高移動度高分子トランジスタにおける電荷キャリアの電場誘起 ESR 観測

53

高移動度高分子トランジスタにおける電荷キャリアの
電場誘起 ESR 観測
*黒

田

新

一*

Electron Spin Resonance Spectroscopy of
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*Shin-ichi KURODA*
Recently, semicrystalline conjugated conducting polymers attract much attention owing to their high
carrier mobilities in transistors and high conductivities upon doping. Typical polymers are P3HT and
PBTTT in the order of the degree of crystallinity. Studies of charge carriers in these polymers are
indispensable in understanding the transport mechanism and the electronic states of polymers under doping
up to the metallic transition. Here the direct observation of charge carriers is discussed by using fieldinduced ESR (FI-ESR) spectroscopy, developed by us, that can detect charges generated at the semiconductor/
insulator interface of organic transistors. In the case of P3HT, studies of spin-charge relation in the devices
with solid insulators (ex. SiO2), spin saturation phenomena were observed at higher doping levels, showing
the change of charge species from polarons with spin to spinless carriers such as bipolarons. In the case
of PBTTT, use of ionic-liquid-gated transistor structure enabled high carrier injection, which provided
clear evidence for the change of electronic states from polarons via spinless bipolarons to the onset of
metallic states, with keeping the molecular order even at highest dopant concentrations. The FI-ESR results
indicate high potentiality of those semicrystalline conjugated polymer systems in constructing efficient
devices.

１．は

じ

め

に

ポリアセチレンの化学ドーピングによる金属的伝導性
の発見は，有機エレクトロニス分野に大きなブレークス
1）

ルーをもたらした ．その発見に対して白川，Heeger，

MacDiarmid の 3 博士にノーベル化学賞が与えられたこ
とは記憶に新しい．ポリアセチレンは他の導電性高分子
の発展をうながし，今日まで多くの高分子が合成され有
機半導体デバイスへの応用研究が盛んになされてい
2，3）

る

．典型的なデバイスは有機トランジスタ，太陽電

池，有機 EL ディスプレイであり，その性能は向上して
いる．
最近特に，アルキル側鎖の立体規則性を持ち従来より
も 結 晶 性 が 高 い， い わ ゆ る semicrystalline conjugated
4）

図１．結晶性高分子 P3HT と PBTTT の分子構造．

に，ドーピングにより高伝導度を示す．ドープされた高
分子は金属転移が注目されるとともに，熱電素子への応
用からも盛んに研究されている．このため，ドープされ
た高分子の電子状態の研究は結晶性高分子の物性解明の
観点からも重要な課題となっている．ここでは，我々が

5–7）

開発した電場誘起 ESR（Electron Spin Resonance）法

polymer が注目されている ．典型的な材料は，結晶性
の高い順に，ポリアルキルチオフェン P3HT およびチエ
ノチオフェン基を有する PBTTT である（図１）．これら

により，有機トランジスタの半導体／絶縁体界面に注入

の材料はトランジスタ材料として高移動度を示すととも

結晶性高分子の電場誘起 ESR は，はじめに P3HT を用
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されたキャリアを直接観測し，その電子状態をドーピン
グレベルを変化させながら研究した結果を紹介する．
いた金属─絶縁体─半導体（MIS）構造デバイスの ESR か
5，6，8）

