した後、フォトエッチング技術でパターニングし、
ソース／ドレーン電極２１４ａ，２１４ｂとオーバーラップされるようにゲート電極２２
０を形成することで、有機薄膜トランジスタが完成する。
【００５８】
　ゲート電極２２０は、クロム、銅、モリブデン、アルミニウム、アルミニウム合金、タ
ングステン系列などの金属物質のうち少なくとも一つまたはそれ以上からなる。
【００５９】
　また、第２実施形態による有機薄膜トランジスタを含む液晶表示素子は、図６に示すよ
うに、有機薄膜トランジスタが形成された基板２１０上にＢＣＢ、アクリル系物質、ポリ
イミドなどの有機絶縁物質によって形成された保護膜２２２と、コンタクトホール２１９
を通してドレーン電極２１４ｂに連結されるように、保護膜２２２の画素領域にＩＴＯま
たはＩＺＯによって形成された画素電極２２４とがさらに備わる。そして、下部基板２１
０に対向して合着された上部基板２３２には、画素領域を除いた部分で光を遮光するブラ
ックマトリックス２３０と、色相を実現するためのカラーフィルター層２２８と、画素を
駆動するための共通電極２２６とが備わる。これら上部基板２３２と下部基板２１０とが
所定空間を有して合着され、それらの間に液晶層２３１が形成される。
【００６０】
　また、上記のような第２実施形態による有機薄膜トランジスタが形成された有機発光電
界素子（図示せず）において、有機薄膜トランジスタが形成された基板２１０と対向して
合着された上部基板には、第１電極と、第２電極と、これら第１電極と第２電極との間の
有機発光層とを有する有機発光ダイオードが形成される。
【００６１】
　図７Ａ乃至図７Ｄは、本発明の第３実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法
を説明するための断面図で、図８は、本発明の第３実施形態における有機薄膜トランジス
タを用いた液晶表示装置の断面図である。
【００６２】
　まず、本発明の第３実施形態における有機薄膜トランジスタは、図７Ｄに示すように、
基板４１０上に金属物質によって形成されたゲート電極４１２と、ゲート電極４１２を含
む基板４１０の全面に有機物質によって形成されたゲート絶縁膜４１４と、ゲート電極４
１２の両エッジがオーバーラップされるように、ゲート絶縁膜４１４上に金属物質によっ
て形成されたソース電極４１６ａ及びドレーン電極４１６ｂと、ソース／ドレーン電極４
１６ａ，４１６ｂを含むゲート絶縁膜４１４上にＬＣＰＢＣ、ペンタセン、ポリチオフェ
ンなどによって形成された有機半導体層４２０と、ソース／ドレーン電極４１６ａ，４１
６ｂとゲート絶縁膜４１４との接触領域に形成された親水性の接着層４１４ａと、有機半
導体層４２０とゲート絶縁膜４１４との接触領域に形成された疎水性の接着層４１４ｂと
から構成される。
【００６３】
　尚、親水性の接着層４１４ａは、ソース／ドレーン電極４１６ａ，４１６ｂとゲート絶
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縁膜４１４との接触領域のみに形成され、これら膜間の接着力を向上させる。また、疎水
性の接着層４１４ｂが形成されたゲート絶縁膜４１４上に有機半導体層４２０が形成され
ることで、有機半導体層４２０のグレインサイズが増加し、チャージトラップサイトとし
て作用するグレインバウンダリが減少するので、有機半導体層４２０の電気的特性が向上
する。
【００６４】
　以下、上記のような有機薄膜トランジスタの製造方法を説明する。
【００６５】
　まず、図７Ａに示すように、ガラスまたは透明なプラスチックの基板４１０上に金属を
蒸着した後、フォトエッチング技術でパターニングしてゲート電極４１２を形成する。
【００６６】
　ゲート電極４１２は、クロム、銅、モリブデン、アルミニウム、アルミニウム合金、タ
ングステン系列などの低抵抗金属物質のうち少なくとも一つまたはそれ以上からなる。
【００６７】
　次いで、ゲート電極４１２を含む基板４１０の全面に有機絶縁物質を塗布し、ゲート絶
縁膜４１４を形成する。
【００６８】
