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Poly(3-hexylthiophene) (P3HT) is a typical semicrystalline conjugated polymer for high-mobility
organic transistors. Regioregular attachment of the alkyl side chains brings about the formation of a
lamellar crystalline structure at the transistor interface, giving high mobilities. Recently, for the higher
molecular weight polymers, the existence of a tie-molecule between crystal grains has been proposed,
which provides as an attractive mechanism for improving mobilities. By using a field-induced electron
spin resonance (FI-ESR) method, which we have developed for directly detecting electric-field injected
charge carriers at the interface of organic transistors, we have for the first time successfully observed the
efficient intergrain carrier motion from the motional narrowing effect of the ESR spectra. We have
fabricated P3HT transistors with SiO2 gate insulator surface being covered by a self-assembled
monolayer, hexamethyl disilazane (HMDS), by employing a high-molecular weight P3HTs (~500,000
molecular weight). As a result, FI-ESR has shown a clear motional narrowing effect, supporting the
existence of tie-molecules. On the other hand, the device without HMDS only showed un-narrowed
signals, indicating not only the molecular weight but also the surface chemical treatment is an important
device fabrication parameter for activating the role of tie-molecule.
結晶性共役高分子ポリアルキルチオフェン（P3HT）は代表的な高移動度高分子トランジスタ材料であ
る．アルキル側鎖の立体規則性の結果，トランジスタ界面でラメラ状の結晶構造を形成し高移動度を与
える．さらに最近は高分子の分子量が高い場合，結晶グレイン間の結合を促進する tie-molecule の存在
が提唱され，移動度向上の重要な機構として注目されている．ここでは，われわれが開発した電場誘起
ESR（Field-induced Electron Spin Resonance；FI-ESR）法により，有機トランジスタ界面の電界注入
キャリアを直接検出し，ESR 信号における motional narrowing 効果により，P3HT における tie-molecule
の存在による高効率の結晶グレイン間のキャリア移動をはじめてミクロに観測した研究について報告す
る．実験は，従来より約 1 桁高い高分子量の P3HT（分子量～500,000）を使用して，低ドープ Si 基板上
の SiO2 絶縁膜表面を自己組織化単分子膜の一種 HMDS で化学修飾したデバイスを用いて FI-ESR 測定を
行った．その結果，高分子結晶子間のキャリア移動効果を直接検出できる磁場 // 基板のスペクトルに顕
著な narrowing 効果を観測することに成功し，tie-molecule の存在を裏付けた．一方，HMDS 修飾しない
デバイスでは narrowing のない従来の低分子量の P3HT の信号と同様なスペクトルが観測され，分子量と
ともに SiO2 界面の化学修飾も tie-molecule を活性化させるうえで重要なデバイスパラメタであることが
示された．

１．は

じ

め

に

ルファスシリコンの移動度を超える 1 – 10 cm /Vs の高移
2

3）

近年，π 共役系の高分子や低分子材料を用いた有機半

動度が実現し，高性能化が進んでいる ．高分子系の材

導体デバイスは，軽量，フレキシブルなデバイスとして

料は導電性高分子材料の発見と開発にともなって発展し

1，2）

注目される

．その中でも，有機トランジスタはアモ
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てきている

4，5）

．低分子系有機半導体材料と比較して移

動度は少し低いが，溶液プロセスによる成膜の容易さや
高い耐熱性などの優れた特徴を有している．高移動度を
示す高分子材料として開発されて来たのが，アルキル側
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鎖の立体規則性を持ち従来の高分子より結晶性の高い，
6，7）

いわゆる semicrystalline conjugated polymer である

．

典型的な材料は，ポリヘキシルキルチオフェン P3HT

子がランダム配向しているが，tie-molecule でグレイン
間のキャリア移動が促進される場合は，電場誘起 ESR
はその現象を検出する有力な方法となる．高分子鎖は

