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結晶成長

拡

散

グラフェン状物質
六方晶窒化ホウ素の簡便な合成法
六方晶窒化ホウ素は，グラフェンとよく似た蜂の巣構造を持つ絶縁体材料
です．グラフェンと組み合わせることでさまざまな新機能の発現につながる

す ず き

さとる

ことが期待され，その大面積成長法の確立が望まれています．本稿では金属

鈴木

哲

中の原子の拡散現象を利用した，新しく非常に簡便な六方晶窒化ホウ素の合
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成方法について紹介します．

持っている対称性が低下し，これに

いう困難があります．私たちはCVD法

よってグラフェンにバンドギャップが

による高 品 質 h - B N 薄 膜 の成 長 の研

形成されることが予測されています．

究を進めるとともに，C V D 法に代わ

頭に，原子層厚の平面状物質が将来

さらにh-BNにはゲート絶縁膜やトンネ

る新たな成長法の研究も行っていま

のナノエレクトロニクス材料として注

ル障壁としての応用も考えられます．

す（1），（2）．本稿では最近私たちが開発

目されています．六方晶窒化ホウ素

これまではグラフェンと組み合わせ

した固体原料を用いる簡単なh-BN薄

（h-BN）もまたグラフェン状の蜂の巣

るh-BNは主に剥離法（テープで劈開

膜の成長方法について紹介します（3）．

格子を持つ層状物質です．グラフェン

した結晶を基板に擦りつけて転写する

がバンドギャップを持たないのに対し

方法．グラフェンも最初はもっぱらこ

てh - B N は約６e V もの大きなバンド

の方法で得られていました）を用いて得

図１は私たちが開発したh-BN合成

ギャップを持つ絶縁体です．これらの

られていました．しかしこの方法で得

法の模式図です．熱的に安定な基板

構造はよく似ており性質は大きく異

られるh-BN膜の大きさは高々10 μm

（ここではSiO 2 つきシリコンウエハ）を

なっているh-BNとグラフェンを組み合

程度でしかなく汎用性がありません．

用意します（図１（a））．この基板上に

わせることにより，さまざまな応用が

したがって大面積のh-BN薄膜の合成

約30 nmのアモルファス窒化ホウ素

期待されています．グラフェンデバイ

の要求が高まっています．このためグ

（a-BN）膜と300 nmのコバルト（Co）

スの基板にh-BNを用いると，一般的

ラフェンがそうであるように，化学気相

あるいはニッケル（Ni）膜をスパッタ

なシリコン酸化膜（SiO 2 ）基板の場合

成長（CVD）法によるh-BNの大面積

リング法などを用いて蒸着します（図

に比べて移動度が大きく向上すること

合成がさかんに試みられるようになっ

１（b））．この試料を排気した電気炉内

が明らかになっています．これはグラ

ていますが，多くの場合毒性・爆発性

でおよそ930 ℃で10〜30分加熱する

フェン中のキャリアを散乱し，移動

の原料ガスを用いなければならないと

とCoあるいはNi膜の表面に原子層厚

六方晶窒化ホウ素とは
本特集の主題であるグラフェンを筆

固体原料を用いたh-BNの合成

度を低下させる主な要因である電荷不
純物の量がh-BN上では少ないためで
h-BN

あると考えられています．また，バン
Co または Ni

ドギャップを持たないため電界効果に
よる良好なスイッチング特性が得られな

Si

いというグラフェンの最大の弱点をhBNと組み合わせることで克服できる可
能性があります．h-BNの上にグラフェ
ンを重ねるとグラフェンの格子が本来
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h-BN

