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(57)【要約】

（修正有）

【課題】電子放出効率の高いＭＩＭ型電子放出素子を提
供する。
【解決手段】電子放出素子２０は、下部電極層２１、絶
縁体層２２、および電子透過電極２３より構成される。
電子透過電極２３は、結晶面内方向に対して交差する方
向に電子を透過させるために、厚み方向中央部において
不純物が検出されず、膜厚が０．３５ｎｍ〜０．４０ｎ
ｍのグラフェン膜により形成される。絶縁層２２は、膜
厚が５ｎｍ〜２０ｎｍとなるように形成される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
結晶面内方向に対して交差する方向に電子を透過させるために用いられるグラフェン膜
。
【請求項２】
厚み方向中央部において不純物が検出されない請求項１に記載のグラフェン膜。
【請求項３】
請求項１または２のいずれかに記載のグラフェン膜を含む電子透過電極。
【請求項４】
10

金属又は半導体からなる下部電極と、
前記下部電極の一面に設けられた絶縁体層と、
前記絶縁体層の前記下部電極と反対側の面に形成された請求項３に記載の電子透過電極
と、を備える電子放出素子。
【請求項５】
前記電子透過電極の膜厚が、０．３５ｎｍ〜４０ｎｍである請求項４に記載の電子放出
素子。
【請求項６】
電子を放射する領域における前記絶縁体層の膜厚が、５ｎｍ〜２０ｎｍである請求項４
または５のいずれかに記載の電子放出素子。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、グラフェン膜、電子透過電極及び電子放出素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、ナノスケールの電子放出素子に注目が集まっている。電子放出素子は、電子の輸
送媒体が真空である。そのため電子放出素子は、チャネルでの電子散乱が無く高速動作が
可能であるという特徴、低温から３００℃以上の高温でも動作可能であるという特徴、耐
放射線特性に優れているという特徴を有する。そのため、ＣＭＯＳを補完するデバイスと
して期待されている（例えば、非特許文献１等）。
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【０００３】
電子放出素子としては、ナノサイズの針状の金属陰極構造を有する電子放出素子、ＭＩ
Ｓ（Ｍｅｔａｌ／Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ／Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）構造及びＭＩＭ（
Ｍｅｔａｌ／Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ／Ｍｅｔａｌ）構造を有する平面型の電子放出素子等が
知られている（例えば、特許文献１〜３及び非特許文献２及び３等）。
【０００４】
平面型の電子放出素子は、放出電子の安定性が高い、放出電子の直進性が高い、１０Ｖ
以下の低電圧で動作可能、既存の半導体プロセスで作製可能、低真空でも安定動作可能、
電子を面放出できる等の特徴を有している。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０−２４４７３５号公報
【特許文献２】特開２００３−１６２９５６号公報
【特許文献３】特開２００１−２３５１１号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｈ．Ｈ．Ｂｕｓｔａ，Ｊ．Ｍｉｃｒｏｍｅｃｈ．Ｍｉｃｒｏｅｎｇ．２
，（１９９２）４３−７４．
【非特許文献２】Ｋ．Ｙｏｋｏｏ

ｅｔ

ａｌ．，Ｊ．Ｖａｃ．Ｓｃｉ．Ｔｅｃｎｏｌ．
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１１，（１９９３）４２９−４３２．

