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(57)【要約】
【課題】 プラズマＣＶＤによるグラフェン膜の低温作
製において、高真空プロセス、かつ欠陥が増えて品質が
低下する問題を解決すべく、より高圧プロセスで、欠陥
が少ない良質なグラフェン膜作製手法、およびグラフェ
ン膜を提供する。
【解決手段】含炭素ガスをノズルから前記基材の表面に
吹き出しながら、前記ノズルにマイクロ波を印加してプ
ラズマを生成するとともに、前記ガスの流速を制御して
、前記ラジカルを前記基材の表面に強制拡散させること
により、金属基材表面にグラフェン膜を形成する。
【選択図】 図３

10

(2)

JP 2017‑66506 A 2017.4.6

【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材の表面にマイクロ波プラズマ生成してグラフェン膜を形成するグラフェンの成膜方
法であって、
ノズルから炭素系ガスを含む原料ガスを前記基材の表面に吹き出しながら、前記ノズル
の内部及び／又は前記ノズルの端又は周辺にマイクロ波を印加することにより、前記原料
ガスからラジカルを含むプラズマを生成するとともに、前記原料ガスの流速を制御して、
前記ラジカルを前記基材の表面に強制拡散させる工程を含むことを特徴とするグラフェン
膜の作製方法。
【請求項２】
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前記ノズルの、マイクロ波の電界がかかる方向の開口を１ｍｍ以下とすることを特徴と
する請求項１に記載のグラフェン膜の作製方法。
【請求項３】
前記ノズルが、１ｍｍ以下の隙間を有するスリット形状を有していることを特徴とする
請求項２に記載のグラフェン膜の作製方法。
【請求項４】
前記プラズマから前記基材の表面へのイオン衝撃が減るように、前記工程が行われる圧
力を前記プラズマにおけるイオンの平均自由行程がデバイ長より小さくなる圧力より高く
設定することを特徴とする請求項１〜３のいずれか１項に記載のグラフェン膜の作製方法
20

。
【請求項５】
前記工程が行われる圧力を１Ｔｏｒｒ以上に設定することを特徴とする請求項１〜４の
いずれか１項に記載のグラフェン膜の作製方法。
【請求項６】
前記工程を５００℃以下の基材温度で行うことを特徴とする請求項１〜５のいずれか１
項に記載のグラフェン膜の作製方法。
【請求項７】
前記マイクロ波を印加するために、マイクロ波伝送線路としてマイクロストリップ線路
又はストリップ線路を用いることを特徴とする請求項１〜６のいずれか１項に記載のグラ
フェン膜の作製方法。
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【請求項８】
前記工程の処理時間に関係なくグラフェン膜の層数が１〜２層で成長が止まる自己成長
停止の成長条件でグラフェン膜を作製することを特徴とする請求項１〜７のいずれか１項
に記載のグラフェン膜の作製方法。
【請求項９】
前記基材をフレキシブルな基材とし、該基材をロール状で連続的に動かすことにより、
グラフェン膜をロールツーロール方式で連続作製することを特徴とする請求項１〜８のい
ずれか１項に記載のグラフェン膜の作製方法。
【請求項１０】
前記フレキシブルな基材にしわとひずみが発生することを低減するため、前記フレキシ

40

ブルな基材をサポートする成膜ローラを設け、前記成膜ローラの形状に沿って前記ノズル
を複数配列して、プラズマを生成することを特徴とする請求項９に記載のグラフェン膜の
作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、グラフェン膜の作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
グラフェンは、炭素原子とその結合から六角形に繋がった平面構造で、１原子の厚さの
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ｓｐ２結合の炭素原子シートである。グラフェンは、化学的・物理的に安定して、高導電
性、大電流密度耐性、電子とホールの高移動度、高熱伝導性、高光透過性などの優れた特
性を持っていることから、次世代のエレクトロニクス素材として注目されている。
【０００３】
透明導電膜や、電子素子の配線材や、電子素子の熱伝導材などのエレクトロニクス素材
として、グラフェンを利用する際には、単結晶膜または多結晶膜の形状で利用される。グ
ラフェン膜の層数が１０層以上になると通称のグラファイト膜の物性に近くなるため、多
結晶膜のグラフェンをエレクトロニクス素材として利用するためには、グラフェンの優れ
た物性が維持できる層数が１０層以下のグラフェン膜が望ましい。
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【０００４】
グラフェン産業を実現するためには、工業用量産技術の開発が不可欠である。グラフェ
ン膜の作製方法として、グラファイトからグラフェンを剥離する方法などの様々な方法が
開発されているが、なかでも、化学気相成長（ＣＶＤ：Ｃｈｅｍｉｃａｌ

Ｖａｐｏｒ

Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）が大面積化に向いており、工業用量産技術として期待されている
。
【０００５】
近年、熱ＣＶＤ法が開発されている（非特許文献１参照）。熱ＣＶＤ法によるグラフェ
ンの作製は、炉心管にリアクタとして石英管を使用した真空排気可能な石英チューブ炉を
用いて行う。しかし、１０００℃以上の高温リアクタが必要であるし、構造上、大面積化
20

に限界があるため、工業用量産技術として限界がある。
【０００６】
グラフェン産業の半導体プロセスとの親和性を高め、既存の半導体生産ラインへの適用
を可能にするためには、作製温度を５００℃以下にすることが望ましい。そこで、プラズ
マＣＶＤ法を用いたグラフェン膜の低温作製方法が開発され、工業用量産技術としての将
来性が注目されている。
【０００７】
通常、プラズマＣＶＤ処理用プラズマの特性は、プラズマを生成する圧力に強く依存す
るため、プラズマを圧力に対して次の三つの種類に分けられる。
（１）低圧プラズマ：圧力領域
（２）中間圧プラズマ：圧力領域

０．０１Ｔｏｒｒ

（３）高圧プラズマ：圧力領域

１．０Ｔｏｒｒ

〜

１００Ｔｏｒｒ

１．０Ｔｏｒｒ

〜

１００Ｔｏｒｒ

〜
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７６０Ｔｏｒｒ（大気圧）

【０００８】
マイクロ波を用いた表面波プラズマＣＶＤ法により、低温（基材温度５００℃以下）・
低圧（５０Ｐａ（０．３７５Ｔｏｒｒに相当）以下）でグラフェン膜を作製する技術が報
告されている（特許文献１、２参照）。
図１３に従来のマイクロ波を用いた表面波プラズマＣＶＤ装置の模式図を示す。マイク
ロ波を用いた表面波プラズマＣＶＤ装置は、上端が開口した金属製のリアクタ（４０）と
、リアクタ（４０）の上端部に金属製支持部材（４４）を介して気密に取り付けられたマ
イクロ波を導入するための誘電体窓（４３）と、その上部に取り付けられたスロット（４
７）付き矩形マイクロ波導波管（４２）とから構成されている。リアクタ（４０）の内部

40

のプラズマ生成室（４１）に設置された試料台（４６）に基材（４５）を載置し、プラズ
マＣＶＤ処理を行うことにより、グラフェン膜を作製する。
【０００９】
また、マイクロ波を用いた表面波プラズマＣＶＤ法を用いて、低温（基材温度６００℃
以下）・中間圧（３ Ｔｏｒｒ）でグラフェン膜の作製方法が開発された（特許文献３参
照）。
【００１０】
また、パルス電源（パルス周波数１０ ｋＨｚ、パルス幅１μｓ、電圧±７００ Ｖ）を
用いたプラズマＣＶＤ法が開発され、低温（基材温度４００℃以下）、かつ中間圧（５Ｔ
ｏｒｒ）でグラフェン膜の作製が可能になった（特許文献４参照）。
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【００１１】
また、平行平板型大気圧パルスプラズマを用いたＣＶＤ法が開発され、低温（基材温度
６００℃以下）、かつ高圧でグラフェン膜の作製が可能になった（特許文献５参照）。
【００１２】
一方、低圧から中間圧および高圧において、プラズマを安定に生成・維持できるマイク
ロ波プラズマ処理装置が開発されている（非特許文献２〜４、特許文献６〜９）。
これらの装置は、導波管の代わりにマイクロストリップ線路をマイクロ波伝送線路とし
て用いたマイクロ波プラズマ処理装置であって、従来の導波管を用いたマイクロ波プラズ
マ処理装置より、単純な構造、安価な製作、低電力運転などのメリットを持っており、こ
10

れからの様々な産業的応用が期待されている。
特に、非特許文献３、４では、大気圧においてマイクロストリップ線路を元に開発した
プラズマを大気圧ＣＶＤへ応用し、枝状のグラファイト、アモルファスカーボン（ＤＬＣ
：ｄｉａｍｏｎｄ

ｌｉｋｅ

ｃａｒｂｏｎ）、およびナノクリスタルダイヤモンド（Ｎ

ＣＤ：ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ

ｄｉａｍｏｎｄ）をシリコン基材上に合成して

おり、マイクロストリップ線路を用いて作製したマイクロ波プラズマ処理装置の大気圧Ｃ
ＶＤ用プラズマ源としての可能性を確認している。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】Ｋｕｅｎ

Ｓｏｏ

Ｋｉｍ

ｅｔ．ａｌ、ｎａｔｕｒｅ

４５６、ｐｐ
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．７０６−７１０（２００９）
【非特許文献２】Ｊａｅｈｏ

