エレクトロニクスソサイエティ和文論文誌 500 号記念論文特集

招待論文
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あらまし 有機材料は，軽量かつ軟らかく曲げやすいといった特徴に加え，塗布法や印刷などの低温・簡易プ
ロセスによる低価格化への期待が寄せられている．特に，有機材料を用いた有機電子デバイスの性能向上に伴い，
国内外の研究機関から太陽電池やフレキシブルディスプレイ，電子ペーパー，情報タグ，各種センサなどの研究
が活発に行われている．ここでは，有機材料の機能性を引き出す上で重要な有機材料デバイスの評価技術と期待
される有機半導体デバイス，及び今後の応用分野と将来展望について述べる．
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1. ま え が き

ギー準位制御と表面・界面制御技術が重要である．特

有機材料は，軽量かつ軟らかく曲げやすいといった

適合する機能面（動作速度，安定性，寿命を含めた性

に，期待されている印刷法に適した材料開発と目的に

特徴に加え，塗布法や印刷などの低温・簡易プロセス
による低価格化への期待が寄せられている．特に，有

能）の更なる開発研究が切望されている．
ここでは，有機材料の機能性を引き出す上で重要な

機材料を用いた有機電子デバイスの性能向上に伴い，

有機材料デバイスの評価技術，有機発光受光素子，有

国内外の研究機関から太陽電池やフレキシブルディス

機太陽電池，有機トランジスタ，有機発光トランジス

プレイ，電子ペーパー，情報タグ，各種センサなどの研

タといった有機半導体デバイス，及び今後の応用分野

究が盛んに行われている [1]〜[3]．例えば，有機エレク

と将来展望について述べる．

トロニクス研究分野では，有機 EL（Electrolumines-

cence）と有機 TFT（Thin-Film Transistor）を用い
たフレキシブルディスプレイの実現化をターゲットと

2. 有機材料デバイスの評価技術
「まえがき」で触れたように，最近，有機トランジ

して産学連携のもとで研究が推進されている．一方，

スタをはじめ，有機デバイスに関連した分野の研究

実用的有機デバイスの実現のためには，材料，デバイ

が活発である．しかし，研究対象の有機デバイスの中

ス構造，プロセスなどに関して検討を重ねた上で研究

で，有機材料が本来もつ機能が生かしきれていないの

を推進する必要がある．すなわち，有機材料を実用レ

が実状である．その原因は，金属と有機半導体，金属

ベルのデバイスに応用するには，材料物性の改善のみ

と絶縁体，有機半導体と絶縁体などの界面で発生する

ならず有機材料の特長を生かしたデバイス設計，更に

電気・光現象の理解が十分でないこと，有機物の電子

は電子機能を引き出す上で分子レベルからのエネル

物性の特徴が十分に理解されていないことにある．界
面で発生する電気現象には，電荷蓄積，再結合，整流
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発現する．例えば，配列制御により分子形状に起因す
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分子には，棒状，円盤状，らせん状など様々なものが
あるから，分子の幾何形状と有機材料物性との関係は
大切になる．特に界面はバルク秩序が崩壊する場所で
あり，非対称な構造が現れやすく，有機特有の物性が
生じるので，その理解は重要である．加えて，有機電
子材料には結晶性のものから高分子まで様々なものが
ある．更に液晶性の材料のように，温度により様々な
相も現れる．これらは有機材料の特徴であり，原子の
配列秩序によってバンド構造を制御して，機能発現を
目指す概念とは大きく異なる．また，柔軟な構造を有
することも有機材料の特徴である．このように見てい
くと，有機材料デバイスの評価は，有機材料の構造の
特徴をとらえ，その物性に結び付いた評価ができるこ
とがかぎとなることが分かる．
ここで，有機材料デバイスが近年急速に注目される

図1

有機半導体材料の電界効果移動度と有機 TFT の動
作速度の向上
Fig. 1 Improvement of ﬁeld-eﬀect mobility and
operational speed of organic semiconductors.

