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あらまし 機能性インクを用いて印刷技術でデバイスを製造する印刷エレクトロニクスの研究が活発に行われ
ている．特に有機薄膜トランジスタは有機半導体や銀ナノ粒子，絶縁体が分散・溶解されたインクを用いること
で，全工程を低温プロセスでかつ印刷技術により作製することができるため従来のシリコンエレクトロニクスで
は実現できないようなフレキシブル，大面積，軽量といった新しい特徴をもつ電子デバイスの実現が可能となる．
著者らは，印刷技術を用いて有機薄膜トランジスタやそれを集積した有機集積回路を作製している．また，集積
回路の低消費電力化のためには p 型と n 型を両方用いた相補型集積回路を構築することが求められている．本研
究では，印刷法を用いた相補型集積回路作製プロセスの構築と集積回路の特性評価を行った．その結果，作製さ
れた集積回路は良好に動作し，提案した積層構造を用いた作製プロセスの有効性が示された．
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1. ま え が き

トを用いることで全工程を印刷技術によって形成する

身の回りには新聞や雑誌，写真を始めとする様々な

機エレクトロニクスは非常に相性が良いことがわかる．

ことができる．このため，印刷エレクトロニクスと有

印刷物が溢れている．これらは，家庭において卓上イ

また，OTFT は 150◦C 以下の製造プロセスで良好な

ンクジェットプリンタや印刷所で大型のグラビア印刷，

特性を発現するため，プラスチックフィルムをはじめ

オフセット印刷装置で印刷されたものである．文字や

とするフレキシブル（柔軟な）基板上へ作製が可能で

画像を印刷するために用いられてきた従来の印刷技

ある．したがって，巻取り型のディスプレイや折り畳

術を電子デバイス製造に応用することをプリンテッド

み型のスマートフォンなどのフレキシブルデバイスが

（印刷）エレクトロニクスという．この印刷エレクトロ

実現可能である．更に，真空プロセス装置に比べて印

ニクスによって作製可能な電子デバイスの一つに有機

刷装置は大面積化が容易であるため，大面積デバイス

薄膜トランジスタ（Organic Thin Film Transistor：

や低コストなデバイスの実現，オンデマンドな印刷技

1 ゲー
OTFT）がある．OTFT の主な構成要素は，
2 ゲート絶縁層，
3 ソース・ドレイン
ト（G）電極，

術で作製することで一つずつ異なるデバイスの多品種

4 有機半導体からなる．有機半導体や
（SD）電極，

術を用いた OTFT 単体の製造プロセス開発や性能向

ゲート絶縁層は，有機溶媒に可溶な材料を使うことで

上に関する研究だけではなく集積回路応用やセンサ応

インク化し，電極も金属ナノ粒子インクや金属ペース

用に関する研究が盛んに行われている．この理由は，

少量生産を実現することが可能になる．近年，印刷技

フレキシブル，軽量，大面積という特徴を有する新し
†

山形大学有機エレクトロニクス研究センター，米沢市
Research Center for Organic Electronics, Yamagata University, 4–3–16 Jonan, Yonezawa-shi, 992–8510 Japan

††

山形大学大学院有機材料システム研究科，米沢市
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チング特性を有するインバータ回路を作製できる相補