らスタートし

，次に電界効果トランジスタ（FET）
9–11）

構造による研究へと発展した

．これらの研究により，
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4，5）

キャリア注入量を増加させると，キャリアがスピンと電

ESR 信号検出に成功した

．その後，汎用性があり表

荷をもつポーラロンから，スピンをもたないバイポーラ

面平滑性に優れた低ドープのシリコン基板を導入した

ロン（またはポーラロン対）へと変化してゆくことが明

MIS 構造を開発し ESR 観測に成功した ．電場誘起 ESR

7）

らかになった．一方，P3HT よりも結晶性の高い PBTTT

は有機界面の電子状態や局所構造に関するすぐれたミク

では，化学ドーピングにより高電導度が報告され注目を

ロプローブとなる．電界効果デバイスの重要な特徴とし

集めていた．我々はまず化学ドーピングされた PBTTT

て，外部電圧により有機界面へのキャリアドープ量を連

薄膜の ESR により金属状態に特有なパウリ常磁性信号

続的かつ可逆に制御できる点がある．本稿ではこの特性

12）

の確認に成功した ．次に高濃度のキャリア注入が連続

に注目し，ドーピングによる導電性π 共役高分子の電子

的可逆的に可能な方法として注目されるイオン液体トラ

状態の変化，特にキャリアの電荷およびスピン状態につ

ンジスタ構造を導入し電場誘起 ESR を行った結果，ドー

いて焦点をあてる．また，デバイスの伝導特性に大きく

ピング濃度の増加とともに，キャリアがポーラロンから

影響する界面の分子配向も，電場誘起 ESR がプローブ

非磁性のバイポーラロンを経て，金属的な伝導電子へと

する重要なミクロ情報として議論する．

変化する過程をはじめて明瞭に観測することに成功し
13，14）

まずキャリアの電子状態を明らかにするものとして，

．以下では，これらの電場誘起 ESR 研究内容とと

注入キャリア数とスピン数の関係，スピン─電荷関係に

もに，高いドーピング濃度でも高度の分子配向秩序が存

ついて紹介する．図 3（ b ）は，SiO2 上に作製した P3HT

た

在すること，また，新しいドーピング方法による PBTTT
15）

の MIS 構造で，ESR 信号から得られるスピン数とデバ

の金属性発現の制御 についても紹介する．これらの研

イスのキャパシタンスから得られる電荷数のゲート電圧

究から結晶性高分子の分子コンポーネントとしての高い

による変化を示している ．実際の ESR 信号の例は，図

ポテンシャルが示される．

４や図 6で示す．ゲート電圧が低い場合は両者はよく一

7）

致し，電荷キャリアがスピンと電荷をもつポーラロン

2.1

２．立体規則性ポリチオフェン P3HT の
２．電場誘起 ESR

2，3）

（ a ）上） であることを裏付ける．一方，ゲート電
（図 3
圧を増加させてゆくと，ドープ量が 0.2% から 0.3% の間

MIS 構造による P3HT の電場誘起 ESR 信号の検

でスピン数が飽和し始めることがわかる．このような現

出

象は，キャリアが非磁性で 2 倍の電荷をもつバイポーラ

図２は有機電界効果トランジスタ（FET）の模式図を
示す．その基本構造は，金属─絶縁体─半導体（MIS）の
サンドイッチ構造から成り立つ．図では，ゲート電極と
絶縁膜にそれぞれ低ドープの Si と SiO2 を使用し半導体
層には p 型半導体である P3HT を用いた場合を示してい
る．ゲート電圧を印加すると電荷キャリアが絶縁体／半
導体界面に蓄積し，この状態でソース・ドレイン電圧の
印加により FET 電流が流れる．電荷輸送は有機界面で行
われるため，そのキャリアを観測することは，伝導機構
や有機界面の物性を知る上で重要な課題となる．
我々は界面に蓄積したキャリアのスピンを高感度に検
出する手法として電場誘起 ESR を開発した．当初は，

ESR 観測に適した MIS デバイス構造としてアルミナ絶
縁膜と P3HT を用いたデバイスを開発し有機界面からの

図３．
（a）P3HT のポーラロンとバイポーラロンの構造模式図．
赤丸が不対π 電子を，＋が正電荷（+e）の位置を表わす．

図２．有機電界効果トランジスタの構造．

ポーラロンは不対電子スピンと電荷をもつ．バイポーラ
ロンは 2 個の電荷を持つが，スピンは持たない．
+
（b）n -Si/SiO2 基板上に作製された P3HT の MIS 構造におけ
るスピン数および電荷数のゲートバイアス依存性．
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5，6，8）