ようになってきた背景を見てみる．従来，有機材料は，
高分子絶縁材料の電力ケーブル応用に見られるように，
絶縁・被覆材料としての機能に重点が置かれていた．
つまり，
「電気を通さない」ということが，デバイス中
での機能であった．
「材料には電界は加えられるが，そ
こを電極から注入された電荷が移動することはない」
という条件のもとで，材料機能が探求されてきたと考
えてよい．したがって，「電気を通さない」を本命と
する絶縁機能と，電界によって「分極現象が引き起こ
される」に着眼する誘電機能とが，デバイスとしての
機能の中心であった [4]．前者の代表的な材料はポリエ
チレンがあり，主に，電力ケーブルの絶縁・被覆材と
してのデバイス絶縁機能が探求された．後者の代表例
はポリフッ化ビニリデン（PVDF）であり，コンデン
サなどの誘電機能が探求された．そこでは，デバイス

Fig. 2

図 2 有機材料の移動度と緩和時間の関係
Relationship between mobility and relaxation
time.

の絶縁と誘電機能にかかわる評価技術が大きく成長し
てきたことはいうまでもない．絶縁，劣化，誘電率な

有機材料の中でのキャリヤ輸送現象と結び付いたもの

どに関する評価技術が，低周波から高周波領域に至る

である．新しい機能発現への期待のもと，基礎的研究

まで確立してきている，一方，電気絶縁・誘電という

とデバイス機能に関する研究が，活発化しているゆえ

視点ばかりではなく，新しい材料機能という視点から

んである．しかし，前にも述べたように，有機材料は

の有機材料研究も開始されてきた．1950 年代の井口・

元来，絶縁・誘電機能をベースとして進展してきたと

赤松らによる有機半導体の物性研究 [5]，1970 年代の

いう事実と，有機材料は無機材料と異なり，配列や分

白川らによる導電性高分子の開発と発見など [6]，世界

子形状など多様な特徴を有しているという点にデバイ

に先駆けて始まった研究はその好例である．これらの

ス評価においても留意しておく必要がある．そのため，

研究は結実し，有機導電性材料を新たに提供すること

現在有機デバイス材料として使われる材料も，その基

となった．この成果は，一気に有機材料デバイス研究

本的物性は著しく誘電的物質に近いものが大半である．

を刺激することとなった．図 1 は，有機半導体材料を

図 2 は，現在使われている有機デバイス材料の誘電緩

用いた有機 TFT の移動度と動作速度が向上してきた

和時間と移動度の関係を整理したものである．

歴史を表す図である [7]．ここでの新しい機能は，主に

誘電緩和時間 τ は，誘電率 ε と導電率 σ の比とし
489

電子情報通信学会論文誌 2009/8 Vol. J92–C No. 8

て τ = ε/σ として定義される量で，材料中でキャリヤ
がどの程度の時間で広がって定常状態が形成されてい
るかを示す．この図の作成では，キャリヤ密度として，

る有機デバイスの研究が行われている．

3. 有機発光素子

オーム領域のキャリヤ密度の値を採用した．この図か

3. 1 有機発光素子

ら，有機材料はキャリヤ密度が低い物質であり，その

有機発光素子は有機 EL と呼ばれ，発光材料として

緩和時間は長く，キャリヤが外部より多量に入らない

用いる有機材料を選択することにより種々の発光色が

限り誘電体的であることが分かる．したがって，有機

得られ，可視域をすべてカバーすることができる．高

デバイスでは，外部から注入するキャリヤの振舞いと，

輝度，高効率な有機蛍光材料が多く開発され，フルカ

キャリヤ注入前後のデバイス内の違いに目を向ける必

ラーディスプレイとして実用化されている．有機 EL

要がある．シリコン半導体では，エネルギーバンド理

の動作原理は半導体の発光ダイオードと同じ原理によ

論を背景として，キャリヤの振舞いの様子は明らかで

る電流注入型であるので，むしろ有機発光ダイオード

あり，今日の半導体産業の基礎となっている [8]．一

（LED：Light Emitting Diode）と呼ぶ方がふさわし

方，有機材料の界面構造と物性はそれに比して複雑で

く，駆動電圧も低いためにモバイル機器への用途にも

ある．その理由は，反面，絶縁・誘電機能が着眼され

適している．有機 EL は自発光であり，発光材料の蛍