n 型半導体には，BBT を基本骨格とした TU-3（株式

型と呼ばれる回路構成を用いた．相補型は，p 型と n

会社フューチャーインク）を検討した．また，半導体イ

型 OTFT を組み合わせることで集積回路が実現され

ンクに混合する高分子絶縁体にはポリスチレン（PS）

るため，p 型と n 型 OTFT 特性の両方を維持する作

を用いた．このとき，インクジェット印刷用の p 型半導

製プロセス開発が重要になる．特に，p 型と n 型それ

体インクは，diF-TES-ADT が 2 wt%（重量パーセン

ぞれに適した SD 電極表面処理が必要な製造プロセス

ト），PS が 0.5 wt%の比率でメシチレン中に混合・溶

においては，局所的な処理方法の開発が必要になって

解させた．ディスペンサ印刷用の p 型半導体インクは，

しまいプロセス開発の課題となっていた．そこで，本

DTBDT-C6 が 0.6 wt%，PS が 0.2 wt%の比率でメシ

研究では印刷法を用いた簡便な相補型集積回路の作製

チレン中に混合・溶解させた．n 型半導体インクはディ

プロセスの開発と特性評価を行うことを目的とした．

スペンサ印刷用に調整され，TU-3 が 0.045 wt%で 1-

2. 実

験

メチルナフタレン中に溶解させた．インクジェット印
刷用の半導体インクの濃度がディスペンサ印刷用と比

2. 1 有機半導体材料のインク化

較して濃度が濃い理由としては，インク中に含まれる

本研究では，相補型構成を用いるため，p 型と n 型

半導体量の違いがあげられる．インクジェット印刷で

の 2 種類の半導体を選択する必要がある．一般的に

は，滴下量が低減するので半導体インク中に含まれる

有機半導体は，大気中の酸素や水分，光と反応し劣

半導体の量も減ってしまうため，それを補うために高

化してしまう傾向があるが，本研究で用いた p 型と

濃度なインクに調製される．インクジェット印刷法に

n 型半導体はどちらも比較的深い HOMO（Highest

おいて，どの程度の量が滴下されているのかは，簡単

Occupied Molecular Orbital：最高被占軌道）準位，

に計算でき，1 滴 10 pL のカートリッジを用いた場合，

LUMO（Lowest Unoccupied Molecular Orbital：最

滴下間隔 5 µm で 1000 µm 滴下した際には，200 滴の

低空軌道）準位を有しており，大気下でも安定的に動

インクが滴下され合計すると 2 nL の滴下となる．

作することが知られている低分子半導体を用いた．低
分子半導体材料は，高分子絶縁体と混合してインク化

2. 2 OTFT 作製に用いる印刷法
本研究で用いた印刷法を表 1 に示す．本研究では，

し塗布・乾燥させることで，乾燥後には半導体層と高

無版印刷のインクジェット印刷法とディスペンサ印刷

分子層が層分離することが報告されており，半導体の

法，そして有版印刷の反転オフセット印刷法を用いて

結晶性の向上やトラップ低減による OTFT の駆動安

OTFT の作製を行った．OTFT の作製プロセスの大

定性が向上することが知られている．本研究で用いた

部分は印刷法や塗布法であるが，本研究においてゲー

半導体と高分子絶縁体を図 1 に示す．p 型半導体には，

ト絶縁層には化学気相堆積（Chemical Vapor Deposi-

diF-TES-ADT と DTBDT-C6 をそれぞれ検討した．

tion：CVD）を用いて形成されるパリレン（Parylene）
薄膜を用いた．これは，現状の塗布形成が可能な絶縁
材料では，膜厚や膜質の均一性や OTFT の性能に課
題があるためであり，今後塗布形成可能な材料に置き
換えていく予定である．

2. 2. 1 インクジェット印刷法
実際の研究開発用インクジェット印刷装置（Fujifilm

表 1 本研究で用いた印刷法の最小線幅・間隔

図 1 有機半導体と混合された高分子絶縁体材料．(a) diFTES-ADT，(b) DTBDT-C6 ，(c) TU-3，(d) PS
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図2

(a) インクジェット印刷装置のカートリッジと
(b) プロセスの概略図

図4

積層構造を有する相補型集積回路の断面構造
（p 型：BCBG 構造，n 型：BCTG 構想）

に印刷版を用いて，ブランケット上の銀薄膜から不要
な部分を除去しパターニング（2. パターニング）し，
最後にブランケット上に残った所望のパターンをガラ
スやプラスチックフィルム上に転写（3. 転写）するこ
とで電極パターンの形成が可能になる．この基板を加
熱（焼成）することで導電性のある銀薄膜が得られる．
反転オフセット印刷法の特徴としては，一度ブラン
ケット上にインクを塗工して，半乾燥させた状態でパ
図3