．観測された異方性は，ポーラロン

の不対π 電子が，g 値や線幅の原因となる超微細相互作
用に示す固有の異方性でよく説明され，高分子はデバイ
ス界面で図５に示すような結晶性のラメラ構造を形成
し，分子面が edge-on 配向していることが明らかとなっ
た．Edge-on 配向は高移動度を示す上で重要な配向であ
る．なお，有機半導体材料におけるπ 電子の異方性は，
17）

配向したポリアセチレンではじめて観測された ．また，
最近では，DFT 計算の発展により g 値や超微細相互作用
テンソルの主値が理論的に求められ，有機半導体材料や
18）

デバイスでの分子配向解析に非常に役立っている ．

図４．
（a）P3HT の MIS 構造における電場誘起 ESR 信号の磁場方向
依存性．測定温度は室温．磁場が基板平面に垂直（⊥）お
よび平行（//）な場合を示す．
8）
（b）ESR 信号の g 値および線幅の角度変化 ．q は基板法線と
外部磁場のなす角を示す．
2）

図５．SiO2 絶縁膜上の P3HT の分子配向．右は炭素原子の pp 軌道．

2.2

固体絶縁膜を用いた FET 構造による P3HT の電
場誘起 ESR 観測

ロン（図 3
（ a ）下）（またはバイポーラロンの前駆体であ

電場誘起 ESR における低ドープシリコン基板の導入

るポーラロン対）の生成を示唆する．このようなスピン

は，P3HT の有機トランジスタ構造による ESR 測定の発

の飽和現象は当初アルミナ絶縁体を使用した MIS デバイ

展を促した．研究例はまだ多くはないが，動作状態の

スで同様なドープ量で生じることが見出され

5，6）

，P3HT

に本質的な現象である．たとえば，低分子ペンタセンの
電場誘起 ESR ではスピン飽和現象は観測されず，電荷
7）

9，11）

FET でのキャリア蓄積状態の研究 や，一軸配向性超
10）
薄膜トランジスタの ESR などで重要な知見をもたらし
ている．電場誘起 ESR の観点から MIS と FET を比較し

キャリアはポーラロンである ．従来より，導電性高分子

た場合，後者の最大の利点は移動度をはじめとする伝導

のドーピング過程の研究では，ポーラロン，バイポーラ

特性と ESR の相関を明らかにできる点である．特にシ

2，16）

リコン基板の FET では，SiO2 表面の平滑性が高く，か

本研究は金属化への初期過程におけるスピン状態の変化

つデバイス界面の自己組織化単分子膜（SAMs）による

を検出していることを示唆する．固体絶縁膜を用いたデ

化学修飾により移動度や伝導特性を制御しつつ ESR 測

バイスでは，絶縁膜の耐電圧の関係により注入電荷量に

定が可能である．このような観点から，筆者は豊田理研

ロンを経て金属転移が生ずることが議論されており

，

限界があるが，後述する PBTTT ではイオン液体絶縁膜

における電場誘起 ESR 研究の主要なテーマの一つとし

を用いることにより，はるかに高濃度のキャリアが注入

て P3HT トランジスタの研究をすすめている．研究は，

できるので，バイポーラロンの生成や金属転移の兆候は

デバイス作製用の蒸着装置などの設備の整備とシリコン

そこで再度議論する．

基板等の材料の準備など，ESR 測定用デバイス作製の初

MIS デバイスの ESR で得られる重要なミクロ情報と

期段階から開始した．その結果，ESR 試料管に入れたデ

しては，スピン・電荷関係のほかに，ESR 信号の角度変

バイスとして，SiO2 表面化学修飾なしのデバイスで移動

化から得られる，デバイス界面における分子配向があ

度～ 5×10 cm /Vs，HMDS（hexamethyldisilazane）分

（ a ）は，磁場が基板に垂直および平行な場合の
る．図 4

子で表面修飾したデバイスで，2 ～ 3 ×10 cm /Vs 程度

P3HT の MIS 構造における電場誘起 ESR 信号の異方性を

となり，これまで ESR で使用したデバイスに近いレベ

示す．共鳴磁場を与える g 値および線幅 DHpp に明瞭な異

ルの移動度の FET 作製が可能になって来ている．

（ b ）は，g 値および線幅の角
方性が観測されている．図 4

ESR に つ い て は， 名 大 や 分 子 研 に 設 置 さ れ て い る
Bruker 社製の ESR 装置で測定を行っており，現時点の
ESR 信号測定例を図６に示す．試料では SiO2 表面の化

