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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板（１１）と、
前記基板の上に形成されたゲート電極（１２）と、
前記ゲート電極の上において前記ゲート電極を覆うように形成された表面が平坦である
ゲート絶縁膜（１３）と、
前記ゲート絶縁膜の上にて前記ゲート絶縁膜に接して形成された自己組織化単分子層（
１４）と、
前記自己組織化単分子層の上において前記自己組織化単分子層に接して形成された有機
半導体薄膜（１５）と、
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前記自己組織化単分子層の上において、前記ゲート電極の両端と対応する位置に互いに
離間するように形成されて前記有機半導体薄膜に接するソース電極（１６）およびドレイ
ン電極（１７）と、を備え、
前記ゲート絶縁膜はアルミナからなり、前記ゲート絶縁膜の厚さ方向において前記自己
組織化単分子層に接触する界面側の部分における当該アルミナ中の塩素濃度が１×１０２
０

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上であることを特徴とする有機トランジスタ。

【請求項２】
前記ゲート絶縁膜のうち前記界面側の部分は、前記界面から５ｎｍ以下の厚さの部分で
あることを特徴とする請求項１に記載の有機トランジスタ。
【請求項３】
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前記自己組織化単分子層がホスホン酸誘導体であることを特徴とする請求項１または２
に記載の有機トランジスタ。
【請求項４】
前記塩素濃度が１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上のアルミナは、塩化アルミニウム
を原料として形成されたものであることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１つに
記載の有機トランジスタ。
【請求項５】
前記塩素濃度が１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上のアルミナは、塩化アルミニウム
を原料として原子気相成長法により形成されたものであることを特徴とする請求項４に記
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載の有機トランジスタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、有機半導体薄膜とゲート絶縁膜との間に自己組織化単分子層を介在させてな
る有機トランジスタに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来より、この種の自己組織化単分子層（Ｓｅｌｆ−Ａｓｓｅｍｂｌｅｄ

