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有機トランジスタと 

     プリンタブルエレクトロニクス 

• 炭素が主構成元素の有機材料も半導体特性を示す。 

 → 有機半導体材料 

 

• 有機材料は分子設計により、各種有機溶媒に可溶な
分子構造とすることでインク化できる。 

 → ＩｎｋｊｅｔやＲｏｏｌ-ｔｏ-Ｒｏｌｌでのデバイス作製 

    （プリンタブルエレクトロニクス） 
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ON state 

OFF state 

無機トランジスタ（MOSFET)の動作原理 

チャネルは空乏層によりバルク領域から隔離されている。 

Gate 

Insulator Source Drain 
p+ p+ 

n 
+ 

VG = 0 のとき 

p+/n/p+接合により正孔は流れない。 

Gate 

Insulator Source Drain 
p+ p+ 

n 
空乏層 反転層（正孔蓄積層） 

+ 

VG << 0 のとき 
絶縁膜近傍の空乏層内に正孔が蓄積。 
 ⇒反転層(pチャネル)の形成 

p+/p/p+接合により正孔が流れる。 
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VG < 0 のとき 
電極から注入された正孔が絶縁膜近傍に蓄積。 
 ⇒蓄積層(pチャネル)の形成。 
有機半導体の抵抗値が下がり電極間に電流が流れる。 

正孔蓄積層 

Gate 

Insulator Source Drain 

p型有機半導体 

+ 

ON state 

Gate 

Insulator Source Drain 

p型有機半導体 

+ 
VG = 0 のとき 

有機半導体の高い抵抗により正孔は流れない。 

(電極と有機半導体はオーミック接合) 

OFF state 

有機トランジスタ（OFET)の動作原理 

チャネルの高い抵抗の維持がOFET特性のキーポイント 
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膜内不純物によるドーピング 

電子吸引基による界面ドーピング 

絶縁膜内不純物によるドーピング 

電子吸引性ガスによるドーピング 

P型有機半導体 

+ 

+ 

外的要因による意図しないドーピング 

ドーピングによる伝導度上昇 ＝ チャネルの低抵抗化 

- 

⇒ FET特性の低下：ON/OFF比・サブシュレッショルド特性低下 

- 
A- 

A 

アクセプタ 
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空乏型高分子電界効果型トランジスタ 

Depleted Polymer Field-Effect Transistors 

絶縁膜 

導電性高分子 
トップコンタクトタイプ 
pチャネル半導体 (導電性高分子) 

空乏化 

高分子FETのチャネル部を空乏化 
 

• 高インピーダンス 
   ⇒オフ電流の抑制  
• 空乏 - 蓄積遷移 
  ⇒急峻な状態遷移 
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ショットキー接合による空乏層の形成 

Ef 

p型半導体 

EFM 

金属 
（低仕事関数） 

① p型有機半導体と低仕事関数金属（Al, Ca など）の接合はショットキー接合 
② 金属から電子が半導体層のアクセプタに移動 
③ 半導体/金属界面に空乏層(depletion layer)が形成される 

Jpn. J. Appl. Phys. v42 (2003) p5561 
Investigation of depletion layer at interface of poly (3-hexylthiophene) and aluminum 
K. Rikitake, D. Tanimura, W. Takashima and K. Kaneto  

 空乏領域 ＝ 完全な絶縁状態  

EFM Ef 

金属 
（低仕事関数） 

p型半導体 - A- 
- 

P3HT/Al界面の空乏層厚：10～20nm 
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空乏型高分子トランジスタ （Depleted Polymer FET) 

空乏層形成から成るチャネルの高抵抗化 

金属 
（低仕事関数） 

- A- 
- 

p型半導体 

ゲート絶縁膜 

金属 
（低仕事関数） 

- 

A- 
- 

p型半導体 

ゲート絶縁膜 

- 

半導体膜厚 ＞ 空乏層厚 
部分空乏 （partially-depleted） 

半導体膜厚 ＜ 空乏層厚 
完全空乏 （fully-depleted） 

☞ 
①空乏化によるオフ電流の抑制 ⇒ ON/OFF比向上 
②空乏状態から蓄積状態への遷移 ⇒ 急峻なサブシュレッショルド特性 
③バルクの影響を排除した界面近傍のみでのキャリア移動 
④内部電界による絶縁膜界面近傍への注入キャリアの効率的な集中 
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+ + + + + 

空乏型高分子トランジスタ （Depleted Polymer FET) 