（図 1
（ a ））やチエノチオフェン基を有する PBTTT であ

ESR 信号の g 値が固有の異方性を持っており，それがラ

る．これらの高分子ではラメラ構造の結晶子がトランジ

ンダム配向した場合は g 値の分布による線幅の広がりが

スタ界面に形成され（図 1（ b ））高移動度を与える．

ある．もしグレイン間のキャリア移動がある場合は g 値
の平均化が生じ，ESR 信号の先鋭化（motional narrow-

ing）が観測される．結晶グレイン間のキャリア移動に
22，23）
およ
よる ESR 信号の先鋭化効果は，すでに高分子系
16，22）
の材料を用いた有機トランジスタの ESR
び低分子系
で報告されているが，P3HT 系ではそもそも tie-molecule
の存在が提唱されて来た系であるにもかかわらず，観測
例がなかった．
今回，従来の電場誘起 ESR 研究に使用していた P3HT の
分子量よりも約一桁大きな分子量の高分子材料を用いて，

Si 基板上の SiO2 固体絶縁膜上にデバイスを作製し，ESR
測定した結果，SiO2 表面に自己組織化単分子膜（SAMs）
による化学修飾を行ったデバイスでは，明瞭な ESR 信号
の先鋭化を観測し，P3HT 系としてはじめて tie-molecule
の存在を示す結果を得ることに成功した．以下では，

図１ （ a ）立体規則性共役高分子 P3HT の分子構造．
（ b ）SiO2 絶縁膜上の P3HT の分子配向．
右は炭素原子の pp 軌道．

高分子トランジスタのキャリア輸送はデバイス界面に
おける 1 ～数分子層（特に結晶性高分子の場合は 1 分子
層）の厚みを持つ有機活性層で行われている．われわれ

P3HT デバイスの作製および ESR 信号の観測結果につい
て，SiO2 に化学修飾を行う前後の信号を比較しながら議
論する．化学修飾を行わないデバイスでは，従来の P3HT
と同様 ESR 信号の先鋭化は観測されず，界面の化学修
飾が tie-molecule を活性化することが示された．活性化

は，有機トランジスタ界面の電界注入キャリアを直接検

のメカニズムについてデバイス界面における分子配向の

出する手法として電場誘起 ESR（Field-induced Electron

観点から考察する．これらの結果は基本的な結晶性高分

8，9）

Spin Resonance；FI-ESR）法を開発した ．電子スピ
ン共鳴（ESR）はデバイス界面へ注入されたキャリアの
11
スピンを高感度に検出でき（約 10 スピン），導電性高
分子の電荷やスピンのキャリアであるソリトン，ポーラ
10–13）

ロンの研究にも用いられてきた

．電場誘起 ESR 検

出は，立体規則性ポリチオフェン（P3HT）に始まり，そ
14）

の後，ペンタセン やルブレン，チエノチオフェン系低
15–17）

分子材料

18）

，高分子系では PBTTT などの典型的な

子のもつ未知の可能性と高分子半導体材料としてのポテ
ンシャルを示すものである．

２．ポリヘキシルキルチオフェン P3HT と
２．電場誘起 ESR
電場誘起 ESR 法は，P3HT を有機半導体層とする金属─
絶縁体─半導体（MIS）デバイスで最初の信号の検出に
成功して以来，有機トランジスタ（FET）構造でも種々