Ｍｏｎｏｌ

ａｙｅｒｓ：略称ＳＡＭ）を有する有機トランジスタとしては、たとえば特許文献１に記
載のものが提案されている。
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【０００３】
この有機トランジスタは、基板と、基板の上に形成されたゲート電極と、ゲート電極の
上においてゲート電極を覆うように形成された表面が平坦であるゲート絶縁膜と、ゲート
絶縁膜の上に形成された自己組織化単分子層と、自己組織化単分子層の上において自己組
織化単分子層に接して形成された有機半導体薄膜と、を備える。そして、ソース電極およ
びドレイン電極は、自己組織化単分子層の上において、ゲート電極の両端と対応する位置
に互いに離間するように形成されて有機半導体薄膜に接するものである。
【０００４】
このような有機トランジスタは、チャネル領域を構成する材料として有機半導体薄膜を
用いたものであり、有機トランジスタの主な特徴の１つに、印刷によって作製できるため
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、低コスト化を期待できることが挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４５８９００４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
ここで、自己組織化単分子層は、ホスホン酸誘導体等よりなるものであり、自己組織化
単分子層の上に形成される有機半導体薄膜の結晶性を高める役割を有するものである。し
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かしながら、このような有機トランジスタは、シリコン等よりなる無機トランジスタに比
べて有機半導体薄膜内でのキャリア（正孔や電子）の移動度が低く、当該移動度を向上さ
せることが要望されている。
【０００７】
本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、有機半導体薄膜とゲート絶縁膜との
間に自己組織化単分子層を介在させてなる有機トランジスタにおいて、移動度の向上を図
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者は、有機トランジスタにおけるゲート絶縁膜について検討した。従来は、ゲー
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ト絶縁膜は、ＴＭＡ（トリメチルアルミニウム）を用いたＡＬＤ（原子気相成長法）等に
より成膜されたアルミナよりなるものが、典型的であった。
【０００９】
それに対して、本発明者は、塩化アルミニウム（ＡｌＣｌ３）を原料とするアルミナに
着目し、これをゲート絶縁膜に採用することを検討したところ、塩素濃度が所定濃度以上
のアルミナであれば、移動度が大幅に向上することを実験的に見出した。請求項１の発明
は、このような本発明者の検討により実験的に創出されたものである。
【００１０】
すなわち、請求項１に記載の発明では、基板（１１）と、基板の上に形成されたゲート
電極（１２）と、ゲート電極の上においてゲート電極を覆うように形成された表面が平坦
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であるゲート絶縁膜（１３）と、ゲート絶縁膜の上にてゲート絶縁膜に接して形成された
自己組織化単分子層（１４）と、自己組織化単分子層の上において自己組織化単分子層に
接して形成された有機半導体薄膜（１５）と、自己組織化単分子層の上において、ゲート
電極の両端と対応する位置に互いに離間するように形成されて有機半導体薄膜に接するソ
ース電極（１６）およびドレイン電極（１７）と、を備え、ゲート絶縁膜はアルミナから
なり、ゲート絶縁膜の厚さ方向において自己組織化単分子層に接触する界面側の部分にお
ける当該アルミナ中の塩素濃度が１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上であることを特徴
としている。
【００１１】
本発明は、実験的に見出したものであり、１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上の塩素
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濃度を有するアルミナをゲート絶縁膜として用いれば、移動度を大幅に向上させることが
できる。
【００１２】
なお、特許請求の範囲およびこの欄で記載した各手段の括弧内の符号は、後述する実施
形態に記載の具体的手段との対応関係を示す一例である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態にかかる有機トランジスタを示す概略断面図である。
【図２】図１に示される有機トランジスタの製造工程を示す概略断面図である。
【図３】上記実施形態にかかる有機トランジスタの効果を示すグラフである。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各図相互におい
て、互いに同一もしくは均等である部分には、説明の簡略化を図るべく、図中、同一符号
を付してある。
【００１５】
本発明の実施形態にかかる有機トランジスタ１０について、図１を参照して述べる。こ
の有機トランジスタ１０は、たとえば自動車などの車両に搭載され、車両用の各種電子装
置を駆動するための半導体装置として適用されるものである。
【００１６】
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本実施形態の有機トランジスタ１０は、基板１１の上にゲート電極１２、ゲート絶縁膜
１３、自己組織化単分子層１４、有機半導体薄膜１５、ソース電極１６およびドレイン電
極１７を順に形成したトップコンタクト構造とされている。
【００１７】
基板１１は、ガラス基板やフィルム（ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）もしくはポ
リイミド（ＰＩ））などにより構成されている。そして、基板１１上において、ゲート電
極１２は所望パターン、例えば一方向を長手方向とするライン状に形成されている。この
ゲート電極１２は、たとえば金（Ａｕ）やクロム（Ｃｒ）もしくはモリブデン（Ｍｏ）な
どの電極材料により構成されている。
【００１８】
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ゲート絶縁膜１３は、ゲート電極１２の上においてゲート電極１２を覆うように形成さ
れたものであり、ゲート絶縁膜１３の表面、つまりゲート電極１２と反対側の一面は平坦
面になっている。
【００１９】
このゲート絶縁膜１３はアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）からなり、当該アルミナ中の塩素濃度
が１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上であるものとされている。なお、この塩素濃度の
上限については、ゲート絶縁膜１３の絶縁性等の特性が確保され得る範囲のものとされ、
適宜設計されるものである。
【００２０】
自己組織化単分子層１４は、ゲート絶縁膜１３における平坦な表面の上にて、ゲート絶

10

縁膜１３の表面に接して形成されたものであり、自身も平坦な膜とされている。この自己
組織化単分子層１４は、有機トランジスタの自己組織化単分子層として用いられる公知の
有機材料よりなるものとされている。
【００２１】
典型的には、自己組織化単分子層１４を構成する有機材料は、ホスホン酸誘導体であり
、たとえば、フェニルホスホン酸（Ｃ６Ｈ５Ｃ３Ｈ６ＰＯ３Ｈ２）、ｎ−トリデシルホス
ホン酸（ｎ−Ｃ１３Ｈ２７ＰＯ３Ｈ２）等のｎ−アルキルホスホン酸（ｎ−ＣｎＨ２ｎ＋
１ＰＯ３Ｈ２）などが挙げられる。