Ｋｉｍ

ｅｔ．ａｌ、Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．９

３、１９１５０５（２００８）
【非特許文献３】金載浩ら、ＩＥＥＥ

Ｔｒａｎｓ．ＦＭ

１３０、ｐｐ．９１３−９１

８（２０１０）
【非特許文献４】Ｊａｅｈｏ

Ｋｉｍ

ｅｔ．ａｌ、Ｊｐｎ．Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．

５４、１０ＡＡ０２（２０１５）
【非特許文献５】Ｍｉｃｈａｅｌ
Ｌｉｃｈｔｅｎｂｅｒｇ，
ｒｇｅｓ

ａｎｄ

ｉｔｉｏｎ，Ａ

Ａ．Ｌｉｅｂｅｒｍａｎ

Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ

Ｍａｔｅｒｉａｌｓ
ＪＯＨＮ

ｏｆ

ａｎｄ

Ｐｌａｓｍａ

Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ

ＷＩＬＥＹ

＆

Ａｌｌａｎ

Ｊ．

Ｄｉｓｃｈａ

，Ｓｅｃｏｎｄ

Ｅｄ

ＳＯＮＳ，ＩＮＣ

【非特許文献６】河野明廣、「常識となっていないシース現象」、Ｊ．Ｐｌａｓｍａ
ｕｓｉｏｎ
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Ｆ

Ｒｅｓ． ８９、ｐｐ．５２９−５３５（２０１３）

【非特許文献７】Ｘｕｅｓｏｎｇ

Ｌｉ

ｅｔ．ａｌ、Ｓｃｉｅｎｃｅ

３２４、ｐｐ．

１３１２−１３１４（２００９）
【非特許文献８】Ｌ．Ｇ．Ｃａｎｃａｄｏ

ｅｔ．ａｌ、Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．Ｌｅｔｔ．

９３、ｐｐ．２４７４０１＿１−２４７４０１＿４（２００４）
【非特許文献９】Ｌ．Ｍ．Ｍａｌａｒｄ

ｅｔ．ａｌ、Ｐｈｙｓｉｃｓ

Ｒｅｐｏｒｔｓ

４７３、ｐｐ．５１−８７（２００９）
【非特許文献１０】Ａ．Ｒｅｉｎａ
ｐ．３０−３５（２００９）＆

ｅｔ．ａｌ、Ｎａｎｏ

Ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ

【非特許文献１１】Ｊ．Ｓ．Ｐａｒｋ

Ｌｅｔｔｅｒｓ

１９、ｐ
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Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

ｅｔ．ａｌ、Ｃａｒｂｏｎ

４７、ｐｐ．１３０

３−１３１０（２００９）
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２０１２−１６２４４２号公報
【特許文献２】特開２０１３−２４９５３０号公報
【特許文献３】特開２０１３−１００２０５号公報
【特許文献４】特開２０１０−２１２６１９号公報
【特許文献５】特開２０１１−２０７７３６号公報
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【特許文献６】特開２００６−１０７８２９号公報
【特許文献７】特開２００７−２４２５９６号公報
【特許文献８】特開２００８−２８２７８４号公報
【特許文献９】国際公開第２０１５／０３０１９１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
特許文献１、２の技術は、５０Ｐａ（０．３７５Ｔｏｒｒに相当）以下の高真空リアク
タが必要であるため、高価なシステムになることや、プラズマＣＶＤ処理の前後の処理と
の連続性や親和性が低い手法であり、工業用量産技術として限界がある。

10

また、５００℃以下の低温で合成したグラフェンは、ラマン分光スペクトルにおいて結
晶格子の欠陥に起因するＤバンドがＧピークに比べて強く現れていることや、また結晶格
子の欠陥に起因するＤ´バンドのピークが現れていることから分かるように、熱ＣＶＤ法
の場合に比べて結晶性が低下してしまい、工業用の良質なグラフェン膜作製には限界があ
る。
【００１６】
特許文献３の技術は、３Ｔｏｒｒの圧力下で、基材の温度を６００℃以下とし、グラフ
ェンを成長することができる。しかし、成膜された多結晶のグラフェン膜の層数が１０層
以上となっていることや、グラフェンの結晶性を示す２Ｄピーク（Ｇ´ピークとも呼ぶ）
がブロードになっており、良質なグラフェン膜が実現できてないことが自明であり、エレ
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クトロニクス素材としての良質なグラフェン膜作製には限界がある。
【００１７】
特許文献４の技術は、プラズマからのイオン衝撃を減らすために、プラズマと基材の間
に平板電極を設けている。この平板電極が邪魔になり、プラズマで生成した高密度のラジ
カルを基材表面に提供することが困難である。また、平板電極にバイアス電圧を印加する
システムが要るなど、装置の構成が複雑であり、量産技術としては限界がある。
【００１８】
特許文献５の技術は、基材の加熱処理工程が必要であるし、プラズマ生成用上部電極と
アース電極の間に基材を設ける構造となっているし、基材を加熱する機構が必要であるた
め、基材面積の大規模化に限界がある。また、ラマン分光スペクトルにおいて結晶格子の
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欠陥に起因するＤバンドのピークが強く現れていることや、Ｇバンドのピークがブロード
でなっていることや、また２Ｄバンド（Ｇ´バンドとも呼ぶ）のピークがＧバンドのピー
クに比べて弱く、かつそのピークがブロードになっていることから、良質なグラフェン膜
が実現できていないことが自明であり、エレクトロニクス素材としての良質なグラフェン
膜の作製には限界がある。
【００１９】
特許文献１〜５の技術に対して、非特許文献２〜４、および特許文献６〜９には、前述
のとおり、低圧から中間圧及び高圧において安定なプラズマを生成させるための装置の構
造について記載されており、特に、非特許文献３、４には、大気圧マイクロ波プラズマジ
ェット（ガスノズルの幅は１０ｍｍ、隙間は１ｍｍである）を用いてカーボン系材料であ

40

る、枝状のグラファイト、アモルファスカーボン（ＤＬＣ）膜、およびナノクリスタルダ
イヤモンド（ＮＣＤ）膜をシリコン基材上に合成したことが記載されている。
しかしながら、ナノクリスタルダイヤモンドは、カーボン原子がｓｐ３結合した数十ナ
ノメーターのサイズを持つ結晶からなっている多結晶の薄膜である。また、アモルファス
カーボン膜は、ｓｐ２とｓｐ３の成分を含む非晶質のカーボン薄膜である。さらに、枝状
のグラファイトは、グラフェンと同じｓｐ２成分だけで結晶化したカーボン材料であるが
、いわゆる、黒鉛の堆積体であり、基材表面に沿って枝状に成長しており、グラフェン膜
の生成はできてない。
このように、実際にグラフェン膜合成用ＣＶＤへ応用するためには、どんな構造でプラ
ズマＣＶＤシステムを構成するか、ガス種類や流速の選択、プラズマ処理条件などの解決
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しなければならない課題が多く残っている。
【００２０】
本発明は、以上のような事情に鑑み、１Ｔｏｒｒ以上（中間圧以上）、かつ低温（基材
温度５００℃以下）において、エレクトロニクス素材として応用できる、良質な２次元状
（平面状）グラフェン膜の作製方法を提供することを目的とする。また、本発明は、グラ
フェンの優れた物性が維持できる、層数が１０層以下、好ましくは１〜２層のグラフェン
膜の作製方法を提供することを、もう１つの目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
本発明者らは、上記の目的を達成すべく、鋭意検討を重ねた結果、１Ｔｏｒｒ以上で、
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かつ５００℃の低温でも良質なグラフェン膜を作製するための新たな手法を見出し、これ
により、従来法と比較して、低い基材温度においても欠損が少なく、結晶性が高いグラフ
ェン膜を形成することができ、従来技術における上記課題を解決しうることが判明した。
【００２２】
本発明は、これらの知見に基づいて完成するに至ったものであり、以下のとおりのもの
である。
［１］基材の表面にマイクロ波プラズマ生成してグラフェン膜を形成するグラフェンの成
膜方法であって、
ノズルから炭素系ガスを含む原料ガスを前記基材の表面に吹き出しながら、前記ノズル
の内部及び／又は前記ノズルの端又は周辺にマイクロ波を印加することにより、前記原料
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ガスからラジカルを含むプラズマを生成するとともに、前記原料ガスの流速を制御して、
前記ラジカルを前記基材の表面に強制拡散させる工程を含むことを特徴とするグラフェン
膜の作製方法。
［２］前記ノズルの、マイクロ波の電界がかかる方向の開口を１ｍｍ以下とすることを特
徴とする［１］に記載のグラフェン膜の作製方法。
［３］前記ノズルが、１ｍｍ以下の隙間を有するスリット形状を有していることを特徴と
する［２］に記載のグラフェン膜の作製方法。
［４］前記プラズマから前記基材の表面へのイオン衝撃が減るように、前記工程が行われ
る圧力を前記プラズマにおけるイオンの平均自由行程がデバイ長より小さくなる圧力より
高く設定することを特徴とする［１］〜［３］のいずれかに記載のグラフェン膜の作製方