トランジスタ材料へ適用範囲が広がっている．これらの

の絶縁層材料を使用したデバイスで観測が行われてい

研究から電場誘起 ESR は，キャリアのスピン・電荷関

る．当初絶縁層としてスパッタ法で作製した Al2O3 膜を

係，波動関数の広がり，ダイナミクス，あるいはデバイ

使用したが，その後，汎用性の高い低ドープ量のシリコ

ス界面における局所的な分子配向など，デバイス動作に

ン基板 を導入した ESR 用デイバス構造の開発を行い

7，19）

．

とって本質的な情報を与えることが示されて来た

24）

（図２），今回もこの構造を高分子量体材料へ適用してい

ここでは，我々が最近行った P3HT の電場誘起 ESR 測

る．Si 基板は低ドープ量のものを用いて伝導度を低く抑

定による高分子量体に関する研究について紹介する．高

え，ESR 装置に挿入した際の感度低下を最小に抑えてい

分子の分子量はその物性に影響を与える重要なパラメー

る．絶縁膜としては SiO2 熱酸化膜を用いている．SiO2 絶

タであるが，近年，P3HT ではトランジスタの移動度に

縁膜は平滑性が高く，そのままの状態で高分子膜をキャ

関する影響などが研究され，高分子量体における移動度

ストしても良好なデバイス特性が得られ，さらに表面を

の増大の効果と，その起源として結晶グレイン間をつな

自己組織化単分子膜（Self-Assembled Monolayer, SAMs）

20，21）

ぐ tie-molecule の存在が指摘され注目されている

．

通常の溶液法で製膜した高分子薄膜では絶縁膜上で結晶

の一種のヘキサメチルジサラザン（hexamethyldisila-

zane, HMDS）で化学修飾すると移動度が向上する．
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π 電子が，ESR パラメタである 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 1（ b ）に示すような結晶性のラ
メラ構造を形成し，特に g 値の角度依存性から分子面が

edge-on 配向していることが明らかとなった．
これらの結果で，磁場が基板に平行な場合の線幅が垂
直な場合に比較して広いことは，後で配向した単分子膜

FET の ESR の結果を用いて議論するように，超微細相
互作用による固有の線幅に加えて，高分子鎖が基板面内
図２ 低ドープシリコン（SiO2 /n -Si）基板を用いた電場誘起 ESR
+

測定用の有機電界効果トランジスタの構造．
SiO2 絶縁膜表面は自己組織化単分子膜である HMDS で化学修
飾するか，または修飾なし（bare SiO2）の状態で用い，その
上に P3HT 薄膜を drop cast する．

でランダム配向したことによる g 値の分布による線幅を
25）

含んでいるためである ．したがって高分子量体の

P3HT を用いたデバイスで ESR を行う場合，DH// に運動
による先鋭化効果が観測されるかどうかがグレイン間の
キャリア移動を検出するキーポイントとなる．

図３は SiO2 /n -Si 基板を用いた P3HT デバイスの典型
+

の MIS デバイスの結果を示すが，bare SiO2 や HMDS 修

３．高分子量体を使用した P3HT トランジスタの
３．電場誘起 ESR 観測
筆者は豊田理研における電場誘起 ESR 研究の主要な
テーマの一つとして高分子量体の P3HT トランジスタの

的な電場誘起 ESR の方向依存性を示している．従来用い
ていた P3HT の分子量は 87,000（アルドリッチ社）であ
り，図３のデバイスでは無修飾の SiO2（bare SiO2）膜
飾した FET デバイスでも同等の ESR 信号が得られる．