【００２２】
そして、有機半導体薄膜１５は、自己組織化単分子層１４の上において自己組織化単分
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子層１４に接して形成されている。このように平坦なゲート絶縁膜１３の表面および自己
組織化単分子層１４の上に有機半導体薄膜１５が形成されることで、有機半導体薄膜１５
は良好な膜質になる。この有機半導体薄膜１５は、有機半導体材料、たとえば高分子有機
材料や低分子有機材料にて構成されている。
【００２３】
ソース電極１６およびドレイン電極１７は、自己組織化単分子層１４の上において、ゲ
ート電極１２の両端と対応する位置に互いに離間するように形成されて有機半導体薄膜１
５に接している。このソース電極１６およびドレイン電極１７は、銀（Ａｇ）、金（Ａｕ
）もしくは銅（Ｃｕ）などの電極材料によって構成されている。
【００２４】
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このように、有機トランジスタ１０は、ゲート絶縁膜１３の表面に自己組織化単分子層
１４および有機半導体薄膜１５が順次形成され、かつ、有機半導体薄膜１５の上にソース
電極１６およびドレイン電極１７が形成されたものとなっている。そうすることで、本実
施形態の有機トランジスタ１０は、上方において電気的接続が図られるトップコンタクト
構造とされている。
【００２５】
なお、この有機トランジスタ１０においては、基板１１の表面全面を覆うように図示し
ない保護膜が形成されている。そして、この保護膜からソース電極１６やドレイン電極１
７が部分的に露出させられることで、トランジスタ外部との電気的接続が図れるようにな
っている。
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【００２６】
次に、上記構成を有する本実施形態の有機トランジスタ１０の製造方法について、図２
も参照して述べる。まず、図２（ａ）に示されるように、ガラス基板やフィルム（ポリエ
チレンナフタレート（ＰＥＮ）もしくはポリイミド（ＰＩ））などで構成される基板１１
を用意する。
【００２７】
そして、この基板１１の表面にゲート電極１２の形成材料として、金（Ａｕ）やクロム
（Ｃｒ）もしくはモリブデン（Ｍｏ）などの電極材料を配置すると共に、その形成材料を
パターニングすることでゲート電極１２を形成する工程（ゲート電極形成工程）を行う。
ここで、ゲート電極１２については、例えば印刷やスパッタなどによって基板１１の表面
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に形成することができる。
【００２８】
次に、図２（ｂ）に示されるように、ゲート電極１２の表面を覆うように、上記した１
×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上の塩素濃度を有するアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）よりなる
ゲート絶縁膜１３を成膜する工程（ゲート絶縁膜形成工程）を行う。
【００２９】
この塩素を含むアルミナは、塩化アルミニウム（ＡｌＣｌ３）を原料として原子気相成
長法（ＡＬＤ法）により形成される。具体的には、塩化アルミニウムを原料とし、水（Ｈ
２Ｏ）を酸化剤としたＡＬＤ法を行うことにより、ゲート絶縁膜１３としてのアルミナを