度依存性を示し，q は磁場と基板法線の角度を表わす．
この変化より，g⊥ > g// および DH⊥ < DH// という特徴的な異

–4

2

–3

2

高移動度高分子トランジスタにおける電荷キャリアの電場誘起 ESR 観測

56

（ a ）に示すように
して観測された g 値から金属成分は図 7

edge-on 配向した部分に存在することがわかり，良好な
伝導性と符合する．これに対して小さな g 値の成分は分
子面がいわゆる倒れた ﬂat-on 成分であり欠陥にトラップ
された信号であることがわかった．一方，薄膜の伝導測
定ではドーピングによる構造の乱れなどにより，いわゆ
る可変領域ホッピング（variable range hopping）機構の伝
導性を示し低温で伝導度が低下する傾向が観測された．

図６．n -Si/SiO2 基板上に作製された P3HT の FET 構造における電
場誘起 ESR 信号のゲートバイアス依存性．測定温度は室温．
磁場は基板法線方向．
+

学修飾は行っていないが，P3HT の粉末原料（立体規則
度 98% 以上）にはアンモニアメタノール溶液中での脱
ドープを行い，バックグラウンドの ESR 信号が除去で
きた場合の結果を示している．ゲート電圧の印可により
増加する電場誘起 ESR 信号が明瞭に観測されている．
外部磁場は基板に垂直に印可されており，g⊥ = 2.003，
DH⊥ = 1.0 G は誤差の範囲内でこれまでの報告と符合し
（図 4（ b ）参照），edge-on 配向を示す．低磁場側のブロー
ド な ピ ー ク は シ リ コ ン 基 板 か ら の ESR 信 号 で あ る．

ESR 信号強度のゲートバイアス依存性の定量的な評価は
今後精度を上げる必要があるが，図 6 のデータでの最大
印可電圧である –80 V ではスピン飽和傾向が観測されて
いる．今後，デバイス界面の化学修飾の効果や測定温度

図７．
（a）PBTTT の基板上における edge-on 配向．
（b）FTS をドープした PBTTT 薄膜の ESR 信号（白丸）およ
12）
びそのシミュレーション（赤線） ．
測定温度は 4 K で磁場は基板法線方向．ESR 信号は g 値
の大きな edge-on 成分と g 値の小さな ﬂat-on 成分に分解さ
れ，ラメラ結晶領域の信号である edge-on 成分だけが金
属的なパウリ磁化率を示す．

