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【技術内容】 低電圧大電流駆動を可能とする高移動度有機トランジスタ
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観賞太陽電池

ロール型ディスプレイ、ウエアラブルコンピュター、有機太陽電池、バイオセンサ

(携帯電話よりももっとモバイルな端末)

E-Ink, Sony, Panasonic etc.
http://pcweb.mycom.co.jp/news/

(Pioneer)

( Sony Co.)

有機ELテレビ 有機EL照明 電子ブック

(AIST, Mitsubishi, Tokki))

情報タグ
(Philips)

ウエアラブルペンシル型情報端末
(NHK 他)

有機エレクトロニクス研究所
松下電工他

【研究背景】 有機半導体デバイスの応用例
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Compound devices

・OLED + OSIT

・Vertical MOS

・High luminance
Hybrid switch devices

・SIT → Thyristor

・MSM diode+Floating gate

Pixel switch

pixel

Pixel driver

Active organic light emitting devices

High speed transistors
・High mobility

・High response time

・Analogue like control

High speed logic circuits

・High gain inverter

・High gm operation

・High response time

・High current operation

・Gate driver

・Logic circuit

・Data driver

・Shift resistor

High speed organic transistors

【研究背景】 フレキシブルディスプレイの要素技術
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有機トランジスタの構造
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１９８３年 ポリマーFET（ポリアセチレン）（NTT: Ebisawa et al.）

１９８４年 有機FET（メロシアニン）（東工大： Kudo et al. ）

１９８６年 ポリマーFET（ポリチオフェン）（三菱電機: Tsumura et al.）

１９９２年 ペンタセン蒸着膜FET（米、仏、日）

１９９５年 アルキル置換ポリチオフェンFET

１９９７年 錯体系FET （Sumimoto, Kudo 他）

１９９８年 縦型FET (SIT) （Kudo 他）

（２００１年 FET、FETレーザ、分子FET、論理素子(H.Shoen；捏造））

２００６年 有機単結晶FET（Ruburene; Takeya, V. Podzorov et al.）

種々材料、構造ＦＥＴ

有機トランジスタの研究開発の経緯
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1994 ポリマー系材料をグリッドに使いたトランジスタ(PGT)

Y. Yang et al, Nature 372,

1998 金属ゲート電極を用いた有機SIT(OSIT)

K.Kudo et al, Thin Solid Films 331,51.

2003 縦型有機MIS-FET(スタンプによるV-shape形成)

N. Stutzmann et al, Science 299, 1881.

2004 縦型有機FET(VOFET)

L. Ma et al, Appl. Phys. Lett. 85, 5084.

2005 メタルベース有機トランジスタ(MBOT)

S. Fujimoto et al, Appl. Phys. Lett. 87, 133503.

2005 コロイダルリソグラフィーによるOSIT

K. Fujimoto et al, e-J. Surf. Sci. Nanotech. 3, 327-331.

2005   フレキシブル縦型有機トランジスタ（OSIT）
Y. Watanabe et al, Appl.Phys.Lett., 87, 223505.

課題：大電流駆動、高速駆動、高On/Off比など

縦型有機トランジスタ
は、有機半導体の持
つ個性を引き出さなく
ても、低電圧駆動が
可能であり、それなり
の性能が得られたた
め、有機半導体の持
つ本質的な伝導機構
などについては考慮
されないままデバイ
ス構造に依存した研
究が先行して行われ
てきた。

縦型有機トランジスタの研究開発の経緯
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フレキシブル縦型有機トランジスタの曲げ特性
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【本技術内容】 背景と目的
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有機薄膜中の電荷移動機構と移動度
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【従来の技術】 有機トランジスタ（有機ＦＥＴ）

有機薄膜中の結晶粒界による移動度低下



12

【従来技術とその問題点】

従来の横型FET中のバンド伝導における問題点
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有機トランジスタに求められる条件



14

基板垂直方向の電荷移動の優位性
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BTQBTのエネルギーバンド分散
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【技術内容】エネルギーバンド伝導 + 有機トランジスタ
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【実験結果】 バンド構造に依存した縦型トランジスタ特性

バンド構造に依存したオン電流密度の違い(103)を確認
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【従来技術との比較①】 トランジスタ静特性

他の縦型トランジスタとの比較

本技術
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遮断周波数
約1 MHz

【従来技術との比較②】 トランジスタ動特性

BTQBT縦型有機トランジスタの周波数応答特性
（他の材料との比較）



20

【想定される用途と業界】
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【想定される市場規模】
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• 現在、有機トランジスタの低電圧（~3V）・高速駆動
（~10MHz）について実証済み。しかし、印刷プロセスに
よる作製技術開発の点が未解決である。

• 今後、有機半導体の移動度について実験データを取得
し、有機ELディスプレイ等に適用していく場合の条件設
定を行っていく。

• 実用化に向けて、有機トランジスタの動作速度を
100MHzまで向上できるよう技術を確立する必要もあり。

【実用化に向けた課題】



23

• 未解決の有機トランジスタの移動度評価については、
従来の移動度評価法TOF (Time of Flight）法による温
度特性評価等にて克服できると考えている。

• 有機ELディスプレイ開発技術を持つ、企業との共同研
究を希望。

• また、情報タグを開発中の企業、次世代情報端末機器
開発分野への展開を考えている企業には、本技術の導
入が有効と思われる。

【企業への期待】
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【お問い合わせ先】

諏訪東京理科大学 科学技術交流センター
川崎 聡士
TEL：0266-73-1201
FAX：0266-73-1230
メール：suwa-tlo@admin.tus.ac.jp