a-BN

SiO2

スパッタ蒸着

（a）

真空中加熱

（b）

図１

h-BN 薄膜成長法の模式図

（c）

特
集

のh - B N 薄 膜 が形 成 されます（ 図 １

図５
（a）に模式的に示すように，1000

出します．h-BNの場合にもこれと同

（c））．本手法では蒸着装置や電気炉内

℃ 近 い高 温 ではC o やN i 中 に一 定 量

様なことが起こっているように思われ

にセットさえできればどんなに大きな面

（１原子％程度）の炭素原子が溶け込

るのですが，残念ながらこのモデルで

積のh-BN膜でも原理的に得ることが

むことができます．したがって電気炉

はうまく説明できません．なぜならた

できます．また，毒性・爆発性の原料

内で加熱中に原料中の炭素原子の一

を一切用いることがなく，非常に簡単

部が金属中に溶け込みます．金属・炭

で安全であることも大きな特徴です．

素界面で溶けた炭素原子は拡散により

図１（c）においてCoあるいはNi膜を

金属内部を移動していきます．十分に

酸で溶かすとh-BN膜を任意の基板に

時間が経過すると金属内部にほぼ一様

転写して用いることができます．図２

に炭素が溶けた状態が形成されます．

にSiO 2 つきSi基板に転写したh-BN膜

ここで加熱を終えて温度が下がると金

の光学顕微鏡像を示しました．h-BN

属中の炭素の固溶度が下がり，溶けき

は可視光に対して透明なので実はほと

れなくなった炭素原子がグラフェン，

んど見えません．図では丸まったりし

あるいはグラファイトとして表面に析

SiO2

h-BN

50μm

図２

SiO 2 /Si 基板に転写した
h-BN 薄膜の光学顕微鏡像

わがよった部分が辛うじて見えていま
す．図３に加熱後の試料の紫外線反
（％）

射スペクトルを示しました．絶縁体

70

であるh - B N は紫 外 線 領 域 にバンド
ギャップを持ち，これより大きなエネ

60

ルギーの光子を一部反射します．いず

50

Ni

10分
30分

れの試料にも6.3 eV付近にピークが現
れていますが，これがh-BN薄膜による
反射です（他はCo，Niによる反射）．

反
射
率

図４はCo試料の断面の透過電子顕微

40
30
20
10

層状構造が観測されています．このh-

Co

10分
30分

鏡（TEM）像です．h-BNに特有な
0

BN薄膜はおよそ４原子層で構成され

5.0

ていることが分かります．

5.5

6.0

6.5（eV）

光子エネルギー

h-BN薄膜の形成メカニズム

図３

Co，Ni上に成長したh-BNの紫外線反射スペクトル

ところで図１の方法でどうして表面
にh-BN膜が形成されるのでしょうか？
原料であるa-BNはもともと金属膜の
下に埋め込まれていました．そもそも
a-BN中のB，N原子はどうやって表面
にたどり着くことができたのでしょう？
実は図１（b）においてa-BNの代わりに
アモルファス炭素（a-C）を埋め込ん

10 nm

Co

で加熱すると表面にグラファイト膜が
生成することが知られています．この

図４

Co膜上に形成したh-BNの断面TEM像

現象は次のように説明されています．
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とえ高温でもCoやNi中にBNや窒素原
子は溶けない（ホウ素だけなら高温で
少し溶ける）ことが知られているから
です．それではどうやって金属中を原

Ni または Co

Ni または Co

炭素原料

BN原料

（a） 溶ける

（b） 溶けない

子，特に窒素原子は移動して表面に
到達するのでしょう．このメカニズム
の詳細はいまだ明らかではありません
が，問題を解くヒントになるかもしれ

図５

ない実験結果があります．

炭素は溶けるがBNは溶けない

図６（a）は加熱後のNi試料の走査電
子顕微鏡（SEM）像です．h-BN膜
が表面全体を覆っているのですが非常
に薄いため透けており，Ni膜に由来す
るコントラストが観測されています．加
熱後のNiはミクロンサイズの粒径を持

0.5μm

つ多結晶となっていることが分かりま
す．図６（b）と（c）は同じ領域から得

（a） SEM

図６

られたそれぞれB（KLL），N（KLL）

（b） B

（c） N

Ni試料のSEM像とオージェ電子マッピング像

をオージェ電子＊マッピング像で表面に
あるホウ素と窒素の量を表しています．

さらに簡便にしたh-BN薄膜の合成法

h-BNを形成していることからB像とN

の開発に取り組んでいます．今回ス

像は大きな正の相関を示し，同じよう

パッタリング法で蒸着したa-BN膜や金

なパタンが得られています．場所によ

属膜の代わりにスピンコートで塗布し

る明るさのムラはh-BN膜厚のムラを表

た固体原料と市販の金属箔を用いても

しています．h-BNが厚く形成されて

同様 にh - B N 膜 を形 成 できることが

いる部分はしばしば閉曲線を構成して

分かってきています．また金属内のB，

います．SEM像と注意深く比較する

N原子の拡散メカニズムを解明すべく

とh-BNが厚い部分はNiの粒界にほぼ

研究を進めています．今後は本手法で

沿って分布していることが分かります．

作製したh-BN薄膜とグラフェンを積

図６では２つの粒界の例を点線で示し

層 化 し， グラフェンデバイスの高 性

ています．これらのことから，B，N原

能・高機能化に取り組んでいきたいと

子，特にN原子は粒界を拡散して表面

思います．

に到達しているのではないかと考えて
います．

今後の展望
現在私たちは，今回紹介した方法を
＊ オージェ電子：内殻電子が励起された原子から
放出される，原子固有のエネルギーを持つ電子．
今の場合，電子銃からの高速電子によってB，
あるいはN原子のK殻電子が励起され，これが
緩和される際にL殻電子が放出されます．
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鈴木

哲

原子層厚のh-BN薄膜はたとえ面積が大き
くても目視するのは難しいものです．しか
しこの薄っぺらな膜にはいろいろな可能性
が秘められています．今後はグラフェンと
の融合にトライしていきたいと思います．
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