研究をすすめて来た．高分子材料の分子量としては，分

図3
（ a ）は，磁場が基板に垂直および平行な場合の電場

子量 400,000 – 700,000 のものと，それより少し低い分子

誘起 ESR 信号の異方性を示す．共鳴磁場を与える g 値お

量 90,000 – 130,000 の 2 種 類 の 高 分 子 試 料（ い ず れ も
Wako 社）を使用した．研究は，デバイス作製用の蒸着

よび線幅 DHpp に明瞭な異方性が観測されている．図 3
（ b ）は，g 値および線幅の角度依存性を示し，q は磁場と

装置などの設備の整備とシリコン基板等の材料の準備な

基板法線の角度を表わす．この変化より，g⊥ > g// および

ど，ESR 測定用デバイス作製の初期段階から開始した．

DH⊥ < DH// という特徴的な異方性が示される

．観測

その結果，ESR 試料管に入れたデバイスとして，これま

された異方性は，電荷キャリアであるポーラロンの不対

で ESR で 使 用 し た デ バ イ ス に 近 い レ ベ ル の 移 動 度 の

8，9，24）

FET が作製できた．FI-ESR は上記の 2 つの分子量を用
いたデバイスでは，化学修飾を行わないデバイスでは，
従 来 の P3HT と 同 様 ESR 信 号 の 先 鋭 化 は 観 測 さ れ ず，
HMDS 修飾したデバイスでは ESR 信号の先鋭化効果が
観測された点では同様の結果を与えたが，以下では，主
に実験を行ったより高い分子量（400,000 – 700,000）の
試料の結果について報告する．
3.1. ESR 測定用 P3HT トランジスタの作製
図４に作製した ESR 測定用デバイスの FET 出力特性
の例を示す．図 4
（ a ）は SiO2 表面が無修飾の場合（以下

bare SiO2 と略）図 4（ b ）は SiO2 表面を HMDS で化学修
飾した場合（以下，HMDS と略）の特性を示す．トラ
ンジスタの出力特性は飽和領域では次式であらわすこと
が出来，観測結果から移動度m を求めることが出来る．
2
Id =（WCi / 2L）
μ（Vg – Vth）

（1）

ここで左辺の Id はドレイン電流を表わす．また右辺
図３ （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．
24）
（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．

で，チャンネル長 L およびチャンネル幅 W はそれぞれ 20

mm お よ び 0.4 mm で あ っ た． ま た Ci は 厚 さ 300 nm の
2
SiO2 絶縁膜のキャパシタンス（Ci ＝ 11 nF/cm ）をあら
わし，Vg および Vth はそれぞれゲート電圧と threshold 電
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（ａ）

（ｂ）

図４ P3HT トランジスタの出力特性．
（ａ）SiO2 表面が無修飾の場合（bare SiO2）．（ｂ）SiO2 表面を HMDS で化学修飾した場合．

圧を示す．今回のデバイスでは，Vth として 0 V ～ –10 V
の値となった．このような特性を示すデバイスから，電
界効果移動度m は bare SiO2 の場合でμ ～ 5×10 cm /Vs，
–4

2

HMDS の場合で，2 ～ 3×10 cm /Vs 程度となり，これ
まで ESR で使用したデバイスに近いレベルの移動度の
25–27）
FET が作製できた
．
–3

2

3.2. 高分子量体 P3HT の電場誘起 ESR 信号
作製したデバイスの電場誘起 ESR 信号測定は主に分
子研の機器センターに設置されている BrukerE500 スペ
クトロメータに高感度キャビティ（high-Q cavity）を装
着 し て 行 わ れ た． 分 子 研 の ESR 装 置 で は， 電 場 誘 起

ESR 測定はこれまで行われたことがなかったため，ESR
測定用デバイスへ電場を印可するために Keithley 社の
2460 型ソースメータを使用し信号の検出に成功した．
また，豊田理研で作製したデバイスの ESR 測定を開始
し た 初 期 に は， 名 大 の 竹 延 研 究 室 に 設 置さ れ て い る

E500 スペクトロメータでも電場誘起 ESR 測定を行い信

図５ SiO2/n -Si 基板上（bare SiO2 絶縁膜）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．
+

号の同等性を確認している．
3.2.1. bare SiO2 絶縁膜デバイスの ESR 信号
図５は，bare SiO2 絶縁膜デバイスの電場誘起 ESR 信
号のゲートバイアス依存性の例を示す．以下，測定はす
べて室温で行われた．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⊥ = 1.1
G は誤差の範囲内でこれまでの報告と符合し（図 3（ 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．図５のデータ
での最大印可電圧である –80V では，これまでの P3HT
デバイスで観測されたと同様なスピン飽和傾向が観測さ
れている