た理由でもあるが，複雑な誘電・分極現象などが界面

光寿命に対応した応答速度が得られるために高速で，

で引き起こされることもその一因である．有機トラン

しかも広い放射角に均一に発光するために視野角の依

ジスタのチャネルキャリヤの移動度も高誘電率ゲート

存性が少ない特長がある．有機材料の発光スペクトル

絶縁層の界面では著しい影響を受けるなどである [9]．

が広い特長を生かして照明への用途として，実用化の

そして，デバイス評価にあたっては，有機トランジス

開発も行われている．

タ，有機 EL デバイスを問わず，注入するキャリヤの

発光に用いる有機材料は大きく二つに分類され

振舞いに着眼した評価が極めて重要になることが分か

る．すなわち色素分子と呼ばれる低分子と導電性高

る [10]〜[12]．光電子分光法，TOF（Time of Flight）

分子と呼ばれる高分子とに大別される．1987 年にコ

法，表面電位法，変位電流法，光第二次高調波（SHG）

ダック社の Tang ら [13] によって開発された Tris(8-

法，ESR（Electron Spin Resonance）法などが，有

hydroxyquinolinato)aluminum(III)（Alq3 ）薄膜の発

機デバイスの注入・蓄積・輸送の評価のため使われてい

光層とキャリヤ輸送層とのヘテロ構造素子を分子線蒸

る．また，STM（Scanning Tunneling Microscope）

着法により作製し，10 V 以下の電圧で発光する素子

技術など顕微技術と結び付いた評価技術の展開は最近

が実現できたことが，現在の有機 EL がディスプレイ

の特徴である．以上の評価技術は，無機系のデバイス

用途に展開する契機となっている．Alq3 をはじめと

評価でも当然用いられるものである．しかし，評価技

する低分子系の材料は有機分子線蒸着と呼ばれる高真

術を適用するにあたっては，有機物質の特徴をつかん

空中で有機薄膜を作製して素子を形成するが，1990

だ評価技術であることがその要となる．最近，筆者は，

年にケンブリッジ大学の Friend らのグループから発

光第二次高調波法により有機 FET 中を走行するキャ

表された高分子材料のポリパラフェニレンビニレン

リヤ移動の評価技術を確立した [12]．そこでは，注入

（poly(p-phenylenevinylene：PPV）を用いた有機 EL

したキャリヤの輸送を直接観測するという考えではな

の報告 [14] によって溶液プロセスで成膜できることを

く，キャリヤの作る電界が有機物質を分極する過程を

示し，印刷技術による素子作製の道が開かれ，日本のプ

SHG 光としてとらえるというように，有機材料の特

リンタメーカからインクジェット法により作製された有

徴を的確につかんで評価するということがその基本と

機 EL ディスプレイが報告されている．有機 EL に用い

なっている．また，有機デバイス評価では，フレキシ

られる高分子系の発光材料の例を図 3 に示す．高分子

ブルな構造とキャリヤ輸送の物性を結ぶ技術も今後期

系の発光材料の代表的なものとしてポリパラフェニレン

待される．以上，簡単に有機デバイス評価について述

（poly(2-methoxy, 5-(2 ビニレン誘導体（PPV）[14]，

べたが，有機デバイスには様々なものがあり，そこで

ethylhexoxy)-1, 4-phenylenevinylene：MEH-PPV）

は有機材料の特徴を見据えた評価法の開発が望まれて

[15]，ポ リ ア ル キ ル チ オ フェン 誘 導 体（poly(3-

いる．そして，このような評価技術の進展を背景とし

alkylthiophene)：P3AT）[16]，ポリフルオレン誘導体

て，有機材料の独特な機能が探求され，3. 以下で述べ

（poly(9,9-dialkylﬂuorene)：PDAF）[17] などがある．
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図 3 有機 EL に用いられる発光材料の例
Fig. 3 Emissive materials for organic EL.

特に最初に青色 EL として報告された PDAF [17]