成膜する。
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【００３０】
ここで、塩素濃度が１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上のアルミナとしてのゲート絶
縁膜１３を形成するためには、成膜温度を３００℃もしくはそれ以下としてＡＬＤ法によ
る成膜を行えばよい。これにより、未反応の塩素がアルミナ中に残り、上記塩素濃度が実
現される。
【００３１】
これは、この成膜温度が高くなると、ＡＬＤ法における反応効率が向上するため、アル
ミナ中に残る未反応の塩素が少なくなることによる。つまり、塩素濃度を１×１０２０ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３以上にて、より増加させたものとするには、成膜温度を３００℃から適
宜、低くしていけばよい。
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【００３２】
なお、上記塩素濃度を有するアルミナとしてのゲート絶縁膜１３を形成することについ
ては、ナノメートルオーダーでの膜厚制御が可能なＡＬＤ法が好ましいが、それ以外の成
膜方法を採用してもよい。たとえば、塩化アルミニウムを原料とする化学気相成長法（Ｃ
ＶＤ）でもよい。
【００３３】
このＣＶＤの場合も、成膜温度等の条件を適宜制御して、未反応の塩素による塩素濃度
を制御することにより、上記塩素濃度を有するアルミナとしてのゲート絶縁膜１３が形成
される。なお、このようにして形成されたアルミナの膜は、必要に応じて、ウェットエッ
チングなどによって所望形状にパターニングされることにより、ゲート絶縁膜１３として
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形成される。
【００３４】
こうして、ゲート絶縁膜形成工程を行った後、図２（ｃ）に示されるように、ゲート絶
縁膜１３の表面を覆うように、ゲート絶縁膜１３の直上に自己組織化単分子層１４を形成
する（ＳＡＭ形成工程）。この自己組織化単分子層１４は、通常の方法と同様、上記した
ホスホン酸誘導体等を有機溶媒に混合した溶液を、ゲート絶縁膜１３の表面に塗布し、溶
媒を乾燥させることにより形成する。
【００３５】
その後、図２（ｄ）に示すように、自己組織化単分子層１４の直上に、たとえば高分子
有機材料や低分子有機材料にて構成される有機半導体薄膜１５を形成する工程（有機半導
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体形成工程）を行う。この工程では、たとえば、有機半導体材料を溶媒に溶かした溶液を
用いた印刷や、あるいは蒸着によって、有機半導体薄膜１５を形成する。
【００３６】
この後、図２（ｅ）に示すように、有機半導体薄膜１５の表面上および自己組織化単分
子層１４の上に、銀（Ａｇ）もしくは銅（Ｃｕ）などの電極材料よりなるソース電極１６
およびドレイン電極１７を形成する（ソース−ドレイン電極形成工程）。
【００３７】
この工程では、印刷や蒸着等による成膜法、および、フォトリソグラフ等によるパター
ニング法を採用することで、電極形成を行う。具体的には、ソース電極１６およびドレイ
ン電極１７の形成予定位置以外の部分を、レジスト膜やマスク等でマスキングし、この状
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態で印刷や蒸着による成膜を行う。その後、マスキングを解除すれば、ソース電極１６お
よびドレイン電極１７が形成される。
【００３８】
このようにして、ソース電極１６およびドレイン電極１７を形成したのち、必要に応じ