の効果について，ESR 線幅の熱運動による先鋭化から見
積もられるキャリアダイナミクスや，ポーラロンからバ

そこで我々は，広い範囲のドーピング濃度を可逆的に

イポーラロンへの変化などを対象として研究を進める予

制御する手法としてイオン液体トランジスタによるドー

定である．

ピングを採用した．その結果，PBTTT では室温で高伝
導度が実現し，いわゆる絶縁体─金属転移の臨界領域
13）

３．チエノチオフェン系の結晶性高分子 PBTTT の
イオン液体トランジスタによる電場誘起 ESR

（critical regime）にあることを明らかにした ．さら

チエノチオフェン系の結晶性の高移動度高分子

ンへの変化がスピン磁化率のピークとして明瞭に観測さ

に，電場誘起 ESR によりポーラロンからバイポーラロ

PBTTT（図 1）は，P3HT と同様結晶性のラメラ構造を

れるとともに，ESR 信号線幅やスピン磁化率の振舞いか

形成し高移動度（～ 1 cm /Vs）を示すことから注目され

ら，系が金属状態に近いことへの直接的な証拠を得た ．

る．PBTTT の方が結晶性が高く，フッ化アルキルシラ

また，ESR 信号の g 値の角度変化は，高ドーピング濃度

ン（FTS）分子による化学ドーピングにより高電導度が

でも高度の分子配向秩序が存在することを示し，このよ

2

14）

報告され注目を集めていた．そこで我々はまず FTS ドー

うな構造の robustness が PBTTT における金属性の発現

プされた PBTTT 薄膜の ESR と伝導測定を同時に行い，

にとって重要であることを以下議論する．

ESR により金属状態に特有なパウリ常磁性信号の確認に
12）

成功した ．図 7（ b ）は，FTS ドープされた試料の 4 K に

3.1

イオン液体トランジスタによる PBTTT の伝導特
性

おける ESR 信号の例を示す．信号は g 値の異なる 2 つの

図８は，導電性高分子薄膜をもちいたイオン液体トラ

信号に分解でき，そのうちの g 値の大きな信号だけが金

ンジスタの構造とバイアス印可状態における電荷の分布

属的なパウリ磁性を示す成分であることがわかった．そ

を模式的に示したものである．固体絶縁膜の代わりにイ
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特性による知見を ESR によりミクロな観点から調べる
ことは非常に興味深い課題となる．
3.2

イオン液体トランジスタ構造を用いた PBTTT の
電場誘起 ESR

イオン液体トランジスタ構造を使用した ESR 測定に
は，それに適したデバイス構造の開発が必要である．そ
の構造は後述するが（図 11 参照），ESR 測定と並行し
図８．イオン液体トランジスタ構造を用いた導電性高分子の電気化
学ドーピングの模式図．

オン液体を絶縁層に用いた導電性高分子トランジスタで
は，イオン液体中のイオンが高分子層に侵入し電気化学
ドーピングとなることが知られている．固体絶縁膜の場
合と比較して 2 桁程度大きなキャリア注入濃度が可能で
ある．
図９は，PBTTT のイオン液体トランジスタ構造にゲー
ト電圧を印可した場合の薄膜の伝導度（チャネル伝導
度）の温度依存性を示す．PBTTT 薄膜は OTS（octyltri-

chlorosilane）により表面処理したガラス基板上にスピ
ンコート法で製膜されている．イオン液体は，代表的な

EMIM/TFSI（図 11 参照）を用いている．図 9 から，ゲー
トバイアスが低く VG = –0.8 V では低温で伝導度は非常に
小さくなるが，ゲート電圧の増加とともに，室温の伝導
度が顕著に増加するとともに温度依存性が金属的な領域
が出現し，4 K でも室温の 2/3 程度までしか低下しない非
常に優れた伝導性が観測されている．伝導度σ および温

/d（lnT）を求める
度 T の対数に対する微分係数 W = d（lns ）
解析（Zabrodskii plot）によれば，最大伝導度近傍では，

variable range hopping ではなく，いわゆる絶縁体─金属

て，イオン液体ゲートを用いた PBTTT の MIS デバイス
構造を ITO 電極でカバーした透明なガラス基板上に作製
し，ゲート電圧の印可による高分子主鎖の電子状態の変
化を光吸収で調べた．図 10 は，MIS デバイスへバイア
ス電圧を印可した場合の光吸収スペクトルの変化を示
す．電圧印可により主鎖のπ -π * 吸収が減少するととも
に，1.6 eV 付近にポーラロンによる吸収が見られる．
VG = –1.2 V までは等吸収点が見られる．しかし，最大電
圧 VG = –1.5 V では等吸収点からはずれ，ギャップ内の
ポーラロン吸収よりも低エネルギー側へ吸収がシフトし
ており，赤外領域に吸収ピークをもつバイポーラロン吸
収への移り変わりを強く示唆する．図 10 の左図は，バ
イアス印加による薄膜の色の変化を示す．電圧印可前の
高分子主鎖の光吸収による着色が，最大電圧 VG = –1.5 V
では完全に透明に変化している．この変化は図 10 に示
す主鎖のπ -π * 吸収がドーピングによりブリーチしたこ
とと対応している．この変化は電圧の印可に対して可逆
であり，電圧印可で透明化することはフィルム全体が電
気化学ドーピングされていることを裏付ける．このよう
に MIS デバイス構造の光吸収によりポーラロンからバ
イポーラロンへの変化が示唆されたので，電場誘起 ESR
によりそれを確認することが期待される．