【非特許文献３】Ｔ．Ｋｕｓｕｎｏｋｉ

ｅｔ

ａｌ．，Ｊｐｎ．Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙ

ｓ．３２，（１９９３）Ｌ１６９５−Ｌ１６９７.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら、十分な性能を有するＭＩＳ構造及びＭＩＭ構造を有する平面型の電子放
出素子の実現には至っていなかった。
【０００８】
この原因として、真空中への電子の放出効率が悪いことが挙げられる。
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平面型の電子放出素子は、金属電極に電圧を印加することにより、金属電極と対向する
金属または半導体から電子が放出する。金属または半導体から放出された電子は、電圧印
加により電位障壁が薄くなった絶縁層をトンネル効果で透過し、さらに金属電極を透過し
て真空中に放出される。この過程で、電子のエネルギーが失われることが電子の放出効率
の低下の一因となっていると考えられている。
【０００９】
電子のエネルギーを失わせる原因としては、絶縁層及び金属電極における散乱がある。
例えば、金属電極における散乱を抑制する一つの方法として、２〜３ｎｍ以下の非常に薄
膜の金属電極を用いることが考えられる。しかしながら、低抵抗な連続膜を得ることがで
きないという問題があった。
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【００１０】
本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、高効率な電子透過性を有する部材とし
てグラフェン膜を用いること及びグラフェン膜を用いた電子放出効率の高い電子放出素子
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明者らは、鋭意検討の結果、金属電極を薄膜化する手段としてグラフェン膜を用い
ること検討した。その結果、従来のグラフェン膜の製造方法では必要であった転写の工程
を不要とする所定の方法でグラフェン膜を形成することで、高品質なグラフェン膜を薄膜
かつ大面積で得ることができることを見出した。その結果として、グラフェン膜を電子放
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出素子に用いることが可能であることを見出し、さらに得られた電子放出素子の電子放出
効率が高いことを見出した。また、グラフェン膜のみに着目した際に、電子を透過できる
隔壁、電極等の用途にグラフェン膜を用いることができることを見出した。
本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を提供する。
【００１２】
（１）本発明の一態様に係るグラフェン膜は、結晶面内方向に対して交差する方向に電子
を透過させるために用いられる。
【００１３】
（２）上記（１）に記載のグラフェン膜は、厚み方向中央部において不純物が検出されな
いものであってもよい。
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【００１４】
（３）本発明の一態様に係る電子透過電極は、上記（１）または（２）のいずれかに記載
のグラフェン膜を含む。
【００１５】
（４）本発明の一態様に係る電子放出素子は、金属又は半導体からなる下部電極と、前記
下部電極の一面に設けられた絶縁体層と、前記絶縁体層の前記下部電極と反対側の面に形
成された上記（３）に記載の電子透過電極と、を備える。
【００１６】
（５）上記（４）に記載の電子放出素子において、前記電子透過電極の膜厚が、０．３５
ｎｍ〜４０ｎｍであってもよい。
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【００１７】
（６）上記（４）または（５）のいずれかに記載の電子放出素子において、電子を放射す
る領域における前記絶縁体層の膜厚が、５ｎｍ〜２０ｎｍであってもよい。
【発明の効果】
【００１８】
本発明の一態様に係るグラフェン膜は、高効率な電子透過性部材として用いることがで
きる。また本発明の一態様に係る電子放出素子は、高い電子放出効率を示すことができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
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【図１】本発明の一態様にかかるグラフェン膜を作製する際のグラフェン膜製造手段の断
面模式図である。
【図２】本発明の別の態様に係るグラフェン膜を作製する際のグラフェン膜製造手段の断
面模式図である。
【図３】本発明の別の態様に係るグラフェン膜を作製する際のグラフェン膜製造手段の断
面模式図である。
【図４】本発明の一態様に係る電子放出素子の断面模式図である。
【図５】本発明の一態様に係る電子放出素子の電子の散乱機構を模式的に示したものであ
る。
【図６】実施例１の電子放出素子の電子放出特性を示すグラフである。
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【図７】実施例２の電子放出素子の電子放出特性を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
以下、本発明の一態様について、図を適宜参照しながら詳細に説明する。
なお、以下の説明で用いる図面は、本発明の特徴をわかりやすくするために便宜上特徴
となる部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の寸法比率などは実際とは異な
っていることがある。また、以下の説明において例示される材料、寸法等は一例であって
、本発明はそれらに限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲で適宜変更して
実施することが可能である。
【００２１】
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（グラフェン膜）
本発明の一態様に係るグラフェン膜は、結晶面内方向に対して交差する方向に電子を透
過させる目的で使用することができる。
【００２２】
グラフェン膜は、ハニカム状に結合した炭素原子からなる２次元結晶構造を有する。結
晶構造が２次元系であるため、結晶面内方向に特異的な特徴を有する。そのため、結晶面
内方向に発現される機能に着目した研究、開発がなされている。例えば、面内方向の高い
電子移動度を利用したデバイスや、薄膜で高い機械的強度を有することを利用したデバイ
ス等の研究、開発がなされている。
【００２３】
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これに対し、グラフェン膜の結晶面内方向に交差する方向の特徴についてはあまり注目
されていない。本発明者らはこのような実情の中で、グラフェン膜を結晶面内方向と交差
する方向に高い電子透過性を有する部材として用いることができることを見出した。すな
わち、本発明の一態様に係るグラフェン膜は、膜として存在するが、電子に対しては高い
透過性を有する。
【００２４】
結晶面内方向に対して交差する方向に電子を透過させる用途としてのグラフェン膜の利
用としては、種々の用途を挙げることができる。
【００２５】
例えば、電子透過電極としてグラフェン膜を用いることができる。詳細は電子放出素子

50

(5)