重に縮退した状態であるために 3 倍の占有確率をもつ

は，その後，フルオレン誘導体の高い発光効率が再び注

ために 3/4 であり，一重項と三重項励起子の両方が発

目を集めている．高分子材料の特徴の一つに中心骨格

光に寄与すると理論的には 100%の発光効率も期待で

の分子構造は同じでも，異なる置換基を設けるか共重

き，発光効率の格段の向上が図られた．これらの燐光

合体により異なる発光色が得られる．ポリシラン誘導

材料は μ 秒程度の応答速度をもつために，ディスプレ

体 poly(methylphenylsilene)（PMPS）は禁止帯幅が

イへの用途に十分適用可能であり，青，緑，赤の 3 原

広く，禁止帯端に相当する 351 nm にシャープな発光を

色が開発されている．それらの有機 EL に用いられる

示すことが報告されている [18]．高分子材料を用いた

発光材料の分子図を図 3 に示す．

有機 EL に用いられる高分子正孔輸送材料として示す

3. 2 有機 EL の応用—ポリマ光集積デバイス—

水溶性のスルホン酸 poly(ethylenedioxythiophene)/

ポリマ光導波路を基板に用いて有機 EL を電気–光

poly(sulfonic acid)：PEDOT/PSS がある．熱処理に

変換素子として直接導波路上に作製した光集積デバ

より高分子化し，その上に異なる溶媒を用いて高分子

イスが提案されている．有機 EL による 100 MHz の

層を積層した積層構造により発光の高効率化が行われ

信号の発生や有機受光素子により同じく 100 MHz の

ている．

信号の受光が実現されており，動画信号を有機 EL で

有機 EL の発光効率を大きく進展させる燐光性の

光信号に変換して光ファイバで伝送する実験により

発光材料が，米国プリンストン大学と南カリフォル

実証されている [21]．有機分子線蒸着法により，正

ニア大学のグループにより開発された．白金やイ

孔 輸 送 層（4,4 -bis[N-(naphthyl)-N-phenyl-amino]-

リジウムなどの重原子を中心骨格にもつ色素分子，

biphenyl：α-NPD）にルブレン誘導体（rubrene）を

octaethylporphine platinum（PtOEP）[19]，や fac

ドープした Alq3 発光層，更に電子輸送層として Alq3

tris(2-phenylpyridine) iridium（Ir(ppy)3 ）[20] は従

を積層した有機 EL 素子を作製し，8 V の印加電圧で

来の EL 材料は一重項励起子からの蛍光であるが，そ

約 30 mW/cm2 の発光強度が得られている．この素子

れらの材料は三重項励起子からの燐光を用いるもので

はピーク電圧 10 V のパルス電圧を印加することによ

あり，発光効率が格段に大きくなった．一重項励起子

り 100 MHz の応答が得られている．黄色に発光するル

の占有確率が 1/4 であるのに対し，三重項励起子は三

ブレン誘導体（rubrene）のほか，青色（ジアミン誘導
491
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体（α-NPD）），赤色（ポリフィン誘導体（TPP））の
色素分子を発光層に用いることにより有機 EL 素子の
直接変調により 100 MHz 程度の光パルスが得られる
ことを確認している．また，有機受光素子も 100 MHz
の光信号が受光できることが報告されている [22]．
有機 EL 素子を用いた動画信号の伝送実験では有機

EL 素子により電気信号が光信号に変換され，100 m
の石英系光ファイバを通して光伝送を行い，鮮明な画
像を伝送することができている．また，直径 1 mm の
ポリマ光ファイバ（5 m）を用いた実験でも同様の画
像信号の伝送ができることが実証されている．伝搬損
が少ない石英系の光ファイバを用いることにより長距

Fig. 4

図 4 代表的な薄膜系有機光電変換素子構造
Typical device structures of thin ﬁlm organic
photovoltaic cells.