　ゲート絶縁膜４１４は、ＢＣＢ、アクリル系物質、ポリイミドなどの有機絶縁物質によ
って形成する。
【００６９】
　引き続いて、ゲート絶縁膜４１４にプラズマ処理工程を行い、ゲート絶縁膜４１４の表
面に親水性の接着膜４１４ａを形成する。
【００７０】
　プラズマ処理は、Ｏ２、Ｈ２、Ｈｅ、Ｈ２、ＳＦ６及びＣＦ４のうち何れか一つのガス
またはこれらの混合ガスを用いて行う。
【００７１】
　引き続いて、図７Ｂに示すように、親水性の接着膜４１４ａ上の所定領域にモールド４
１５を接触させ、モールド４１５が接触した領域が疎水性の接着膜４１４ｂに変化する。
【００７２】
　ここで、モールド４１５は、ポリジメチルシロキサン（以下、「ＰＤＭＳ」という。）
を含む熱硬化性物質であり、別途の工程によって製作される。
【００７３】
　具体的には、ＰＤＭＳが含まれたモールド４１５を親水性の接着膜４１４ａに加圧する
と、モールド４１５と接触した領域は、その表面の末端基の－ＯＨ基が分離されて疎水領
域に変わり、疎水性の接着膜４１４ｂとなる。
【００７４】
　したがって、接着膜としては、疎水性の接着膜４１４ｂと、親水性の接着膜４１４ａと
が共存している。
【００７５】
　図７Ｃに示すように、モールド４１５を除去し、疎水性の接着膜４１４ｂ及び親水性の
接着膜４１４ａが形成されたゲート絶縁膜４１４上に金属層を形成する。引き続いて、金
属層上にフォトレジスト（図示せず）を塗布し、このフォトレジストの上部に所定のパタ
ーンが形成されたフォトマスクを整列した後、光線を照射して露光し、その後、現像して
フォトレジストをパターニングする。引き続いて、パターニングされたフォトレジストを
マスクとして用いて金属層を選択的にエッチングし、親水性の接着膜４１４ａの上部にソ
ース／ドレーン電極４１６ａ，４１６ｂを形成する。
【００７６】
　ソース／ドレーン電極４１６ａ，４１６ｂは、クロム、モリブデン、アルミニウム、ア
ルミニウム合金などの低抵抗金属無機物質のうち少なくとも一つまたはそれ以上からなる
。
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【００７７】
　尚、プラズマ処理工程で形成された親水性の接着膜４１４ａは、ソース／ドレーン電極
４１６ａ，４１６ｂと有機物質のゲート絶縁膜４１４との間の接着力を増加させる。
【００７８】
　引き続いて、図７Ｄに示すように、ソース／ドレーン電極４１６ａ，４１６ｂ及び疎水
性の接着膜４１４ｂが形成されたゲート絶縁膜４１４の全面に有機物質を塗布した後、パ
ターニングして有機半導体層４２０を形成することで、有機薄膜トランジスタが完成する
。
【００７９】
　有機半導体層４２０は、ＬＣＰＢＣ、ペンタセン、ポリチオフェンなどの有機物質によ
って形成される。
【００８０】
　このとき、モールド４１５の接触によって疎水性の接着膜４１４ｂが形成されたゲート
絶縁膜４１４上に有機半導体層４２０が形成されることで、チャネル領域として定義され
る有機半導体層４２０のグレインサイズが増加し、チャージトラップサイトとして作用す
るグレインバウンダリが減少するので、有機半導体層４２０の電気的特性が向上する。
【００８１】
　また、上記のような第３実施形態による有機薄膜トランジスタを含む液晶表示素子は、
図８に示すように、有機薄膜トランジスタが形成された基板４１０上にＢＣＢ、アクリル
系物質、ポリイミドなどの有機絶縁物質によって形成された保護膜４２２と、コンタクト
ホール４１９を通してドレーン電極４１６ｂに連結されるように、保護膜４２２の画素領
域にＩＴＯまたはＩＺＯによって形成される画素電極４２４とがさらに備わる。そして、
下部基板４１０に対向して合着された上部基板４３２には、画素領域を除いた部分で光を
遮光するブラックマトリックス４３０と、色相を実現するためのカラーフィルター層４２
８と、画素を駆動するための共通電極４２６とが備わる。これら上部基板４３２と下部基
板４１０とが所定空間を有して合着され、それらの間に液晶層４３１が形成される。
【００８２】
　また、上記のような第３実施形態による有機薄膜トランジスタが形成された有機発光電
