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【電子・情報(半導体)】 有機薄膜 導電性 分子の整列     
        
仮訳 
 

優れた有機エレクトロニクス（米国） 
 
米国エネルギー省(Department of Energy: 

DOE)のローレンスバークレー国立研究所(バ
ー ク レ ー ・ ラ ボ )(Lawrence Berkeley 
National Laboratory: Berkeley Lab)の新し

い研究により、より優れた新しい有機エレク

トロニクスデバイスの将来の展望はより明る

いものとなった。DOE のナノサイエンス・

セ ン タ ー で あ る バ ー ク レ ー ・ ラ ボ の

Molecular Foundry にて、研究チームは、有

機薄膜中の分子間を移動する電荷の経路を実

験によって初めて解明した。また、これによ

り、有機膜の導電率を向上するためにはどの

ような化学的な改造が可能であるかが示され

た。 
 
 「有機薄膜中の分子がある特定の方向に配

列されると、導電性が向上することを発見し

ました。」とバークレー・ラボの Materials Sciences Division のディレクター、かつナノ

スケールの表面の画像化の第一人者であり、この研究を率いた Miquel Salmeron 氏は述べ

る。「化学者にはこのような配列ができる有機薄膜の製造方法はすでに解っているので、彼

らは私たちが提供する手法を使って、分子の整列を横断したり、分子の整列方向に沿った

電荷移動における分子の整列およびその役割を解明することが可能となるはずです。これ

によって将来の有機エレクトロニックデバイスの性能が向上するでしょう。」と同氏は続け

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像をクリックして高解像度写真へ 

 

走査型透過電子顕微鏡による silicon nitride

（窒化ケイ素）膜上に蒸着された有機薄膜。画

像中の黄色い矢印は各結晶性ドメインの格子

方向を示す。緑色の丸印は多結晶部分を示す。

(画像提供：Berkeley Lab’s Molecular 
Foundry) 

 
 Salmeron 氏と同組織の Shaul Aloni 氏は、NanoLetters 誌掲載されている本研究の論

文、“Electron Microscopy Reveals Structure and Morphology of One Molecule Thin 
Organic Films”の責任著者である。他の共同著者は Virginia Altoe 氏、Florent Martin 氏、

および Allard Katan 氏である。 
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 有機エレクトロニクスは、プラスティック・エレクトロニクス、またはポリマー・エレ

クトロニクスとしても知られており、金属や半導体ではなく、炭素系の分子を導電体とし

て利用する素子である。その低コスト、軽量および弾性を伴う柔軟性により高く評価され

ている。有機エレクトロニクスは分子コンピューティングでも大きな役割を果たすと期待

されるが、金属や半導体と比較して低い電子導電率によってこれまで利用が妨げられてい

た。 
 

 「化学者やエンジニアは、直感と試行錯誤

の実験を通してこの分野を進展させて来まし

たが、例えば電子と正孔がどのように分子に

沿った方向へまたはそれを横切って移動する

のか、電荷移動が有機層の構造や分子の方向

にどのように依存するのか、そして機械的な

応力や化学物質のインプットに電荷移動がど

のように反応するのかなど、分子レベルで起

こっていることを理解しない限り、ある時点

で壁にぶつかってしまいます。」と Salmeron
氏は述べこう続ける。「私たちの実験結果によ

り、これらの課題への答えを出すことができ

るようになりました。」 
 

Salmeron 氏と彼の同僚研究者らは、この

研究では電子回折像を用いて、チトフェン環

の長鎖を含有する、広く利用されているポリ

マーの短鎖のものの単層から成る分子膜の結

晶構造をマッピングした。特に、多様な電子

透過性基板上に自己組織化されたペンタチオ

フェン酪酸(5TBA)とその二つの誘導体(D5TBA および DH5TBA)に焦点を絞った。4 個の

炭素原子と 1 個の硫黄原子の環を含む分子であるペンタチオフェン酪酸は、十分に研究さ

れた有望な有機半導体の仲間である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像をクリックして高解像度写真へ 

 

単層有機薄膜の構造と形態を研究した

Molecular Foundry’s Imaging and 
Manipulation of Nanostructures Facility の

(左から)Virginia Altoe 氏、Shaul Aloni 氏、お

よび Miquel Salmeron 氏。 
(写真：Roy Kaltschmidt、Berkeley Lab) 