JP 2017‑45639 A 2017.3.2

の説明と共に後述するが、電子は透過させたいが、電極として存在が必要な部分に用いる
ことができる。
【００２６】
この他にも、透過型電子顕微鏡の観察試料を保持する支持膜、電界援助型フォトカソー
ドの電子引き出し電極、電子線のエネルギーを選別するためのエネルギーフィルター等と
して用いることができる。
【００２７】
グラフェン膜は、厚み方向中央部において不純物が検出されないものが好ましい。ここ
で、不純物とは例えばレジスト残渣、銅、ガリウム、鉄、塩素、ニッケル、コバルト等が
考えられる。
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【００２８】
これらの不純物は製造方法に起因して検出される。例えば、銅基板上にＣＶＤ法を用い
て作製したグラフェン膜を作製した場合、基板の銅がグラフェン膜に不純物として取り込
まれることがある。また銅基板に代えてニッケル基板を用いることができるが、この場合
もニッケルがグラフェン膜に不純物として取り込まれることがある。さらに、銅またはニ
ッケル基板上に形成されたグラフェン膜を電極や隔壁等として用いる際は、転写工程を行
う必要がある。この転写工程は、ウェットプロセスによるエッチング等の工程が行われる
。エッチング処理時には、レジスト等を用いたパターニングを行うため、レジスト残渣が
グラフェン膜に不純物として取り込まれることがある。この他にも銅のエッチング時に使
用される塩化鉄（ＩＩＩ）由来の塩素や、触媒として用いられるコバルト等が不純物とし
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て取り込まれることがある。
【００２９】
これに対し、後述する所定の製造方法を用いて作製したグラフェン膜を用いると、グラ
フェン膜の厚み方向中央部において不純物は検出されない。そのため、グラフェン膜がよ
り高い電子透過性を示すことができる。またグラフェン膜の面内方向の電子移動度等も高
めることができる。
【００３０】
ここで不純物の検出の有無は、透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）を用いたエネルギー分散型Ｘ
線分析法（ＥＤＸ）によって、上述の所定の不純物特有の元素が検出できるか否かで判断
する。例えばＥＤＸにおける検出限界を考慮すると、例えば不純物濃度が０．２％以下で

30

あれば不純物を有さないと判断できる。また電子線エネルギー損失分光法（ＥＥＬＳ）を
用いても、不純物特有の元素が検出されないことが好ましい。
【００３１】
（グラフェン膜の製造方法）
グラフェン膜は、以下に記載の方法を用いて作製することができる。
図１は、本発明の一態様にかかるグラフェン膜を作製する際のグラフェン膜製造手段の
断面模式図である。図１に示すように、グラフェン膜製造手段１０は、反応空間Ｒを形成
する炉体１と、炉体１の底面に設置されたセラミックボート２と、被対象物３をセラミッ
クボート２に対向するように設置可能な治具４を有する。セラミックボート２は、金属又
は合金５を収容可能である。
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【００３２】
炉体１は、反応空間Ｒ内が合金又は金属５の蒸気及び炭化水素ガスで、反応に十分な量
満たすことが可能であれば、閉空間である必要はなく、例えば炉管のような形態でもよい
。また治具４は、図１では炉体１の天井からつりさげる構成としたが、当該構成には限ら
れない。セラミックボート２は、反応温度に対する耐熱性を有していればよい。
【００３３】
本発明の一態様に係るグラフェン膜の製造方法は、銅より高い蒸気圧を有する金属又は
合金５の蒸気と、炭化水素ガスとの混合雰囲気中に、被対象物３を曝露し、被対象物３表
面にグラフェン膜を作製する方法である。
図１に示すように、セラミックボート２内に配置された金属又は合金５をヒータ（図視
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略）等で加熱することで、金属又は合金５の蒸気が発生する。発生した蒸気は、被対象物
３の表面付近で、炭化水素ガスと触媒反応を起こして、グラフェン膜を作製する。炭化水
素ガスは、炉体１の外部から図示略の供給口から供給してもよいし、炉体内部に炭化水素
源を配置することで発生させてもよい。また反応空間Ｒ内には、金属又は合金５の蒸気及
び炭化水素ガス以外に、その他のガスを有していてもよい。例えば、不活性ガスであるア
ルゴンや窒素を同時に用いてもよい。
【００３４】
合金または金属５は、分解した炭化水素ガス中の炭素が、被対象物３表面にグラフェン
膜を作製する際の触媒として機能する。合金又は金属５は、銅より高い蒸気圧を有する金
属を用いることができる。銅の蒸気圧は、１０００℃で１×１０−７〜１×１０−８ｂａ
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ｒ（１×１０−２〜１×１０−３Ｐａ）程度である。銅より高い蒸気圧を有する金属とし
ては、例えば、ガリウム、インジウム、インジウム錫、銅の共晶合金、インジウムガリウ
ム、インジウムガリウムスズ、錫、銀、アンチモン、亜鉛等が挙げられる。例えば、ガリ
ウムの蒸気圧は、１０００℃で１×１０−６ｂａｒ（１×１０−１Ｐａ）程度であり、イ
ンジウムの蒸気圧は、１０００℃で１×１０−４〜１×１０−５ｂａｒ（１〜１０Ｐａ）
程度である。
【００３５】
大面積のグラフェン膜を実現するためには、大面積の被対象物３全面に十分な触媒金属
の蒸気を供給する必要がある。触媒として蒸気圧の低い銅を用いる方法では、大面積の被
対象物３全面に十分な触媒金属の蒸気を供給することが難しい。そのため、蒸気圧の低い
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合金又は金属を用いた場合、大面積の被対象物３全面に蒸気を供給するために、被対象物
３の全面に対して非常に近接した領域で蒸気の発生源を配置する必要がある。このような
装置は大掛かりであり、簡便にグラフェン膜を作製することができない。
【００３６】
これに対し、このグラフェン膜の製造方法では、触媒となる金属又は合金５として、銅
より高い蒸気圧を有する金属を用いている。すなわち、より反応空間Ｒ内の蒸気密度をよ
り簡単に高めることができる。そのため、被対象物３と金属又は合金５の蒸気発生源の距
離がある程度離れていても、被対象物３表面にグラフェン膜を作製することができる。す
なわち、大面積の被対象物３に対しても、簡便にグラフェン膜を作製することができる。
さらに被対象物３からグラフェン膜を分離することで、大面積のグラフェン膜を単体とし