界素子（図示せず）において、有機薄膜トランジスタが形成された基板４１０と対向して
合着された上部基板には、第１電極と、第２電極と、これら第１電極と第２電極との間の
有機発光層とを有する有機発光ダイオードが形成される。
【００８３】
　尚、上記のように、本発明の第３実施形態では、有機薄膜トランジスタの構造のうちボ
トム-ゲート構造を説明したが、以下、本発明の第４実施形態では、有機薄膜トランジス
タの構造のうちトップ-ゲート構造を説明する。
【００８４】
　図９Ａ乃至図９Ｄは、本発明の第４実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法
を説明するための断面図で、図１０は、本発明の第４実施形態における有機薄膜トランジ
スタを用いた液晶表示装置の断面図である。
【００８５】
　まず、本発明の第４実施形態における有機薄膜トランジスタは、図９Ｄに示すように、
基板５１０上に有機物質によって形成されたバッファ膜５１２と、バッファ膜５１２上に
それぞれ島状の金属層によって形成されたソース／ドレーン電極５１４ａ，５１４ｂと、
ソース／ドレーン電極５１４ａ，５１４ｂ及びバッファ膜５１２上に形成されたＬＣＰＢ
Ｃ、ペンタセン、ポリチオフェンなどの有機半導体層５１６と、有機半導体層５１６上に
形成されたゲート絶縁膜５１８と、ソース／ドレーン電極５１４ａ，５１４ｂとオーバー
ラップされるようにゲート絶縁膜５１８上に形成されたゲート電極５２０と、ソース／ド
レーン電極５１４ａ，５１４ｂとバッファ膜５１２との接触領域に形成された親水性の接
着層５１２ａと、有機半導体層５１６とバッファ膜５１２との接触領域に形成された疎水
性の接着層５１２ｂとから構成される。
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【００８６】
　但し、親水性の接着層５１２ａは、ソース／ドレーン電極５１４ａ，５１４ｂとバッフ
ァ膜５１２との接触領域のみに形成され、これら膜間の接着力を向上させる。また、疎水
性の接着層５１２ｂが形成されたバッファ膜５１２上に有機半導体層５１６が形成される
ことで、有機半導体層５１６のグレインサイズが増加し、チャージトラップサイトとして
作用するグレインバウンダリが減少するので、有機半導体層５１６の電気的特性が向上す
る。
【００８７】
　以下、上記のような有機薄膜トランジスタの製造方法を説明する。
【００８８】
　まず、図９Ａに示すように、ガラスまたは透明なプラスチックの基板５１０上にバッフ
ァ膜５１２を形成する。
【００８９】
　バッファ膜５１２は、その後に形成される有機半導体層の結晶成長を良好にするために
蒸着され、ＢＣＢ、アクリル系物質、ポリイミドなどの有機絶縁物質によって形成する。
【００９０】
　引き続いて、バッファ膜５１２上にプラズマ処理工程を行い、バッファ膜５１２の表面
に親水性の接着膜５１２ａを形成する。
【００９１】
　プラズマ処理は、Ｏ２、Ｈ２、Ｈｅ、Ｈ２、ＳＦ６及びＣＦ４のうち何れか一つのガス
またはこれらの混合ガスを用いて行う。
【００９２】
　引き続いて、図９Ｂに示すように、親水性の接着膜５１２ａ上の所定領域にモールド５
１３を接触させ、モールド５１３が接触した領域が疎水性の接着膜５１２ｂに変換される
。
【００９３】
　ここで、モールド５１３は、ＰＤＭＳを含む熱硬化性物質であって、別途の工程によっ
て製作される。
【００９４】
　具体的には、ＰＤＭＳが含まれたモールド５１３を親水性の接着膜５１２ａに加圧する
と、モールド５１３と接触した領域は、その表面の末端基の－ＯＨ基が分離されて疎水領
域に変わり、疎水性の接着膜５１２ｂとなる。
【００９５】
　したがって、接着膜としては、疎水性の接着膜５１２ｂと、親水性の接着膜５１２ａと
が共存している。
【００９６】
　図９Ｃに示すように、モールド５１３を除去し、親水性の接着膜５１２ａ及び疎水性の
接着膜５１２ｂが形成されたバッファ膜５１２上に金属層を形成し、この金属層上にフォ
トレジスト（図示せず）を塗布し、このフォトレジストの上部に所定のパターンが形成さ