転移の臨界領域（critical regime）にあることが明瞭に
示される．このことから，イオン液体トランジスタ構造
によりドープされた PBTTT は，ほぼ金属転移に達して
いることが伝導特性から明らかにされた．マクロな伝導

図 10．透明電極を使用して作成した PBTTT のイオン液体 MIS 構造
14）
における光吸収スペクトルのゲートバイアス依存性 ．
右図は，PBTTT 薄膜がゲート電圧印可で透明化する様子を
示す．

図 11 は ESR 測定に用いたトランジスタ構造の模式図
である．試料は石英基板上に PBTTT 薄膜をスピンコー
ト法で形成した有機半導体の部分と，ポリエチレンナフ
図９．種々のゲートバイアス下における PBTTT のイオン液体トラ
13）
ンジスタにおけるチャネル電気伝導度の温度依存性 ．

タ レ ー ト（PEN） フ ィ ル ム 上 に イ オ ン 液 体 層 と し て
EMIM/TFSI（図 11 右側に分子構造を示す）を高分子
PMMA に混合したものを別々に製作する．その後イオ
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信号強度から得られる．その結果，低電圧ではスピン数
と電荷数はよく一致し，キャリアはポーラロンであるこ
とがわかる．さらに電圧を上げてゆくとスピン数は約

1% 付近でピークをとりそれから減少する．ピークをと
る位置は PBTTT ユニット当たりのドープ量で約数 % に
対応する．その結果，注入電荷数とスピン数は高電圧領
域で大きな差異が生じ，光吸収の結果も考慮すると，バ
イポーラロンが生成していることへの強い証拠を与えて
いる．このようなドーピング濃度の増加に対してスピン
数が明瞭にピークをとって減少することが見出されたの