30

法。
［５］前記工程が行われる圧力を１Ｔｏｒｒ以上に設定することを特徴とする［１］〜［
４］のいずれかに記載のグラフェン膜の作製方法。
［６］前記工程を５００℃以下の基材温度で行うことを特徴とする［１］〜［５］のいず
れかに記載のグラフェン膜の作製方法。
［７］前記マイクロ波を印加するために、マイクロ波伝送線路としてマイクロストリップ
線路又はストリップ線路を用いることを特徴とする［１］〜［６］のいずれかに記載のグ
ラフェン膜の作製方法。
［８］前記工程の処理時間に関係なくグラフェン膜の層数が１〜２層で成長が止まる自己
成長停止の成長条件でグラフェン膜を作製することを特徴とする［１］〜［７］のいずれ

40

かに記載のグラフェン膜の作製方法。
［９］前記基材をフレキシブルな基材とし、該基材をロール状で連続的に動かすことによ
り、グラフェン膜をロールツーロール方式で連続作製することを特徴とする［１］〜［８
］のいずれかに記載のグラフェン膜の作製方法。
［１０］前記フレキシブルな基材にしわとひずみが発生することを低減するため、前記フ
レキシブルな基材をサポートする成膜ローラを設け、前記成膜ローラの形状に沿って前記
ノズルを複数配列して、プラズマを生成することを特徴とする［９］に記載のグラフェン
膜の作製方法。
【発明の効果】
【００２３】
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本発明によれば、従来のプラズマＣＶＤ法によるグラフェン膜作製の課題である、高真
空プロセスであり、かつ作製するグラフェン膜の品質が低下するという問題を解決し、中
間圧から大気圧までの高い圧力、かつ５００℃以下の低い基材温度においても欠陥が少な
く、結晶性が高いグラフェン膜を作製することが可能となる。また、本発明によれば、プ
ラズマ処理の時間に関係なくグラフェン膜の層数が１〜２層で止まる自己成長停止条件で
、欠陥のないグラフェン膜を作製することが可能となる。これにより、従来のプラズマＣ
ＶＤ法により、高い生産性と信頼性を有する良質なグラフェン膜の工業用大量生産法を提
供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
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【図１】プラズマＣＶＤにおける数層グラフェン膜の成長過程を模式的に示す図
【図２】（ａ）、（ｂ）は、無衝突シースと衝突シースにおけるプラズマから基板表面へ
のイオン衝撃の様子を模式的に示す図であり、（ｃ）は、本発明における基板表面に当た
るガス流れの効果を模式的に示す図
【図３】本発明に用いたマイクロ波プラズマＣＶＤ装置の模式図
【図４】実施例１の、銅箔基材の表面に作製したグラフェン膜のラマン分光スペクトル
【図５】実施例２の、銅箔基材の表面に作製したグラフェン膜のラマン分光スペクトル
【図６】実施例３の、ノズルと基材との間に生成したプラズマの写真
【図７】実施例３の、水素プラズマ処理とプラズマＣＶＤ処理する際の基材表面温度の変
化を示す図
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【図８】実施例３の、銅箔基材の表面に作製したグラフェン膜のラマン分光スペクトル
【図９】実施例３の、銅箔基材の表面に作製したグラフェン膜を透過型電子顕微鏡で観察
した断面写真
【図１０】実施例４の、銅箔基材の表面に作製したグラフェン膜のラマン分光スペクトル
【図１１】実施例５の、ロールツーロール方式の連続成膜装置の模式図
【図１２】実施例６の、基材をサポートする成膜ローラを設けたロールツーロール方式の
連続成膜装置の模式図
【図１３】従来のマイクロ波を用いた表面波プラズマＣＶＤ装置の模式図
【発明を実施するための形態】
【００２５】
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プラズマから供給される基材表面に原子状炭素（ラジカル）は化学的に再結合すること
によりカーボン材料として成長する。原子状炭素は化学結合する際にｓｐ２またはｓｐ３
結合をする。ｓｐ３結合のみで再結合するとダイヤモンドに、ｓｐ２とｓｐ３が混在して
非結晶（アモルファス）状態で生成するとダイヤモンドライクカーボン（ＤＬＣ）に、ｓ
ｐ２結合のみで再結合するとグラファイトまたはグラフェンになる。グラファイトは通常
１０層以上のグラフェンの炭素膜をいう。
【００２６】
本発明のグラフェン膜の作製方法は、ノズルから炭素系ガスを含む原料ガスを基材表面
に吹き出すこと、該ノズルの内部及び／又は前記ノズルの端又は周辺にマイクロ波を印加
してプラズマを生成すること、プラズマ内で生成するラジカルが基材表面に十分供給され

40

るように原料ガスの流速を制御すること、前記マイクロ波の電界がかかる方向の前記ノズ
ルの開口を１ｍｍ以下とすること、リアクタ内の圧力を中間圧、またはプラズマにおける
イオンの平均自由行程がデバイ長より小さくなる圧力より高く設定すること等により、ラ
ジカルを基材表面に強制拡散させる工程を有することを特徴とするものであって、基材表
面へのプラズマからのイオン衝撃を減らし、グラフェン成長に必要な炭素系ラジカルを含
むガス流を適切に供給することにより、低い基材温度においても欠損が少なく、結晶性の
高いグラフェン膜を得ることができるものである。
【００２７】
以下、本発明のグラフェン作製法の実施の形態について説明する。
なお、この形態は、発明の趣旨をより良く理解させるために具体的に説明するものであ
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り、特に指定のない限り、本発明を限定するものではない。
【００２８】
従来の低圧マイクロ波プラズマＣＶＤ処理では、図１３に示すように、原料ガスを金属
製リアクタの壁に設けたノズルを通してリアクタ内に封入し、リアクタ内に自然拡散させ
る。その後、リアクタの一方の面に設けたマイクロ波導入窓を通ってリアクタ内にマイク
ロ波パワーを導入し、プラズマを生成する。
この方法では、プラズマが拡散しやすく、プラズマがリアクタ内の全体に広がり、リア
クタ内に設ける基材の表面へ高密度のラジカルが供給される。しかし、高密度のラジカル
が基材に供給されると、グラフェンの核生成反応が激しくなり、初期の核生成密度が高く
なる。初期核生成密度が高いと、作製される多結晶のグラフェン膜を構成する単結晶グラ

10

フェンのサイズが小さくなってしまい、その結果、良質なグラフェン膜の作製が困難とな
る。この方法で、低温合成されたグラフェン膜からは、ラマン分光スペクトルのＤピーク
が強く現れる。
【００２９】
ここに、プラズマＣＶＤ処理における多結晶のグラフェン膜の成長過程について簡単に
説明する。図１にその成長過程を示す。
グラフェンは、プラズマにより生成した炭素系ラジカルがシース（プラズマと基材との
間に形成する空間領域）に拡散し、基材表面を沿って移動しながら、基材表面で再結合す
ることにより、形成される。
最初に、基材表面にグラフェンの初期核が生成する。それぞれの核が基材表面を沿って
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横方向に成長し、お互いにぶつかり合うと成長が止まり、第一層のグラフェン膜となる。
次に、第一層のグラフェン膜の上に、第二の核が生成し、第一層のグラフェン膜の表面
を沿って成長する。上記と同じ過程を通って第二層のグラフェン膜になる。このような成
長過程を繰りかえることで、数層の多結晶グラフェン膜に成長する。
【００３０】
上記の成長過程から分かるように、核生成密度が高いと、それぞれのグラフェン核が成
長できるスペースが少なくなり、周りのグラフェンとすぐぶつかり合い、成長が止まる。
その結果、グラフェン膜を構成する単結晶グラフェンのサイズが小さくなってしまい、良
質なグラフェン膜にならない。
【００３１】
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また、低圧におけるプラズマＣＶＤ処理では、プラズマと基材との間に形成するシース
が無衝突状態のシースとなり、プラズマからのイオンがシース電位でより加速されて高い
エネルギーを持ったままで、基材表面に衝撃する。この強いイオン衝撃により、成長中の
グラフェンがダメージを受けて、欠陥が多いグラフェン膜になってしまう。そのため、良
質なグラフェン膜の作製が困難となる。
【００３２】
本発明者等は、これまでに、基材へのイオン衝撃を減らすために、基材をプラズマ領域
から遠く離れたところに置いて処理を行う通常のリモトープラズマＣＶＤ法も利用した。
しかし、通常のリモトープラズマＣＶＤ法では、グラフェンの核生成密度が低く、なお
、それぞれの核が十分に成長できず、完全な連続のグラフェン膜として成長しにくくなり
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、グラフェン膜としての欠陥が増えてしまう問題と、グラフェンの成長が遅くなり、グラ
フェン膜を得るために長時間が必要であるという問題があった。
【００３３】
本発明のグラフェン膜の作製方法では、基材表面へのイオン衝撃を減らすため、リアク
タ内の圧力をプラズマにおけるイオンの平均自由行程がデバイ長より小さくなる圧力より
十分高く設定する。一般的にプラズマとそれを囲む壁との間に形成するシースの長さはデ
バイ長程度である。
これにより、プラズマと基材との間に衝突状態のシースを形成することができ、プラズ
マからのイオンはシース内で他の粒子とぶつかり合い、その運動エネルギーを失う。その
結果、基材表面へのイオン衝撃によるグラフェンのダメージが劇的に減る。
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そこで、本発明で用いるプラズマＣＶＤ処理の圧力条件としては、プラズマにおけるイ
オンの平均自由行程（λＭ）がデバイ長（λＤｅ）より小さくなる圧力より高い、中間圧
から高圧までの間の圧力であることが望ましい。
【００３４】
なお、イオンの平均自由行程とは、他の粒子との衝突から次の衝突までの間にイオンが
進む距離の平均である。すなわち、イオンが衝突せずに進む平均距離である。平均自由行
程（λＭ）は、非特許文献５のページ４５とページ３３に記載されている下記の式（１）
と式（２）、および式（３）から求められる。
【００３５】
【数１】
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ここで、ｎは粒子の密度（ｍ−３）、σは衝突断面積（ｍ２）である。
衝突断面積は、
σ＝πＤ２