れたフォトマスクを整列した後、光線を照射して露光し、その後、現像してフォトレジス
トをパターニング（図示せず）する。引き続いて、パターニングされたフォトレジストを
マスクとして用いて金属層を選択的にエッチングし、接着膜５１２ａの上部にソース／ド
レーン電極５１４ａ，５１４ｂを形成する。そして、パターニングされたフォトレジスト
（図示せず）を除去する。
【００９７】
　ソース／ドレーン電極５１４ａ、５１４ｂは、クロム、モリブデン、アルミニウム、ア
ルミニウム合金などの低抵抗金属無機物質のうち少なくとも一つまたはそれ以上からなる
。
【００９８】
　尚、プラズマ処理工程によって形成された親水性の接着膜５１２ａは、ソース／ドレー
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ン電極５１４ａ，５１４ｂと有機物質のバッファ膜５１２との間の接着力を増加させる。
【００９９】
　引き続いて、図９Ｄに示すように、ソース／ドレーン電極５１４ａ，５１４ｂ及び疎水
性の接着膜５１２ｂが形成されたバッファ膜５１２の全面に有機物質を塗布した後、パタ
ーニングして有機半導体層５１６を形成する。
【０１００】
　有機半導体層５１６は、ＬＣＰＢＣ、ペンタセン、ポリチオフェンなどの有機物質によ
って形成する。
【０１０１】
　このとき、モールド５１３の接触によって形成された疎水性の接着膜５１２ｂ上に有機
半導体層５１６が形成されることで、チャネル領域として定義される有機半導体層のグレ
インサイズが増加し、チャージトラップサイトとして作用するグレインバウンダリが減少
するので、有機半導体層５１６の電気的特性が向上する。
【０１０２】
　引き続いて、有機半導体層５１６上に無機絶縁物質を蒸着するか、または、有機絶縁物
質を塗布してゲート絶縁膜５１８を形成する。
【０１０３】
　ゲート絶縁膜５１８は、シリコン酸化物またはシリコン窒化物などの無機絶縁物質によ
って形成するか、または、ＢＣＢ、アクリル系物質、ポリイミドなどの有機絶縁物質によ
って形成する。ただし、以後に形成される有機半導体層との接触特性のために、無機絶縁
物質より有機絶縁物質を用いてゲート絶縁膜５１８を形成することが好ましい。
【０１０４】
　ゲート絶縁膜５１８上に金属を蒸着した後、フォトエッチング技術でパターニングし、
ソース／ドレーン電極５１４ａ，５１４ｂとオーバーラップされるようにゲート電極５２
０を形成することで、有機薄膜トランジスタが完成する。
【０１０５】
　ゲート電極５２０は、クロム、銅、モリブデン、アルミニウム、アルミニウム合金、タ
ングステン系列などの金属物質のうち少なくとも一つまたはそれ以上からなる。
【０１０６】
　また、第４実施形態による有機薄膜トランジスタを含む液晶表示素子は、図１０に示す
ように、有機薄膜トランジスタが形成された基板５１０上に、ＢＣＢ、アクリル系物質、
ポリイミドなどの有機絶縁物質によって形成された保護膜５２２と、コンタクトホール５
１９を通してドレーン電極５１４ｂに連結されるように、保護膜５２２の画素領域にＩＴ
ＯまたはＩＺＯによって形成される画素電極５２４とがさらに備わる。そして、下部基板
５１０に対向して合着された上部基板５３２には、画素領域を除いた部分で光を遮光する
ブラックマトリックス５３０と、色相を実現するためのカラーフィルター層５２８と、画
素を駆動するための共通電極５２６とが備わる。これら上部基板５３２と下部基板５１０
とが所定空間を有して合着され、それらの間に液晶層５３１が形成される。
【０１０７】
　また、上記のような第４実施形態による有機薄膜トランジスタが形成された有機発光電
界素子（図示せず）において、前記有機薄膜トランジスタが形成された基板４１０と対向
して合着された上部基板には、第１電極と、第２電極と、これら第１電極と第２電極との
間の有機発光層とを有する有機発光ダイオードが形成される。
【０１０８】
　以上説明した本発明は、上述した実施形態及び添付の図面によって限定されるものでは
なく、本発明の技術的思想から逸脱しない範囲で、多様な置換、変形及び変更が可能であ