て、蒸着もしくはスピンコートなどによって、アルミナもしくはパリレンなどにより構成
される図示しない保護膜を成膜する。このような製造方法により、図１に示した有機トラ
ンジスタ１０を製造することができる。
【００３９】
ところで、本実施形態にかかる有機トランジスタ１０によれば、１×１０２０ａｔｏｍ
ｓ／ｃｍ３以上の塩素濃度を有するアルミナをゲート絶縁膜１３として用いることにより
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、有機半導体薄膜１５内のキャリアの移動度を大幅に向上させることができる。図３は、
この効果を示す一例であり、この図３を参照して、本実施形態の効果について具体的に述
べることとする。
【００４０】
まず、図１に示される構成において、自己組織化単分子層１４としてはｎ−トリデシル
ホスホン酸を用いたもの、および、フェニルホスホン酸を用いたもの、さらに比較例とし
て自己組織化単分子層１４を無くしてゲート絶縁膜１３上に直接、有機半導体薄膜１５を
形成したもの、というように３水準とする。なお、これら３水準について、前者は「ｎ−
トリデシルホスホン酸」、「フェニルホスホン酸」、「ＳＡＭ無し」、というように図３
中の横軸に示してある。
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【００４１】
一方、ゲート絶縁膜１３としては、塩化アルミニウムを原料とするＡＬＤ法で形成され
、塩素濃度が１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３であるアルミナよりなるゲート絶縁膜１３
と、比較例としてＴＭＡ（トリメチルアルミニウム）を原料とするＡＬＤ法で形成された
塩素を実質含まないアルミナよりなるゲート絶縁膜１３との２水準とした。なお、これら
２水準については、図３中の棒グラフ部分にそれぞれ「塩化アルミ」、「ＴＭＡ」という
ように示してある。
【００４２】
また、図３中の縦軸に示される移動度（単位：ｃｍ２／Ｖｓ）は、有機半導体薄膜１５
内でのキャリア（正孔や電子）の移動度であり、上記の各水準について、有機トランジス
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タを作動させて、測定したものである。
【００４３】
図３に示されるように、自己組織化単分子層１４が「ｎ−トリデシルホスホン酸」の場
合、および、「フェニルホスホン酸」の場合、いずれも塩化アルミニウムを原料とするゲ
ート絶縁膜１３は、ＴＭＡを原料とするゲート絶縁膜に対して約１．６倍の移動度の向上
が確認された。
【００４４】
また、自己組織化単分子層１４が無い構成の場合は、塩化アルミニウムを原料とする本
実施形態のゲート絶縁膜１３とＴＭＡを原料とする従来のゲート絶縁膜とでは、移動度の
差は実質見られなかった。
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【００４５】
つまり、自己組織化単分子層１４の材質を問わず、１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以
上の塩素濃度を有するアルミナよりなるゲート絶縁膜１３を用いれば、移動度を大幅（約
１．６倍）に向上させることができるといえる。そして、この図３に示される結果から、
次のようなメカニズムが推定される。
【００４６】
塩化アルミニウムを原料とするゲート絶縁膜１３では、上記塩素濃度にて存在する膜中
の塩素が、ゲート絶縁膜１３上に形成される自己組織化単分子層１４との反応性を高め、
その結果、自己組織化単分子層１４の高密度化を実現すると推定される。そして、この自
己組織化単分子層１４の高密度化が、その上に接して形成される有機半導体薄膜１５の結