図 11．電場誘起 ESR 用の PBTTT イオン液体トランジスタの構造模
式図．右図は，イオン液体として用いる EMIM/TFSI の分子
構造．

は，固体デバイス中では初めての例である．

ン液体部分を PBTTT 薄膜に載せて有機半導体／イオン

で，電荷注入量がどの程度になると金属相が出現するの

液体界面が形成され，電気特性を確認し完成する．

かは重要な点であるが，スピン数の変化だけではこの点

さてスピン数がバイポーラロン生成により減少した先

図 12
（ a ）は室温における電場誘起 ESR 信号のゲート

には答えられない．また，高キャリア濃度では，イオン

電圧依存性を示す．ゲート電圧で変化する明瞭な ESR

が高分子膜に大量に侵入してゆくが，その時に高分子系

信号が観測されている．磁場は基板に垂直である．g 値，

に構造乱れが生じないかどうかも気になる点である．こ

g⊥ = 2.00315 は edge-on 配向を示す（図 7
（ a ）参照）．信号

れらの点に対し，ESR 信号はさらに進んだ情報を与える

強度は電圧とともにはじめは増加するが，VG = –0.8 V 付

ことが出来る．それを可能にするのが，ESR 信号の角度

近では信号が飽和傾向を示し，かつ線幅も VG = –1.0 V で

依存性である．図 13 は，ESR 信号の g 値および線幅の

はかなり増加している．この信号から重要な情報とし

角度依存性を 3 つの異なるキャリア濃度領域に対して示

（ b ）のように得られる．こ
て，スピン・電荷関係が図 12

（ a ）0.25%，（ b ）4.1%，（ c ）15%
したものである．図 13

こで，電荷量はイオン液体トランジスタにゲート電圧を

である．キャリア濃度は PBTTT ユニット当たりのドー

印可する際に過渡的にあらわれる変位電流（充電電流）

プ量で示している．まず赤丸で示した g 値の角度変化は

を積分することにより得られる．一方，スピン数は ESR

P3HT の場合と同様，edge-on 配向を示すが（図 4（ b ）参

図 12．
（a）PBTTT イオン液体トランジスタにおける電場誘起 ESR
14）
信号のゲートバイアス依存性 ．測定は室温，磁場は基
板法線方向．
（b）PBTTT イオン液体トランジスタにおけるスピン数と電
14）
荷数のゲートバイアス依存性（スピン─電荷関係） ．

図 13．異なるドーピング濃度領域での PBTTT イオン液体トランジ
スタにおける電場誘起 ESR 信号の g 値および線幅の角度依存
14）
性 ．ドーピング濃度は（a）低濃度 0.25%，（b）中間濃度
4.1%，および（c）高濃度域 15% に対応する．q は基板法線
と外部磁場のなす角を示す．
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照），高キャリア濃度まで変化せずに保たれていること
がわかる．このことは，PBTTT が高濃度のドーピング
に対しても edge-on 構造を保持していることを直接示し
ており，イオン液体トランジスタで高伝導度が得られて
いる点と符合するものである．高濃度に侵入したイオン
が薄膜中でどこに存在するかは ESR だけではわからな
いが，次の節で議論するように，X 線構造解析の結果も
ふまえるとアルキル側鎖部分の隙間に位置している可能
性が高い．
g 値の角度変化がドーピング濃度に対して変化しな
かったことと対照的に，線幅の角度変化は顕著な濃度依
（ a ））では，線幅は edge存性を示す．低濃度域（図 13
on 配向したチオフェン環に存在する孤立したポーラロ
（ b ）に示
ンの超微細線幅と符合する異方性を示し，図 4
した P3HT の場合とよく似ている．しかしキャリア濃度
が数 % に達すると線幅の異方性は図 13（ b ）に示すよう

図 14．PBTTT イオン液体トランジスタにおける電場誘起 ESR 信号
14）
線幅のゲートバイアス依存性 ．磁場は基板法線方向．

に顕著に変化する．角度変化は次の式でよく記述でき
る．DHpp（q ）= A（3cos q -1）+ B．A, B は定数であり，q は
2

2

基板垂直方向と外部磁場のなす角である．基板法線方向
からのいわゆる magic angle（q 〜 55º）で最小値をとる．
このような角度変化は，2 次元スピン系における双極子
および交換相互作用にもとづく線幅の先鋭化（exchange
narrowing）が生じた場合にあらわれることが理論的に
19，20）
．P3HT の場
示され，実験的にもよく知られている
合はイオン液体トランジスタの ESR 研究によりすでに
21）
報告がある ．2 次元スピン相互作用は，ポーラロン濃
度が増すことによりスピン間の相互作用が無視できなく
なることを示し，かつ PBTTT が結晶性の 2 次元的なラ
メラ構造を形成していることとも符合している．なお，

図 15．PBTTT イオン液体トランジスタの電場誘起 ESR 信号から得
14）
られるスピン磁化率の温度依存性 ．
縦軸はスピン磁化率と温度の積c T で示している．二つの異
なる濃度，高ドーピング濃度（26%，赤丸）および低ドーピ
ング濃度（0.3%，青丸）を示す．緑色 × 印は FTS ドーピング
の場合を示す．