反転オフセット印刷法のプロセス概略図

ターニング・転写されるため，インクには流動性がな
くパターニング後の形状の崩れもなくシャープな電極

Dimatix DMP-2800 シリーズ）に用いるカートリッ

形成が可能になる．また，同様の理由で線幅・線間隔

ジを図 2 (a) に示す．使い捨てのカートリッジには，最

も微細化が可能であり，線幅においては 5 µm [1]，線

大 2 ml 程度のインクが充てん可能であり，カートリッ

間隔においては 0.6 µm [2] の報告がされている．しか

ジの交換も容易である．インクジェット印刷法のプロ

し，本印刷法ではインクの表面張力や形成された半乾

セス概略図を図 2 (b) に示す．インクジェット印刷法

燥の薄膜の表面エネルギーが重要になり，この調整の

は，印刷版を使用しないオンデマンドな印刷のため，

ために界面活性剤やバインダーなどの不純物がインク

何度もパソコン上で CAD や bitmap ファイル編集ソ

に含まれ，焼成後に電極表面に析出するという課題が

フト（イラスト描画ソフト）を用いてパターンの作製

ある．

や変更が可能で，パターンや回路構成の修正を即座に
行うことが可能である．また，基板に直接印刷装置が

2. 3 積層構造を有する相補型集積回路の作製
我々は p 型と n 型 OTFT で構成される相補型集積回

触れないため，基板へのダメージも少ない．しかし，

路を実現するためのデバイス構造として，n 型 OTFT

流動性のある液滴が基板に着弾しパターンを形成して

上に p 型 OTFT を積層した積層構造を提案した．図 4

いくので，液滴の着弾精度や基板の局所的な濡れ性の

に本研究で用いた相補型集積回路のデバイス構造を示

違いにより，パターンの再現性や直線性が低いという

す．本積層構造は，半導体の下部に SD 電極があるボ

欠点もある．

トムコンタクト（BC）を基本としており，n 型 OTFT

実際に電極形成を行う際には，銀ナノ粒子インクを

は SD 電極上部に G 電極があるトップゲート（TG）構

用いて電極パターンを印刷した後に，焼成（加熱）す

造，p 型 OTFT は SD 電極下部に G 電極があるボトム

ることで，導電性の高い電極が得られる．

ゲート（BG）構造が適用されている．先にも述べたよ

2. 2. 2 反転オフセット印刷法

うに相補型集積回路の作製プロセスの課題として，SD

反転オフセット印刷法は転写体（ブランケット）を

電極の表面修飾プロセスがあげられる．これは現在の

介して印刷される印刷法の一種で，有版印刷の中でも

電極表面修飾は自己組織化単分子膜（Self-Assembled

高精細なパターンが形成可能な手法である．そのプロ

Monolayers：SAM）材料が溶解された溶液に基板を

セス（図 3）は 3 工程に分かれており，初めにブラン

浸すことで処理されるため，p 型と n 型 OTFT の SD

ケット上に銀ナノ粒子インクを塗工（1. 塗工）し，次

電極が同時に露出している状態では，それぞれに適し
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た電極表面処理を行うことができない．このような
理由から，他の研究報告では別々の基板でそれぞれの

