カーボンナノチューブネットワークの伝導メカニズムの解明
The study on the transition mechanism of carbon nanotube networks
（応用物理学会推薦）
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Single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) have been investigated for the application of thin film
transistors (TFTs) due to their excellent transport properties. To improve device performance, it is important to
understand the conduction mechanism including correlation with SWCNT structures. However, the relationship
between the device performance and structural properties of SWCNTs has not yet been fully explored. In this
work, we have reported a detailed study of SWCNT-TFTs from the view point of SWCNT lengths, where SWCNT
length was precisely sorted by using size exclusion chromatography (SEC). Higher device performances were
obtained in longer SWCNTs and it was found that the average length of the SWCNTs is an important factor to determine
the device performance. Furthermore, we found that the on-current shows the similar dependences among the different
lengths that follows the percolation theory well. On the other hand, the behaver of off-state, such as the off-current and
on/off ratio, showed a deviation from the percolation theory.
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図 1 に載せた規格化密度はそれぞれ 1.2 と 1.1 となる。
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分散したカーボンナノチューブを含む分散液を得た。
その後、サイズ排除クロマトグラフィーによりカー
ボンナノチューブを分画し、各分画に含まれるカー
ボンナノチューブをシリコン基板上に展開したもの
を原子間力顕微鏡で観察し、カーボンナノチューブ
が長さで分離されていることを確認した。この長さ
が異なるカーボンナノチューブを用いてそれぞれネ
ットワークを作製し、ソースおよびドレイン電極を
金蒸着し、酸素プラズマによる素子分離を行い、カ
ーボンナノチューブ薄膜トランジスタを作製した。
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図 2. カーボンナノチューブ薄膜トランジスタの模式図
（左）. カーボンナノチューブのネットワークの AFM
像 （スケールバー：500 nm）平均長 432 nm、規格化密
度 1.9 （右）.
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プロットを描くと、各長さのデバイスごとで異なる
トレンドラインがあり、長いものがより高い移動度
とオンオフ比が得られることが確認された。その結
果をグラフ化したものが図 3 である。 特に、オンオ
フ比は、カーボンナノチューブの長さの増加により
オーダーが変わる変化があり、それにともないオフ
電流が減少した。移動度については、なだらかな増
加にとどまった。

図 1．長さが異なるカーボンナノチューブのネットワー
クの AFM 像. （スケールバー：500 nm） 左は平均長
670nm、右は平均長 150 nm.

パーコレーション閾値 N（1 μm2 中のカーボンナノ
チューブの本数）は、ナノチューブの長さを L（μm）
とすると、
N = (4.236 / L) 2 / π

(1)

また、長さが制御されていないが平均長が同じカ
ーボンナノチューブを用いて同様にデバイスを作製
した結果、長さを制御した平均長が同じものと同様
な性能のトレンドラインを描いた。すなわち、デバ
イス性能は、少量に含まれる長いカーボンナノチュ
ーブの影響はほとんど受けず、平均化された長さの
特性を示す。この結果からも、長いものを抽出する、

異なる。すると、カーボンナノチューブが短いデバ
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ューブ間のコンタクトにおいては、カーボンナノチ
ューブが基板に接しないエリアが生じる。長さが短
い場合は、コンタクト数が多いために効果的な電界
集中が得られていないことも考えられる。これらの
ことを裏付けるためには、より詳細にネットワーク
のオフ状態の伝導を調べることが必要である。
まとめ
カーボンナノチューブ薄膜トランジスタにおける
カーボンナノチューブの長さの影響について評価を
図 3. カーボンナノチューブ薄膜トランジスタの性能の
長さ依存性
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パーコレーション理論に従う様子が確認された。こ
の結果について考察すると、カーボンナノチューブ
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