離の光伝送を行うことが可能となる．

4. 有機太陽電池

光吸収により生成したエキシトンから効率良く解離さ

4. 1 光電変換素子

ある．よって，吸収波長特性の異なる薄層セルを多層

光エネルギー（信号）を電気エネルギー（信号）に

重ねるタンデム化・スタック化によって吸収波長帯域

変換する光電変換素子としては，半導体的性質を有す

を広げるという方法が，光の利用効率向上を図るため

る有機薄膜と金属とのショットキー接合や，有機/有機

には効果的であり [25], [26]，これが高効率化に向けた

系あるいは有機/無機系で薄膜接合を形成したドライ

当面の研究開発課題であるといえる．

せ，光電流として取り出すためには薄膜にする必要が

系素子と，グレッツェル（Gratzel）セルに代表される

1991 年 Gratzel が 10%程度変換効率を示す色素増

電解液を使用するウエット系素子に大別されるが，生

感太陽電池 [27] を報告した．色素増感太陽電池では，

物の光合成や視覚系における光エネルギー変換を基礎

酸化チタン（TiO2 ）電極を多孔質化またはナノ粒子で

とする研究も最近注目されている．

修飾し，この電極表面に有機色素を吸着させることで

図 4 に代表的な薄膜系有機光電変換素子構造を示す．

光吸収効率を向上させている．有機色素としてはルテ

有機薄膜作製には，真空蒸着法，溶液キャスト法，電

ニウム（Ru）錯体やクマリン系色素，電解液にはヨウ

解重合法が用いられる．有機半導体は p 型が多いため，

素を含む水溶液や固体電解質が使用される場合が多い．

ショットキー接合用電極材料として Al 電極を用いるも
のが多い．また，有機薄膜を用いたショットキータイ

5. 有機トランジスタ

プ素子（図 4 (a)）の変換効率は無機半導体素子のもの

有機トランジスタは 1980 年初期から主に日本の研究

に比べ，約一けた程度低いものが多い．同種の有機半

グループ [28]〜[30] から報告され，現在までに数多くの

導体材料を用いたホモ pn 接合，異なる材料を用いた

低分子系，高分子系材料が報告されている．有機トラン

有機/有機または有機/無機ヘテロ pn 接合（図 4 (b)，

ジスタのデバイス構造をキャリヤの流れる方向に着目

(c)）[23]，更にはバルクヘテロ接合（図 4 (d)）と呼ば

して大きく分類すると，図 5 に示すように，キャリヤが

れる光電変換素子の報告例 [24] がある．また，pn 接

有機半導体/ゲート絶縁膜界面に沿って流れる横型構造

合素子はショットキー接合タイプのものに比べ曲線因

（図 5 (a)，(b)）と，キャリヤが有機半導体の膜厚方向

子（F.F.：Fill Factor）が大きく，変換効率も 3%以

に流れる縦型構造（図 5 (c)，(d)）とに大別することが

上の比較的高い値が得られている．これらの有機 pn

できる．前者は，Si 系半導体 TFT で主流である横型電

接合素子は各有機膜の組合せ，膜厚の最適化，材料純

界効果トランジスタ（FET：Field-Eﬀect Transistor）

度が大きく特性に関与している．

構造であり，後者はキャリヤが薄膜の膜厚方向に流れ

有機系薄膜は無機半導体薄膜に比べて比較的吸収係

るトランジスタ素子である．最近では 1 cm2/Vs を超え

数が大きいが吸収帯幅が狭いという特徴があるため，

る電界効果移動度 [2] が得られ，ルブレンなどの単結晶

現状では太陽光スペクトルの一部しか光電変換に利用

では 20〜40 cm2/Vs の高い値 [31] が得られている．有

できていない．また，有機半導体材料の抵抗が高く，

機半導体材料の多くは蒸着法が使われているが，期待
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されている塗布法，印刷法においては，高分子系材料が

ランジスタ特性はほとんど変化せず安定している [33]．

中心に検討されている．また，有機 FET をプラスチッ

一方，有機トランジスタの集積化を目指した研究

ク基板上に作製する場合，ゲート絶縁膜，半導体膜層に

も増加している．集積回路において基本になるのは，

おける材料・溶媒選択と積層化時の界面の混合化とはく

インバータ回路と CMOS（Complementary Metal-

離現象を押さえる必要がある．塗布型ゲート絶縁膜と

Oxide-Semiconductor）デバイスである．CMOS で

して，ポリイミドなどの高分子絶縁膜とゾル–ゲル法を

は特性のそろった p チャネル FET と n チャネル FET

用いたシリコン酸化膜（SiOX ）を用いた報告例がある．

が必要となり，一般にしきい電圧（Vth）のばらつき

一方，縦型トランジスタ [32] は容易に短チャネル化

と経時変化が問題となる．特に有機系 FET では n 型

が可能となり，有機トランジスタで課題となっている低

FET の性能と安定性が問題となる．しかしながら，こ

動作電圧化，大電流化，高速化を実現することが可能で

の不安定性が可逆的であれば，メモリ（記憶）機能素

ある．このように，有機 SIT はトランジスタ特性の低

子やリライタブル（書換え）機能やリフレシュ（回復）

電圧化，簡単プロセスによる低価格化，更にはフレキシ

機能といった新しい機能を有する回路として利用でき

ブル化への要請に対しても応えることができるだけの

る可能性も秘めている．すなわち，人間の脳のような

ポテンシャルを有している．縦型トランジスタである

神経回路網素子応用である．ポリチオフェン系 FET

静電誘導トランジスタ（SIT：Static Induction Tran-

において，ガラス転移温度以下での加熱，電圧印加処

sistor）
（図 5 (c)）はプラスチック基板上に作製した場

理で可逆的な Vth 制御が報告 [34] されている．

合でもガラス基板上に作製したデバイスとほとんど同
じ特性を示し，曲率半径 5 mm 程度凹凸に曲げてもト

6. 有機発光トランジスタ
有機材料を用いたディスプレイの代表例は液晶ディ
スプレイであるが，最近ではフレキシブルなシート
ディスプレイや電子ペーパーの開発が注目されている．
既に，アクティブマトリックスディスプレイのスイッ
チング，ドライバー素子としてアモルファス Si やポリ

Si FET を用いた液晶や有機 EL ディスプレイパネル
の試作がされているが，FET 素子として現状の有機

FET に置き換えた構造では，有機 FET の電流密度，
更には発光特性の面から十分な性能が得られていない．
トランジスタ素子と組み合わせたディスプレイの実現
には，新規な発光デバイスの構築と集積化が可能であ
り，今後の研究展開が期待される．有機 EL 素子と有
図 5 代表的な横型・縦型有機トランジスタ構造
Fig. 5 Typical lateral-type and vertical-type organic
transistors.