 
 電子ビームを用いて単層有機膜の構造的結晶マップを作成することは大きな課題であっ

たことを、Aloni 氏は次のように説明する。 
 
 「これらの有機分子は、高エネルギーの電子に対し極めてセンシティブです。高エネル

ギー電子のビームが膜に当たると、直ちに分子が影響を受けます。そして数秒後には回折

像中の特徴的な分子間配列がみられなくなります。しかし、正しく利用すれば、電子顕微
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鏡は有機サンプルに関する他に類のない情報を提供してくれる重要なツールとなるので

す。」 
 
 Salmeron 氏、Aloni 氏および彼らの同僚研究者は、Molecular Foundry’s Imaging and 
Manipulation of Nanostructures Facility において、自ら開発した独自の方法と透過型電

子顕微鏡(transmission electron microscope: TEM)を組合せたアプローチにより、この課

題を解決した。平行電子ビームで膜を走査し、電子回折像を収集した後、コンピューター

で解析して構造的結晶マップを作成した。 
 
 「これらのマップには、単位格子のサイズ、対称性および方向、ドメインの方向と構造、

結晶化度、そしてマイクロメーター規模でのあらゆる変化に関する確固とした情報が含ま

れています。」と論文の第一著者である Altoe 氏は述べる。「このようなデータは、有機膜

の構造と電子移動の特性を理解することには不可欠なもので、サポート膜の化学的変化に

よって起こる小さな変化を追跡することができるようになります。」 
 
 著者らは、構造に関する情報を得ることと

引き替えに、分解能が多少犠牲になったこと

をこの論文において認めている。 
 
 「構造マップに取得可能な分解能は、サン

プルの耐放射性、検出器感度とノイズとデー

タ取得速度の間の妥協の上に成り立っていま

す。」と Salmeron 氏は述べこう続ける。「単

層膜をサポート可能な、またその構造に関す

る貴重な情報を収集可能なレベルで高エネル

ギーの電子量を保つには、ビームの直径を 90
ナノメーターまで拡張する必要がありました。

しかし、高速で超高感度の検出器の利用と、

ビーム位置の高速でダイレクトな制御を組み

合わせれば、10 ナノメートル分解能よりもよ

り優れた、より高い電子束の細いビームが可能となるはずです。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像をクリックして高解像度写真へ 

 

電子回折像により、単層有機薄膜の形態、構造

や性質に関する豊富な情報が得られる。 

(画像提供：Berkeley Lab’s Molecular 
Foundry) 

 
この研究における有機分子膜と基板の組合せにより、電子正孔(プラスに帯電したエネル

ギー空間)を通して電流を流したが、Salmeron 氏と同僚研究者らによれば、彼らの構造マ

ッピングの手法は、電子ベースの導電性を持つ材料にも適用できるという。 
 

Salmeron 氏は「私たちの方法論が材料の研究に幅広く適用されることを期待していま
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す。」と述べる。 
 

 Imaging and Manipulation of Nanostructures Facility において、Molecular Foundry
のユーザーはこの方法論の利用が可能であると Aloni 氏と Altoe 氏は説明する。 
 
 本研究は DOE の科学局(Office of Science)の支援により実施された。 

＃＃＃ 

 ローレンスバークレー国立研究所では、持続可能なエネルギーの促進、人々の健康の保

護、新材料の開発、そして宇宙の起源や行方の公開により、世界で 重要とされる科学的

課題に取り組んでいる。1931 年の創設以来、バークレー研究所の科学的専門知識は、13
件のノーベル賞により評価されている。カリフォルニア大学はDOEの科学局を管理してい

る。詳しくはウェブサイト www.lbl.govを参照のこと。 
 

Molecular Foundryは、DOEのナノスケールの学術的研究を実施する国立のユーザー施

設である5つのナノスケール科学研究センター(the Nanoscale Science Research Centers: 
NSRCs)の 1 つである。NSRCsは、一連の相補的な施設により構成されており、これらの

施設はナノスケール材料の加工、処理、特性評価、モデル化を実施するための 先端の機

能を研究者に提供しており、国家ナノテクロジーイニシアティブ (National 
Nanotechnology Initiative : NNI)中の 大規模のインフラ投資を受けている。NSRCsは
それぞれDOEのアルゴンヌ、ブルックヘブン、ローレンスバークレー、オークリッジ、サ

ンディア、ロスアラモス国立研究所に拠点を置く。DOEのNSRCsに関する詳しい情報

はhttp://science.energy.govを参照のこと。 
 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は米国ローレンス･バークレー国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 
“Better Organic Electronics” 
http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2012/03/20/better-organic-electronics/print/ 
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