30

て得ることができる。
【００３７】
金属又は合金５は、炭素と合金を形成しないものであることが好ましい。換言すると、
金属又は合金５は、炭素固溶度が低い（０．１ａｔｍ％以下）ことが好ましい。例えば、
ガリウム、インジウム、インジウム錫、インジウム銅、インジウムガリウム、インジウム
ガリウムスズ、銀、アンチモン、亜鉛等を用いることができる。中でも、ガリウムが炭素
固溶度の低さ、蒸気圧の高さからも好ましい。金属又は合金５を、炭素と合金を形成しな
いものとすることにより、グラフェン膜の品質や層数の制御が容易になる。
【００３８】
以下に、金属又は合金５を、炭素と合金を形成しないものとすることにより、グラフェ

40

ン膜の品質や層数の制御が容易になる理由を説明する。
例えば、銅やガリウムなどの金属等は、炭素固溶度が０．０１ａｔｍ％であり、多くの
炭素を固溶することができない。そのため、銅やガリウム等は、炭素と合金を作らない。
したがって、一般に相図も知られていない。このわずかな固溶された炭素は、銅やガリウ
ム等の最表面の数ｎｍ程度のわずかな領域に存在する。これに対し、ニッケルや鉄は比較
的炭素固溶度が高い。例えば、ニッケルや鉄は、その結晶構造によってもことなるが、数
ａｔｍ％程度の炭素を固溶できることが知られている。
【００３９】
ところで、グラフェン膜は、例えば金属基板が、加熱状態から冷却されることにより作
製される。これは、温度変化に伴い炭素固溶度の飽和量が減少することで、金属基板中に
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固溶されていた炭素が析出するためである。したがって、炭素固溶度が高い金属又は合金
５を用いると、温度変化に伴う炭素析出量が多くなる。すなわち、炭素固溶度が高い金属
または合金では、グラフェン膜が一度に析出し、層数等を制御することが難しい。これに
対し、炭素固溶度が低い金属又は合金５（すなわち、炭素と合金を形成しないもの）は、
固溶している炭素量自体が少ないため、炭素析出量は少ない。したがって、徐々にグラフ
ェン膜を作製することができ、グラフェン膜の品質や層数の制御性を高くすることができ
る。
【００４０】
炭化水素ガスは、分解してカーボンを発生させるものであれば特に問わない。例えば、
反応温度を１０００℃とすると、多くの炭化水素は分解する。そのため、いずれの炭化水

10

素ガスであっても、被対象物表面付近ではカーボンを供給することができる。炭化水素ガ
スの具体的な例としては、メタン、エタン、アセチレン等を用いることができる。
【００４１】
またグラフェン膜を作製する際（被対象物３を混合ガス中で暴露する際）の温度条件は
、８５０℃以上１２００℃以下であることが好ましく、９５０℃以上１１００℃以下であ
ることがより好ましく、１０００℃以上１１００℃以下であることがさらに好ましい。グ
ラフェン膜を大面積で作製するためには、反応空間Ｒ中の蒸気密度を高めることが重要で
ある。一般に、温度を高くすると、蒸気圧は高くなり、発生する蒸気量が多くなる。すな
わち、反応空間Ｒ中の蒸気密度を高めるためには、反応空間Ｒの温度を高くすることが好
ましい。一方、あまり温度を高くしすぎると、その温度を実現するための設備の準備にコ

20

ストがかかる。また被対象物３等が変質等してしまうおそれがある。
【００４２】
一方、温度が低すぎると、十分な蒸気密度を実現することができない。例えば、ガリウ
ムの８５０℃における蒸気圧は、１×１０−７ｂａｒ（１×１０−２Ｐａ）程度であり、
銅の１０００℃における蒸気圧と同等以上の蒸気圧を示す。すなわち、８５０℃以上の温
度条件であれば、反応空間内の蒸気量を十分高くすることができる。
また本発明者らの鋭意検討の結果、９５０℃以上の温度であれば、金属又は合金５の蒸
気のみの環境下で、被対象物表面に金属又は合金５が蒸着されることを確認した。すなわ
ち、９５０℃以上の温度条件であれば、より被対象物３の表面に、触媒となる金属又は合
金５の蒸気を効率的に供給することができ、グラフェン膜を効率的かつ高品質に作製する