・・・・・・式（２）

である。ここで、Ｄは粒子の直径である。
また、下記の気体の状態方程式は
Ｐ＝ｎＫＴ

20

・・・・・・式（３）
−２３

である。Ｐは圧力（Ｔｏｒｒ）、ｋはボルツマン定数（１．３８１×１０

Ｊ/Ｋ

）、Ｔは温度（Ｋ）である。
式（１）に式（２）と式（３）を適用すると、粒子の平均自由行程は次のようになる。
【００３６】
【数２】

式（４）からイオンの平均自由行程は圧力に反比例関係であることがわかる。圧力が高

30

くなるとイオンの平均自由行程が小さくなる。
【００３７】
一方、デバイ長（λＤｅ）は非特許文献５のページ３８に記載されている次の式から求
められる。
【００３８】
【数３】

40
ここで、ε０は自由空間中誘電率、Ｔｅは電子温度、ｎｅは電子密度、ｅは電子の電荷
である。従って、デバイ長は電子密度と電子温度により決まる。
【００３９】
本発明のグラフェン膜の作製方法では、イオンの平均自由行程がデバイ長より小さくな
る圧力より高い圧力に設定するとともに、炭素系ガスを含む原料ガスをノズルから前記プ
ラズマ領域を通って基材表面に吹き出すことで、ガスの流れが基材表面に直接当たるよう
にする。
以下、図面を用いて、説明する。
【００４０】
図２（ａ）と（ｂ）に、無衝突シースと衝突シースにおけるプラズマから基材表面への
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イオン衝撃の様子を模式的にそれぞれ示す。また、図２（ｃ）に本発明のグラフェン作製
方法において基材表面に当たるガス流れの効果を模式的に示す。
まず、無衝突シースと衝突シースにおける基材表面へのイオン衝撃について下記に簡単
に説明する。
（１）無衝突シースにおける基材へのイオン衝撃（図２（ａ））：通常の低圧プラズマで
は、プラズマと基材表面との間に無衝突シース形成する。プラズマで生成したイオンは、
プラズマからシースの方に入ると、シース電位より基材表面を向って加速する。低圧の場
合は、空間に粒子が少ないので、加速したイオンは高いエネルギーを持ったまま基材表面
に衝突する。そのため、低圧プラズマを用いたＣＶＤ処理では、基材表面へのイオン衝撃
が成膜に大きく影響する。

10

（２）衝突シースにおける基材へのイオン衝撃（図２（ｂ））：通常、中間圧以上の高い
圧力（厳密には、イオンの平均自由行程がデバイ長より小さくなる圧力より高い圧力）の
プラズマでは、衝突シースが形成する。プラズマで生成したイオンは、プラズマからシー
スの方に入ると、シース電位より基材表面を向って加速される。ところが、高い圧力では
、シース内における中性粒子などの密度が高いため、加速中のイオンはそれらの粒子と衝
突を繰り返して起こす。イオンは加速しにくくなり、基材表面に達するイオンの運動エネ
ルギーは低い。そのため、中間圧以上のプラズマを用いたＣＶＤ処理では、基材表面への
イオン衝撃の影響は劇的に減る。
この衝突シースと無衝突シースについては、例えば、非特許文献６に詳述されている。
【００４１】
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一方、衝突シースが形成する高い圧力では、粒子が拡散しにくくなり、プラズマ内に生
成するグラフェン成長に必要なラジカルが、自然拡散だけには基材表面まで十分に届かな
くなる問題が生じる。その結果、基材表面におけるグラフェンの核生成密度が低く、なお
、それぞれの核が十分に成長できず、完全な連続のグラフェン膜として成長しにくくなり
、グラフェン膜としての欠陥が増えてしまう問題が生じる。
また、プラズマＣＶＤ処理において、プラズマから基材表面に届いたラジカルは基材表
面を沿って拡散しながら、化学的に再結合する。これにより、グラフェン膜が基材表面を
沿って成長する。この際、ラジカルの表面拡散は基材温度により促進される。しかし、基
材温度が低いとラジカルの表面拡散が悪くなり、それぞれのグラフェンの核が十分に成長
できず、完全な連続のグラフェン膜として成長しにくくなり、グラフェン膜としての欠陥

30

が増えてしまう問題が生じる。そのため、従来のプラズマＣＶＤ処理法では、欠陥が少な
いグラフェン膜を作製するためには、７００℃以上の基材温度が必要とされている。
【００４２】
本発明のグラフェン膜の作製方法では、前記の問題を解決するために、図２（ｃ）に示
すように、原料ガスを前記基材の表面に吹き出すことで、原料ガスの流れがプラズマ領域
を通って強制的に送り出され、基板表面に直接当たるようにする。これにより、プラズマ
内で生成するラジカルは、この原料ガスの流れと共に基材表面に輸送される。さらに、基
材表面に当たるガスは基材表面を沿って流れるので、基材表面に輸送されたラジカルはガ
スの流れと共に基材表面を沿ってさらに輸送され、その結果、基板表面にラジカルが強制
拡散される。さらに、本発明では、プラズマＣＶＤ処理中、この基材表面に向けて吹き出

40

される原料ガスの流速を制御することにより、基材温度が低くてもグラフェンが基材表面
を沿って成長するために必要な量のラジカルが十分供給されるようにするとともに、基材
表面でのラジカルの流れが速すぎて化学反応が悪くならないようにする。
この結果、５００℃以下の基材温度においても欠陥が少ない、結晶性の良いグラフェン
膜を作製することが可能となる。
プラズマＣＶＤ処理中の基材表面に当たるガスの流速は、供給するガスの流量や、リア
クタ内の圧力や、ノズルから基材表面までの距離や、ノズルの断面積などを変えることに
より制御することが可能である。
【００４３】
原料ガスは、炭素系ガスを含むガスを用いる。
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炭素系ガスとしては、メタン、エチレン、アセチレン、エタノール、アセトン、メタノ
ール等が包含される。
また、プラズマの生成する条件に応じて、不活性ガス（アルゴン、ヘリウム等）を混合
して用いる。不活性ガスを混合することにより、高い圧力においてもプラズマを安定に維
持することができる。
また、プラズマＣＶＤを行う条件に応じて、水素や酸素ガスを適量に混合して用いる。
これにより、グラフェン膜におけるガラス状炭素成分等のグラフェン以外の成分の成長を
抑えることができる。
【００４４】
ガスは、リアクタ内に設けられているノズルを通って、基材表面に吹き出す。ノズルは

10

、基材表面の上部に設け、原料ガスの流れが基材表面に直接当たるようにする。
上記ノズルの内部及び／又はノズルの端又は周辺にマイクロ波を印加し、プラズマを生
成する。
本発明では、基材をプラズマ生成領域から離れたところに置いても、ノズルから吹き出
て基材表面に当たる原料ガスの流れを適当な強さにすることにより、グラフェン膜の作製
に必要なラジカルを基材表面に十分に供給することができる。これにより、プラズマ生成
領域から離れたところにおいても、欠陥が少ない、結晶性の良いグラフェン膜を高速で作
製することができる。
また、原料ガスの流速と基材表面に当たるガスの流れの向きを適切にすることにより、
成膜の一様性を向上することができる。

20

【００４５】
ノズルの形状は、矩形、円形、または矩形と円形の中間の形でも良いし、様々な形状に
することができる。さらに細長いスリット形状が望ましい。
高い圧力におけるマイクロ波プラズマ装置では、ノズルの断面面積が大きいと、マイク
ロ波電界とプラズマとのエネルギー結合が強くなり、プラズマが高温になる。高い圧力に
おいても、安定した低温プラズマを得るためには、マイクロプラズマの生成が望ましい。
マイクロプラズマとは、放電ギャップの一方の距離が１ｍｍ以下である空間で生成するプ
ラズマを言う。
本発明では、マイクロ波を用いてマイクロプラズマを生成するために、マイクロ波の伝
播方向に対して垂直な面にノズルを設けて、マイクロ波の電界がかかる方向（ベクトル方

