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１. 有機トランジスタの新しい応用
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2. くにゃくにゃと曲がる
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研究成果
有機トランジスタは、柔らかい電子のスイ
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図1 有機トランジスタを用いて作製されたロボット用電子人工皮膚シート。
高分子フィルムの上に製造されており、電極以外のすべての層が柔らかい
材料でできているため、可とう性に優れる。ロボットのほっそりした指先にも
巻きつけることができる。
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図2 可とう性を有する大面積圧力センサーシステムの写真。センサー・マトリックス、
行デコーダー、列セレクターを別々のフィルムに作製し、貼り合せて製造される。センサ
ー・マトリックス・シートは、
４枚の機能性フィルムを貼りあわせて作製される：有機トラン
ジスタによるアクティブ・マトリックスを形成した高分子フィルム、
スルーホールを有する
高分子フィルム（中間配線層）、感圧導電ゴムシート、全面電極をコートした高分子フ
ィルム（共通電極層）。
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3. 有機トランジスタ集積回路の
製造技術と回路技術
レーザー加工応用や貼り合わせの手法
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