30

ことができる。
【００４３】
またグラフェン膜を作製する際（被対象物３を混合ガス中で暴露する際）の圧力条件は
、常圧（１ａｔｍ）より低い圧力条件で行うことが好ましく、０．５ａｔｍ以下であるこ
とがより好ましく、０．１ａｔｍ以下であることがさらに好ましい。減圧下でグラフェン
膜を作製すると、局所的に非常に結晶性の高いグラフェン膜を作製できることが確認でき
た。これは、減圧することにより、相対的に金属又は合金５及び炭化水素ガスの分圧が高
まるためと考えられる。
【００４４】
被対象物３は、例えば、熱酸化膜付シリコン、石英、サファイア等を用いることができ

40

る。また絶縁体に限られず、導電体でもよい。
また被対象物３は、金属又は合金５と固溶体を形成しないことが好ましい。金属又は合
金５が、被対象物３と固溶体を形成すると、本来触媒として機能すべき金属又は合金５が
被対象物３内に取り込まれてしまう。すなわち、グラフェン膜を効率的に作製することが
難しくなる。
【００４５】
被対象物３は、図１に示すように平面に限られず、立体形状物とすることもできる。被
対象物３を立体形状とすると、グラフェン膜はその形状に沿って作製される。すなわち、
従来は実現することができなかった３次元表面へのグラフェン膜の作製を実現することも
できる。
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【００４６】
またグラフェン膜を製造するためのグラフェン膜製造手段は、図１の構成に限られない
。例えば、図２及び図３の構成を用いることができる。
図２は、本発明の別の態様に係るグラフェン膜を作製する際のグラフェン膜製造手段の
断面模式図である。このグラフェン膜製造手段１１は、被対象物３が支持体６上に配置さ
れていることが異なる。支持体６を予め設置しておくことで、被対象物３の出し入れが容
易になる。この構成は、金属又は合金５の高い蒸気密度を実現することができて初めて実
現することができる。従来の銅蒸気では、支持板６を挟んで、金属又は合金５の蒸気源と
対向する面に被対象物３を配置しても、被対象物３の表面に十分に金属又は合金５の蒸気
を供給することができなかった。

10

【００４７】
図３は本発明の別の態様に係る、グラフェン膜を作製する際のグラフェン膜製造手段の
断面模式図である。このグラフェン膜製造手段１２は、炉体１が管状であり、被対象物３
に対して並列するように金属又は合金５が配置されている。炭化水素ガス等が図示右から
左に流れることで、金属又は合金５から発生した蒸気が、被対象物３に流れることで反応
が生じる。図３に示すように、金属又は合金５は、固体である必要はなく、金属又は合金
５の液滴を基板７上に配置してもよい。基板７は、耐熱性及び金属又は合金５との反応性
の観点から、タングステン板や石英基板等を用いることができる。
【００４８】
（電子透過電極及び電子放出素子）

20

図４は、本発明の一態様に係る電子放出素子の断面模式図である。
電子放出素子２０は、下部電極２１と、絶縁体層２２と、電子透過電極２３とを備える
。電子透過電極２３は、上述のグラフェン膜からなる。また電子透過電極２３には、コン
タクト電極２４が形成されていてもよい。
【００４９】
下部電極２１は、金属又は半導体からなる。金属及び半導体の種類は特に問わないが、
例えば金属としては、金、銀、アルミニウム、チタン等を用いることができる。半導体と
してはシリコン等を用いることができる。半導体を用いる場合は、電子を放出しやすくす
るため、高ドープのｎ型シリコン等を用いることが特に好ましい。
【００５０】

30

絶縁体層２２は、下部電極２１の一面に設けられる。絶縁体層２２を構成する材料とし
ては、例えば、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２等を用いることができる。
【００５１】
絶縁体層２２は、平面視で真空中に電子を放出させる第１領域及び電子を放出させない
第２領域に合せて、パターニングされている。
【００５２】
第１領域における絶縁体層２２の膜厚と、第２領域における絶縁体層２２の膜厚は異な
る。第１領域における絶縁体層２２の膜厚は、第２領域における絶縁体層２２の膜厚より
薄い。第２領域の膜厚を第１領域の膜厚より厚くすることで、電子を放射させる部分と電
子を放射させない部分を印加電圧により制御することができる。

40

【００５３】
第１領域における絶縁体層２２の膜厚は、５ｎｍ〜３０ｎｍであることが好ましく、５
〜１５ｎｍであることが特に好ましい。また第２領域における絶縁体層２２の膜厚は、１
００ｎｍ〜１０００ｎｍであることが好ましく、１００ｎｍ〜５００ｎｍであることがよ
り好ましい。
【００５４】
第１領域の厚みを薄くすることで、絶縁体層２２における放射電子の散乱を抑えること
ができる。またトンネル効果により透過するエネルギー障壁を小さくすることができ、下
部電極２１から電子を放射させる際に必要とする電圧を小さくすることができる。
【００５５】
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電子透過電極２３は、絶縁体層２２の下部電極２１が設けられた面と反対側の面に形成
されている。電子透過電極２３は、上述のグラフェン膜からなる。そのため、電子放出素
子２０の電子放出効率を高めることができる。
【００５６】
電子透過電極２３が上述のグラフェン膜からなることで、電子放出素子２０の電子放出
効率が高くなることについて、図４及び図５を用いて以下に説明する。
【００５７】
図５は、本発明の一態様に係る電子放出素子の放射電子の散乱機構を模式的に示したも
のである。図５では４つの領域におけるエネルギー準位を模式的に示しており、左から下
部電極のエネルギー準位３１、絶縁体層のエネルギー準位３２、電子透過電極のエネルギ