30

向）のノズルの開口を１ｍｍ以下にする。
したがって、本発明では、マイクロ波を用いてマイクロプラズマを安定に生成させる共
に、かつ大面積プロセス領域を実現するため、ノズルの形状として１ｍｍ以下の隙間を持
つ、細長いスリット形状が望ましい。
【００４６】
また、ノズルの隙間のサイズは、ガスの流速を制御するための一つのパラメータとして
も用いることができる。ノズルの隙間を小さくするとガスの流速が早くなる。
例えば、同じガス流量を供給した際に、ノズルの隙間を１．０ｍｍから０．２ｍｍにす
ると、流速は５倍早くなる。それは次の関係式から求められる。
Ｑ＝Ｃ・Ａ・Ｖ
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ここで、Ｑはガス流量、Ｃはガス係数、Ａは流路面積、Ｖはガス流速である。
したがって、ガス流速は、
Ｖ＝Ｑ／（Ｃ・Ａ）
である。ガス流速はガス流量に比例し、ガス流路面積には反比例する。
したがって、同じガス流量で、ノズルの幅が同じである場合、ノズルの隙間が１／５倍
小さくなると、ガス流速は５倍早くなる。
これにより、ノズルの内及び／又は吹き出し口付近で生成したラジカルを、より多く、
かつ速やかに基材の表面に供給することができる。
また、圧力が高くなると、低い圧力に比べて、プラズマ中に生成したラジカルの寿命が
短くなるので、ガス流速を十分に早くすることで、短い寿命のラジカルも基材表面に供給
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することが可能になる。
【００４７】
プラズマを生成するマイクロ波としては、９００ＭＨｚから５ＧＨｚまでの間の周波数
を持つ電源が包含される。マイクロ波の波形は連続波でも良いし、パルスでも良い。
【００４８】
本発明では、マイクロ波をノズルに印加するためのマイクロ波の伝送線路として、マイ
クロストリップ線路、または、ストリップ線路を用いる。
マイクロ波の伝送線路として、マイクロストリップ線路、または、ストリップ線路を用
いることにより、ノズルのところに局所的にマイクロ波の電界を集中させることが可能と
なり、高い圧力においても低温のプラズマを生成することができる。

10

また、板状の誘電体基板にマイクロストリップ線路、または、ストリップ線路、および
ノズルを設けるので、これらを複数にアレイすることができる。これにより、プラズマＣ
ＶＤ処理面積を大規模化することができる。
ここで、マイクロストリップ線路とは、裏面に導体面を形成した誘電体基板の表面に導
体線路を形成した構造を持ち電磁波を伝搬する伝送線路の一種である。ストリップ線路と
は、誘電体の表面と裏面に導体箔を形成し、誘電体の内部に導体線路を形成した構造を持
ち電磁波を伝搬する伝送線路の一種である。
【００４９】
マイクロ波の伝送線路として、通常の導波管を用いる場合は、構造上、プラズマＣＶＤ
処理領域がスポットとなり、狭い領域にスポット状にプラズマＣＶＤ処理を行うことは可

20

能であるが、プラズマＣＶＤ処理面積の大規模化が難しく、工業用量産技術として限界が
ある。
例として、矩形導波管を用いた吹き出し形のマイクロ波プラズマ生成することができる
。導波管を垂直に貫通する石英等のガス管を設け、ガス管内に、またはノズルにマイクロ
波の電界を集中させることでプラズマを生成する。使えるノズルの直径は導波管における
マイクロ波の波長により決まり、２．４５ＧＨｚを用いる場合は１０ｍｍ以下である。そ
の以上の直径では、プラズマ生成が難しくなる。また、構造上、ノズルをアレイ化して設
けるが困難であるため、プラズマＣＶＤ処理面積を大規模化することが難しい。
【００５０】
本発明で用いるプラズマＣＶＤ処理の条件として、基材の温度は５００℃以下が好まし
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い。
基材はプラズマからの熱により加熱される。そのため、基材温度は、マイクロ波パワー
や、リアクタ内の圧力や、ノズルからの基材距離や、ガス流量や等に依存する。これらを
制御することにより５００℃以下の低温に保持することができる。
または、試料台に給排水管を設けて、冷却水を供給し、基材を５００℃以下の低温に保
持することができる。
【００５１】
また、質の良いグラフェン膜を得るためには、基材の水素プラズマ処理により酸化膜な
どの不純物を取り除くことと、リアクタ内の大気を排気する工程を行い、プラズマＣＶＤ
を行う際に周りのガス環境を制御することが好ましい。

40

反応容器内に存在するＮ２、Ｏ２、Ｈ２Ｏなどから窒素系ラジカルと酸素系ラジカルが
生成し、それらが原子状炭素のｓｐ２結合に悪い影響して、良いグラフェンが得られない
ためである。特に、酸素系ラジカルはｓｐ２結合膜を優先的にエッチング（除去）し、ｓ
ｐ３結合膜のみ残す作用をするので、ｓｐ２結合のみのグラフェン膜の成長を邪魔すると
考えられる。
【００５２】
グラフェンを形成するための基材の材料としては、グラフェン形成に触媒金属として用
いられているＣｕ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ａｌ等が挙げられる。
これらの金属材料を実際に基材として利用する際には、箔状、板状等の形状にして用い
る。
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または、前記金属材料を絶縁体（ポリイミド、ポリカーボネイト、シリコン、酸化シリ
コン、ガラス等）の表面に被覆した薄状の形状にして用いることができる。
前記金属基材の表面に作製されるグラフェン膜はそのまま、または、転写工程を通って
様々な基材に転写され、エレクトロニクス素材等として利用される。
【００５３】
本発明では、プラズマＣＶＤ処理時間に関係なく、グラフェン膜の層数が１〜２層で成
長が止まる、自己成長停止の成長法を用いる。これにより、大面積の基材表面に一様なグ
ラフェン膜を形成することができる。
従来のＣＶＤ法におけるグラフェン膜の自己成長停止の成長法は、１０００℃に近い高
温でＣＶＤ処理を行った際に実現できている（非特許文献７）。

10

本発明では、上記の実施形態において、適切なガス種と流量で原料ガスを供給すること
と、基材をプラズマ生成領域から適切に離すことと、等のプラズマＣＶＤ処理条件に設定
し、中間圧力下で基材表面にプラズマＣＶＤ処理を行うことにより、グラフェン膜の層数
がプラズマＣＶＤ処理時間に関係なく、１〜２層で成長が止まる自己成長停止の成長法で
グラフェン膜を低温（５００℃以下）作製ができる。
本発明では、前記の自己成長停止の成長法を用いることにより、１〜２層の一様な大面
積グラフェン膜が得られる。例えば、プラズマＣＶＤ条件の空間的分布の一様性が足りな
くても、ＣＶＤ処理時間に関係なく、先に成長を始めた部分のグラフェンがある層数にな
ると成長が止まるので、結果的にある時間までＣＶＤ処理を続けると、基材全面に一様な
グラフェン膜が形成する。

20

【００５４】
本発明では、基材を連続的に移動させながら、プラズマＣＶＤ処理を行うことにより、
グラフェン膜の大面積及び連続的作製することができる。
基材を連続的に動かす方法としては、基材を移動する試料台、例えばベルトコンベアに
乗せて連続的に移動させることも良い。または、銅箔などのフレキシブル基材を用いて、
ロールツーロール方式で基材を連続的に移動させることも良い。
【実施例】
【００５５】
以下、本発明を実施例に基づいて説明するが、本発明はこの実施例に限定されるもので
はない。

30

まず、実施例で用いたラマン分光法について説明する。
【００５６】
（ラマン分光法）
本発明の手法を用いて、銅箔上に作製したグラフェン膜のラマン分光スペクトルの測定
を行った。グラフェン膜による結晶性炭素膜のラマン分光による評価で重要なバンドは、
Ｄバンド、Ｇバンド、２Ｄバンド、及びＤ´バンドである。
Ｇバンドは正常六員環によるもので、２ＤバンドはＤバンドの倍音によるものである。
またＤバンドは正常六員環の欠陥に起因するピークである。また、Ｄ´バンドも欠陥から
誘起されるピークであり、数層から数十層程度のグラフェン膜の積層体の端の部分に起因
するものと考えられる（上記非特許文献８）。
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ラマン散乱分光スペクトルにＧバンドと２Ｄバンドの両方のピークが観測される場合、
膜はグラフェン膜であると同定される（上記非特許文献７）。
２Ｄバンド、Ｇバンド、Ｄバンド、およびＤ´バンドのピーク位置は、グラフェン膜の
層数やラマン散乱分光スペクトルの測定時のレーザーの励起波長に依存することが上記非
特許文献５等で示されている。
例えば、励起波長５３２ｎｍのレーザーによる単層グラフェン膜の場合、Ｄバンド、Ｇ
バンド、２Ｄバンド、及びＤ´バンドのピーク位置は、それぞれ、１３５０ｃｍ−１、１
５８２ｃｍ−１、２６８０ｃｍ−１、１６２０ｃｍ−１付近である。一般的に、グラフェ
ンの層数が増えると２Ｄバンドは高波数側にシフトすること、半値幅が広がることが知ら
れている。さらに、レーザーの励起波長が短くなると、２Ｄバンドは高波数側にシフトす
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る。
グラフェン膜のラマン分光スペクトルにおいて、２ＤバンドとＧバンドのピークの相対
強度を用いてグラフェン膜の層数を同定することができる（上記非特許文献１０）。２Ｄ
バンドとＧバンドの強度の比がＩ(２Ｄ)／Ｉ(Ｇ)≧１となる場合は単層あるいは２層のグ
ラフェン膜であり、３層以上のグラフェン膜では１．０以下であるとされている。
本実施例におけるラマン分光装置は、レニショー社製ｉｎＶｉａ

Ｒｅｆｌｅｘを用い

た。励起光は波長５３２ｎｍの個体レーザーを用いた。測定及びフィッティング等の解析
には、本装置標準のソフトウェアＷｉＲＥ４．１を用いた。各実施例において測定に使用
した試料、及びラマン分光スペクトルの詳細な解析は、各実施例で説明する。
【００５７】