P3HT のイオン液体トランジスタでは電気化学ドープに

があるとデータに有限の傾きが現れる．高濃度 26% で

よる伝導度の増加が観測されるが，その温度依存性は

は確かに有限の傾きが表れている．この濃度では，まだ

variable range hopping 的で低温で伝導度が低下し，明
22）

瞭な金属転移の兆候はこれまで観測されていない ．

パウリ磁化率の大きさは FTS ドープされた場合よりも少
なく金属領域の割合はまだ少ないと思われるが，線幅の

PBTTT のイオン液体トランジスタでさらにドーピン

角度依存性が伝導電子のスピン緩和へ変化したこととよ

グ濃度をあげると，ESR 線幅は図 14 に示すように顕著

く対応している．なお，低い濃度 0.3% では，高温では

な増加を示す．このようなドープ領域では，図 13（ c ）に
示すように線幅の異方性はさらに劇的に変化する．線幅

c T が一定値を示しており，通常のキュリー的成分（c ∝
1/T）が観測されているが，150K 以下では磁化率が明瞭

の異方性は g 値の角度依存性に近く，このような依存性

に減少している．このような磁化率の温度変化はポーラ

は，伝導電子のスピン緩和に特徴的な Elliott 機構による

ロンよりエネルギー的に安定なバイポーラロン状態へ変

線幅とよく一致する．この場合の線幅は DHpp（q ）
〜（Dg）/t

化している場合に理論的に予想されており ，この濃度

であらわされ，t は伝導電子のフォノンによる散乱時間

域でバイポーラロンが存在することと符合する．今後の

を表す．このような線幅の異方性の変化は，キャリアが

興味深い問題である．

2

コヒーレント伝導に特有の伝導電子へと変化し系が金属
転移に近いことを直接示している．
さらに金属転移の兆候はスピン磁化率 c の温度依存性

23）

3.3

結晶性高分子 PBTTT のドーピング制御の発展

最近，新しい PBTTT のドーピング法がさらに開発さ
れ て い る．PBTTT と 強 い ア ク セ プ タ ー 分 子 で あ る F4-

からも得られる（図 15）．金属状態は温度によらないパ

TCNQ のヘテロ接合膜では，TCNQ 分子による拡散ドー

ウリ成分が現れることで特徴づけられる．図 15 では縦

ピングがおこり，パウリ磁化率とともに低温域でほぼ理

軸，横軸がそれぞれc T と T を表し，温度によらない成分

想的なホール効果が観測され金属転移を裏付けた ．ま

15）
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た低温領域で負の磁気抵抗効果が観測され伝導電子が低
温 で は 弱 局 在 の 領 域 に あ る こ と も 明 ら か と な っ た．

TCNQ にかわる分子ドーパントの探索も期待できる．一
方，イオン液体によるドーピングでも，新たなフリース
タンディング型のイオンゲル膜が開発され，ドーピング
状態におけるラメラ構造の保持が X 線回折で明らかにさ
れ，また磁気抵抗効果では，高温で金属状態を反映する
24）

正の磁気抵抗効果が観測されている ．PBTTT がアル
キル鎖部分にドーパントを主鎖構造をこわさずに取り入
れる能力が，種々の測定によりさらに明らかになりつつ
ある．

４．まとめと今後の展望
結晶性の高い PBTTT では，イオン液体トランジスタ
による電気化学ドーピングにより，広い濃度範囲のドー
ピングが実現し，キャリアの電子状態がポーラロンから
バイポーラロンを経て，金属転移付近にまで至ることが
伝導，電場誘起 ESR 測定でわかった．特にこれまで非
磁性状態として固体デバイス中で明瞭には観測されてこ
なかったバイポーラロンの存在がスピン磁化率と光学吸
収の組み合わせから明らかにされ，金属転移の兆候も伝
導電子の Elliott 機構によるスピン緩和や，パウリ磁化率
の存在により確認された．またこのような金属性の発現
は，ドーパントイオンを構造の乱れなしに取り込める結
晶構造にあり，PBTTT 系は結晶性高分子の今後の分子
設計への示唆を与えている．一方，結晶性高分子のプロ
トタイプとして幅広く研究されている P3HT について
も，固体絶縁膜を用いた電場誘起 ESR によりポーラロ
ンからバイポーラロンへの変化が確立しつつあり，さら
に MIS 構造に加えて FET 構造による研究により伝導特
性とキャリアの電子状態の相関の理解が深まることが期
待される．
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