10

ー準位３３、真空準位３４である。Ｅｖは下部電極の価電子帯であり、Ｅｆはフェルミ準
位であり、Ｅｃは伝導帯である。
【００５８】
下部電極２１と電子透過電極２３との間に電圧を印加すると、電子放出素子２０の鉛直
方向に電界が生じる。その結果、絶縁体層のエネルギー準位３２の一部が下がる。その結
果、絶縁体層のエネルギー準位３２を模式的に示した図５においては、下部電極側の端部
から電子透過電極側の端部に向かって下方に傾斜するエネルギー準位が形成される。
【００５９】
絶縁体層のエネルギー準位３２が変化することにより、フェルミ準位Ｅｆ以上のエネル
ギー準位を有するエネルギー障壁を、下部電極の伝導体Ｅｃから放出された電子がトンネ

20

ル効果で通過できるようになる。符号４１は、絶縁体層のエネルギー障壁を通過後の放射
電子のエネルギー分布である。
【００６０】
エネルギー障壁を通過後の放射電子は、絶縁体層２２を通過し、電子透過電極２３との
界面に至る。絶縁体層２２を通過する際に、放射電子は散乱する。そのため、放射電子の
エネルギー分布は広がる。符号４２は、絶縁体層を通過後の放射電子のエネルギー分布で
ある。
【００６１】
絶縁体層２２と電子透過電極２３との界面に至った放射電子は、電子透過電極２３を通
過し、電子透過電極２３の外表面に至る。
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電子透過電極２３は、グラフェン膜からなる。グラフェン膜を構成する炭素原子は、金
属電極を構成する例えば金等の原子と比較して、原子番号が小さい。電子の散乱断面積は
、原子番号に比例する。そのため、グラフェン膜からなる電子透過電極２３は、金属電極
に比べて電子の平均自由工程が長い。すなわち、電子透過電極２３がグラフェン膜からな
ることで、放射電子の電子透過電極２３における散乱を抑制できる。
【００６２】
また電子透過電極２３をグラフェン膜によって形成することにより、電子透過電極２３
の厚みを薄くすることができる。グラフェンは、原子一層の炭素原子のみで構成される２
次元の導電体である。炭素原子１層分の厚みは０．３５ｎｍであるため、最薄で電子透過
電極２３の厚みを０．３５ｎｍにすることができる。金属を蒸着やスパッタ等の方法で成

40

膜する従来の方法では、金属が島状に成長する等の問題があるため、これほどの薄膜かつ
導電性を有する電子透過電極２３を形成することはできない。電子透過電極２３の膜厚は
、０．３５ｎｍ〜４０ｎｍとすることが好ましい。
【００６３】
電子透過電極２３の厚みを薄いと、放射電子が電子透過電極２３内を通過する距離が短
くなる。そのため、放射電子が電子透過電極２３において散乱されることをさらに抑制す
ることができる。
【００６４】
すなわち、電子透過電極２３にグラフェン膜を用いることで、電子透過電極を通過後の
放射電子のエネルギー分布４３の広がりが、絶縁体層を通過後の放射電子のエネルギー分
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布４２に対して大きくなることを抑制することができる。
【００６５】
そして、電子透過電極を通過後の放射電子の内、真空準位３４を超えるエネルギーを有
する放射電子のみが電子透過電極２３の外表面から放出される。符号４４は、真空準位に
よる反射を受けずに、外表面から放出された放射電子のエネルギー分布である。
【００６６】
電子透過電極を通過後の放射電子のエネルギー分布４３に対する外表面から放出された
放射電子のエネルギー分布４４の割合が、電子放出効率にほぼ対応する。そのため、電子
透過電極２３をグラフェン膜により形成することで、放射電子のエネルギー分布が広がる
ことを抑制し、電子放射効率を高めることができる。

10

なお、説明においては放射電子のエネルギーの減衰等は無視している。そのため、厳密
には電子透過電極を通過後の放射電子のエネルギー分布４３に対する外表面から放出され
た放射電子のエネルギー分布４４の割合が、電子放出効率に対応する訳ではない。
【００６７】
図４に戻って、コンタクト電極２４は、電子透過電極２３の絶縁体層２２と反対側の面
の一部に形成されている。コンタクト電極２４は、放射電子の透過を阻害しないように、
絶縁体層２２の第２領域に対応する部分に設けることが好ましい。
【００６８】
コンタクト電極２４は、電子透過電極２３への通電を助けるためのものである。そのた
め、電子透過電極２３に直接電気を流すことができるのであれば、無くてもよい。