9，24，26，27）

．これは，ポーラロンから非磁性のバ

イポーラロン（またはポーラロン対）へとキャリアが変

図６ bare SiO2 絶縁膜デバイスの電場誘起 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．

化する過程を示すが，本章ではこれ以上立ち入らない．

明瞭な異方性が観測され，g⊥ > g// および DH⊥ < DH// とい

図６は，bare SiO2 絶縁膜デバイスの電場誘起 ESR 信

う特徴的な異方性および g 値や線幅の値も実験誤差の範

号の方向依存性を示す．磁場が基板に垂直および平行な

囲内で従来の P3HT の測定結果とよく一致している．後

場合の電場誘起 ESR 信号の異方性を示している．図 3

で図 11 に示すように角度変化もよく一致し，分子面が

（ a ）と同様に，共鳴磁場を与える g 値および線幅 DHpp に

edge-on 配向していることが確認される．

結晶性共役高分子ポリチオフェンにおける電荷キャリアの電場誘起 ESR 観測

25

ここで，前章の最後でふれたように，磁場が基板に平
行な場合の線幅が垂直な場合に比較して広いことは，図
７で模式的に示すように高分子鎖が基板面内でランダム
配向したことによる g 値の分布による線幅を含んでいる
ためである．後で高分子量体の HMDS 修飾したデバイ
スの ESR 信号で，DH// について運動による先鋭化効果の
有無を議論するためには，このランダム配向による g 値
の分布による線幅への大きさをあらかじめ評価しておく
必要がある．このためには，基板面内でランダム配向す
る高分子鎖の鎖方向の g 値である gy と，それと垂直なπ
スタック方向の g 値である gz の値を知る必要がある．

図７ P3HT の SiO2 絶縁膜上の結晶グレインのランダム配向とグレ
イン間のキャリアホッピングの模式図．

これらの値は，以前われわれが行った，基板面内で高
分子鎖が一軸配向した超薄膜 P3HT トランジスターの電
25）

場誘起 ESR の実験により報告されている ．面内配向
した超薄膜 FET は，LB（ラングミュア・ブロジェット）
法により水面上に P3HT と液晶分子混合液体を展開し圧
縮配向した単分子膜を HMDS 修飾した SiO2 /n -Si 基板
+

上に移しとることにより作製された．基板に移しとった
後は液晶分子だけが蒸発して飛び去り，配向した高分子
膜だけが基板上に残り累積される．

図８ （ａ）一軸配向した超薄膜トランジ スターの構造の模式図．
FET のソースとドレイン電極を結ぶ方向がデバイスⅠで
はπ スタック方向と一致し，デバイスⅡでは高分子鎖方
向と一致する．
（ｂ）上記のデバイスにおける FI-ESR 信号の g 値および線幅の
25）
角度依存性 ．q は基板法線と外部磁場のなす角を示す．
比較として通常の drop cast 法で製膜した，面内で高分子
鎖がランダム配向した膜の g 値と線幅の角度変化もプ
ロットされている．
28）

ESR の解析でも確認されている ．また，図９には，
DFT 計算で得られたチオフェン 6 量体のスピン密度分布
が示されている．
表１ 一軸配向した超薄膜 P3HT トランジスターの電場誘起 ESR に
25）
より決定された各主軸の g 主値 （Observed）およびチオフェン
6 量体の DFT 計算で求められた各主軸の g 主値（DFT Calc.）

図８はこのようにして作製された一軸配向した超薄膜
P3HT トランジスターの電場誘起 ESR の g 値と線幅の角
度依存性を示したものである．図 8（ a ）は，FET のソー
スとドレイン電極を結ぶ方向がπ スタック方向と一致す
るデバイスⅠと，高分子鎖方向と一致するデバイスⅡの
構造を模式的に示したものである．図 8（ b ）は，それぞ
れのデバイスの FI-ESR 信号の g 値と線幅の角度依存性
を示す．この結果，高分子鎖の各主軸の g 値と超微細相
互作用による固有線幅の大きさがはじめて明らかにされ
た．特に表１にまとめられた g 値の各成分は，下位によ
るチオフェン 6 量体の DFT 計算値とその異方性がきわめ
てよい一致をすることがわかった（表１）．異方性の特
徴は主鎖方向の主値 gy が各成分の最小値を与え自由電子
の g 値よりも小さい値である点で，この異方性はその
後，他の P3HT とフラーレン複合体の光励起時間分解