50

(7)

JP 6375654 B2 2018.8.22

晶性を向上させるため、移動度が向上すると推定される。
【００４７】
このように、本実施形態によれば、ゲート絶縁膜１３中の塩素の役割が有機半導体薄膜
１５の結晶性向上に大きく関与すると推定される。そのため、ゲート絶縁膜１３の絶縁特
性等を損なわない範囲で塩素濃度を１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上に大きくしてや
れば、図３と同様の移動度向上の効果が期待できる。また、自己組織化単分子層１４の種
類についても、図３に限定されることなく、より広い範囲で、図３と同様の移動度向上の
効果が期待できる。
【００４８】
ここで、上記推定メカニズムから、ゲート絶縁膜１３のうちゲート絶縁膜１３の厚さ方
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向において自己組織化単分子層１４に接触する界面近傍の部位のみが、上記塩素濃度とさ
れていてもよいと言える。
【００４９】
たとえば、ゲート絶縁膜１３であるアルミナのうち塩素濃度が１×１０２０ａｔｏｍｓ
／ｃｍ３以上である高濃度部位は、自己組織化単分子層１４との反応に必要最小限の膜厚
とすることが好ましく、具体的には自己組織化単分子層１４との界面から５ｎｍ以下の厚
さの部位であることが望ましい。
【００５０】
そして、当該高濃度部位以外の部位（つまり、ゲート絶縁膜１３のうち厚さ方向におけ
るゲート電極１２側の部位）における塩素濃度は１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満で
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あることが望ましい。これは、上記界面近傍部位以外では、塩素を極力少なくして、ゲー
ト絶縁膜１３の絶縁特性等を確保するためである。また、塩素等のハロゲン不純物はゲー
ト絶縁膜中のトラップサイトとなり、バイアスストレスにより閾値電圧を変動させるため
、信頼性の観点からも望ましい。
【００５１】
このようなゲート絶縁膜１３内にて塩素濃度が偏った分布を示す構造を形成するために
は、たとえば、ゲート絶縁膜１３における下側部分（ゲート電極１２側の部分）と上側部
分（自己組織化単分子層１４側の部分）とを２回に分けて形成するようにすればよい。
【００５２】
たとえば、まず、ゲート絶縁膜１３のうちの下側部分を、ＴＭＡを原料とし水を酸化剤
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として用いたＡＬＤ法で形成し、次に、ゲート絶縁膜１３の上側の微小な厚さ（たとえば
５ｎｍ以下の厚さ）の部分を、塩化アルミニウムを原料とし水を酸化剤として用いたＡＬ
Ｄ法で形成すればよい。ＡＬＤ法は、上述のようにナノメートルオーダーでの膜厚制御が
可能なものであるため、このような微小膜厚の形成に採用することは望ましい。
【００５３】
（他の実施形態）
なお、上記実施形態では、塩化アルミニウムを原料とするＡＬＤ法やＣＶＤによりゲー
ト絶縁膜１３を形成する例を述べた。しかし、このようなゲート絶縁膜１３の形成方法と
しては、上記塩素濃度を有するアルミナよりなるゲート絶縁膜１３が形成されるならば、
これらＡＬＤ法やＣＶＤに限定されるものではない。
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【００５４】
たとえば、可能ならば、ゲート絶縁膜１３の形成方法として、印刷やスピンコートを採
用してもよい。この場合、たとえば、有機溶媒にアルミナと微量の塩化アルミニウムを混
合させ、これを塗布し、溶媒を乾燥させることで、上記塩素濃度を有するアルミナとして
のゲート絶縁膜１３が形成される。
【００５５】
また、上記実施形態では、図１に示すようなトップコンタクト構造を有する有機トラン
ジスタ１０を例に挙げた。これによれば、自己組織化単分子層１４の上において有機半導
体薄膜１５の上でソース電極１６およびドレイン電極１７が有機半導体薄膜１５に接して
いた。
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【００５６】
しかし、これは有機トランジスタの一例を示したものであり、ゲート絶縁膜１３の上に
自己組織化単分子層１４が接して積層され、自己組織化単分子層１４の上に有機半導体薄
膜１５が接して積層された積層構成を有する有機トランジスタであれば、もちろん、他の
構造でもよい。
【００５７】
たとえば自己組織化単分子層１４上にて有機半導体薄膜１５の下にてソース電極１６お
よびドレイン電極１７が有機半導体薄膜１５に接する構造、いわゆるボトムコンタクト構
造を有する有機トランジスタであっても、本発明は適用が可能である。
【００５８】
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この場合、自己組織化単分子層１４の上において有機半導体薄膜１５の中央部分が自己
組織化単分子層１４に接したものとなる。そして、有機半導体薄膜１５の両端部分では、
当該両端部分と自己組織化単分子層１４との間にソース電極１６およびドレイン電極１７
が介在することで、有機半導体薄膜１５の下側とこれら電極１６、１７とが接したものと
なる。
【００５９】
また、有機トランジスタ１０における上記各部の形成方法や材料については、上記各実
施形態に限定されるものではなく、可能な範囲で適宜、他の方法や材料を採用するように
してもよい。
【００６０】
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また、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載し
た範囲内において適宜変更が可能である。また、上記各実施形態は、互いに無関係なもの
ではなく、組み合わせが明らかに不可な場合を除き、適宜組み合わせが可能であり、また
、上記各実施形態は、上記の図示例に限定されるものではない。また、上記各実施形態に
おいて、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明ら
かに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまで
もない。また、上記各実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等
の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特
定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されるものではない。また、上記
各実施形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場
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合および原理的に特定の形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その形状、位置関
係等に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００６１】
１０

有機トランジスタ

１１

基板

１２

ゲート電極

１３

ゲート絶縁膜

１４

自己組織化単分子層

１５

有機半導体薄膜

１６

ソース電極

１７

ドレイン電極
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【図１】

【図３】

【図２】
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