OTFT が形成された後に配線で接続し，相補型回路が

3. 結

果

3. 1 相補型有機集積回路

構築されることが多い．本研究では，積層構造とする

本研究の作製プロセスに従いインクジェット印刷法

ことで n 型 OTFT の作製プロセスと p 型 OTFT の

で形成された相補型集積回路の顕微鏡像を図 5 に示す．
図 5 (a) は相補型インバータ回路，(b) は 3 段のリン

作製プロセスを分離することで課題を解決した．
本構造の作製プロセスは，初めにガラス基板上に下

グオシレータ（発振）回路，(c) はインバータ回路の拡

地層として架橋ポリビニルフェノール（c-PVP）を成

大写真である．図 5 (c) の拡大図に示されるように電

膜する．架橋剤にはポリ（メラミン-co-ホルムアルデ

極は直線性が低い（端部が波打っている）形状を取っ

ヒド）メチル化溶液を使用し，溶媒 PGMEA（propy-

ている．これは，先にも述べたように，基材表面の表

leneglycol monomethyl ether acetate）中にそれぞ

面状態やインク液滴の着弾精度により電極形状がひず

れ 10 wt%の濃度で溶解させスピンコート法で成膜

んでしまうためであり，積層構造の場合には下層部分

した [3]．次に n 型 OTFT の SD 電極をインクジェッ

の凹凸や表面エネルギーの違いに敏感に影響してしま

ト印刷法で形成した．インクには銀ナノ粒子インク

う．このため電極と電極の間隔（OTFT のチャネル長

（NPS-JL：ハリマ化成）を用い，印刷後に 120◦C で

に当たる）の微細化には課題があり，短絡を防ぐため

30 分大気下で焼成を行った．半導体の濡れ広がりを防

に本研究では 40〜50 µm のチャネル長のパターンを採

ぎ堆積エリアを定義するための隔壁バンクはテフロン

用した．このとき，電極幅は 150〜200 µm であった．

（AF1600X：DuPont）溶液を用いてディスペンサ印刷

次に本研究の作製プロセスに従い反転オフセット印

装置で形成した．印刷後 100◦C で 30 分加熱することで

刷法で形成された相補型集積回路の顕微鏡像を図 6 に

乾燥させた．次に SD 電極の表面修飾処理として 4-メ

示す．図 6 (a) はリングオシレータやオペアンプなど

チルベンゼンチオール（4-MBT）溶液に 5 分間浸漬さ

の集積回路，図 6 (b) はリングオシレータの拡大図，

せた後にリンスを行い，窒素ブローにより乾燥させた．

図 6 (c) は n 型 OTFT 部分の拡大図である．反転オ

この電極表面修飾では電極の仕事関数を変化させるこ

フセット印刷法で形成された電極は図 6 (c) の拡大図

とを目的としている．n 型半導体として，TU-3 インク

から分かるように非常に直線性の高い（端部の波打ち

◦

をディスペンサ印刷装置により滴下し乾燥後，120 C
で 30 分間窒素雰囲気下で加熱処理を行った．ゲート
絶縁膜として，パリレン（diX-SR：KISCO）を CVD
で 260 nm 成膜した．成膜後，p 型と n 型 OTFT の共
通のゲート層に G 電極をインクジェット印刷法で形成
した．その後のプロセスは n 型 OTFT の条件と同じ
条件で進める．p 型 OTFT のゲート絶縁膜としてパリ
レンを成膜し，その後 SD 電極を形成した．p 型半導
体用の隔壁バンクを形成後，電極表面修飾としてペン
タフルオロベンゼンチオール（PFBT）溶液に 5 分間
浸漬させた後にリンスを行い，窒素ブローにより乾燥
させた．次に p 型半導体インクをインクジェット印刷
法若しくはディスペンサ印刷法で滴下し，100◦C で 1
分間窒素雰囲気下で加熱処理を行った．最後に封止層
として，パリレンを成膜しデバイスを完成させた [4]．
また，インクジェット印刷法による電極形成プロセス
を反転オフセット印刷法に置き換えることで，微細な
集積回路が形成可能である．反転オフセット印刷法に
は異なる銀ナノ粒子インク（RO100GE：フューチャー
インク）を用いた．

図 5

インクジェット印刷法で形成された電極を用いた積
層構造を有する相補型集積回路の顕微鏡像（スケー
ルバー：1 mm）
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図6

反転オフセット印刷法で形成された電極を用いた積
層構造を有する相補型集積回路の顕微鏡像（スケー
ルバー：(a) 5 mm，(b) 1 mm，(c) 0.1 mm）
図 8 リングオシレータ回路の発振特性（駆動電圧 (a) 5
段：12.5 V–2 kHz，(b) 9 段：1.25 V–96 Hz）