10

（実施例１）
本実施例においては、銅箔を基材とし、吹き出し形のプラズマを生成することができる
マイクロ波プラズマ生成装置をリアクタ内に設置して、中間圧においてグラフェン膜の作
製を行った。以下に本実施例で用いたプラズマＣＶＤ処理の詳細を述べる。
【００５８】
図３は、本実施例に用いたマイクロ波プラズマＣＶＤ装置の模式図である。
該図に示すマイクロ波プラズマＣＶＤシステムは、金属製のリアクタ（１０）と、リア
クタ（１０）内に設けられたマイクロ波プラズマ生成装置で構成される。
マイクロ波プラズマ生成装置は、内部にガス流路と裏面に導体面を設けた誘電体基板（
４）、誘電体基板（４）の表面に設けられたマイクロストリップ線路（３）、誘電体基板
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（４）の一方の端面に設けた線状の矩形ノズル（７）、マイクロ波プラズマ生成装置にマ
イクロ波を供給するためのマイクロ波導入用フランジ（１１）とマイクロ波伝送用同軸ケ
ーブル（２）、及びマイクロ波プラズマ生成装置にガスを供給するためのガス導入用フラ
ンジ（１２）とガス導入管（９）、とから構成されており、前記マイクロ波導入用フラン
ジ（１１）及び前記ガス導入用フランジ（１２）は、リアクタ（１０）に取り付けられて
いる。
前記ノズル（７）は、原料ガスとともにマイクロ波の印加により生成されたプラズマが
幅広に一様に吹き出るように、スリット形状を有しており、本実施例においては、断面の
サイズは、幅５０ｍｍ×隙間０．５ｍｍである。
【００５９】
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本実施例においては、リアクタ（１０）の内部に、厚さ３３μｍで大きさが５０ｍｍ×
１５ｍｍの銅箔基材（５）をマイクロ波プラズマ装置のノズル（７）の真下に、ノズルの
幅が基材の長手方向と一致するように設置し、プラズマＣＶＤ処理を行った。処理手順は
以下の通りである。
リアクタ（１０）内に設けられた試料台（６）に前記銅箔基材（５）を設置した。ノズ
ル（７）と銅箔基材（５）との距離が４ｍｍになるように試料台（６）の高さを調整した
。次に、排気管（８）を通してリアクタ（１０）の排気を行った。
【００６０】
次に、リアクタ（１０）内に、ガス導入用フランジ（１２）、ガス導入管（９）、前記
誘電体基板（４）内のガス流路（表示せず）、及びノズル（７）を通して、水素ガス５０
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ｓｃｃｍを導入した。リアクタ（１０）内の圧力を排気管（８）に接続した圧力調整バル
ブを用いて３Ｔｏｒｒに保持した。
次に、マイクロ波導入用フランジ（１１）と同軸ケーブル（２）から、マイクロ波（パ
ワー１００Ｗ）を導入した。マイクロ波は、マイクロストリップ線路（３）が設けられて
いる誘電体基板（４）内を伝搬し、誘電体基板（４）の端部のノズル（７）の内部及び／
又はノズル（７）の端又は周辺に印加されて、プラズマを生成した。
生成したプラズマは、原料ガスの流れと共に、銅箔基材（５）に向かって拡散した。プ
ラズマ生成している領域は、ノズル（７）と銅箔基材（５）との間の空間、すなわち、図
３に示しているプラズマ生成領域（１）である。また、生成するプラズマ領域は、ノズル
の隙間０．５ｍｍより広がり、本実施例の圧力３Ｔｏｒｒでは、２０ｍｍ以上であった。
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一方、ノズルの幅方向においては、プラズマ生成領域はほぼ５０ｍｍであまり広がらなか
った。また、ノズル（７）から吹き出たプラズマ発光は基材表面まで届いていた。ここで
、プラズマ領域は、プラズマ発光を肉眼で観察した結果である。
水素プラズマ処理時間は１０分である。水素プラズマ処理中の基材の温度は４９０℃以
下であった。基材温度の測定は、熱電対を基材表面に接触させることで行った。この水素
プラズマ処理によって、銅箔基材の表面の酸化膜や汚染物質を除去した。
【００６１】
次に、マイクロ波パワーを止めて、プラズマを消した後、水素ガスを止め、排気管（８
）を通してリアクタ（１０）の排気を行った。
次に、リアクタ（１０）内に、グラフェン形成用原料ガスをガス導入用フランジ（１２

10

）とガス導入管（９）と前記誘電体基板（４）内のガス流路とノズル（７）とを通して導
入した。
原料ガスとしては、メタンガス６０ｓｃｃｍとアルゴンガス３０ｓｃｃｍの混合ガスで
ある。リアクタ（１０）内の圧力を排気管（８）に接続した圧力調整バルブを用いて５Ｔ
ｏｒｒに保持した。
マイクロ波パワー１００Ｗにてプラズマを生成し、銅箔基材（５）にプラズマＣＶＤ処
理を行った。プラズマは、ノズル（７）の内部及び／又はノズル（７）の端又は周辺に生
成し、原料ガスの流れと共に、銅箔基材（５）に向かって拡散した。処理時間は５分であ
る。
プラズマＣＶＤ処理中、基材温度を基材表面に接触した熱電対で測定を行った。基材温

20

度は４００℃以下であった。プラズマＣＶＤ処理後の銅箔基材には熱的損傷はなかった。
この処理により、銅箔基材（５）の表面にグラフェン膜が作製された。
【００６２】
本実施例で得られたグラフェン膜のラマン分光スペクトルの測定を行った。
図４に測定した銅箔基材上の形成された炭素膜のラマン分光スペクトルを示す。
図４では、Ｇバンド（１５９３ｃｍ−１）と２Ｄバンド（２６８２ｃｍ−１）の両方が
観察されている。したがって、本発明で作製された炭素膜がグラフェン膜であることが明
らかである。
また、Ｄバンド（１３４４ｃｍ−１）とＤ´バンド（１６２５ｃｍ−１）も現れている
。Ｄバンドは正常六員環の欠陥に起因するものであると知られている。また、Ｄ´バンド

30

も欠陥から誘起されるもので、数層から数十層程度のグラフェン膜の積層体の端の部分に
起因するものと知られている。
【００６３】
グラフェン膜のラマン分光スペクトルにおいて、２ＤバンドとＧバンドのピークの相対
強度を用いてグラフェン膜の層数を同定することができる（上記非特許文献６）。２Ｄバ
ンドとＧバンドの強度の比がＩ(２Ｄ)／Ｉ(Ｇ)≧１となる場合は単層あるいは２層のグラ
フェン膜であり、３層以上のグラフェン膜では１．０以下であるとされている。
図４に示すラマン分光スペクトルにおいて、Ｇバンドと２Ｄバンドのピークをそれぞれ
、フィッティングし、バックグラウンドを差し引くことによって、それぞれのピークの相
対強度を求めた。ピーク強度はそれぞれ、Ｉ(２Ｄ)＝０．４４、Ｉ(Ｇ)＝０．４４であっ

40

た。
したがって、図４に示すラマン分光スペクトルの炭素膜の例は、２ＤバンドとＧバンド
のピークの強度比、及びＤ´バンドが観測されていることから、３層以上のグラフェン膜
の部分が混在する構成を有することが分かった。
【００６４】
本実施例で合成されるグラフェン膜（図４に示すグラフェン膜）は、従来の低温（５０
０℃以下）・低圧（２０Ｐａ（０．１５Ｔｏｒｒに相当）以下）表面波プラズマＣＶＤ法
（特許文献１）により作製したグラフェン膜からのラマン分光スペクトル（特許文献１内
の図２）と同じ特性を示している。
本実施例が示すように、本発明では、従来技術において高真空環境下で行うグラフェン
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膜の低温作製が、中間圧力においても可能である。
このことから、本発明の方法は、大気圧に行われるプラズマＣＶＤ処理の前後処理の工
程とも連続性が高くなり、工業的に大変有利な手法であるといえる。例えば、本発明によ
れば、ロールツーロールによるグラフェン膜の連続合成、及び金属基材の表面に作製した
グラフェン膜を転写する後処理との連続工程が安価なシステムでより容易に可能になる。
【００６５】
（実施例２）
本実施例では、実施例１で用いたと同様のマイクロ波プラズマＣＶＤ装置を用い、大気
圧（７６０Ｔｏｒｒに相当）におけるグラフェン膜の作製を行った。なお、実施例２では
、断面サイズ幅１０ｍｍ×隙間０．２ｍｍのノズルを用い、厚さ３３μｍで大きさが５０

10

ｍｍ×１５ｍｍの銅箔表面の一部にプラズマＣＶＤを行った。
本実施例における処理手順は以下の通りである。
【００６６】
本実施例では、リアクタ（１０）内を大気にし、プラズマＣＶＤ処理を行った。試料台
（６）に銅箔基材（５）を設置した。ノズル（７）と銅箔基材（５）との距離が１ｍｍ以
下になるように試料台（６）の高さを調整した。
本実施例では、前記の実施例１で行った水素プラズマ処理は行わず、プラズマＣＶＤ処
理を行った。
原料ガスとしては、メタンガス８ｓｃｃｍとアルゴンガス１０００ｓｃｃｍの混合ガス
を用いた。原料ガスをノズル（７）通って流しながら、マイクロ波パワー４５Ｗにてプラ