Observed

a)
b)

DFT Calc.
a)

gx

gy

gz

2.00310

2.00152

2.00203

2.00290

2.00090

2.00210

Appl. Phys. Lett 2010 (Ref. 25), b)B3LYP/6-31G(d)

また図 8
（ b ）には，比較として通常の drop cast 法で製
膜した，面内で高分子鎖がランダム配向した膜の g 値と
線幅の角度変化も比較のためにプロットされている．そ
の結果，キャスト膜の面内方向の g 値は一軸配向膜の各
軸（y，z）成分の平均であることがわかる．それに対し
て，キャスト膜の面内方向の線幅は，各軸成分の平均値
とはならず，それよりも明瞭に広がっていることがわか
る．これが g 値の分布による寄与を与えている．さらに
観測されたキャスト膜の面内方向の g 値と線幅の大きさ
は，ここで求められた g 値と線幅の主軸成分を用いてラ
ンダム配向した場合の ESR 信号をシミュレートした結
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の線幅の減少と線形の変化は，ESR 信号が motional nar-

rowing を起こしていることを直接的に示すものである．
その起源としては，磁場が垂直な方向の信号に見られ
る，超微細相互作用による固有線幅の減少がそれほど大
きくないことを考慮すると，磁場平行方向の超微細線幅
の減少は同程度と予想され，観測された大きさの線幅の
減少は説明できない．したがって平行方向の線幅の減少
は，結晶グレイン間のキャリア移動の活性化により高分
子鎖のランダム配向に起因する Δg に基づく線幅が大幅
に減少にしたことを示すものであると結論できる．低分
子量の ESR の場合と比較すると，グレイン間キャリア
図９ チオフェン 6 量体（6T）のカチオンラジカルのスピン密度分布．

果，観測値をよく再現することがわかった．このように
キャスト膜の面内方向の線幅には超微細相互作用による
線幅に加えて g 値の分布による線幅の寄与が明瞭に含ま
れていることが明らかとなった．図６に，ここで得られ
た g 値の y，z 成分の位置が示されており，確かに平行方
向の g 値は両者の平均値であり，また，観測されている
線幅は g 値の分布による線幅の広がりに超微細相互作用
による固有線幅がコンボリュートされたものであること
がわかる．
3.2.2. HMDS 化学修飾デバイスのグレイン間キャリア輸
送と tie-molecule
図 10 は，HMDS 修飾した絶縁膜デバイスの電場誘起

ESR 信号の方向依存性を示す．磁場が基板に垂直および
平行な場合の電場誘起 ESR 信号の異方性を示している．
bare SiO2 の場合の信号と比較して，明らかな信号の先鋭
化が見られる．g 値の方向依存性は図５と比較して変化
しておらず，edge-on 配向が保たれている．一方，線幅に
ついては特に磁場平行方向の線幅の減少が顕著であり，

bare SiO2 の場合の 1.6 ～ 1.8 G の値から，1 G 程度の値
に減少している．また，平行方向の線形も，キャリアが
運動している場合に特徴的な単一のローレンツ型の線形
に近づいていることがわかった．これら，磁場平行方向

移動の活性化は tie-molecule の存在を直接裏付けるもの
で あ る． こ の 場 合，motional narrowing が 生 ず る 条 件
は，結晶グレイン間のキャリアのホッピング周波数を周
波数単位でν inter とすると，
hν inter >>（gz – gy）
μ B Hext = Δgμ B Hext