20

コンタクト電極２４を構成する材料は、高い導電性を有すれば特に問わない。例えば、
金、銀、アルミニウム、クロム、チタン、ニッケル、またはこれらの積層体等を用いるこ
とができる。
【００６９】
上述のように、本発明の一態様に係る電子放出素子は、電子透過電極２３としてグラフ
ェン膜を用いることで、放射電子が電子放出素子内で散乱することを防ぐことができる。
そのため、従来のＭＩＭまたはＭＩＳ構造の電子放出素子で報告されていた電子放射効
率に対して、高い電子放射効率を実現することができる。また印加する電圧を変化させて
も安定的に高い電子放射効率を得ることができる。
【００７０】

30

本発明の一態様に係る電子放出素子は、電子放出素子から放出した電子を蛍光体に入射
させることにより、平面発光素子として用いることができる。また蛍光体の代わりに銅等
の金属ホイルを用いることで、平面発光のＸ線源として用いることもできる。さらに、数
十ｋＶ等の高電圧が印加される環境でも動作することができるため、高耐圧の真空スイッ
チとして機能することができ、交流と直流の変換素子としても用いることができる。
【００７１】
（電子放出素子の製造方法）
まず、下部電極２１上に絶縁体層２２を形成する。絶縁体層２２の形成方法は、下部電
極２１に用いる材料に合せて適宜変化させることができる。
例えば、下部電極２１に高ドープのｎ型シリコンを用いた場合は、ｎ型シリコン基板の
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一面を８００℃〜１１００℃程度の高温で熱酸化処理することで、絶縁体層２２として緻
密なＳｉＯ２膜を形成することができる。他にも例えば、下部電極２１にアルミニウム基
板を用いた場合は、アルミニウム基板の一面を陽極酸化することで、絶縁体層２２として
アルミナ層を形成することができる。この他にも公知のスパッタ等の方法で、絶縁体層２
２を形成してもよい。
【００７２】
次いで、電子放射素子として電子を放射させたい領域に合せて、絶縁体膜２２の厚みを
薄くする。絶縁体膜２２の厚みは、例えば、フォトリソグラフィーによるパターニングと
、エッチング処理を組み合わせることで容易に制御することができる。
この他にも、所定の領域の絶縁体膜２２を一旦除去した上で、再度薄膜の絶縁体膜２２
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を形成してもよい。
【００７３】
処理後の絶縁体層付き下部電極は、洗浄することが好ましい。洗浄の方法としては、半
導体プロセスにおいて広く用いられているＲＣＡ洗浄を行うことが好ましい。洗浄を行う
ことで、パターニング時に生じたレジスト残渣等の汚染物を除去することができる。
【００７４】
次いで、絶縁体層付き下部電極の絶縁体層上に、上述のグラフェン膜の製造方法を用い
て電子透過電極２３を形成する。上述のグラフェン膜の製造方法により作製されたグラフ
ェン膜は、形状反映性が高い。そのため、絶縁層２２が段差を有していても、その段差を
反映した電子透過電極２３を得ることができる。また絶縁体層２２上に直接グラフェン膜
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を形成するため、グラフェン膜の転写等の作業が不要である。そのため、得られる電子透
過電極２３に不純物が混在することを避けることができると共に、電子放射素子２０の製
造工程を簡素化することができる。
【００７５】
最後に、電子透過電極２３の所定の位置に、コンタクト電極２４を形成する。コンタク
ト電極２４の作製方法は特に問わないが、例えばシャドーマスクを利用したスパッタ等の
手段により作製することができる。
【００７６】
以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明は特定の実施の形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内において
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、種々の変形・変更が可能である。
【実施例】
【００７７】
以下、本発明の実施例について説明する。なお、本発明は以下の実施例のみに限定され
るものではない。
【００７８】
（実施例１）
まず３００ｎｍ膜厚の熱酸化膜（絶縁体膜）が形成された高ドープのｎ型シリコン基板
（下部電極）を準備した。次いで、熱酸化膜付シリコン基板の所定の領域（第１領域）に
おける熱酸化膜を、フォトリソグラフィーによるパターニングとフッ酸を用いたウェット
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エッチング処理により除去した。所定の領域は、１００μｍ×１００μｍの平面領域とし
た。所定の領域における熱酸化膜を除去した基板は、ＲＣＡ洗浄し、パーティクル等の汚
染物を除去した。そして、洗浄後の基板を熱酸化炉に載置し、加熱した。処理条件として
は、温度９００℃、酸素流量２Ｌ／ｍｉｎ、加熱時間２０分とした。その結果、ウェット
エッチングにより熱酸化膜が除去された所定の領域に、再度熱酸化膜が形成された。得ら
れた熱酸化膜の膜厚は、５．５ｎｍであった。
【００７９】
次いで、処理後の基板をガリウム蒸気とメタンガスの混合雰囲気中に曝露し、熱酸化膜
上にグラフェン膜（電子透過電極）を積層した。この際の成膜条件は、温度１０５０℃、
メタンガス流量２ｓｃｃｍ、アルゴンガス流量１００ｓｃｃｍ、合成時間７分とした。グ