され，インバータ回路の作製に成功したので，次にリ
ングオシレータ回路の作製を行った．リングオシレー
タ回路は奇数個のインバータ回路をリング状に接続す
ることで構築でき，電圧を印加すると発振信号を出力
する．本研究では，5 段と 9 段のリングオシレータ回
路を作製した．ここで，リングオシレータ回路の発振
図7

相補型インバータ回路の (a) 入出力特性と (b) ゲイ
ン特性（駆動電圧 2.5，5.0，7.5，10.0 V）

信号を直接オシロスコープのプローブなどで観測する
とプローブの容量などで特性が劣化してしまう．この
ため，実際の回路にはバッファ回路（インバータ回路

のない）電極形状が実現されていることが分かる．こ

2 段）を介して出力信号を観測できるように回路を構

れは，先にも述べたようにブランケット上に塗工され

成している．作製されたリングオシレータ回路の発振

た銀薄膜を半乾燥状態でパターニングし，それを基材

特性を図 8 に示す．

に転写するためインクの流動が抑えられるためであ

リングオシレータは駆動電圧 1.25 V から駆動し

る．このとき，電極線幅は 30 µm と 15 µm の 2 種類，

12.5 V まで発振を観測した．12.5 V で 5 段のリングオ

チャネル長は 10 µm と設計通りパターニングできてい

シレータを動作させた場合，約 2 kHz の発振，1.25 V

ることを確認した．

で 9 段のリングオシレータを動作させた場合，96 Hz

3. 2 有機集積回路特性

の発振を確認した．これらの値は，インクジェット印刷

ここでは，微細な電極形成が可能な反転オフセット

法で作製された集積回路と比較すると約 10 倍以上の

印刷法を用いた相補型集積回路の結果を示す．まず，

高速化を実現しており，これは電極幅の低減による寄

相補型集積回路の基礎であるインバータ（反転）回路

生容量の低下，そしてチャネル長の微細化によるカッ

を作製した．作製されたインバータ回路の入出力特性

トオフ周波数の向上が要因としてあげられる．

を図 7 に示す．インバータ回路は，チャネル長 10 µm，
チャネル幅 2000 µm の OTFT で構成されており，駆

4. む す び

動電圧 2.5〜10 V で良好に動作し，スイッチング特性

本論文では，印刷法を用いた相補型有機集積回路の

の急峻さの指標であるゲインは駆動電圧 10 V で 10 程

作製プロセスを検討し，積層構造を用いたデバイス

度を得ることに成功した．この値は，ディジタル回路

構造を提案した．また，電極の形成手法としてインク

やリングオシレータ回路を構築するには十分な値であ

ジェット印刷法と反転オフセット印刷法を検討した．

る．これにより，本研究で構築された相補型集積回路

反転オフセット印刷法において，インクジェット印刷

作製プロセスにより集積回路が実現できることが実証

法に比べて直線性が高く，微細な電極の形成に成功し
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た．この電極を用いて作製された相補型インバータ回
路は，駆動電圧 2.5 V から動作し 10 V 駆動ではゲイ

2012 山形大学工卒．2014 同大大学院修
士課程修了．2017 同大大学院博士課程修
了．2017 同大学有機エレクトロニクス研

ン 10 を得ることに成功した．また，インバータ回路
を更に集積したリングオシレータを作製したところ 9

究センター助教．現在は，印刷エレクトロ
ニクスを用いた有機薄膜トランジスタの作
製プロセス開発と集積回路応用に関する研

段のリングオシレータにおいては，1.25 V 時で 96 Hz
発振成功という非常に低電圧から発振することを確認
した．更に 5 段のリングオシレータを 12.5 V で駆動

究に従事．

したときには 2 kHz の発振周波数を得ており，これら
の特性はインクジェット印刷法で形成した電極と比較
すると 10 倍以上高速化を実現している．以上より，印
刷法を用いた相補型有機集積回路作製プロセスの構築
とその有効性を示した．今後の展望としては，反転オ
フセット印刷法で形成された OTFT の特性が低いと
いう課題があるため，電極表面処理法や高移動度な半
導体の検討を行い更なる高性能化を目指していく．
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