（2）

29，30）

で与えられる

．ここで，h はプランク定数，μ B はボー

ア磁子，Hext は外部磁場の大きさを表す．ただし，上式
は極端な narrowing（extreme narrowing）の場合の条件
で不等号が >> となっているが，実際には通常の不等号
程度の大きさの違いと予想される．この式に各数値をあ
てはめると，ν inter > 2 MHz，ホッピング時間としてはそ
の逆数でサブマイクロ秒程度と予想される．正確な見積
もりは運動の効果を取り入れた磁気共鳴理論で取り扱う
必要があり，今後の問題であるが，線幅は約 1/2 程度に
減少しているので，ν inter のオーダーは変わらないと思わ
れる．
図 11 は，高分子量体の電場誘起 ESR 信号の g 値およ
び線幅の角度変化を示したものである．横軸は基板法線
からの角度を表し，左縦軸は g 値，右縦軸は線幅を示
す．bare SiO2 の場合のデータは白抜きの△印を用い，
それぞれ g 値（青色△印）および線幅（赤色△印）を示
している．また，HMDS 修飾の場合は塗りつぶした■印
で，g 値（青色 ■ 印）および線幅（赤色 ■ 印）を示して
いる．これらかわかることは，まず第一に g 値はいずれ
の場合も誤差の範囲でよく一致し，HMDS のあるなしに
かかわらず，edge-on 配向が保たれている．これに対し
て線幅は bare SiO2 の結果は，図 3（ b ）に示した低分子量
体の結果と誤差範囲でよく一致し，motional narrowing
効果は見られない．これに対して HMDS 修飾の場合は，

bare SiO2 に比較して明瞭に減少しており，角度変化も
非常に弱い．このことは，Δg に基づく線幅がグレイン
間のキャリア移動による motional narrowing 効果により
平均化されていることを示し，tie-molecule の存在をさ
図 10 HMDS 修飾した絶縁膜デバイスの電場誘起 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．

らに裏付けるものである．
それでは，なぜ HMDS の場合は tie-molecule の効果が
表れ，bare SiO2 の場合はそれがあらわれないのであろ
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件を実現しているのが，HMDS 修飾であり，事実 HMDS
修飾は少なくとも P3HT 結晶の配向を edge-on 的に向け
6）

る分子間力を発揮し ，bare SiO2 ではその力が弱まり，
たとえ tie-molecule が存在してもキャリア移動には不利
な face-on 的な配向になりやすい可能性があり得る．以
上は，定性的な予想であるが，高分子量体の HMDS 上
や bare SiO2 でも結晶成長のシミュレーションなどが今
後発展してゆけば興味深い問題の一つになり得るのでは
ないかと思われる．
以上，今回の電場誘起 ESR 観測による高分子量体で
HMDS 修飾デバイスで観測された P3HT としては初めて
図 11 高分子量体の電場誘起 ESR 信号の g 値および線幅の角度変化．
横軸は基板法線からの角度を表し，左縦軸は g 値，右縦軸は
線幅を示す．bare SiO2 の場合のデータは白抜きの△印を用
い，それぞれ g 値（青色△印）および線幅（赤色△印）を示
す．また，HMDS 修飾の場合は塗りつぶした ■ 印で，g 値
（青色■印）および線幅（赤色■印）を示す．