20

ズマを生成し、銅箔基材（５）にプラズマＣＶＤ処理を行った。基材はプラズマからの熱
により加熱される。最大温度は、４００℃以下であった。
【００６７】
本実施例２で得られたグラフェン膜のラマン分光スペクトルの測定を行った。
図５に測定した銅箔基材上の形成された炭素膜のラマン分光スペクトルを示す。
図５では、Ｇバンド（１５９４ｃｍ−１）と２Ｄバンド（２６８４ｃｍ−１）の両方が
観察されている。したがって、本発明で作製された炭素膜がグラフェン膜であることが明
らかである。
また、Ｄバンド（１３４６ｃｍ−１）とＤ´バンド（１６２１ｃｍ−１）も現れている
。Ｄバンドは正常六員環の欠陥に起因するものであると知られている。また、Ｄ´バンド

30

も欠陥から誘起されるもので、数層から数十層程度のグラフェン膜の積層体の端の部分に
起因するものと知られている。２ＤバンドとＧバンドの強度の比がＩ(２Ｄ)／Ｉ(Ｇ)は、
０．２であった。
したがって、図５に示すラマン分光スペクトルの炭素膜の例は、３層以上のグラフェン
膜の部分が混在する構成を有することが分かった。
【００６８】
本実施例２の結果からも明らかのように、本発明では、基材に水素プラズマ処理を施さ
なくとも大気圧中においてもグラフェン膜の作製が可能になる。しかし、２ＤバンドとＧ
バンドの強度の比が、実施例１の０．４４よりも小さくなるとともに、２Ｄバンドのピー
クがブロードになっていることから明らかなように、グラフェン膜としての品質が悪くな

40

っており、アモルファスカーボンに近い特性となっている。これは、リアクタ内の大気中
のＮ２、Ｏ２、Ｈ２Ｏなどの成分もプラズマ化されて、それらの関連ラジカルがグラフェ
ン成長に悪い影響をしたためと考えられる。
【００６９】
（実施例３）
本実施例では、実施例１と同様に、図３に示すマイクロ波プラズマＣＶＤ装置を用いて
、ＣＶＤ処理時間に関係なく、１〜２層で成長が止まる自己成長停止の成長法でグラフェ
ン膜の低温作製を行った。
本実施例における処理手順は以下の通りである。
【００７０】
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リアクタ（１０）内に設けられた試料台（６）に前記銅箔基材（５）を設置した。ノズ
ル（７）と銅箔基材（５）との距離が４ｍｍになるように試料台（６）の高さを調整した
。次に、排気管（８）を通してリアクタ（１０）の排気を行った。
前記の実施例１における水素プラズマ処理条件と同じ条件で水素プラズマ処理を行った
。
【００７１】
次に、マイクロ波パワーを止めて、水素プラズマを消した後、水素ガスを止め、排気管
（８）を通してリアクタ（１０）の排気を行った。
次に、リアクタ（１０）内に、グラフェン形成用原料ガスをガス導入用フランジ（１２
）とガス導入管（９）と前記誘電体基板（４）内のガス流路とノズル（７）とを通して導

10

入した。
原料ガスとしては、メタンガス６０ｓｃｃｍとアルゴンガス６０ｓｃｃｍの混合ガスで
ある。リアクタ（１０）内の圧力を排気管（８）に接続した圧力調整バルブを用いて１０
Ｔｏｒｒに保持した。
【００７２】
マイクロ波パワー１００Ｗにてプラズマを生成し、銅箔基材（５）にプラズマＣＶＤ処
理を行った。プラズマは、実施例１の３Ｔｏｒｒにおけるプラズマに比べて、拡散しにく
くなり、プラズマ発光がノズルのところにより寄った形状で生成しており、銅箔基材（５
）の付近ではプラズマ発光が薄くなっていた。図６にマイクロ波プラズマ生成装置の横側
から撮ったプラズマの写真を示す。写真のプラズマ発光パターンにより、ノズルから基材

20

表面に向けて吹き出るプラズマの距離は約２ｍｍであることがわかる。
【００７３】
プラズマＣＶＤ処理時間５分と、１０分と、１５分と、２０分に対して、それぞれグラ
フェン膜の試料を作製した。
前記水素プラズマ処置と前記プラズマＣＶＤ処理中、基材温度を基材表面に接触した熱
電対で測定を行った。実施例３における前記水素プラズマ処理とプラズマＣＶＤ処理中の
基材表面温度の変化を図７に示す。水素プラズマ処理中の基材温度は４９０℃以下であり
、プラズマＣＶＤ処理中の基材温度は３１０℃以下である。
【００７４】
30

本実施例３で得られたグラフェン膜のラマン分光スペクトルの測定を行った。
図８（ａ）〜（ｄ）に測定した銅箔基材上の形成された炭素膜のラマン分光スペクトル
を示す。図中、（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）は、それぞれプラズマＣＶＤ処理時間が
５分、１０分、１５分、２０分であるグラフェン膜のラマン分光スペクトルを示している
。
図８の全てのラマン分光スペクトルからＧバンドと２Ｄバンドの両方が観察されており
、作製された炭素膜がグラフェン膜であることが明らかである。
Ｄバンド、Ｇバンド、Ｄ´バンド、２Ｄバンドに対して、それぞれフィッティングを行
い、バックグラウンドを差し引くことによって、それぞれのピークの相対強度と半値幅を
求めた。

40

【００７５】
−１

図８（ａ）のプラズマＣＶＤ処理時間５分の試料では、Ｇバンド（１５９０ｃｍ

）

と２Ｄバンド（２６８０ｃｍ−１）のピークが観察されている。また、グラフェンの正常
六員環の欠陥に起因するＤバンド（１３４３ｃｍ−１）とＤ´バンド（１６２４ｃｍ−１
）が現れている。Ｄバンドのピーク強度は、Ｇバンドのピーク強度より大きく現れている
。Ｇバンドのピーク半値幅は３２．１ｃｍ−１、２Ｄバンドのピーク半値幅は５１．１ｃ
ｍ−１である。
また、２ＤバンドとＧバンドのピーク強度比Ｉ（２Ｄ）／Ｉ（Ｇ）は、１．２である。
【００７６】
図８（ｂ）のプラズマＣＶＤ処理時間１０分の試料では、Ｇバンド（１５８２ｃｍ−１
）と２Ｄバンド（２６６３ｃｍ−１）のピークが観察されている。また、グラフェンの正
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常六員環の欠陥に起因するＤバンド（１３３７ｃｍ−１）が現れている。一方、Ｄ´バン
ドは現れてない。Ｄバンドのピーク強度は、Ｇバンドのピーク強度より小さく現れている
。Ｇバンドのピーク半値幅は２６．２ｃｍ−１、２Ｄバンドのピーク半値幅は５３．９ｃ
ｍ−１である。
また、２ＤバンドとＧバンドのピーク強度比Ｉ（２Ｄ）／Ｉ（Ｇ）は、１．６である。
【００７７】
図８（ｃ）のプラズマＣＶＤ処理時間１５分の試料では、Ｇバンド（１５８０ｃｍ−１
）と２Ｄバンド（２６６５ｃｍ−１）のピークが観察されている。また、グラフェンの正
常六員環の欠陥に起因するＤバンドとＤ´バンドのピークは現れてない。Ｇバンドのピー
ク半値幅は３０．９ｃｍ−１、２Ｄバンドのピーク半値幅は５２．１ｃｍ−１である。

10

また、２ＤバンドとＧバンドのピーク強度比Ｉ（２Ｄ）／Ｉ（Ｇ）は、１．９である。
【００７８】
図８（ｄ）のプラズマＣＶＤ処理時間２０分の試料では、Ｇバンド（１５８９ｃｍ−１
）と２Ｄバンド（２７００ｃｍ−１）のピークが観察されている。また、グラフェンの正
常六員環の欠陥に起因するＤバンドとＤ´バンドのピークは現れてない。Ｇバンドのピー
ク半値幅は２８．９ｃｍ−１、２Ｄバンドのピーク半値幅は４２．９ｃｍ−１である。
また、２ＤバンドとＧバンドのピーク強度比Ｉ（２Ｄ）／Ｉ（Ｇ）は、２．３である。
【００７９】
図８に示すラマン分光スペクトルの結果から、プラズマＣＶＤ処理の時間が経つにつれ
て、正常六員環の欠陥に起因するＤバンドとＤ´バンドのピークが小さくなり、ある時間

20

が経つと現れてなくなることが分かる。
これは、プラズマＣＶＤ処理の初期にグラフェンの核が生成し、処理時間と共にグラフ
ェン結晶の欠陥が減る、なお、そのグラフェン結晶のサイズが大きく成長して行くことを
示す。
【００８０】
図８に示すラマン分光スペクトルの結果から、プラズマＣＶＤ処理の時間が経っても、
２ＤバンドとＧバンドのピーク強度比Ｉ（２Ｄ）／Ｉ（Ｇ）が１．２以上にあることが分
かる。
これは、本実施例３で形成したグラフェン膜は、プラズマ処理時間が経ってもその層数
30