Fig. 6

機トランジスタ機能を組み合わせた有機発光トランジ
スタ素子構造 [35] を図 6 (a)，(b) に示す．図 6 (a) は

図 6 有機発光トランジスタの素子構造
Device structures of organic light emitting transistor.
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一般的な有機 EL 素子構造とほぼ同じ電極/発光層/正

チャネル層として使用する構造 [38] と，ゲート電極部

孔輸送層/電極の構造をとるが，正孔輸送層内部にス

に有機膜を使用する素子構造 [39] がある．前者は感応

リット状の Al ショットキーゲート電極を埋め込んだ

物質に依存したキャリヤ伝導変化を電流特性として検

SIT 型構造をもつ．このゲート電極印加する電圧によ

出するものであり，後者は金属ゲート電極間に形成し

り，上部–下部（ドレーン–ソース）電極間のキャリヤ

た有機膜表面に物質が吸着することによって有機ゲー

の流れを制御し，発光強度を変調する．この有機 EL

ト電極の導電率変化としきい電圧シフトを下部のシリ

素子と縦型有機トランジスタを複合させる利点として，

コン FET によって高感度に検出するものである．ま

有機発光素子とほぼ同じ作製プロセスで素子作製が可

た，生体を司るバイオシステムを模倣するバイオミメ

能であり，有機発光素子に効率良く電流注入できる構

ティックデバイスや医療・臨床に関連するバイオセン
サ分野でも注目され，DNA や生体酵素といった生体

造でもある．
一方，横型 FET 素子（図 6 (b)）においても発光性

物質を用いた選択性の高いセンサの研究が進められて

の有機半導体層を用いることによって，トランジスタ

いる．更に，大面積でシート状に作製できる有機デバ

と発光機能を兼ね備えた有機発光トランジスタを実現

イスはベッド，イスにも装着でき，日常生活や病院な

することができる．電子注入効率に優れた電極材料の

どでのセンサ応用に期待がもたれている．

選択や発光性トランジスタの材料探索により，高い発

一方，分子 1 個，あるいはその集合体にデバイス機

光効率を実現することが報告されている [36], [37]．し

能をもたせた分子素子は 1974 年のアビラムらによる

かし，両キャリヤの再結合する領域が狭いため，面で

分子ダイオードの提案 [40] からその流れが始まった．

の発光を利用するディスプレイ応用では開口率の向上

現在のシリコン集積回路の限界を打破する分子素子へ

が今後の課題である．

の期待は高く，プローブ顕微鏡技術や機能性分子の開

7. センサ・バイオ・分子素子

発により最近活発な研究が進められている．しかしな

有機半導体は種々雰囲気ガスや液中イオンに対して

単分子論理回路の性能・安定性確認など，解決すべき

電気物性が大きく変化する特性を利用し，FET 構造
にすることによって高感度に検出するセンサを構成す
ることができる．センサ用有機 FET の構造として，
図 7 に示すように直接有機半導体層をキャリヤ伝導

がら，新しい分子材料の開発，接続・配線技術の開発，
検討課題が残されている．

8. フレキシブル有機デバイスにおけるプ
ロセス技術
有機材料は大量・高速・安価・脱真空などの特徴を
もつ印刷プロセスが適用しやすく，フィルム基板にす
るとロール化も可能であるため，ロール・ツー・ロー
ルで大量に安価で印刷できるようになることが期待さ
れている．印刷技術としては，パターンを直接形成す
る方法と膜を均一に形成後にパターン化する方法が

図 7 センサ用有機 FET の構造
Fig. 7 Organic FETs for sensor device.

図8

あり，代表的な印刷方式は活版印刷（フレキソ），平

フレキシブル基板状に集積した (a) トランジスタ回路，(b) ディスプレイ回路の概
略図
Fig. 8 Integrated circuits of (a) transistor circuits and (b) display circuits
fabricated on ﬂexible substrate.
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