の結晶グレイン間のキャリア移動に対して一つの解釈を
述べた．結論としては，従来の低分子量の P3HT では，

bare SiO2，HMDS 修飾いずれにの場合にも結晶グレイ
ン 間 の キ ャ リ ア 移 動 は 観 測 さ れ ず， 高 分 子 量 体 で は

HMDS 修飾だけにせよグレイン間のキャリア移動が観
測されたことは，種々の実験から高分子量体で予想され

うか？ その理由は定性的には以下のように考えられる．

ている tie-molecule の存在をはじめてミクロに裏付けた

図 12 は，SiO2 絶縁膜上における P3HT 結晶子の配向と

ものと言える．

それらをつなぐ tie-molecule を模式的に文献 20 にした
がって示したものである．結晶子の平均的なサイズは，

４．まとめと今後の展望

高分子鎖方向で 15 – 20 nm，高さは 3 – 4 nm（3 分子層程

結晶性共役高分子ポリアルキルチオフェン（P3HT）

度の厚み）と考えられており，高分子量体では，一つの

の有機トランジスタによる電場誘起 ESR 測定を行った．

結晶子から界面に沿って伸びた高分子鎖が隣の結晶子へ

従来より約 1 桁高い高分子量の P3HT（分子量～500,000）

とつながっている様子を模式的に示している．この時，

を使用して，低ドープ Si 基板上の SiO2 絶縁膜表面を自己

電荷キャリア（ポーラロン）が tie-molecule に沿って一

組織化単分子膜の一種 HMDS で化学修飾したデバイスを

つの結晶子から隣の結晶子へとスムーズに移動できるた

用 い て FI-ESR 測 定 を 行 っ た． そ の 結 果，ESR 信 号 の

めには，tie-molecule に対して次の条件が満たされる必

motional narrowing 効果から，高効率の結晶グレイン間
のキャリア移動を P3HT 系としてはじめてミクロに観測
することに成功し tie-molecule の存在を裏付けた．一方，
HMDS 修飾しないデバイスでは narrowing のない従来の
低分子量の P3HT の信号と同様なスペクトルが観測され，
分子量とともに SiO2 界面の化学修飾も tie-molecule を活

要がある．
すなわち一つの結晶からもう一つの結晶にうつる領域
（tie-molecule の領域）で分子面のねじれが抑えられ，結
晶 1─tie-molecule─結晶 2 の繋がり領域で共平面的（co-

facial）であることが必要である．そうでない場合は
ポーラロンは結晶子界面で反射されて，結晶子から tiemolecule へ移動することが困難になることが予想され
る．この条件がみたされるには，tie-molecule も結晶子
と同じ edge-on 配向していることが求められる．この条

性化させるうえで重要なデバイスパラメタであることが
示された．高分子の結晶子間の tie-molecule を直接 AFM
などで観測することはまだ難しい課題とおもわれるが，

tie-molecule はナノサイエンスの領域の問題でもあり，高

図 12 SiO2 絶縁膜上における P3HT 結晶子の配向とそれらをつなぐ tie-molecule の模式図（文献 20 を参考）．さらに tie-molecule の絶縁膜上の
配向予想図として，HMDS 修飾の場合には edge-on 的配向（右下図），bare SiO2 の場合には face-on 的な配向（左下図）が示されている．
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分子の分子量といった材料制御の問題と，界面の化学修
飾といったデバイスプロセッシングの問題のクロスする
領域に結晶性高分子を制御し，より高効率の材料を設計
する指針を得る研究領域があることが示唆されている．
以上，P3HT の高分子量体の tie-molecule の研究を述
べたが，この研究のほかに，P3HT では，キャリア注入
量を増加させたときに，キャリアがスピンと電荷をもつ
ポーラロンから，スピンを持たないバイポーラロンへと
変化するスピン飽和現象が見出され，今回高分子量体で
もこの現象が再確認された．一方，最近キャリア波動関
数が 100 分子に広がることが明らかにされ注目されるチ
17）

エノチオフェン系高移動度低分子半導体材料 でも，極
低温領域で同様のスピン飽和現象が観測されており，
ポーラロン・バイポーラロン平衡現象がπ 共役系有機半
導体で普遍的なスピン現象であることを示している．こ
れらの結果は，P3HT や C8-BTBT などの結晶性有機半
導体が，高効率の有機デバイスを構築する上で優れたポ
テンシャルを有する分子材料であることを示すものであ
る．今後，有機半導体材料の合成，デバイス開発や有機
半導体の物性のミクロ計測，理論的研究などが，学際的
に一層発展し，有機半導体の科学とエレクトロニクスへ
の貢献が進展して行くことを期待したい．
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