ることは、本発明の属する技術分野で通常の知識を有する者にとって明らかである。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】従来の有機薄膜トランジスタの概略的な構成を示した断面図である。
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【図２Ａ】従来の有機半導体層の結晶構造を示した写真である。
【図２Ｂ】従来の有機半導体層の結晶構造を示した写真である。
【図３Ａ】本発明の第１実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法を示した断面
図である。
【図３Ｂ】本発明の第１実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法を示した断面
図である。
【図３Ｃ】本発明の第１実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法を示した断面
図である。
【図３Ｄ】本発明の第１実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法を示した断面
図である。
【図４】本発明の第１実施形態における有機薄膜トランジスタを用いた液晶表示装置の断
面図である。
【図５Ａ】本発明の第２実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するた
めの断面図である。
【図５Ｂ】本発明の第２実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するた
めの断面図である。
【図５Ｃ】本発明の第２実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するた
めの断面図である。
【図５Ｄ】本発明の第２実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するた
めの断面図である。
【図６】本発明の第２実施形態における有機薄膜トランジスタを用いた液晶表示装置の断
面図である。
【図７Ａ】本発明の第３実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法を示した断面
図である。
【図７Ｂ】本発明の第３実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法を示した断面
図である。
【図７Ｃ】本発明の第３実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法を示した断面
図である。
【図７Ｄ】本発明の第３実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法を示した断面
図である。
【図８】本発明の第３実施形態における有機薄膜トランジスタを用いた液晶表示装置の断
面図である。
【図９Ａ】本発明の第４実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するた
めの断面図である。
【図９Ｂ】本発明の第４実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するた
めの断面図である。
【図９Ｃ】本発明の第４実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するた
めの断面図である。
【図９Ｄ】本発明の第４実施形態における有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するた
めの断面図である。
【図１０】本発明の第４実施形態における有機薄膜トランジスタを用いた液晶表示装置の
断面図である。
【符号の説明】
【０１１０】
１１０　基板
１１２　ゲート電極
１１４　ゲート絶縁膜
１１４ａ，１１４ｂ　接着層
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