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ラフェン膜の膜厚は４．５ｎｍであった。
【００８０】
そして、シャドーマスクを用いたＲＦスパッタにより、所定の領域以外の部分（第２領
域）の一部にＡｕ（３０ｎｍ）／Ｃｒ（５ｎｍ）のコンタクト電極を形成し、電子放出素
子を作製した。
【００８１】
アノード電極に数ｋＶの高電圧を印加可能なソースメジャーユニット、コンタクト電極
には＋１００Ｖまで電圧印加可能なソースメジャーユニット、電子放出素子の下部電極に
は微小電流計を接続し、ソースメジャーユニットと微小電流計を同一箇所に接地した。
【００８２】
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図６は、実施例１の電子放出素子の電子放出特性を示すグラフである。グラフ中Ａｎｏ
ｄｅとは、アノード電極とコンタクト電極間の電流密度を測定した結果であり、グラフ中
Ｃａｔｈｏｄｅとは、コンタクト電極と下部電極間の電流密度を測定した結果であり、グ
ラフ中Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙとは、電子放射効率を示す。またグラフにおける横軸は、下
部電極と電子透過電極間に印加された電子引き出し電圧であり、縦軸の左側が電子密度で
あり、縦軸の右側は電子放射効率である。
【００８３】
図６に示すように、電子引き出し電圧が９Ｖ付近から電子放出が始まっている。そして
、電圧１３Ｖ付近で電子放射効率が０．６７％と極めて高い電子放射効率を実現すること
ができた。グラフェン膜を３０ｎｍのシリコン電極に置き換えた従来の電子放出素子に置
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ける電子放射効率が０．００１％であるため、２桁以上高い電子放射効率を得ることがで
きた。
【００８４】
（実施例２）
実施例２は、実施例１と比較してグラフェン膜の膜厚が７．０ｎｍであるという点のみ
が異なる。その他の条件は、実施例１と同様の条件で電子放出素子を作製した。実施例１
と同様にして、実施例２の電子放出素子の電子放出特性を調べた。
【００８５】
図７は、実施例２の電子放出素子の電子放出特性を示すグラフである。グラフ中の記載
、縦軸及び横軸は、図６と同様である。
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実施例２の電子放出素子は、電子放出効率の最大値が０．４８％であった。すなわち、
実施例１及び実施例２のいずれの場合においても、安定的に高い電子放射効率を実現する
ことができている。
【００８６】
また図７では、実施例２の電流密度がミリアンペア台の極めて高い領域で、高い電子放
射効率が得られている。実際の用途を考慮すると、電流密度が高い領域で電子放射素子は
使用されることが考えられる。そのため、電流密度が高くかつ電子放射効率が高いという
ことは、実使用においては極めて重要なパラメータとなってくる。
【００８７】
さらに、電子引き出し電圧を大きくしても電子放射効率が低くなりにくいという特徴も
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有している。
一般に電子引き出し電圧を大きくすると、電子放射効率は低くなる。電子引き出し電圧
を大きくすると、トンネル効果により透過するエネルギー障壁の幅が小さくなる。これは
換言すると、エネルギー障壁を超えた後の電子が絶縁体層内を通過する距離が長くなるこ
と意味する。その結果、絶縁体層内で散乱される放射電子が多くなり、放射電子のエネル
ギー分布の広がりが大きくなる。放射電子のエネルギー分布が広がると、真空準位を超え
ることができる放射電子の割合が少なくなり、電子放射効率が低くなる。
これに対し実施例１及び実施例２の電子放射素子は、原理は明確ではないが、電子引き
出し電圧を大きくしても電子放射効率が低くなりにくい。電子引き出し電圧の依存性が小
さいため、使用時の安定性が高い電子放射素子となる。
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【産業上の利用可能性】
【００８８】
本発明の一態様に係るグラフェン膜は、結晶面内方向に対して交差する方向に電子を通
過させるという新たな用途を見出した。その具体例の一つとして電子放射素子の電子透過
基板として用いることができる。電子放射素子は、ＬＥＤを凌駕する省エネルギー面発光
素子、アバランシェフォトダイオードを用いた超高感度撮像素子、マルチ電子ビームリソ
グラフィー装置、薄型自発光ディスプレイ等への応用が期待される。
【符号の説明】
【００８９】
１…炉体、２…セラミックボート、３…被対象物、４…治具、５…金属又は合金、６…
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支持体、７…基板、１０，１１，１２…グラフェン膜製造手段、２０…電子放射素子、２
１…下部電極、２２…絶縁体層、２３…電子透過電極、２４…コンタクト電極、３１…下
部電極のエネルギー準位、３２…絶縁体層のエネルギー準位、３３…電子透過電極のエネ
ルギー準位、３４…真空準位、４１〜４４…放射電子のエネルギー分布、Ｅｖ…価電子帯
、Ｅｆ…フェルミ準位、Ｅｃ…伝導帯
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