空乏層形成から成るキャリアの界面集中 

☞ 

①空乏化によるオフ電流の抑制 ⇒ ON/OFF比向上 
②空乏状態から蓄積状態への遷移 ⇒ 急峻なサブシュレッショルド特性 
③バルクの影響を排除した界面近傍のみでのキャリア移動 
④内部電界による絶縁膜界面近傍への注入キャリアの効率的な集中 

金属 
（低仕事関数） 

p型半導体 

ゲート絶縁膜 

+ 
+ 

+ 

電極金属 

内部電界 

空乏層 

チャネル 
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FETデバイス （トップコンタクト） 

• SiO2表面処理 
  ①親水処理基板（OH） 
  ②疏水処理基板 
• 有機半導体 

  P3HT or PBTTT 
 
 
 
 

• 薄膜作製：スピンコート + 熱処理 
• S/D 金電極蒸着 
• Al 蒸着（不連続膜） 

Al : ca.2nm 

Depleted FET 

Conventional FET 

空乏層 

P3HT PBTTT 

実験方法 
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P3HT－FET（OH)の出力特性 

104 

Conventional 
FET 

Fully-Depleted 
FET 

Mobility [cm2/Vs] 7×10E-4 1×10E-4 

Threshold Voltage [V] 54 -19 

Off Current [A] 10E-6 10E-10 

On/Off ratio 100 100 

Subthreshold Slop 
[V/decade] 

30 10 

- 

絶縁膜界面の
電子吸引基の
影響を排除 
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PBTTT－FET（疎水)の出力特性 

Conventional 
FET 

Fully-Depleted 
FET 

Mobility [cm2/Vs] 0.02 0.01 

Threshold Voltage [V] 6 -17 

Off Current [A] 10E-6 10E-12 

On/Off ratio 10E+4 10E+7 

Subthreshold Slop 
[V/decade] 

10 2 

絶縁膜界面の
電子吸引基の
影響を排除 

106 

A- 
- 

薄膜内部の 
不純物の 
影響を排除 



13 

バラツキの改善 

P３HT－FET（疎水)の出力特性 
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Conventional 
FET 

Fully-Depleted 
FET 

Threshold Voltage [V] 30, 8 -15 

Off Current [A] 1E-9, 5E-9 1E-10 

On/Off ratio 100, 80 100 

Subthreshold Slop 
[V/decade] 

35 10 

●#01 
■#02 

●#01+Al 
■#02+Al 

OFET特性のバラツキを 
空乏化技術により改善 
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チャネル領域を空乏化することで 
 PolymerFET特性の改善に成功した。 
 無機MOSFET動作原理に近づいた。 

チャネル領域の空乏化による 
   PolymerFET特性の改善を試みた。 
 ⇒ ショットキー接合によるチャネル領域の空乏化 

チャネル領域上部にAl不連続膜を堆積 
Polymer/Al界面に空乏層形成 ⇒ チャネルの空乏化 

• オフ電流の低下 → ON/OFF比の向上 
• 空乏-蓄積遷移 → 急峻なサブシュレッショルド特性 
• 完全空乏化 → チャネルの隔離 
• 内部電界  → キャリアの界面集中 

まとめ 
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新技術の特徴・従来技術との比較 

• 従来は新規材料の開発による有機トランジス
タの性能改善が主であったが、デバイス構造
の改良での性能改善に成功した。 

 

• 従来は有機トランジスタアレイの特性再現性
をプロセスにより解決しようとしていたが、本
技術を用いればデバイス構造により再現性を
付与することが可能となった。 
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想定される用途 

• 本技術は、導電性高分子を用いて印刷プロセ
スにより製造された有機トランジスタアレイに
適用することにメリットが大きいと考えられる。 

 

• トランジスタ特性の高性能化以外にも、特性
のバラツキを緩和する効果が得られることも
期待される。 
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実用化に向けた課題 

• 現在、還元物質の真空蒸着による添加につ
いて、導電性高分子を用いた有機トランジスタ
の高性能化が可能なところまで開発済み。 

 

• 今後、印刷プロセス適用可能な還元物質につ
いて探索・本技術に適用することで、全印刷プ
ロセスによるデバイス製造が可能となるように
展開していく。 
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企業への期待 

• 印刷プロセスへの適用は、還元性物質のナノ
粒子を使用することで克服できると考えている。 

• ナノ粒子製造・分散技術を持つ、企業との共
同研究を希望。 

 

• また、有機トランジスタアレイを開発中の企業、
有機エレクトロニクス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。 
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