が１〜２層で成長が停止していることを示す。
また、ＤバンドとＤ´バンドのピークが現れてないことから、本発明により、低温ＣＶ
Ｄ処理において無欠陥の良質なグラフェン膜の作製ができることを示している。
【００８１】
図８に示すラマン分光スペクトルの結果から、本実施例３で形成したグラフェン膜は、
プラズマＣＶＤ処理時間に関係なく、２Ｄバンドのピークの半値幅が４２．９〜５３．８
ｃｍ−１であることが分かる。
グラフェン膜のラマン分光スペクトルにおける２Ｄバンドの半値幅から、グラフェン膜
の層数を推定することができることが知られている。
本実施例で得られた結果は、非特許文献１１中のＴａｂｌｅ

１に示している２層グラ

フェン膜に対応しており、本実施例３で形成したグラフェン膜は、２層のグラフェンを含

40

むグラフェン膜であると考えられる。
【００８２】
本発明の手法で作製したグラフェン膜を透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ：Ｔｒａｎｓｍｉｓ
ｓｉｏｎ

Ｅｌｅｃｔｒｏｎ

Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）で膜の断面観察を行った。

観察用試料は、銅箔表面に形成したグラフェン膜上に非結晶質炭素を塗布し、フォーカ
スイオンビーム（ＦＩＢ：Ｆｏｃｕｓｅｄ

Ｉｏｎ

Ｂｅａｍ）法により薄片化した。Ｆ

ＩＢ装置は、エスアイアイ・ナノテクノロジー社製Ｘｖｉｓｉｏｎ２００ＴＢを用いた。
透過型電子線顕微鏡による透過像観察には、日立製作所社製Ｈ−９０００ＵＨＲを用い、
加速電圧３００ｋＶの条件で行った。
図９に実施例３により作製したグラフェン膜を透過型電子顕微鏡で観察した断面写真を
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示す。図９では、グラフェン膜における２層グラフェン膜の部分を示している。すなわち
、作製したグラフェン膜、２層グラフェン膜の部分を含む多結晶のグラフェン膜であるが
分かる。
【００８３】
上記の実験結果は、本発明の手法を用いることにより、中間圧の圧力環境下で、５００
℃以下の低い基材温度においても、結晶格子の欠陥が少ないグラフェンにより構成した高
い結晶性を持つグラフェン膜の成膜することが可能であることを示す。
これは、従来の高真空リアクタ、及び基材加熱用のヒーターの用意が不要になるので、
工業的に大変有利なグラフェン作製手法である。
【００８４】

10

さらに、上記の実験結果は、本発明の手法を用いることにより、中間圧の圧力環境下で
、５００℃以下の低い基材温度において、ＣＶＤ処理時間に関係なく、グラフェン膜があ
る層以下で成長が止まる自己成長停止の成長法でグラフェン膜の作製ができることを示し
ている。
これは、グラフェン膜の連続作製を行う際、または大面積の基材におけるグラフェン膜
を作製する際に、プラズマＣＶＤ条件が空間的に一様な分布じゃなくても、プラズマＣＶ
Ｄ処理を適切な時間まで行うことにより、大面積の基材全面にグラフェン膜が一様に形成
できる手法で、工業的に大変有利な手法である。
【００８５】
（実施例４）
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本実施例では、実施例１と同様に、図３に示すマイクロ波プラズマＣＶＤ装置を用いて
、ガス流速を変えた場合、合成される膜の変化を調べた。
本実施例４における処理手順は上記の実施例３と同じである。ただ、基材表面に当たる
ガス流速を実施例３の条件より減らすために、原料ガスをメタンガス３０ｓｃｃｍとアル
ゴンガス３０ｓｃｃｍの混合ガスとした。
本実施例４で得られたグラフェン膜のラマン分光スペクトルの測定を行った。図１０に
測定した銅箔基材上の形成された炭素膜のラマン分光スペクトルを示す。図中、（ａ）と
（ｂ）は、それぞれプラズマＣＶＤ処理時間が５分と１０分であるグラフェン膜のラマン
分光スペクトルを示しており、実施例３における図８の（ａ）と（ｂ）に示すラマン分光
スペクトルに対応する。
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図１０の（ａ）と（ｂ）に示すようにカーボン材料関連のラマン発光スペクトルが現れ
てない。これは、銅箔基材表面にカーボン材料が合成されてないことを示す。
すなわち、本実施例４においては、ガス流速が遅いため、プラズマ内に生成したラジカ
ルが基材表面まで十分届かず、グラフェンの核生成ができず、成膜ができなかったことを
示す。
本実施例から明らかなように、ガス流速を制御して、グラフェン膜が基材表面に沿って
成長するために必要なラジカルを十分に供給することが重要である。
【００８６】
（実施例５）
本実施例では、図３に示すノズルから吹き出るマイクロ波プラズマを用いた低温グラフ
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ェン膜作製装置と同様の装置を用い、大気中に設置したロール状の銅箔基材をリアクタ内
に連続的に送り込みながら、銅箔基材の表面にグラフェン膜を連続的に作製するロールツ
ーロール式の連続成膜装置を製作した。これにより、良質なグラフェン膜の連続的低温成
膜が可能となる。
図１１にロールツーロール方式の連続成膜装置の模式図を示す。
【００８７】
本実施例では、図１１に示すようにマイクロストリップ線路とガス流路とをアレイし、
長さ２０ｍｍのスロット形状のノズルにプラズマが生成するプラズマ源（１０６）を複数
設けることにより、プラズマ処理面積を大面積にしている。
上記複数のプラズマ源は、金属製のリアクタ（１０４）の上部面に、基材が動く方向に
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沿って並列されている。
この連続成膜装置は、プラズマＣＶＤ処理領域と差動排気部から構成される。ロール状
の銅箔基材は大気中（圧力は、およそ７６０Ｔｏｒｒ）に設置する。
銅箔基材は、巻き出しロール（１０１）から動排気用オリフィスを通して差動排気部（
１０３）に送り込まれる。差動排気部（１０３）に送り込まれた銅箔は、差動排気部（１
０３）とリアクタ（１０４）との間に設置した上記と同じ形状のオリフィスを通して、リ
アクタ（１０４）に送り込まれる。
それぞれのプラズマ源に、原料ガスとしてメタンガスとアルゴンガスを供給する。リア
クタ（１０４）内の圧力は、圧力調整バルブを制御し、中間圧力以上に保持する。それぞ
れのプラズマ源にマイクロ波パワーを印加し、プラズマＣＶＤ処理を行う。基材温度は、

10

５００℃以下に保つ。
【００８８】
プラズマＣＶＤ処理により、グラフェン膜が成膜された銅箔基材は、差動排気用オリフ
ィスを通って差動排気部（１０３）に送り込まれ、さらに次の差動排気用オリフィスを通
って大気中に送出され、巻き取りロール（１０２）に巻き取られる。
このように本発明の手法を用いることにより、連続的にグラフェン膜を低温作製するこ
とが可能となり、工業的に大変有利な手法を提供することができる。
【００８９】
（実施例６）
本実施例では、図１１に示した実施例５におけるロール・ツー・ロール方式の連続成膜
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装置に、プラズマＣＶＤ処理で発生する基材のしわと、ひずみを低減するため、ＣＶＤ処
理中の基材をサポートする成膜ローラを設けた連続成膜装置を製作した。これにより、よ
り高い信頼性を有するグラフェン膜の連続成膜が可能となる。
図１２に本実施例のロールツーロール方式の連続成膜装置の模式図を示す。
【００９０】
本実施例で制作する連続成膜装置では、図１１に示すロール・ツー・ロール方式の連続
成膜装置において、プラズマＣＶＤ処理が行われるところの銅箔基材をサポートする成膜
ローラ（１０７）を設け、その成膜ローラの形状に沿って、複数のプラズマ源（１０６）
を並列している。
図１２に示すように、本発明では、成膜ローラ（１０７）の形状に合わせて、プラズマ
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源（１０６）を設けることが可能であり、例えば、円筒型ローラの表面に沿って一様なプ
ラズマを生成することができる。
一方、従来のグラフェン作製用マイクロ波プラズマＣＶＤ処理法（例えば、特許文献１
と特許文献２と特許文献３の技術）では、一様なＣＶＤ処理を行うためには、基材を平面
状にして処理する必要があり、本実施例で使用するような基材をサポートする成膜ローラ
（１０７）を適用することが困難である。
したがって、このように本発明の手法を用いることにより、高い生産性と信頼性を保持
しながら、連続的にグラフェン膜を作製することが可能となり、工業的に大変有利な手法
を提供することができる。
【符号の説明】

40

【００９１】
１

プラズマ生成領域

２

マイクロ波伝送用同軸ケーブル

３

マイクロストリップ線路

４

内部にガス流路と裏面に導体面を設けた誘電体基板

５

基材

６

基材を設置するための試料台

７

誘電体基板の端面に設けた線状の矩形ノズル

８

ガス排気管

９

ガス導入管
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１０

リアクタ

１１

マイクロ波導入用フランジ

１２

ガス導入用フランジ

４０

リアクタ

４１

プラズマ生成室

４２

矩形マイクロ波導波管

４３

マイクロ波導入用誘電体窓

４４

誘電体窓を支持する金属製支持部材

４５

基材

４６

基材を載置するための試料台

４７

スロット

４８

ガス排気管

４９

原料ガス導入管

１０１

基材の巻き出しロール

１０２

基材の巻き取りロール

１０３

差動排気部

１０４

連続成膜用リアクタ

１０５

プラズマ

１０６

プラズマ源

１０７

成膜ローラ

【図１】
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